
2022年 3月 23日 

 

富士急行株式会社 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大月駅から河口湖駅までの 26.6kmの区間を走行する富士山に一番近い鉄道「富士急行線」は、2022

年 4 月 1 日(金)付で富士急行株式会社（本社：山梨県富士吉田市、取締役社長：堀内光一郎）から

分社化し、1926 年の創立当時の社名を復活させた新会社「富士山麓電気鉄道株式会社」での運転を

開始いたします。 

 

富士山麓電気鉄道株式会社の新たな出発を記念して、富士急行線では様々なイベントおよびキャ

ンペーンを開催いたします。今回の目玉は、3 月 31 日（木）の夜間に実施する富士急行としての最

終列車と富士山麓電気鉄道としての始発列車に乗車する日付跨ぎの特別ツアー「富士急行→富士山

麓電鉄ミッドナイトツアー」です。ゲストには鉄道イラストレーター「始発ちゃん」も登場し、新社

名へと変わる瞬間に立ち会うことが出来る、一度限りのプレミアムイベントとなっております。 

また、4月 1日（金）当日には、皆さまから寄せられた富士山麓電気鉄道創業当時の写真や、富士

急行線の思い出エピソード、沿線風景を車内に飾り付けた記念車両「思い出ギャラリートレイン」の

運行開始を沿線自治体のマスコットキャラクターたちと共にお祝いする出発式を行います。 

さらに、4月 1日（金）～3日（日）の期間は、沿線地域にお住まいの小学生にもっと電車の魅力

に触れていただきたいという想いから、富士急行線全線が 1 日乗り放題となる「子ども電車無料デ

ー」や、対象駅を巡り駅員から乗車券にハサミを入れてもらうとオリジナルグッズが当たる抽選会

にご参加いただける「ハサミ入れラリー」を開催するほか、地元富士吉田が誇る特産品「ふじやま

織」に触れるワークショップや「切り布モザイクアート」制作イベント、鉄道好きの方々にはたまら

ない作業用車撮影会や廃品オークションなど、大人から子どもまで幅広くお楽しみいただけるイベ

ントが目白押しです。 

 

富士山麓電気鉄道は創業当時の社名を掲げ、4月 1日（金）より新たに出発いたします。これから

も富士山の麓で地域の皆さまと共に歩み続ける富士急行線にどうぞご期待ください。 

 

富士山に一番近い鉄道「富士急行線」 

「富士山麓電氣鐡道」 ４/１（金）運転開始 
これからも地域の皆さまと共に。創業の想い新たに、明日を拓く。

～ 



富士山麓電気鉄道 誕生キャンペーン 

【特設ページ：https://www.fujikyu-railway.jp/fujisanroku/】 

 

（1）「富士急行 → 富士山麓電鉄ミッドナイトツアー」 

富士急行としての最終列車と富士山麓電気鉄道としての始

発列車に乗車する日付跨ぎの特別ツアーです。富士急行線の歴

史が変わる瞬間に立ち会うことが出来るのは後にも先にもこ

の一回だけ。最終列車到着時の特別アナウンス、夜間の留置線

見学のほか、特別ゲストとして富士急行線にもゆかりのある鉄

道イラストレーター「始発ちゃん」が登場し、富士山麓電気鉄

道の出発を華々しく飾ります。 

【開催日】3月 31日（木）終電～4月 1日（金）始発 

【参加費】22,360円 

【場 所】大月駅集合 22:30（解散：大月駅 翌朝 6:20頃） 

【特 典】記念参加証、オリジナルヘッドマーク、軽食弁当、特急フリーきっぷ 

【予 約】3月 12日（土）18時より 

Yahoo!パスマーケットにて受付・発売中 

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02p387y9zc821.html 

 

（2）富士山麓電気鉄道誕生記念列車「思い出ギャラリートレイン 出発式」 

 駅に設置したポストやノート、SNSに寄せられた皆さまから 

の富士急行線に関する思い出エピソードや素敵な写真、創業時 

の写真を電車内に装飾した「ギャラリートレイン」の出発式を 

開催します。当日は、沿線自治体のマスコットキャラクターた 

ちも登場し、富士山麓電鉄の門出をお祝いします。 

 【開催日】4月 1日（金） 

 【時 間】14:00～14:30  ※14:20発の電車が対象です。 

 【場 所】富士急行線「河口湖駅」3番線ホーム 

【内 容】キャラクターグリーティング、記念撮影、駅長合図による電車出発など 

 

（3）「富士山麓電気鉄道 子ども（小学生）電車無料デー」 

小学生は、富士急行線全線が 1日乗り放題となるキャンペー

ンを 3日間限定で開催します。対象駅を巡り、駅員から乗車券

にハサミを入れてもらうことで、シールなどの特典がもらえる

「ハサミ入れラリー」も同時開催いたします。また、期間中は

対象駅に沿線のマスコットキャラクターが不定期で登場し、グ

リーティングを行います。 

【期 間】4月 1日（金）～4月 3日（日） 

【適 用】小学生 無料 ※安全上、中学生以上の同伴推奨。 

【内 容】富士急行線全線１日乗り放題（普通列車） 

     対象駅を巡り、特典を受けることが出来る 

「ハサミ入れラリー」参加台紙付き。 

【受 付】大月駅、都留文科大学前駅、下吉田駅、富士山駅、   

河口湖駅（無料乗車券付きのラリー台紙をお渡し 

します。） 

 【対象駅】受付駅同様 ※全駅を巡った方は、大月駅にてオ         

リジナルグッズが当たる抽選会に参加できます。 

https://www.fujikyu-railway.jp/fujisanroku/
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02p387y9zc821.html


（4）親子で楽しむ「電車を近くで見てみよう！」 

 河口湖駅の留置線で親子一緒に車両見学や写真撮影をお楽

しみいただけます。間近で見る電車はどれも迫力満点で、お

子様も大興奮間違いなしです。※(2)出発式への参加権付き 

 【開催日】4月 1日（金） 

 【時 間】13:00～13:30 

【対 象】親子（お子様は小学生以下）計 30名 

 【参加費】無料 

 【場 所】河口湖駅留置線 

 【予 約】3月 24日（木）18時より 

Yahoo!パスマーケットにて受付・発売 

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02qj9hc2fq821.html 

 

（5）「織物ワークショップ」＆ みんなで作る「切り布モザイクアート」 

 地元富士吉田が誇る特産品「ふじやま織」を気軽に体験で

きるワークショップを開催します。自分で手作りしたカード

ケースにパスモや Suica などの IC カードを入れて改札を通

過すれば、電車に乗るワクワク感を味わえること間違いなし

です。あわせて、下吉田駅では、織物の切れ端を再利用して

「切り布モザイクアート」を皆様と一緒に制作し、完成作品

を下吉田駅構内に飾るイベントも同時開催いたします。 

 【開催日】4月 2日（土）、3日（日） 

 【時 間】10：00～12:00、13:00～15:00 

【定 員】各回 20名～30名 

【内 容】ふじやま織を使用したポチ袋作り 

【参加費】500円／1人 【場 所】下吉田駅「下吉田倶楽部」  

※テラス席となります。防寒対策をお願いします。 

 

（6）「復刻 硬券乗車券」を下吉田駅で発売開始！ 

 富士山麓電気鉄道という創業当社の社名を復活するにあたり、昔懐かしいレトロな雰囲気を多く

の方に味わっていただくために、下吉田駅で硬券乗車券の取扱いを再開いたします。乗車券箱やダ

ッチングマシンを使った日付の印字も再現いたします。 

【発 売 日】4月 1日（金）～ ※常備券として販売 

【販売場所】富士急行線「下吉田駅」 

【販売区間】・下吉田駅からの各駅 10種類 

      （金額が同一の区間は統合） 

       ・河口湖－大月、河口湖－谷村町、寿－大月 

       ・富士山－650円区間、富士山－1040円区間   

全 15種類 

 

（7）富士急行の掘出物を総決算！「鉄道廃品オークション」 

今後製造されない富士急行時代の鉄道部品が手に入るチャン

ス。開催期間中、河口湖駅構内のカフェで廃品を展示します。

名物の温泉まんじゅうと珈琲付の入札券を購入いただき、必要

事項と入札額を記入後、入札箱に入れるだけ。実物を眺めなが

ら甘いものを楽しみながらのオークション、ぜひご参加下さい。 

【開催日】4月 1日（金）～3日（日）  

【場 所】河口湖駅「Gateway Fujiyama 河口湖駅 カフェ」 

切り布モザイクアート 

下絵イメージ 

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02qj9hc2fq821.html


【参加費】・500円（入札券 1枚＋まんじゅう＋コーヒー） 

・1000円（入札券 2枚＋吉田のつけうどん＋コーヒー） 

※入札件 1 枚に対して、1アイテム 1回の入札が可能です。 

【時 間】4月 1日（金）2日（土）  10時～16時 入札 

     4月 3日（日）        10時～14時 入札  15時～ 落札発表 

【内 容】出品される廃品、落札後などの詳細については、 

同施設公式インスタグラム https://bit.ly/3Ap8uHA にてお知らせします。 

 

（8）電車×ハイキング「電車で行く！富士急学べるハイキング」 

富士急行線の電車で行く、学べる自然ハイキングを開催いたします。車内では講師が各ツアーの

内容に沿ったセミナーを実施します。基礎知識や技術面のレクチャーを受けてから、各コースに出

発するので、実際にその場で学んだ知識を活かしてハイキング

を楽しむことが出来ます。第二弾となる今回は、「プロに学ぶ山

歩きのポートレート・テクニック」と「プロに学ぶ"地図読み"

山歩き」の 2コースをご用意しました。 

【開催日】4月 23日（土）24日（日）※Bコースは 23日のみ 

 【内 容】Aコース：プロに学ぶ山歩きのポートレートテク 

      Bコース：プロに学ぶ"地図読み"山歩き 

 【定 員】計 30名 各コース：10名  

 【参加費】Aコース：13,000円  Bコース：11,000円 

 【予 約】Yahoo!パスマーケットにて受付・販売中 

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/022c53c5tz721.html 

※Bコースは予約定員に達したため、受付を終了しております。  

 

 (9)「電車修理工場 作業用車撮影会」 

マルタイ（マルチタイプタンパー）、モーターカー、除雪車等、

鉄道の現場で活躍する作業用車の撮影会を実施。マルタイ、除

雪車については実際に動作している様子もご覧いただけます。 

【開催日】5月 28日（土）予定 

 【定 員】30名 

 【参加費】5,000円 

 【場 所】鉄道技術所（富士山駅から徒歩 3分） 

  ※詳細は SNS/ホームページにてお知らせします。 

 

富士山麓電鉄オリジナルグッズも続々登場 

富士山麓電気鉄道の開業にちなんだオリジナルグッズを販売いたします。富士急行と富士山麓電

鉄の入場券がセットになった 1冊で新旧対比が楽しめる、「全駅記念入場券セット」や、水晶の産地

として有名な山梨の宝飾品を活かした「宝石入場券」、地元のメーカーとコラボした記念商品など、

今後も鉄道会社の域を超えたオリジナル商品が続々登場予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぐい飲み２個セット 1,300円 黒糖どらやき（5 個入り）1,350 円 寿駅祈願入場券 各 200 円 

https://bit.ly/3Ap8uHA
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/022c53c5tz721.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■その他 

（１）感染状況を鑑み、イベント内容は縮小及び変更する場合がございます。 

（２）イベント内容は天候・電車の運行状況等により急遽変更・中止となる場合がございます。 

（３）最新の情報は富士急行線ホームページまたは富士急行線公式 twitter をご覧ください。 

●富士急行線ホームページ： http://www.fujikyu-railway.jp/ 

●富士急行線公式 twitter： https://twitter.com/fujikyurailway 

（４）画像はすべてイメージです。 

 

■お問合せ 富士急行線 富士山駅 TEL：0555-22-7133 

 

 

 

 

 

 

 

3100 形タオルハンカチ 

660 円 

ワフ 1 形トレインマスク 

550 円 

富士急行・富士山麓電気鉄道 全駅入場券セット 

6,500 円 

通販サイト「富士急のりもの百貨店」オリジナル受注生産グッズ 

http://www.fujikyu-railway.jp/
https://twitter.com/fujikyurailway

