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民営化と10周年で魅力アップ！
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遊 ぼう !

昨年 12 月にターミナルビルの拡張工事が完了し、
グルメもショッピングもさらに充実した富士山静岡
空港が、このほど 10 周年を迎えました。三菱地所、
東急電鉄を新たに株主に迎え、この 4 月から運営権
制度に基づく空港運営が開始されました。ますます
おもしろくなりそうな富士山静岡空港へ、遊びに出
かけてみませんか？ （小林かおり記者）
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富士山静岡空港 営業部
観光・地域連携ユニット
谷津基広さん

今回、弊社が富士山静岡空港の運営を
担うにあたり、目標の一つは「空港利用者
の倍増」です。そのためにはまず、現在
13 ある路線を拡大。香港やグアム、バ
ンコク、成田、仙台、高松などの就航を
目指しています。課題となるのは、空港
へのアクセスの強化。今後は、神奈川県
や山梨県からのアクセス拡充も図る方針
です。一方では、富士山遊覧飛行や大井
川鐵道など、静岡の観光コンテンツを空
港とつなげる取り組みにも力を入れてい
きたいですね。弊社が持っている民間の
ノウハウを生かして、静岡県の経済・地
域の活性化に寄与していきたいと考えて
います。

空港の雰囲気を堪能するなら
正午〜午後3時がおすすめ！

土・日曜、
祝日は呈茶・
コーヒーサービスも

へ
まず石雲院展望デッキ
飛行機の近さに感動！

富士山静岡空港の現在の就航先
2019年3月31日現在の就航航路図です。

建築デザインも魅力の石雲院展望デッキ

富士山静岡空港に行ったら絶対はずせな
いのが、ターミナルビル東側に建設され、
名刹・石雲院の古建築と混然一体となった
「石雲院展望デッキ」
。滑走路との距離が近
いため、迫力の離着陸が眺められます。土・
日曜、祝日は呈茶やコーヒーのサービスも
あります。開放時間は午前 6 時〜午後 9
時 30 分。

や
フライトシミュレーター
ラウンジも注目

フライトシミュレーター

2面に続く

© 静岡県

広々空間とゆったりソファで、雰囲気が良いラウンジ

空港で体験したいのが、子どもたちに人気の
「フライトシミュレーター」
。「静岡空港着陸体験
100 円」
「静岡→台湾桃園空港フライト体験 200
円」
で、パイロット気分を体感してみては。
また昨年誕生した、空港らしい雰囲気を味わえ
るラウンジも注目。当日の搭乗券の提示と共に、
対象のクレジットカードを持っている人は無料
で利用可能です。また、大人 1080 円、子ども
540 円でも利用可能です。USB ポートはもち
ろん、豊富な雑誌類、
「蔵出し熟成茶」
「深蒸し茶」
など、静岡らしい充実のドリンクコーナーも魅力
です。

民営化と10周年で魅力アップ！

◎1面から続く

富士山静岡空港で遊ぼう！

富士山静岡空港限定の
グルメもいろいろ

ターミナルビル拡張で一番うれしいのが、飲食店舗の充
実。2 階には人気の 4 店舗をそろえたフードコートとカフェ
が、3 階には飛行機を見ながら海鮮料理を楽しめるレスト
ランが登場しました。空港オリジナルメニューも大注目！

飛行機に乗らない人も
楽しめる空港を提案
富士山静岡空港では今まで以上に、 ワクワク感
あふれる空間での充実の時間 を提供したいと思っ
ています。グルメやお買い物など
のショップはもちろん、イベント
にも注目。各年齢層向けのワーク
ショップを実施する「FSZ スクー
ル」を企画しており、まずは、
10 周年記念イベントに参加
してみませんか？ 詳しくは
HP まで。

「麺屋 燕」
「元祖浜松餃子 石松」
が富士山静岡空港にお目見え。空
港限定の自家製ラー油の「担々
麺」
1100円（左）、キャベツのうま
味ぎっし り「 浜松餃子」単品 10
個 600 円〜は見逃せない。

谷津基広さん

予約も可能なレストラン
「清水港 海山」では、
まぐろ尽くしのメニューが充実。キャンペーン期
間中の「極上まぐろ寿司」880 円（税別）
に舌鼓を。

【10周年記念イベント】
6月8日（土）
・9日（日）
・15日（土）
・16日（日）
子ども制服撮影会
日時／ ANA＝8日（土）・9日（日）
チャイナエアライン＝9
（日）
・16日（日）
フジドリームエアラインズ＝15日
（土）
・16日
（日）
各午前10時30分〜午後2時30分
内容／パイロットやCA、グランドスタッフに変身！
※サイズに限りあり。先着順（着数に限りがあり、待つ場合も）

フォトセラ
（体験型撮影会） ※参加無料、各先着300人
日時／ 8日
（土）・9日（日）・15日（土）・16日（日）、午前10時〜午後4時
内容／プロカメラマンによる体験型記念撮影会。写真やデータが無料でもら
えます。コジコジオリジナルフレームも大注目！

軽 食 や ド リ ン ク 充 実 の「TABI CHA
FE」。空港オリジナルの「クレミアソー
ダ富士山」600 円は一押し！
全部で 19 種類のパスタがそろう「パスタ屋一丁目」の人気
は、「ワッフルポテト＆ベーコン」760 円。JR 静岡駅の名店
「東海軒富士見そば」では、夏場の「冷やし天ぷらそば」900 円
がおすすめ。

空港ならではグッズを
入手しよう！

ステージイベント
●周辺市町
「ご当地キャラ」
PRタイム
日時／ 8日
（土）・16日（日）、午前11時〜午後2時
内容／富士山静岡空港の周辺市町が、それぞれの観光スポットの紹介や、
じゃんけん大会を開催。ご当地キャラとの記念撮影会も楽しみ！
●
「ラジオ公開放送」
（K-mixほか）
日時／ 9日
（日）
・15日（土） ※番組内容や公開時間など、詳細はHPで確認を。
●
「石雲院展望デッキコンサート」 ※雨天中止
日時／ 16日
（日）
、ロコモーション①午前11時30分〜②午後0時20分〜
スウィング・スロープ①午後1時〜
※午前11時〜午後3時はお茶とコーヒーのおもてなし
（無料）
も！

＜取材協力＞富士山静岡空港
☎0548
（29）2000
http://www.mtfuji-shizuokaairport.jp/
※特集記事に関して、表示のない価格はすべて税込み表記です

各種問い合わせ
イベント詳細は
二次元コードから

空港でまったり
マッサージを堪能
旅疲れの旅行者だけでなく、だれでも
気軽にマッサージが楽しめる
「気軽な手も
み屋 もみかる」も要チェック。足つぼ・
全身・ヘッドコースなど、15 分 990 円〜。

おもちゃからマニア向け商品
まで、各種飛行機グッズがそろ
う「 Ru n w a y S h o p F S Z 」。
「FDA 1/300 エアクラフトモデ
ル」
は 864 円。

FSZ オリジナル T シャツは
3024 円。

東海地域発のおしゃれ雑貨がおすす
め の「 メ イ ド イ ン ト ー カ イ 」
。
「ZERO
JAPAN のユニバーサルティーポット」
3024 円。

