平成 29 年 3 月 10 日
富士急行株式会社
株式会社富士急ハイランド

●3/18（土）トーマスレストランオープン ！
●３/18（土）～4/16（日）イースターイベントも開催

ⓒ2017 Gullane （Thomas）Limited.

富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）は、
「きかんしゃトーマス」の屋外型テーマパーク「トーマ
スランド」において、
「K’s トーマスカフェ」をリニューアルし、新しく、トーマスとなかまたちに会
えるレストラン「トーマスレストラン」を平成 29 年 3 月 18 日（土）にオープンいたします。
また、平成 29 年 3 月 18 日（土）～4 月 16 日（日）の期間、
「イースター」にちなんだ、さまざまなイ
ベントを開催いたします。
【トーマスランド WEB サイト】

https://www.fujiq.jp/thomas/

トーマスランド
WEB サイト

◆トーマスとパーシーとの掛け合いが楽しめるショーを毎日開催
機関庫の前につくられた、賑やかで楽しい雰囲気の「トーマスレストラン」では、トーマスとパーシ
ーによるショーを毎日開催いたします。トーマスとパーシーとスタッフの掛け合いによるダンスショー
やクイズショーには、お子さまも参加することができ、お食事の合間に彩り豊かな時間をお楽しみいた
だけます。

◆「トーマスデラックスプレート」等バリエーション豊かなメニュー
リニューアル前の「K’s トーマスカフェ」ではカフェレストランとしてお楽しみいただいていました
が、
「トーマスレストラン」では、ボリュームたっぷりのお食事も楽しんでいただけるようメニューを
一新いたします。この度新しく登場するおすすめメニューが「トーマスデラックスプレート」
（税込 2,000
円）です。トーマスのプレートにお子さまの大好きなものを揃え、お食事を楽しんだ後は、トーマスラ
ンドの楽しい思い出としてプレートをお持ち帰りいただけます。そのほかトーマスが描かれた「パンケ
ーキ」
（税込 700 円）など軽食メニューも取り揃えております。トーマスランドならではの、お子さま
が笑顔になるバリエーション豊かなメニューをお楽しみいただけます。
【トーマスレストラン 概要】
■オープン日 平成 29 年 3 月 18 日(土)
■席

数

■メニュー展開

144 席
下記一部抜粋

トーマスプレート付トーマスデラックスプレート

トロトロ卵のオムライス

パンケーキ

トーマスランチボックス

マシュマロピザ

スーベニアカップ付ストロベリーパンナコッタ

◆3/18（土）～4/16（日）イースターイベント盛りだくさん！
また、平成 29 年 3 月 18 日（土）～4 月 16 日（日）、イースターイベント「わくわくスプリングキャ
ンペーン イースターエッグをさがしにいこう！」を開催いたします。

１．イースターエッグを完成させよう！スタンプラリー
トーマスランド内 4 箇所に設置された、エッグスタンプポイントを巡ってイースターエッグを完成
させるスタンプラリーです。完成させたお子さまにはトーマスランドオリジナルエッグ形シールを
プレゼントします。
■スタンプラリー帳配布場所：ステーションショップ
■参加費：無料

２．イースターエッグはだれがはこんでいるかな？クイズ
人気アトラクション「トーマスのパーティパレード」に乗車しながらイースターエッグを探すイベ
ントです。イースターエッグを運んでいるキャラクターを見つけて、アトラクション横にある応募
箱に投函すると、正解者の中から抽選で 10 名さまにトーマスランドオリジナルグッズをプレゼン
トします。
■参加費：無料（アトラクション料金 300 円 フリーパス・トーマスランドパス利用可）
※賞品の発送は 4 月下旬を予定、当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

トーマスのパーティパレード

３．イースターエッグマラカスづくり
たまご型のカプセルにカラフルなビーズを詰めて、オリジナルマラカスを作るイベントです。
■開催場所：トーマスランド内特設テント
■参 加 費：200 円
■参加人数：1 日 50 名限定

４．「なかよし」を見せつけよう！トーマスランド仲良し写真コンテスト
親子、兄弟姉妹、お友達など、トーマスランドで仲良し写真を撮影して、SNS に投稿する写真コン
テストです。投稿したお客さまの中から抽選で 5 名さま（期間中）に富士急ハイランドペアフリー
パスをプレゼントいたします。
■投稿方法
①富士急ハイランドまたはトーマスランドの SNS アカウントをいずれかをフォローする
（例：Facebook で投稿する場合、Facebook のトーマスランドアカウントをフォロー）
Facebook：トーマスランド公式アカウント

https://www.facebook.com/thomasland229/

Twitter：富士急ハイランド公式アカウント https://twitter.com/fujiqnow
Instagram:富士急ハイランド公式アカウント https://www.instagram.com/fujiqhighland/

Facebook

Twitter

Instagram

②ハッシュタグ「＃トーマスランド仲良し」を付けて、写真を SNS アカウントに投稿する
■期間
平成 29 年 3 月 18 日（土）～4 月 16 日（日）
■発表方法
4 月下旬に、特設 WEB サイトにて発表いたします
■注意
※投稿した写真は特設 WEB サイトに表示されます。
※ハッシュタグ「＃トーマスランド仲良し」の付いていない写真は無効となります。
※非公開設定で投稿された写真は特設 WEB サイトに表示されないため無効となります。

※イメージ

５．トップハム・ハット卿がやってくる！
3 月 18 日（土）～20 日（月・祝）の 3 日間、トーマスランドにトップハム・ハット卿がやってき
ます。握手をしたり一緒に写真を撮ったり、お子さまと一緒にお楽しみください。
■開催日：3 月 18 日（土）
、19 日（日）
、20 日（月・祝）
■時 間：各日 11：00～、13：00～、15：00～

◆3/18（土）～4/16（日） 新入園＆新入学のお子さまは入園無料！
平成 29 年 3 月 18 日（土）～4 月 16 日（日）の期間、今年の 4 月に入園・入学を迎えるお子さまを対
象にした「新入園・新入学おめでとう割引キャンペーン」を実施いたします
富士急ハイランドの WEB サイトにある「新入園・新入学おめでとうキャンペーン割引券」と、お子さま
の年齢がわかる証明書を窓口に提示すると、入園料が無料になります。また、トーマスランドパスもオ
トクに購入することができます。
■対 象：今年の 4 月に新入園、新入学を迎えるお子さま
■持ち物：富士急ハイランド WEB サイトにある割引券と年齢がわかる証明書
《入園料》こども 900 円⇒無料
《トーマスランドパス》
新入園児：2,900 円⇒2,500 円
新入学児：3 月 31 日まで 2,900 円⇒2,500 円
4月

1 日から 3,300 円⇒3,000 円

【富士急ハイランド WEB サイト】

https://www.fujiq.jp/
富士急ハイランド
WEB サイト

【トーマスランド 概要】
世界初「きかんしゃトーマス」のテーマパークとして、富士急ハイランド内に平成 10 年（1998 年）
オープンいたしました。トーマスやパーシーの引く客車に乗ってソドー島をめぐる人気アトラクショ
ン「トーマスとパーシーのわくわくライド」や、平成 27 年（2015 年）夏にオープンした、トーマス
となかまたちのスタンプを集めながらゴールを目指す 3 階建ての立体迷路「トーマス・サーカス」な
ど 11 種類のアトラクションの他、トーマスランドオリジナルグッズを販売するショップなどで構成さ
れています。
《お得なトーマスランドパス》
トーマスランドの 9 種類のアトラクションおよび、
富士急ハイランドの一部アトラクションが乗り放題のチケットです。
おとな 3,900 円、小学生 3,300 円、未就学児（3 歳～）2,900 円

立体迷路「トーマス・サーカス」

トーマスとパーシーのわくわくライド

【富士急ハイランド営業データ】
■営業時間

9：00～18：00（季節により異なります。詳しくは WEB サイトをご覧ください）

■休 園 日

3 月無休、4 月 11 日（水）、18 日（水）

■料

入

金

園

料 ：おとな（中学生以上）1,500 円／こども(3 才～小学生)900 円

フ リ ー パ ス ：おとな 5,700 円、中高生 5,200 円、こども 4,300 円
トーマスランドパス:おとな 3,900 円、小学生 3,300 円、未就学児（3 歳～）2,900 円
■交

通

車 ／新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接
東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約 90 分
バス／新宿から高速バスで約 100 分、富士急ハイランド下車
東京駅から高速バスで約 110 分、富士急ハイランド下車
※首都圏の他、名古屋、関西等、30 ヶ所以上から直通バス運行中
電車／JR 中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車
大月駅から約 50 分

■お問い合せ 山梨県富士吉田市新西原 5-6-1
TEL：0555-23-2111

https://www.fujiq.jp/

富士急ハイランド
WEB サイト

