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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、本日 7月 1日（木）、富士急

行線「富士山駅」が 10周年を迎えたことを記念して、特別列車の運行や限定きっぷ、特製弁当の販売な

ど様々なイベントを開催いたします。 

 

2011 年 7 月 1 日（土）に「富士吉田駅」から駅名を改名して誕生した「富士山駅」は、旧富士吉田駅

の開業以来 92 年もの長きに渡り、富士山エリアの玄関口として、沿線住民の皆さまをはじめ、観光客、

登山客など多くの方々にご利用いただいてきました。 

この度、富士急行線では、この「富士山駅」の誕生 10周年を記念して、オリジナルヘッドマークを付

けた周年記念特別列車の運行や電車修理工場潜入オンラインツアーといったイベントや、富士山の麓富

士吉田で 1000年以上続く「ふじやま織」による織物きっぷや当社線の人気観光列車「富士登山電車」や

富士山駅誕生時の駅デザインを手掛けた工業デザイナー・水戸岡鋭治氏による記念入場券セット、富士山

駅ビル内の食事処「めし屋 仙瑞（せんずい）」特製の見た目も華やかな記念弁当（記念硬券入場券付き）

の販売など、お祝いムード満載の企画を多数ご用意いたしました。また、富士山駅ビル百貨店「Q-STA」

では、富士山駅の歴史に触れられる写真展や地域の皆さまが撮影した素敵な沿線写真の展示も行ってお

ります。 

 

富士急行線では、ご利用いただく全てのお客様に安心してお楽しみいただけるよう、感染症対策を徹底

しております。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。 

 

 

 

 

 

 

富士急行線「富士山駅」誕生 10周年記念イベント開催 

・特別列車の運行や修理工場潜入オンラインツアー実施 

・「ふじやま織」きっぷやこだわり食材の特製弁当が登場 

 



※画像はイメージです。 

※画像はイメージです。 

 

 

 

（1）富士山駅 10周年記念 特別列車の運行 

 富士山駅 10周年記念ヘッドマークを付けた特別記念列車を運行します。9月には、沿線の幼稚園、 

保育園の子どもたちが描いた「富士山こども絵画展」の作品も電車内に掲出いたします。 

■運行期間：2021年 9月 1日（水）～9月 30日（木）  

※車両運用等により急遽変更、期間内で一部運休する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）「ふじやま織」で作った織物きっぷの販売 

富士山の麓で 1000年以上続く織物「ふじやま織」は、先染め、細番手、高密度、多品種を特徴とした

地元富士吉田が誇る特産品です。富士山駅 10周年を記念して、富士山ビュー特急の御朱印帳を手掛けた

ファクトリーブランド「kichijitsu（きちじつ）」のデザイナーによる、「光織物」のオリジナルテキスタ

イル(布地のデザイン)を使用したカラフルで可愛らしい織物きっぷを販売いたします。 

■商 品 名  富士山駅誕生 10周年記念 

「ふじやま織」織物入場券 

■価  格  1,500円（予定）  

■サ イ ズ  はがきサイズ（100㎜×148㎜） 

■販売開始  2021年 8月中旬予定 

■販売箇所  ・オンラインショップ「富士急のりもの百貨店」 

https://fujikyu.theshop.jp 

・富士急行線富士山駅（窓口営業時間内）など       

 

 

（3）富士山駅誕生 10周年記念入場券セットの販売 

 富士急行線の人気観光電車「富士登山電車」や「富士山ビュー

特急」を手掛けた工業デザイナー・水戸岡鋭治氏が台紙をデザイ

ンした、オリジナルの記念入場券セットを販売いたします。中面

には 6種類の硬券入場券が納められています。 

■商 品 名  富士山駅誕生 10周年記念入場券セット 

■価  格  1,300円（予定） 

■販売開始  2021年 7月下旬予定 

■販売箇所  ・オンラインショップ「富士急のりもの百貨店」 

https://fujikyu.theshop.jp 

・富士急行線富士山駅（窓口営業時間内）など 

 

※詳細につきまし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。 

 

 

※画像はイメージです。 

「富士山駅 10 周年記念イベント」概要 

https://fujikyu.theshop.jp/
https://fujikyu.theshop.jp/


※画像はイメージです。 

（4）食事処「めし屋 仙瑞（せんずい）」特製 記念弁当の販売 

 富士山駅ビル内の食事処「めし屋 仙瑞」特製の記念弁当を販売いたします。富士山駅をモチーフにし 

たこのお弁当は、富士山麓の澄んだ水を使って滋賀の窯元特注製作の土鍋で炊き上げた富士吉田産ミル 

キークイーンが最大の特長。野菜や卵などの食材も地産地消にこだわった、見た目も華やかなプレミア 

ム弁当です。なお、のし紙には硬券入場券も付いております。 

■商 品 名  富士山駅誕生 10周年記念弁当（記念硬券入場券付き） 

■価  格  1,500円（税込） 

■販売開始  2021年 7月 6日（火） 

■販売個数  限定 200食  

※売り切れ次第販売終了 

■販売場所  Q-STA内「めし屋 仙瑞」 

■ご 予 約  TEL：0555-23-8972 

※事前予約販売です。 

 前日の 11:00までにご注文ください。 

 店頭でのお渡しのみとなります。お渡し可能時間：11時～14時／17時～20時 

      定休日：月曜（不定休）※毎週月曜日はお弁当の販売をお休みいたします。 

 

（5）「富士登山電車」乗車と電車修理工場見学ツアー 

 貸切運行の観光電車「富士登山電車」の車内で、アテンダントによる観光案内や 10周年記念弁当

（記念硬券入場券付き）、電車修理工場前でのミニ撮影会などが楽しめるプレミアムツアーを開催いた

します。 

♪体験① 貸切の「富士登山電車」へ乗車♪ 

 現在は運休中の「富士登山電車」を 1日限定で貸切運行！ 

♪体験② オリジナルアナウンスを体験♪ 

 アテンダントによる観光案内と現役運転手がお届けする 

富士急行線オリジナルアナウンスを体験！ 

♪体験③ 富士山モチーフの駅弁を堪能♪ 

 乗車中の車内で、地元「めし屋 仙瑞」特製の地元食材を 

ふんだんに使った富士山駅 10周年記念弁当を満喫！ 

♪体験④ 電車修理工場でミニ撮影会♪ 

■日  程   2021年 7月 4日(日)  

（12：15頃 富士急行線「大月駅」集合） 

■ツアー料金  大人 6,000 円／子ども 3,000円 

※行程等詳細はホームページをご確認ください。 

■申込方法   Yahoo!パスマーケットよりお申込みください。https://bit.ly/3zy1ffP 

        （お申込期間：～2021年 7月 2日 23:59まで） 

 

（6）富士山駅ビル百貨店「Q-STA」で鉄道写真展＆キャンペーンを実施 

  富士山駅ビル百貨店「Q-STA」では、富士急行線の歴史写真展やフォトコンテスト応募作品（募集は 

7 月 4日(日)迄）の展示を行っております。なお、フォトコンテスト入選者には「Q-STA」内で使える 500 

円券と富士急行線オリジナルグッズを贈呈いたします。また、8月 1日(日)～8月 31日(火)の期間は、 

電車の往復乗車券と百貨店のお買い物券がセットになった「Q-STAお買い物きっぷ」を対象店舗でご利用 

の方が特典を受けられる「電車でお買い物キャンペーン」も実施いたします。 

 

①富士山駅 10周年記念展示＆富士山駅 10周年記念富士急行線フォトコンテスト 

■掲出期間  ～2021年 7月 19日（月） 

※フォトコンテスト作品募集は 7月 4日(日)迄。詳細は下記サイトをご覧ください。 

http://www.q-sta.jp/cms/news/news-detail.php?id=389 

■場   所    富士山駅ビル百貨店 Q-STA 地下 1 階 

■お問合せ  TEL：0555-23-1111（富士山駅ビル百貨店 Q-STA） 

https://bit.ly/3zy1ffP
http://www.q-sta.jp/cms/news/news-detail.php?id=389


②電車でお買い物キャンペーン 

■実施期間  2021年 8月 1日（日）～8月 31日（火） 

 ■内  容  電車の往復券と百貨店で使えるお買い物券（1,000円分）がセットになった「Q-STA 

お買い物きっぷ」を対象店舗でご利用の方は素敵な特典が受けられます。 

 ■特典内容  （一例）・Gateway Fujiyama富士山駅店 富士山の絵ハガキプレゼント 

・ワコールショップアマノ   「やわらかガーゼのハンカチ」プレゼント 

・ビューティーQ、トイズ Q    お会計より 10%OFF  他 

 ■購入場所  富士急行線大月駅、都留文科大学前駅、富士山駅、富士急ハイランド駅、河口湖駅 

 

（7）修理工場潜入オンラインツアーを実施 

株式会社テレビ山梨とコラボしたオンラインツアーを開催

します。当日の進行役は、筋金入りの鉄道オタクである UTYア

ナウンサー・小嶋優さんが担当し、鉄道ファンを代表して電車

修理工場で潜入調査を行っていただきます。 

■実施日時  2021年 7月 18日（日）14:00～15:30 

■主な内容  電車修理工場内での 6000系車両の点検 

■視聴方法  ZOOMミーティングでの視聴 

■参 加 料  1端末につき 5,000円（税込）  

※1 端末につき 2名様まで視聴可 ※富士急行線のオリジナル記念グッズ付き 

■申込方法  Webページより申し込み受付 

【URL】https://www.fujikyu-travel.co.jp/ 

 

＜その他＞ 

・周年を記念したオリジナル商品について、販売開始日や販売価格など、詳細につきましては追ってホ 

ームページ及び Twitter等の SNSでご案内いたします。 

・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/ 

 

 

 

雄大な富士山と富士山駅の特徴でもある鳥居を組み合わせてデザ

インした「18 金」の記念入場券です。宝飾職人が手作業で一つ一つ

丁寧に作り上げ、立体的な仕上がりとなっています。なお、入場券と

しては「日本一高い入場券」(※当社調べ)となります。 

・名 称  河口湖線開業 70周年記念「18金」入場券 富士山駅 

・素 材  18金 20g ※重さは若干前後いたします。 

・価  格   各 700,000円（税別）  

 

「24金 70gの純金入場券」 価格：700,000円（税別）も販売中  

完全受注販売 日本一高い「18金」富士山駅入場券もご予約受付中 

▼詳細・購入はこちら 

https://fujikyu.theshop.jp/ 

富士急のりもの百貨店 

※富士山駅でも受付できます。 

https://www.fujikyu-travel.co.jp/
https://www.fujikyu-railway.jp/
https://fujikyu.theshop.jp/

