
静岡デスティネーションキャンペーン（静岡ＤＣ）
２０１９年４月１日～６月３０日開催決定！

プレＤＣ（２０１８年実施）
富士市・富士宮市
最新観光情報

２０１８年３月２０日現在



プレＤＣ ２０１８年

富士市の観光情報



「よーいドン！」圧巻の一斉出漁＆絶品！朝獲れ田子の浦しらす丼
【ＤＣ限定、個人、手配発生型】

【内容】 田子の浦ならではの迫力ある出漁の様子を、ふじのくに田子の浦みなと公園
から見学し、漁の後の入札の様子を、漁協職員の説明を受けながら見学するDC

特別ツアー。入札の見学後、獲れたての生しらす丼を近くのお店で味わえます。

天気が良ければ、ふじのくに田子の浦みなと公園から絶景の富士山を眺める

ことができます。（要予約）

※天候等の状況により、休漁の場合はツアー催行中止となります。

漁模様により釜揚げしらす丼の提供となる場合があります。

【開催日時】 ４月～６月 月２回（第２・第４火曜日）
５：００～８：００（状況により多少時間が前後する場合があります）

【所要時間】 １８０分程度

【販売価格】 １，７００円／名 （うち手数料あり）

【催行人員】 最少１名～最大１０名（要問合せ）

【定員】 １０名（要問合せ）
【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 （集合）尚奄 － 移動：徒歩－ 出漁見学：ふじのくに田子の浦みなと公園 －

移動：徒歩 － 魚市場見学：田子の浦漁協 －食事：尚奄 （解散）

【問合せ】 和楽房 尚奄 電話 ０５４５－３０－７７８０

生しらす丼（イメージ） 出漁の様子



夜桜プレミアムライトアップ＆ナイトマーケット【初開催】

【内容】 富士山と桜のビュースポットであり、極上の夜景と夜桜が楽しめる、岩
本山公園の夜桜ライトアップを行います。
（園内最大４エリアで実施。富士山＆桜エリア、夜景＆桜エリアなど、
魅力のあるスポットをライトアップします）
また、ナイトマーケットの開催します。（手芸品、工芸品の販売。飲食
コーナーを設置） ※開花状況によって開催日の変更有り。雨天中止。

【開催日時】 ３月３０日（金）、３１日（土）、４月１日（日） ※ナイトマーケットは４／１のみ開催
ナイトマーケット：１６：００～２０：００ 夜桜ライトアップ：１７：３０～２０：００

【所要時間】 ６０分程度

【販売価格】 無料

【催行人員】 無し

【定員】 無し
【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 直接 岩本山公園へお越しください。 公園内を自由散策してください。

※園内を紹介するガイドを検討中。

【問合せ】 富士山観光交流ビューロー・鈴木誠典 電話 ０５４５－６４－３７７６

※写真はイメージです



富士山れんげまつり【期間限定、手配発生型】
【内容】 富士山に新幹線が映えるというロケーションのもと、満開のレンゲ草

が咲き誇る田園において、音楽や食事を楽しめるイベントです。
レンゲ草の花などから採れた「はちみつ」を先着順で無料プレゼント。
※富士市 東部土地改良区域内 （岳南電車 須津駅 徒歩１５分）

【開催日時】 平成３０年４月２２日（日） １０：００～１４：００
【所要時間】 無し
【販売価格】 無料

【催行人員】 無し
【定員】 無し
【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 直接会場へ

【問合せ】 富士山れんげの会 電話 ０５４５－３８－１２３４

富士山と新幹線とレンゲ畑



富士山の湧水 薔薇ゼリー【ＤＣ限定】
【内容】 数々のテレビや雑誌等のメディアで紹介されている「新鮮フ

ルーツの生ゼリー」を世に送り出した「フルーツアーティスト
杉山清」プレゼンツのＤＣ限定企画。
富士山の恵みである豊富な湧水で作った、まるで芸術作品のよ

うな生ゼリーです。
ゼリーの中には富士市の花である薔薇の花が浮かび、観ても食

べても楽しめる逸品です。

【開催日】 ４月～６月の土日

【所要時間】 なし

【販売価格】 ６００円／名 （うち手数料あり）

【催行人員】 －

【定員】 ２０名程度／日
【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 直接問合せ先へ

【問合せ】 杉山フルーツ 電話 ０５４５－５２－１４５８

写真はイメージです



富士のふもとの大博覧会２０１８【期間限定】
【内容】 富士のふもとの「いいもの」「おいしいもの」が大集合！

グルメフェアや厳選食財のエリアには、富士山麓エリアから絶品グルメ
が勢ぞろいします。

【開催日時】 ５月２６日（土）、２７日（日） １０：００～１６：００

【所要時間】 ３０分程度（特に無し）
会場は展示場であり、徒歩で各ブースをご覧頂けます。

【販売価格】 無料
【催行人員】 無し

【定員】 無し
【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 直接 ふじさんめっせへお越しください

JR新富士駅北口 － 徒歩 － ふじさんめっせ
ＪＲ富士駅南口 － 無料シャトルバス － ふじさんめっせ

【問合せ】 富士市産業交流展示場「ふじさんめっせ」 電話 ０５４５－６５－６０００



プレＤＣ ２０１８年

富士宮市の観光情報



ダイヤモンド富士をプライベートリゾートで
【内容】 富士山を独り占めできる田貫湖近くのリゾートホテルです。３６５日富士山からの

日の出が見られる日月倶楽部で、富士山と光輝く太陽が織りなすダイヤモンド富
士をお楽しみ下さい。普段はご宿泊のお客様だけのプライベート空間を、今回は
特別に日帰りプランとしてご用意いたしました。御来光の後は、地元の食材をふ
んだんに取り入れた朝食をご用意しております。
雨天の場合は「体質別薬膳茶」をご提供いたします。

【開催日】 ４月１９日（木）～４月２１日（土）

【所要時間】 ５：３０～８：００

【販売価格】 ３，０００円／名 （うち手数料あり） ＊宿泊プランもあり

【催行人員】 最少２名～最大１０名

【定員】 １０名／回
【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 現地集合・現地解散

【問合せ】 富士山 日月倶楽部 電話 ０５４４－５２－２６１１



ダイヤモンド富士をながめて、
富士山グルメに野外体験を楽しもう！！

【内容】 まずは、東京ドーム９個分もある大草原で、トレジャーハイキングです！
ハイキング後は「竹筒でワイルドなバームクーヘン作り」や「飯盒で蒸しケーキ作り」、そして夕食
は駿河湾や朝霧高原のグルメを満喫できるＢＢＱなど大自然の中で野外体験を楽しみます！
２日目は、目の前に広がるダイヤモンド富士を鑑賞、朝日を浴びながらモーニングコーヒーを。
朝食を食べてチェックアウトです。

【開催日】 ４月２７日（金）～５月７日（月）
【所要時間】 １泊２日
【販売価格】 富士山ＹＭＣＡ グローバル・エコ・ヴィレッジ

１６，２００円／１名 （４歳以上～大人） （うち手数料あり）
【催行人員】 最少３グループまたは３家族～最大１０グループまたは１０家族

グループまたは家族ごとにお部屋を用意。１部屋４人～６人。
【定員】 ６０名／回（最大）
【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 現地集合 －15時宿泊棟チェックイン 16時～17時トレジャーハイキング

17時30分～お菓子作り＆ＢＢＱ 宿泊
2日目 6時ダイヤモンド富士鑑賞(コーヒー付) 7時30分朝食
10時までにチェックアウト － 現地解散

【問合せ】 富士山ＹＭＣＡグローバル・エコ・ヴィレッジ 担当：村田 電話0544－54－1151



ダイヤモンド富士を見ながら、牧場で朝食を！
【内容】 ① 弊社施設ﾅﾁｭﾗｳﾞｨｰﾀでﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ富士を見ながら朝食

② 弊社施設内でグランピングを楽しみながらﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ富士（朝食付き）

【開催日】 ５月７日（月）～５月１１日（金）①、②ともダイヤモンド富士が見える日

【所要時間】 ① 60分 ②日の出前後2時間
【販売価格】 ① 1,500円前後／名（うち手数料あり）

② 7,000円／名（うち手数料あり）

【催行人員】 ① 最少4名～最大15名 ②最小2名～最大15名
【定員】 15名／回
【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 現地集合解散

【問合せ】 朝霧ハイランド（株）まかいの牧場 担当者名 大岩
電話0544-54-0342



キラッ！自然が創り出す宝石の輝き、見に来るら？
【内容】 通常はランチタイムしか営業していない、知る人ぞ知る蕎麦屋「白糸庵」。

実は、ダイヤモンド富士が見られるスポットでもあります！
今回、ＤＣ限定でダイヤモンド富士が見られる期間の数日だけ、白糸庵で朝ごはん
が食べられます！
ダイヤモンド富士、白糸庵のお母さんたが作った黒米おにぎりや手打ち蕎麦、旬の
お野菜を使った朝ごはんを堪能しましょう！

【開催日】 ６月１７日（日）～ ６月２１日（木） ５：００～７：００

【所要時間】 約２時間
【販売価格】 ９２０円／名（うち手数料あり）
【催行人員】 最少１名～最大２０名（要予約 ３日前まで）
【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 現地集合解散（富士宮市原1199－2）
【問合せ】 白糸庵 電話 0544－54－3050



世界遺産富士山本宮浅間大社本殿、特別天然記念物わくたま池
と富士山世界遺産センターのライトアップの競演

【内容】 世界文化遺産富士山本宮浅間大社本殿と特別天然記念物わくたま池をラ
イトアップし、富士山世界遺産センターのライトアップと競演します。

【開催日】 ５月１６日（水）～５月２２日（火）
【所要時間】 ４５分 （ライトアップ 日没～２２時、浅間大社開門時間 ５時～２０時）
【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 現地集合解散
【問合せ】 富士宮市観光課 電話 0544－22－1155



タクシーで世界遺産富士山とダイヤモンド富士を巡る旅
【内容】 ①富士宮駅周辺ホテルから朝霧高原へ移動し、富士山山頂から煌めく日ノ出の太陽を堪能しな

がら地場の食材を使った美味しいモーニングを楽しみます。
朝食後は、構成資産である白糸の滝・山宮浅間神社・村山浅間神社・人穴富士講遺跡を観て回
り、夕方富士山東側へお送りいたします。厳かに山頂へ沈みゆく太陽の眺めをご堪能ください。
※天候により日ノ出・日の入りは見られない場合があります。
②富士宮駅周辺ホテルから朝霧高原へ移動し、富士山山頂から煌めく日ノ出の太陽を堪能しな
がら地場の食材を使った美味しい朝食を楽しみます。
朝食後は、構成資産である白糸の滝で富士山の水の恵みを感じ、富士宮駅へ戻ります。

【開催日】 4月18日～22日・4月27日～5月11日・6月17日～21日
【所要時間】 ①富士宮駅周辺ホテルから三島駅 １１．５時間

②富士宮駅周辺ホテル発着 ４時間
【販売価格】 ①35,000円／ 小型タクシー1輌 （うち手数料あり）

53,000円／ジャンボタクシー1輌 （うち手数料あり）
②13,000円／ 小型タクシー１輌 （うち手数料あり）
19,000円／ジャンボタクシー1輌 （うち手数料あり）

※現在運輸局未認可変更可能性あり ※タクシー代のみの金額となります。高速・駐車場
料金は含みません。※宿泊施設の予約は当方ではできません。

【催行人員】 最少1名～最大9名
【定員】 ４名／回～ ９名/回
【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 ①富士宮駅週販ホテル 発4:30頃(タクシー) －ダイヤモンド富士＆モーニングプラン-

白糸の滝- 山宮浅間神社 - 村山浅間神社- 人穴富士講遺跡－御殿場地区へ
②①富士宮駅周辺ホテル 発4:30頃(タクシー) －ダイヤモンド富士＆モーニングプラン-
白糸の滝- 富士宮駅

【問合せ】 静岡県タクシー協会富士・富士宮支部 支部長米山政司 電話 0545－63－2311


