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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、富士急行線「富

士山ビュー特急」運行 5周年ならびに下吉田駅にある「下吉田駅ブルートレインテラス」開

業 10周年を記念して、2021年 4月 29日（木祝）より様々なイベントを開催いたします。 

 

モダンなメタリック塗装のボディが特徴的な「富士山ビュー特急」は、富士急行創立 90

周年記念事業の一環として 2016年 4月 23日にデビューした車両です。デザインは JR九州

「ななつ星」をはじめ、富士急行線「富士登山電車」や「水陸両用バス KABA BUS」などを手

掛けた工業デザイナーの水戸岡鋭治氏が担い、木を活かした居心地の良い空間で雄大な富

士山を間近に眺めながら極上の旅をお楽しみいただけます。 

また、下吉田駅にある「下吉田ブルートレインテラス」は、寝台特急「富士」で活躍した

客車と同型車両や富士急行線でこれまでに活躍した貨車、フジサン特急・トーマスランド号

など当社ゆかりの車両を展示する“鉄道とのふれあいの場”として、2011年 4月 29日に開

業してから多くの鉄道ファンの方々にお立ち寄りいただいております。 

 

富士急行線では日頃のご愛顧に感謝し、「富士山ビュー特急」と「下吉田駅ブルートレイ

ンテラス」に関するさまざまな周年記念イベントを今後開催してまいります。4月 29日（木

祝）より「富士山ビュー特急」では、事前予約制の 1号車にご乗車いただいたお客様にアテ

ンダントからオリジナルポストカードとお花プレゼントの他、下吉田駅での新旧フジサン

特急の車両撮影会や車内見学会（事前募集制）、周年記念グッズの販売、お子さまも楽しめ

る電車ふれあいイベントなど、幅広い世代の方々にお楽しみいただける内容となっており

ます。この機会にぜひ、富士急行線に足を運んでみてはいかがでしょうか。 

 

富士山に一番近い鉄道・富士急行線 

富士山ビュー特急５周年＆ブルートレインテラス１０周年 

４/２９（木祝）より記念イベントを開催 
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※画像はイメージです。 

 

 

（1）5周年記念！感謝を込めたプレゼント 

 富士山ビュー特急の 1号車をご利用いただいたお客様に、アテンダントから感謝の気持 

ちを込めてオリジナルポストカードとお花をプレゼントいたします。 

  ■配布期間  2021年 4月 29日(木祝)～ 予定         

※なくなり次第終了となります。 

  ■配布場所  富士山ビュー特急 1号車内 

         ※1号車は全席指定の事前予約制となります。通常運賃のほかに 

特急料金（400円）と特別車両料金（900円）が掛かります。 

 

（2）5周年記念入場券セットの販売 

 現行の富士山ビュー特急の写真と過去に運行していた

車両の当時の写真をあわせて、6駅分の硬券入場券を納め

た記念入場券セットを販売します。 

■商 品 名  富士山ビュー特急運行開始 

5 周年記念入場券セット 

■価  格  1,100円（税込） 

■販売開始  2021年 4月 29日（木祝） 

■販売箇所  オンラインショップ 

「富士急のりもの百貨店」、 

富士急行線富士山駅 

（窓口営業時間内）など 

※詳細は富士急行線ホームページでご案内します。 

 

そのほか公式オンラインショップ「富士急のりもの百貨店」では、富士山ビュー特急のオリ

ジナルグッズを多数取扱いしております。今後も 5 周年を記念して新商品やオリジナルグ

ッズが登場予定となりますのでぜひご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

▼詳しくはこちら 

「富士急のりもの百貨店」https://fujikyu.theshop.jp 

「富士山ビュー特急運行 5周年記念イベント」概要 

https://fujikyu.theshop.jp/


※画像はイメージです。 

 

 

 

（1）『フジサン特急』乗車と電車修理工場見学ツアー（ゲストを招いて開催！） 

 現在運休している「フジサン特急」を貸切運行し、乗車体験と電車修理工場見学などが

楽しめるツアーを開催いたします。ゲストに女子鉄アナウンサー久野知美さん＆ホリプロ

マネージャー南田裕介さんを迎えたプレミアムトークショー付きのスペシャルツアーとな

ります。 

♪体験① 貸切の『フジサン特急』へ乗車♪ 

 ◎運休中の『フジサン特急』を 1日限定で貸切運行！ 

 ・南田裕介さんによる車内放送があるかも…！ 

♪体験② 下吉田駅でイベント開催♪ 

 ◎ブルートレインテラスはおかげ様で 10周年！ 

 ・ブルートレインテラス入場付＆記念グッズ販売も 

 ・2000系と 8000系のフジサン特急が並ぶレアな撮影会 

 ・イベント限定記念品プレゼント！ 

♪体験③ スペシャルトークショー開催♪ 

 ◎電車修理工場で女子鉄アナ久野知美さんとホリプロ 

マネージャー南田裕介さんによるトークショー開催！ 

 ・6000系車両が入庫中の電車修理工場を解説付で見学 

♪体験④ 富士急行線特急フリーきっぷ付♪ 

 ◎復路は思い思いにお過ごしください！ 

  2日間有効の特急フリーきっぷで富士急行線を満喫 

 

■日  程   2021年 4月 29日(木祝)  

（8：30～8：45 富士急行線「大月駅」集合） 

■ツアー料金  11,800円（税込）／名（親子参加：23,000円（税込）） 

※行程等詳細はホームページをご確認ください。 

■申込方法   富士急トラベル ホームページよりお申込みください。 

（https://www.fujikyu-travel.co.jp/train-tour/） 

 

（2）新旧フジサン特急車両撮影＆2000系車内見学会（事前募集制） 

新旧フジサン特急の横並び車両撮影会と、普段は車内を公開していない 2000系フジサン

特急の車内見学会を開催いたします。展望席や客室だけでなく、2000 系の運転台や同じく

ブルートレインテラスに保存されている 169系の運転台もご覧いただけます。 

 

■開催日時  2021 年 4月 29日（木祝）  

■開催時間  ① 14：00集合 

② 14：40集合 

③ 15：20集合 

■定  員  各回 8名様（計 24名） 

  ■参 加 費 4,000 円（参加特典あり） 

 

「下吉田駅ブルートレインテラス 10周年記念イベント」概要 
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■体験内容 

・8000系フジサン特急と 2000系旧フジサン特急 

車両の写真撮影（優先エリア設置） 

・2016年 2月に引退した 2000系旧フジサン特急の 

車内見学（通常非公開の運転台、展望席等） 

・ブルートレインテラスに展示されている 169系 

車両の運転台見学（通常非公開） 

・2000系フジサン特急の記念品付き 

■集合場所 下吉田駅改札口前（各回集合時刻に合わせてお越しください） 

 ■お申込み オンラインショップ「富士急のりもの百貨店」にて 

https://fujikyu.theshop.jp/items/42949855 

（申込受付期間：2021年 4月 20日 20：00～4月 28日 17:00） 

 

（3）下吉田駅ブルートレインテラス電車ふれあいイベント 

8000系フジサン特急の車内見学や記念撮影、車掌体験や

トーマスランド号の車内でぬり絵など、お子さまが気軽に

電車と触れ合えるイベントを開催します。 

■開催日時  4月 29日（木祝）10:00～16:00  

■体験内容 

・運休中の 8000系フジサン特急の車内を見学 

（10：30～13：00を予定しております。） 

・車掌さんのお仕事を体験（10：30～13：00） 

・旧トーマスランド号の車内にぬり絵コーナーを設置 

・旧トーマスランド号のキッズ運転台で記念撮影（※制服の貸出しは行っておりません） 

（※旧トーマスランド号の車内見学は 11：30～12：30の間、休止いたします。） 

・フジサン特急キャラクターのオリジナルグッズも販売 

・新旧フジサン特急と記念撮影（※10：30～12：30） 

・ブルートレイン車内の見学  など 

※「下吉田駅ブルートレインテラス電車ふれあいイベント」の参加には、下吉田駅ブルー

トレインテラス入場券（100円）が必要となります。 

※上記イベント内容は急遽変更となる場合がございます。 

 

（4）10周年記念グッズの販売 

 下吉田駅ブルートレインテラスのオリジナルグッズを販売します。 

■商  品  10周年記念キーホルダー  600円（税込） 

■発 売 日  2021年 4月 29日（木祝）  

■販売場所  オンラインショップ「富士急のりもの百貨店」、 

富士急行線富士山駅（窓口営業時間内）など 

        ※発売開始日の 4月 29日（木祝）は「下吉田駅」 

にて販売いたします。 

※今後もブルートレインに関するオリジナルグッズを発売する予定です。詳細については

ホームページ及び Twitter等の SNSにてお知らせいたします。 

「富士急行線公式 Twitter」https://twitter.com/fujikyurailway 

https://twitter.com/fujikyurailway


【その他】 

・上記以外にも、周年を記念したキャンペーンやオリジナルグッズの販売を予定しており 

ます。詳細については追ってホームページ及び Twitter等の SNSでご案内いたします。  

・イベント内容は予定です。プログラムは変更となる場合がございます。 

・最新の情報につきましては下記ホームページよりご確認ください。 

   【富士急行線公式サイト】https://www.fujikyu-railway.jp/ 

※感染症対策について 

各イベントは、アルコール消毒の設置、ソーシャルディスタンスの確保、係員及び来場 

者へのマスク着用、来場者の検温など最大限の感染症対策を行いながら開催いたしますが、

緊急事態宣言の発令、まん延防止措置等の状況に応じて急遽内容の変更や中止とさせてい

ただく場合がございます。また、当日はお客様の状況により各イベントや会場の入場制限を

する場合がございます。ご参加される方につきましても、体調の優れない方や風邪などの諸

症状がある方は来場を控えて頂きますようお願いいたします。入場時の検温で 37.5℃以上

ある場合、入場をお断りさせていただきます。 

 

【下吉田駅ブルートレインテラスについて】 

■名  称  「下吉田駅ブルートレインテラス」 

■営業開始  2011年 4月 29日（金・祝） 

■開放時間  午前 10 時～午後 4時 

■定 休 日  毎月第１月曜日（月曜が祝祭日の場合は翌日） 

※上記イベント以外でのブルートレインテラス車内の見学は現在休止して 

おります。直近の開放状況についてはホームページをご確認ください。 

■入 場 料  おとな・こども 100円 

※但し、電車をご利用のお客様は無料（改札にて入場証と引き換え） 

 

 

 

富士急行線の人気キャラクター「フジサンクン」たちが LINEスタンプになりました！ 

個性豊かなフジサンキャラは全部で 151 種類。今回はその中でも人気のキャラや日常的

な会話で使用できる使いやすいスタンプをご用意いたしました。ぜひ、ご家族やお友達と

のやりとりで楽しくご利用ください。 

 スタンプの購入はこちら⇒ https://line.me/S/sticker/14961773 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

報道関係の皆様からのお問い合わせ 

富士急行株式会社  事業部鉄道管理センター 0555‐75‐2906 

総務部（広報担当）   0555‐22‐7113 

富士急トラベル     0555‐30‐5588 

                            

フジサン特急キャラクターの LINEスタンプが登場！！ 

https://www.fujikyu-railway.jp/
https://line.me/S/sticker/14961773

