
              

平成 27年 2月 19日 

 

富士急行株式会社 

２月２３日は「富士山の日」！ 

世界遺産「富士山」を知って！見て！楽しもう！ 
富士急グループ３２施設で「富士山の日」を祝した様々なイベント・キャンペーンを実施します！ 

 

 

富士急行株式会社（本社：山梨県富士吉田市、社長：堀内光一郎）では、山梨・静岡両県が条例に定

める２月２３日（月）の「富士山の日」に因み、山梨県及び静岡県内の富士急グループ計３２施設にお

いて、富士山の日を祝したチケット販売や各種イベントを実施致します。 

富士北麓の遊園地「富士急ハイランド」や富士山二合目に位置する遊園地「ぐりんぱ」では、「富士山

（２・２・３）」の語呂に因んだ「２，２３０円」のセット券を販売。また、富士急ハイランドでは、富

士山の日当日に名前に「フジ」が付くお客様を集め、午後２時２３分におそろいの衣装を着てジェット

コースターFUJIYAMAに乗車するイベント『「フジさん」で FUJIYAMAジャック』を実施致します。 

遊園地ぐりんぱでは、初心者向けのスケート教室の開催や、富士山の形をした的に向かってストーン

を投げ、的からの近さを競うイベント「富士山カーリング」を実施。 

その他山梨・静岡両県の富士急グループ各施設においても、富士山関連グッズのプレゼントや利用料

金の割引等様々なキャンペーンを行う予定です。 

 

富士山が美しくご覧いただけるこの季節に「富士山の日」を皆さんでお祝いしませんか？ 

多くのお客様のご来場をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（山梨県及び静岡県ホームページより抜粋） 

 

 

 

 

【山梨県富士山の日条例】 

日本の象徴である富士山について、県民が、理解と関心を深め、その恵みに感謝し、愛

する心を育むとともに、その保護及び適正な利用を図ることにより、富士山の豊かな自

然及び美しい景観並びに富士山に関する歴史及び文化を後世に引き継ぐことを期する

日として、富士山の日を設ける。（第 1条） 

【静岡県富士山の日条例】 

県民が、世界に誇るべき国民の財産であり、豊かな恵みをもたらしている富士山について理

解と関心を深め、富士山を愛する多くの人々とともに、富士山憲章の理念に基づき、富士山

を後世に引き継ぐことを期する日として、富士山の日を設ける。（第１条） 



■『平成27年 富士山の日』イベント・キャンペーン等内容一覧(山梨県内施設)

名称 概要

1 2月23日 フジサン満喫チケット販売

富士急ハイランドの「フジサン」（FUJIYAMA・富士飛行社・フジヤマミュージアム・ふじや
ま温泉）の利用セット券を富士山の日限定で販売。
料金：2,230円（税込）
※通常料金よりも620円割引

2 2月23日 「フジさん」でFUJIYAMAジャック
名前に「フジ」が付くお客様28名でFUJIYAMAに富士山の日のフジサン時間（2時23分）
におそろいの衣装を着て乗車
（例）藤本、藤田、富士男、不二子　等

3 ～2月22日 富士山フォトコンテスト
富士急ハイランドからの富士山と、投稿者自身や家族・友人が写った思い出の写真を
富士急ハイランドのSNSに投稿してもらい、ユニークな作品を募るコンテストを開催

4 ハイランドリゾートホテル&スパ 山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号
①2月23日

②2月23日～28日

①富士山ポストカードプレゼント
②フレーズ・ドゥ・フジヤマ

ドリンクセット500円

①ご宿泊される方に富士山ポストカードをプレゼント（1組1セット）
②期間中、「リサとガスパールレストラン」で富士山を模ったかわいいケーキ（フレーズ・
ドゥ・フジヤマ）のドリンクセットを500円で販売（通常販売価格775円）

5 ホテルマウント富士 山梨県南都留郡山中湖村山中1360-83 ①2月23日
②2月23日～28日

①富士山ポストカードプレゼント
②限定特別ドリンクメニュー販売

①ご宿泊される方に富士山ポストカードをプレゼント（1組1セット）
②期間中、「ザ・ガーデンカフェ」で限定特別ドリンクメニューを販売（各700円）
・カフェアートを描いた「富士山カプチーノ」
・富士山蜂蜜でお召し上がりいただく「ハーブティー」

6 ハイランドリゾートホテル&スパ
売店

2月23日 富士山くじ引き 富士山の日限定でお買いものしてくださった先着２２３名のお客様にくじ引きの実施。
1等・2等・3等が出たお客様には商品をプレゼント

7 リサとガスパールタウン　ショップ 2月23日 富士山くじ引き 富士山の日限定でお買いものしてくださった先着２２３名のお客様にくじ引きの実施。
1等・2等・3等が出たお客様には商品をプレゼント

8 Gateway Fujiyama
河口湖駅店

山梨県南都留郡富士河口湖町船津3641 2月23日 富士山くじ引き 富士山の日限定でお買いものしてくださった先着２２３名のお客様にくじ引きの実施。
1等・2等・3等が出たお客様には商品をプレゼント

9 Gateway  Fujiyama
富士山駅店

山梨県富士吉田市上吉田2-5-1 2月23日 富士山くじ引き 富士山の日限定で２０００円（税込）以上お買いものしてくださった先着２２３名のお客様
にくじ引きの実施。1等・2等・3等が出たお客様には商品をプレゼント

10 富士急ハイランド
高速バス停売店

山梨県富士吉田市新西原5-5597-4 2月23日 富士山くじ引き 富士山の日限定でお買いものしてくださった先着２２３名のお客様にくじ引きの実施。
1等・2等・3等が出たお客様には商品をプレゼント

11 山梨県立富士ビジターセンター
売店

山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663-1 2月23日 富士山くじ引き 富士山の日限定でお買いものしてくださった先着２２３名のお客様にくじ引きの実施。
1等・2等・3等が出たお客様には商品をプレゼント

12 ①富士山学 富士山を楽しく学ぶ『富士山学』を開講
講義時間：１６：００～１７：００

13 ②富士山石鹸づくり
地元メーカーである松山油脂さんが数量限定で作った「富士山石鹸」づくりクラフト
１５：００～１６：００予約制・有料（\１,０００ワンドリンク付き）
【ご予約方法】　ＰＩＣＡ予約センター　0555-30-4580

14 ２２日・２３日 ③富士山鑑賞会
ＰＩＣＡ富士吉田から徒歩３分の絶好ビュースポットをご案内。
時間：７：００～

2月21日～23日

No 実施日・期間

ＰＩＣＡ富士吉田 山梨県富士吉田市上吉田4959-4

富士急ハイランド 山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号 ㈱富士急ハイランド
TEL：0555-24-6711

ハイランドリゾート㈱
TEL：0555-22-1181

イベント・キャンペーン内容
施設名 住所 問合せ先

山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号

㈱フジヤマ・クオリティ
TEL：0555-30-1077



15 森の駅旭日丘売店 2月23日 富士山くじ引き 富士山の日限定でお買いものしてくださった先着２２３名のお客様にくじ引きの実施。
1等・2等・3等が出たお客様には商品をプレゼント

16 ＰＩＣＡ山中湖ヴィレッジ
FUJIYAMA KITCHEN

2月21日～23日
富士山の日記念特別コースメ

ニュー

パール富士コース２,２３０円
ダイヤモンド富士コース３,７７６円
ランチ及びディナーコース

17 森の駅旭日丘
バスターミナル

山梨県南都留郡山中湖村
平野字向切詰506-296

富士急山梨バス㈱
TEL：0555-72-6873

2月23日 水陸両用山中湖のKABA KABAバスにて乗車券（2,200円）＋写真大サイズ（1,000円）を通常3200円のところ富士
山に因み「2,230円」のセット券として販売

18 風穴　森の駅「風穴」
山梨県南都留郡富士河口湖町

西湖青木ヶ原2068-1
富士観光興業㈱

TEL：0555-85-3089
2月23日 ソフトクリーム 無料サービス 先着50名様（1名様1個まで）に、通常350円のソフトクリームを無料サービス

19 Q-STA　ビューティーQ 2月23日
富士山ポストカード

プレゼント
富士山の日当日にお買い物されたお客様先着30名に富士山ポストカードをプレゼント
※なくなり次第終了

20 Q-STA　１Fインフォメーション
カウンター

2月23日
富士山周辺観光ガイド

プレゼント
インフォメーションご利用の方先着30名に富士山周辺観光ガイドプレゼント
※なくなり次第終了

21 Q-STA　４FトイズQ 2月23日
富士山ジグソーパズル

プレゼント
5,000円以上お買い上げのお客様先着20名にミニ富士山ジグソーパズルプレゼント
※なくなり次第終了

22 Q-STA　４FブックスQ 2月23日 富士山書籍コーナー展開 店舗内にて富士山書籍（写真集等）のコーナー展開実施

23 みさかの湯 山梨県笛吹市御坂町成田2200 2月23日 ポイント2倍付与
通常、1回の施設利用につき1ポイント付与するポイントを、富士山の日に限り、2倍の2
ポイントを付与

24 ももの里温泉 山梨県笛吹市一宮町金沢387-1 2月23日 ポイント2倍付与
通常、1回の施設利用につき1ポイント付与するポイントを、富士山の日に限り、2倍の2
ポイントを付与

25 河口湖遊覧船 山梨県南都留郡富士河口湖町船津4034番地 富士五湖汽船㈱
TEL：0555-72-0029

2月23日 ①乗船料金1割引き
②富士山ポストカードプレゼント

乗船料金1割引及び、富士山ポストカードを乗船のお客様全員にプレゼント

26 富士急山梨ハイヤー
吉田営業所

山梨県富士吉田市松山4丁目6番29号 富士急山梨ハイヤー㈱
TEL：0555-23-6600

2月23日 「223」キャンペーン 「223」のナンバープレートをつけたタクシー車両（2台所有）に
ご乗車いただいたお客様、先着30名様に粗品を進呈。

27
天上山公園

カチカチ山ロープウェイ
山梨県南都留郡富士河口湖町浅川1163-1

天上山公園カチカチ山
ロープウェイ

TEL：0555-72-0363
2月23日 富士山の日キャンペーン

延長営業：9：30～17：10（下り最終）※通常16：40最終
ご乗車のお客様全員にポストカードプレゼント
当日運賃1割引にて運行

28 河口湖駅 山梨県南都留郡富士河口湖町船津3641
富士急行株式会社

富士山駅
TEL0555-22-7133

2月22日～23日 「富士山の日イベント」

駅前に展示してある電車（モ１号）を展示室として使用
駅舎前にメッセージボードを設置。
１．富士山の環境保全パネルの展示
２．パステルで描く「私の富士山」 展示 / 作品つくり
３．富士山寄せ書き ：白いべニア板に富士山メッセージを記入
※「私の富士山」は、国際アート交流事業として、富士河口湖町の委託事業として昨年
7 月より実施。Ａ５版の紙に、指を使って富士山のパステル画を描写します。幼児から
大人まで、初心者でも20分から30 分あれば作品が完成します。

29 富士山駅 山梨県富士吉田市上吉田2丁目5番1号
富士急行株式会社

富士山駅
TEL0555-22-7133

2月22日～23日
富士山の日記念
富士山駅抽選会

鉄道利用のお客様で、富士山に関連するもの（写真や絵など、富士山に関係するもの
であれば何でもよい）を駅員に提示したお客様を対象に、富士山（フジヤマ）に関連す
る商品が当たる抽選会を実施。

30 旭日丘桟橋 山梨県南都留郡山中湖村
平野字向切詰506番地の1

富士汽船㈱
TEL：0555-62-0130

2月23日 富士山キャンペーン 白鳥・鯉のエサ無料サービス。

山梨県富士吉田市上吉田2-5-1 ㈱富士急百貨店
TEL：0555-23-1111

㈱富士急ビジネスサ
ポート

TEL：0555-22-8611

山梨県南都留郡山中湖村
平野字向切詰506-296

㈱フジヤマ・クオリティ
TEL：0555-30-1077



■『平成27年　富士山の日』イベント・キャンペーン内容一覧（静岡県内施設）

名称 概要

1 遊園地ぐりんぱ 静岡県裾野市須山字藤原2427
㈱フジヤマリゾート
TEL：055-998-1111

2月21日～
3月1日

富士山キャンペーン

【富士山に因んだ価格設定】
①親子ワンデークーポン（入園+乗り物乗り放題）大人１名様
　　＋小人1名様＝2,230円（通常5,750円）
②親子スケートセット券(大人入園＋小人入園＋大人貸靴
　　＋小人貸靴)＝2,230円（通常3,850円）
【イベント】
2月21日(土)、28日(土)　「富士山カーリング」
場所：湖のスケート場

2
レストラン
ソラノテラス

静岡県沼津市根古屋998-27
新東名高速道路上り線NEOPASA

駿河湾沼津２階
2月23日

お食事のお客様に
抽選でプレゼント

お食事のお客様に抽選を実施し、当たりのお客様に
プチギフトをプレゼント。

3 道の駅すばしり 静岡県駿東郡小山町須走338-44 2月23日 福引
ご来店のお客様へ特典として物販商品2,000円以上お買い
上げのお客様に福引を実施。（１回/１会計）

4
頑固市場

富士川ＳＡ店
静岡県富士市岩淵字北吉野1500番地 2月23日 福引

ご来店のお客様へ特典として物販商品2,000円以上お買い
上げのお客様に福引を実施。（１回/１会計）

5 大富士ゴルフ場 富士市今宮1243
表富士観光㈱

TEL：0545-21-4111
2月23日 富士山コンペ

オープン参加のコンペを実施
※事前申込要
※詳細はホームページを参照下さい
http://www.daifuji-gc.com/

6 岳南電車 富士市今泉1丁目17番39号
岳南電車㈱

TEL：0545-53-5111
2月～3月31日 ヘッドマーク付電車運行

電車車両にデザインコンテスト最優秀作品「岳鉄と富士山」
ヘッドマークを取付け、電車を運行。

実施日・期間No
イベント・キャンペーン内容

施設名 住所 問合せ先

㈱フジヤマ・クオリティ
TEL：0555-30-1077


