
 

平成２８年２月１９日 

 

富士急行株式会社 

２月２９日は“富士急（フ・ジ・Ｑ）の日”  

「富士急の日感謝ウィーク」2/23～2/29実施 
富士急グループ 4０施設で様々なイベント・キャンペーンを展開 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （YAMANAKAKO NO KABA）                       （富士急ハイランド）  

 

富士急行株式会社（山梨県富士吉田市）では、４年に１度訪れる「富士急の日（２月２９日）」

に伴い、２月２３日（火）～２９日（月）の７日間、「富士急の日感謝ウィーク」を実施いたしま

す。 

 

「富士急の日感謝ウィーク」は、「富士を世界に拓く」の創業精神のもと富士山とともに歩んで

きた弊社がお客様へ日頃の感謝をこめて実施するもので、２月２３日（富士山の日）から２月２

９日の期間、富士急グループ 4０施設にて「富士急（２・２・９）」や「富士山（２・２・３）」

の語呂に因んだ様々なイベント・キャンペーンを展開いたします。 

 

概要は以下の通りでございます。 

 

＜「富士急の日感謝ウィーク」概要＞ 

（１）開催期間 

  平成２８年２月２３日（火）～２月２９日（月） 

   ※施設により期間の異なる場合あり 

（２）対象施設 

  山梨県・静岡県・神奈川県・埼玉県・福島県にある富士急グループ４０施設 

（３）主な内容（抜粋） 

  ①２月２９日（月）に１組限定で山中湖の水陸両用バス「YAMANAKAKO NO KABA」

を 22,900円で貸切。 

  ②２月２３日（火）～２９日（月）に、富士急ハイランドの入園口でパスポートを提示し

た外国人のお客様（団体のお客様除く）は富士急ハイランド入園無料。 

  ③２月２３日（火）～２９日（月）の期間内にハイランドリゾートホテル＆スパ、ホテル

マウント富士、富士山ステーションホテルの３ホテルのうち１か所でもご宿泊いただい

たお客様に無料宿泊券等豪華プレゼントがあたる大抽選会を実施。 

 （４）お問合せ先 

    富士急行株式会社 営業部 ０３－３３７６－１１１３ 



『富士急の日感謝ウィーク』実施内容一覧

名称 概要

2/23 富士山の日記念イベント
2/23　富士山の日記念イベント
富士山の日を記念して、名前に「フジ」がつくお客様を集め、午後2:23にフジヤマを発車します。

フジQの日イベント
2/29　フジQの日イベント
園内に隠されたパズルパネルを見つけると、抽選会に参加できます。

フジQの日限定特別料金
2/29　フジQの日限定特別料金
CLUBフジQ会員限定で、フリーパスが2,290円（大中小共通）になります。
どなたでも入園無料です。

CLUBフジQ感謝デー
2/29　CLUBフジQ感謝デー
会員限定で、優先入園。また、コースターで好きな座席にご案内致します。

海外個人旅行のお客様パスポート提示で入園
無料

2/23～2/29　富士急感謝ウィーク
2/23～2/29の間、海外個人旅行のお客様に限り入園が無料になります。

富士山の日特別キャンペーン
富士山の日特別キャンペーン
2/23～2/29の間、山梨県民・静岡県民のお客様限定でフリーパスの特別割引を実施します。
大人4,000円、中高生3600円、小人2900円

2
ハイランドリゾートホテル＆スパ
ホテルマウント富士
富士山ステーションホテル

山梨県富士吉田市
山梨県南都留郡山中湖村

ハイランドリゾートホテル＆スパ、ホテルマウン
ト富士、富士山ステーションホテルの3ホテル合
同での大抽選会

期間内に宿泊したお客様を対象に抽選会を実施します。
宿泊エグゼクティブフロアデラックスツイン宿泊券やディナー券、フジヤマバルコニー無料券など
豪華賞品が当たります。

3 ハイランドリゾートホテル＆スパ 山梨県富士吉田市 富士急の日感謝ウィーク特別商品

①期間中、フジヤマスカイバルコニーを229円でご利用いただけます。
②リサとガスパールレストランにてケーキ「フジヤマ苺」ドリンクセットを500円（通常810円）で販売します。
③レ レーヴ　サロン・ド・テで「美富士」「フジヤマ苺」「フジヤマモンブラン」のケーキセットを500円
　　（通常1,200円）で 販売します
④上海菜館にて、第13回「食の祭典 山梨」において山梨県県知事賞を受賞した山下修功氏が、
　  地産の食材を使って、受賞時のコースを提供します。

4 ホテルマウント富士 山梨県南都留郡山中湖村 富士急の日感謝ウィーク特別商品
①ザ・ガーデンカフェで「富士山カプチーノ」と「ハーブティー」を500円（通常700円）で販売します。
②2/29限定で、外来入浴が229円（通常1,620円）で利用いただけます。※2/29限定

山梨県富士吉田市富士急ハイランド1

2/29

2/23～2/29

イベントキャンペーン内容
NO 施設名 所在地 実施日・期間

2/23～2/29



名称 概要

イベントキャンペーン内容
NO 施設名 所在地 実施日・期間

5 Gateway Fujiyama河口湖店 山梨県南都留郡富士河口湖町

6 Gateway Fujiyama富士山駅店 山梨県富士吉田市

7 ハイランドバス停売店 山梨県富士吉田市

8 ハイランドリゾート売店 山梨県富士吉田市

9 リサとガスパールタウンショップ 山梨県富士吉田市

10 森の駅旭日丘 山梨県南都留郡山中湖村

11 忍野　しのびの里 山梨県南都留郡忍野村

12 PICA富士吉田 山梨県富士吉田市
①「富士山」○×ゲーム！
②「富士山」カップケーキ作り
③富士山鑑賞会

期間中、ご宿泊のお客様向けに下記のイベントを開催します。
①「富士山」○×ゲーム！
②「富士山」カップケーキ作り
　　シェラカップで富士山型のケーキを作ります。【1人500円】
③富士山鑑賞会
　　PICA富士吉田近くの富士山ビュースポットへお連れします。

13 PICA山中湖ヴィレッジ 山梨県南都留郡山中湖村 ランチの割引きサービス
FUJIYAMA KITCHEN 平日限定サービスランチ
FUJIYAMA Lunch コースを通常2,600円のところ2,290円で提供します。
　※通常平日限定ですが、２７日（土）と２８日（日）もご利用いただけます。

14 PICA富士西湖 山梨県南都留郡富士河口湖町 2/28～2/29

①売店にて3776円以上購入のお客様に
    フジヤマせっけんプレゼント
②甲州ワインビーフ1ポンドステーキを
    限定3セット 割引販売

①売店商品、合計金額3,776円以上ご利用のお客様にフジヤマせっけんを1つプレゼントします。
②甲州ワインビーフ　1ポンドステーキを通常11,000円のところ、2,290円引きの1セット8,710円で
 　限定3セット販売します。

15 キャンピカ明野ふれあいの里 山梨県北杜市明野町 2/24～2/29 富士山が見れたらプレゼントキャンペーン

ご宿泊者様限定で、ご滞在中にキャンピカ明野場外（徒歩1分）の場所から見える
富士山ビュースポットから、富士山を望む事ができたら、焚火を楽しむアイテムをプレゼント。
スマホやデジカメなどで富士山を撮影をしていただき、フロントスタッフにお見せください。
≪プレゼント≫マシュマロ、もしくはソーセージのいずれかをお選びください。

16 ふじやま温泉 山梨県富士吉田市 2/23～2/29 サワーの割引販売 期間中、ふじやま温泉レストラン内にてサワーを223円（税込）で販売します（通常価格410円（税込））

2,000円(税込）以上お買い上げのお客様に景品が当たるくじ引きを実施します。富士山くじ引き

2/23～2/29



名称 概要

イベントキャンペーン内容
NO 施設名 所在地 実施日・期間

2/23及び2/29
①入館無料
②ポストカードセットプレゼントキャンペーン

①2/23及び2/29に来館されたお客様に限り、入館が無料になります。
②入館された全てのお客様にポストカードセットをプレゼントします。

2/23～2/29

①キャンバスは美術館♪
    カラフルテープで壁画を描こう！
②なぞ解きゲーム
    「怪盗フジヤマから絵画を守れ！」

①「富士山」や「富士急ハイランド」をテーマに、色とりどりのカラーテープを用いて館内各所のガラス窓に
　　絵を描きます（参加費無料・自由参加）。
②館内にて、なぞ解きゲームを開催。クリアしたお客様にはオリジナルグッズをプレゼントします
　　（参加無料・予約不要）。

18
Ｑ-ＳＴＡ　1階ビューティーＱ
　　　　　 　4階トイズＱ

山梨県富士吉田市 2/23～2/29
富士急の日感謝ウィーク限定価格での
商品販売

期間内でお楽しみ袋の販売やワゴンセールを開催します。

19 森の駅「風穴」 山梨県南都留郡富士河口湖町 2/23～2/29
風穴入洞＋売店利用（スタンプラリー）で
ミニソフトクリームプレゼント

風穴名物「とうもろこしソフトクリーム」のミニサイズを風穴入洞＋売店利用で1名様1個
無料サービスします。

20
富士急行線
富士山駅　その他該当の列車

山梨県富士吉田市 2/20～2/29 富士急行線”富士山ウィーク”イベント

①富士山の日記念入場券を発売します。
②抽選会
　「２２３」か「２２９」が券番に入っている定期券や切符をお持ちの方を対象に、富士山駅にて抽選会を
　実施します。
③「特急ふじやま号」へオリジナルヘッドマークを掲出します。
④２月２９日から「球体」入場券を９個発売します。

21 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 2/23及び2/29
①富士山の日（2/23）キャンペーン
②富士急の日（2/29）キャンペーン

①②ご乗車されるお客様に対して運賃１割引（他割引との併用不可）を実施します。

22
水陸両用バス
YAMANAKAKO　NO　KABA

山梨県南都留郡山中湖村 2/29
KABA BUS
一組限定の貸切サービス

2/29に水陸両用KABAバスを22,900円で貸切でご利用いただけます。
一組限定の貸切サービスの実施します。

23 河口湖遊覧船「アンソレイユ号」 山梨県南都留郡富士河口湖町 2/23 富士山の日絵葉書プレゼント 乗船された大人の方に「絵葉書１枚」プレゼントします。

24 富士汽船㈱ 山梨県南都留郡山中湖村 2/23及び2/29
①2/23　富士山の日感謝イベント
②2/29　富士急の日感謝イベント

旭日丘桟橋で乗船のお客様に白鳥・コイのえさを無料でプレゼントします。

2/23
「富士山の日」記念イベント
①「富士山の日とくとく乗車券」販売
②山頂売店「富士山コーナー」特設

① 「富士山の日とくとく乗車券」販売
　“往復乗車券”“山頂食堂特別食事券”“ロープウェイオリジナルお土産品”の3点がセットになった
　「とくとく乗車　券」を2,230円(通常3,000円相当)で販売します。
②山頂売店「富士山コーナー」特設
　「富士山の日」当日は、山頂売店「身延屋」店舗内にて富士山に因んだ商品を集めた特設ブースを
　展開します。

2/29

“「富士急の日」&「うるう年」”
ダブルメモリアルデー
①「富士急の日」ロープウェイ1日乗り放題
②「うるう年」記念イベント

①「富士急の日」ロープウェイ1日乗り放題
　「富士急の日」を記念して、山麓駅窓口で往復乗車券をお買い上げのお客様は、当日に限り
　“ロープウェイ1日乗り放題”と致します。
②「うるう年」記念イベント
　「うるう年」を記念して、 山頂売店にて総額229円以上のお買い物をされたお客様全員に
　『オリジナルロープウェイカード』をプレゼントします。

身延山ロープウェイ山麓駅窓口
山頂売店「身延屋」

山梨県南巨摩郡身延町

フジヤマミュージアム 山梨県富士吉田市17

25



名称 概要

イベントキャンペーン内容
NO 施設名 所在地 実施日・期間

26 富士急山梨ハイヤー 山梨県富士吉田市 2/23～2/29 富士急の日感謝ウィーク限定抽選会・イベント ご乗車いただいたお客様を対象に抽選会及びイベントを実施、富士山グッズ等が当たります。

27
富士急ハイランド
遊園地ぐりんぱ
さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト

山梨県富士吉田市
静岡県裾野市
神奈川県相模原市

2/23～2/29 ３遊園地相互利用 キャンペーン
2/23～2/29の期間中にいずれかの遊園地で購入したフリーパスを提示すると、３月１８日まで
他遊園地が入園無料になります。

ツアーセンター首都圏 2/27及び2/29
河口湖駅発着富士山バスツアー
「YOKOSO Mt.FUJI BEST SPOT TOUR」

富士山の美しい景色が見えるエリアを回るツアーを実施します（※雨天時は別コースとなります）
2/27（土）、29（月）各日13時発、料金　2,290円／人

■お問合せ先　富士急トラベル（株）ツアーセンター首都圏　03-3376-6435

富士富士宮支店
沼津支店

2/23及び2/29
花いっぱいの早春ウォーク
わくわくミステリーツアー

旅行代金 2,290円（フジキュー）のツアー実施
設定日は、2月14日・17日・20日に加え、フジサンの日（2/23）とフジキューの日（2/29）も設定。
行先は、当日発表で桜・梅・菜の花などの花のある場所を目的地として、3KM程度のミニハイクを行いま
す。

■お問合せ先　富士急トラベル（株）富士富士宮支店　0544-26-1110　または沼津支店　055-962-7300

沼津支店 2/23及び2/29
会員募集ツアー
「4年に1度！！富士急の日『春を歩くバス旅』」

2/23・2/29に合わせ、「2,290円」ミステリーウォーキングツアーを設定します。
乗車場所「富士駅」「沼津駅」「御殿場駅」

■お問合せ先　富士急トラベル（株）沼津支店　055-962-7300

29 遊園地ぐりんぱ 静岡県裾野市 2/20～2/29 富士山キャンペーン の実施

富士山に因んだ特別価格を実施します。

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）

親子スケートセット
(大人入園＋小人入園＋大人貸靴＋小人貸靴)＝2,230円（通常3,850円）

30 道の駅すばしり 静岡県駿東郡小山町

31 頑固市場　富士川SA店 静岡県富士市

32 初島アイランドリゾート 静岡県熱海市 富士山パンケーキの限定販売 アジアンガーデンにて、富士山パンケーキのスイーツプレートを900円で販売します。

2/23～2/29
富士急の日感謝ウィーク
熱海の老舗干物店「釜鶴」の干物
詰め合わせを2,290円で販売。

熱海シーサイド・スパ＆リゾートに宿泊のお客様に熱海の老舗干物店「釜鶴」の干物詰め合わせを
特別価格2,290円(通常3,000円相当）で販売します。

2/28及び2/29
「富士急の日」に宿泊のお客様限定
ｵｰｼｬﾝﾋﾞｭｰのお部屋と貸切風呂で熱海満喫
★1泊２食付プラン ★

ホテルHPからの予約に限り229の日特別プラン「貸切風呂利用と１泊２食」
２名で22,900円　（通常価格　26,000円）で販売します。（入湯税が御一人様150円がかかります）

34 初島航路 2/29
富士急の日感謝デー
「丼ぶり合戦セット券」を2,290円で販売

富士急グループ他施設のお客様であることを証明できるレシート、メルマガ会員のページ、
画面提示で、冬の初島名物企画「丼ぶり合戦」の丼ぶりが食べられるミールクーポン付の
「丼ぶり合戦セット券（往復乗船券＋丼ぶり合戦ミールクーポン）」を2,290円で販売します。(通常3,240円）

熱海シーサイドスパ＆リゾート

静岡県熱海市

富士急トラベル㈱

2/23～2/29

富士山くじびきの実施 2,000円(税込）以上お買い上げのお客様に景品が当たるくじ引きを実施します。

28

33



名称 概要

イベントキャンペーン内容
NO 施設名 所在地 実施日・期間

35 富士急行バス 静岡県御殿場市 2/23 富士山ポストカードグリーティング
2/23限定で、御殿場駅前出札窓口で乗車券を購入して頂いたお客様に、富士山の
ポストカードをプレゼントします。

36 石川タクシー富士 静岡県富士市 2/23 富士山百景絵はがきプレゼント
富士市主催「富士山百景写真コンテスト」入賞作品である美しい富士山の写真を使用した
絵はがきを当日のタクシーご利用のお客様先着200名（全車両合計）に、お1人につき1枚
プレゼントします。

37
さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト

2/23～2/29
富士急感謝ウィーク
「パディントン」オリジナルはがき
プレゼント

パディントンの映画公開記念として、期間内にご来園頂いたお客様（小人限定：有料）を対象に、
パディントンオリジナルハガキをプレゼントします（イルミリオンは除きます）。

38

パディントンベア・キャンプグラウンド
　　　　　　　　　＆
ワイルドクッキングガーデン

2/23～2/29
①富士山サイコロくじ
②富士山イラストコンテスト

①富士山サイコロくじ
　期間中、当施設（PBCG・WCG）をご利用頂いたお客様全員（団体を除く）に、10面体ｻｲｺﾛ（4個）を
　一斉に振って頂き、下記の数字が出た場合「当日の宿泊食事が無料券」、
　「当日の宿泊食事が半額券」、「残念賞」をプレゼントします。

　１等：「3776（頂上）」　…　当日の宿泊・食事すべてが無料
　２等：「3600（9合目）」、「3020（8合目）」、「2700（7合目）」、「2390（6合目）」、
　　　   「2220（5合目）」 …　当日の宿泊・食事すべてが半額
　残念賞                    …　「オカリナ」をプレゼント

②富士山イラストコンテスト
　期間中、当施設（ＰＢＣＧ・ＷＣＧ）をご利用頂いたお客様に、「あなたの富士山」のテーマに沿った絵を
　描いて頂き、3/1～3/31の間、パノラマロッジに掲出します。施設ご利用のお客様に投票して頂き、
　得票数の多い作品に商品をプレゼントします。

39 PICA秩父 埼玉県秩父市 2/23～2/29
①富士山カレーの限定販売
②樹音の湯の割引きサービス

①森のカフェ＆ダイニングにて『富士山カレー』を期間限定販売
　ライスの形を富士山状に盛り、日替わりのデザートがつきます。

②樹音の湯の入浴料が「223円」！
　期間中は、大人の料金のみ通常520円を223円で利用できます。

40 あだたら高原スキー場 福島県二本松市 2/23～2/29 １日券２２９０円販売 期間中の１日券（大人・シニア）を2,290円で販売します。

神奈川県相模原市


