
湖畔の⾵を感じながら、仕事後の“オフタイム”

「観光アドバイザリー事業」を展開するthousandth（サウザンス）は、2022年10⽉〜12⽉の
期間、富⼠⼭麓の観光活性化を⽬指し、ワーケーション需要の旅⾏者をターゲットに、創業90
年 富⼠レークホテル内の湖畔テラスにてワインアクティビティー「湖畔テラス Outdoor Wine 
Session」をプロデュースします。富⼠⼭麓の⾃然とワインを熟知したアウトドアソムリエが
提案する、五感で味わう湖畔の⾃然とワインのペアリング体験です。富⼠⼭麓の⾃然の魅⼒を
感じながら、ホッと⼀息つける時間を提供し、夜の河⼝湖の新たな楽しみ⽅を創り出します。

●開催期間(⽇時):2022年10⽉〜12⽉ 毎週⾦曜⽇ 18:00〜20:00 最終⼊場時間(LO) 
●定員(対象):最⼤収容⼈数20名まで
●予約(予約⽅法):当⽇、ホテルフロントで⼊場券購⼊ 宿泊者優先（外来ゲストも可能）
●価格(料⾦に含まれるもの):1⼈3,300円(税込) （ワイン、ブドウジュース、おつまみ、湖上テラス⼊場）

thousandth (⼭梨県 富⼠吉⽥市) & 富⼠レークホテル （⼭梨県 富⼠河⼝湖町）

「Outdoor Wine Session」は、富⼠⼭麓のガイド
兼ワインソムリエの、thousandth（サウザンス）
代表千代慧（ちしろさとし）がプロデュースした
ワインサービスです。
アウトドアだからこそ感じる五感を満たすワイン
体験と⾃然のマリアージュを、その⽇の気候とお
客様の好みに合わせ、アウトドアソムリエが厳選
したワインと共に⼀⼈⼀⼈にお届けします。

湖畔テラス Outdoor Wine Session 開催

仕事後の”オフタイム”に
湖畔の⾃然とワインのマリアージュ
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ワーケー
ション
推奨



本プログラムは創業90年の⽼舗 富⼠レークホテル
内の湖畔テラスにて催⾏します。近年のリモート
ワークやワーケーション需要の⾼まりに対し、
富⼠レークホテルではワーケーションをより豊か
なものにするために、ハード⾯の増強だけでなく
アクティビティーの充実によるソフト⾯の「バケ
ーション要素」の開発に注⼒して参りました。
この度、ワーケーションを中⼼に据えた富⼠レー
クホテル独⾃の滞在魅⼒を創造するため、企業向
け観光コンテンツの開発をサポートする
thousandth（サウザンス）にお声がけいただき、
本プログラムの企画・開発へと⾄りました。
この企画を通じ、富⼠⼭麓の新しい旅の楽しみ⽅
をご提案します。

◇このリリースに対するお問い合わせ◇
担当 ︓千代 慧（ちしろ さとし）
TEL. ︓090-2662-9974
EMAIL  ︓info@thousandth1000th.net
WEB ︓https://thousandth1000th.net
Instagram︓@thousandth.1000th

thousandth （サウザンス）
富⼠⼭麓にはまだまだ知られていない観光資源が多くあり、その多様な魅⼒をもっと多くの⼈に知ってもら

いたいという想いからthousandth（サウザンス）を⽴ち上げました。
富⼠⼭麓の保全をしながら魅⼒を伝えていく「エコツアーガイド事業」と、観光コンテンツ開発・⼈材育成

の企業サポートを⾏う「観光アドバイザリー事業」によって地域の観光を盛り上げます。

PROFILE 
代表 千代 慧（ちしろさとし）
2005年 オーストラリア NSW州に語学留学
2006年 新宿調理師専⾨学校卒業 調理師免許 取得
都内「リストランテ アカーチェ」「リストランテ 濱崎」で勤務

2011年 JSA認定ソムリエ 取得
2012年 株式会社 星野リゾート ⼊社
「星のや富⼠」「リゾナーレ熱海」「BEB5軽井沢」「リゾナーレ那須
（⽀配⼈）」の新規施設開業に参画、「リゾナーレ⼋ヶ岳」在籍
宿泊オペレーションの設計やサービス⼈材育成に従事
アクティビティープログラムの企画・開発・育成・運営に携わる

2021年 株式会社 星野リゾート 退社
同10⽉ thousandth ⽴ち上げ

(写真︓富⼠レークホテル内 湖畔テラス)

株式会社富⼠レークホテル＜河⼝湖畔随⼀の結合型リゾート＞
〒401-0301 ⼭梨県南都留郡富⼠河⼝湖町船津１番地
代表取締役名︓井出 泰済
TEL. 0120-72-2209 / FAX. 0555-73-2700
ホテル : https://www.fujilake.co.jp
フランス料理レストラン「PREMIER」: https://www.fuji-premier.jp

ブーランジェリー「Le pain de Daniel」: https://pan-daniel.jp

⽼舗ホテルとの共同プロデュース。
ワーケーションを中⼼に据えた
新しい旅の楽しみ⽅を提案
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富⼠登⼭を３６５⽇楽しめる
麓から５合⽬まで登⼭しながら学ぶ⽂化体験

「富⼠講追体験ツアー」の提供開始します

thousandth （⼭梨県富⼠吉⽥市）

thousandth（サウザンス）は富⼠吉⽥市にある吉⽥⼝登⼭道の起点から富⼠⼭５合⽬までを登⼭しながら、富
⼠⼭にまつわる⽂化を体験する「富⼠講追体験ツアー」の予約を開始します。
本ツアーは富⼠⼭の古くからの登⼭道をガイドが⼀緒に歩くことで、富⼠⼭の⽂化的価値を構成する史跡や昔

から使われていた宿坊を巡り、信仰登⼭の歴史背景や富⼠⼭の独特な⾃然と⼈の関わり⽅を解説していく富⼠⼭
の⽂化体験ができるツアーです。
サービス開始⽇は2022年3⽉26⽇。公式サイトより2⽉23⽇（富⼠⼭の⽇）から予約受付を開始しています。

サービス開始：2022年3⽉26⽇ 予約開始：2⽉23⽇（富⼠⼭の⽇）

富⼠⼭は、多くの⼈が「⼀⽣に⼀度は登ってみたい」と思っている⼀⽅で、家族連れやアウトドア経験
の少ない⼈には、装備の⼿間や体⼒の不安がつきまとい、ハードスケジュールによる難易度の⾼さや、夏
の短い期間にしか出来ない制限も相まって、なかなか挑戦できずにいると考えられます。
そこでthousandthは富⼠⼭に挑戦したかったけど踏み出せなかった⽅に、⼼肺の負担が少なく、また通

年で楽しむことが出来る麓から５合⽬のルートの特徴を⽣かし「登頂でもなく、眺めるでもなく、 365⽇
楽しむ」スタイルの富⼠登⼭を提供したいと考えました。

また麓から５合⽬のルートを案内することで、まだあまり知られていない富⼠⼭の魅⼒を伝えたいとい
う想いもあります。2013年に富⼠⼭は「信仰の対象と芸術の源泉」として世界⽂化遺産に登録され、今も
吉⽥⼝登⼭道には信仰登⼭の歴史を語る神社や⿃居が点在しています。また富⼠⼭の５合⽬までは⾃然も
豊富なので、緑が多く気持ちの良い道中を歩きながら、⽕⼭によって形成された地形や動植物の⽣態系を
観察出来ます。まさに⾃然と⼈の営みが年⽉を経て調和してきた富⼠⼭を体験できるフィールドです。

その魅⼒を⼀番に楽しむ⽅法として「富⼠講追体験ツアー」の開発に⾄りました。ガイドが信仰登⼭の
⽂化背景や、⼭麓の⾃然と共⽣してきた歴史を解説しながら、吉⽥⼝登⼭道を麓から巡ることで富⼠⼭の
理解を深めるサポートをします。当時の富⼠講の想いに馳せるような時間を過ごす歴史・⽂化の体験によ
り、富⼠⼭をディープに知ってほしいと思っています。

開発の背景



特徴①麓からの⽂化体験

1964年に富⼠スバルラインが開通し、５合⽬から⼭頂を⽬指す富⼠登⼭のスタイルが広まることで、麓から
のルートである吉⽥⼝登⼭道は利⽤者が減り、衰退化します。しかし、５合⽬付近は樹⽊が⽣育できる境界線
である森林限界に位置することから、その眼下には豊かな動物、植物、きのこ菌類、昆⾍が⽣育しています。
麓から登⼭することによって、標⾼や気温、そして季

節の移り変わりによって変化していく動植物の⽣態系を
観察することが楽しめ、どのように⼤⾃然の中で⼈の営
みが繰り返されてきたのかを知ることが出来ます。
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富⼠講とは、富⼠⼭信仰をする⼈により組織された講社（信徒団体）
で、江⼾時代に⺠衆を中⼼に受け⼊れられ「江⼾⼋百⼋町に⼋百⼋講」
と⾔われるほど発展します。その富⼠講が登拝した富⼠登⼭の本道が吉
⽥⼝登⼭道です。この古くからある登⼭道には富⼠講の歴史背景を学べ
る⽂化的価値の⾼い史跡が多くあります。
そして富⼠⼭に訪れるためにはるばると旅をした富⼠講に対して、⼭

麓では御師の家も増えていきます。御師は、宿舎の提供だけでなく、教
義の指導や祈祷、登⼭の⼿伝いなど、富⼠信仰登⼭の全般にわたって世
話をする存在でした。
本ツアーでは富⼠講や御師の家の歴史背景や、信仰登⼭によって深

まっていった⽂化を学びながら、命を懸けて挑んだ富⼠講の⼼情や、
様々な想いを持ちながら登⼭していた当時の様⼦を追体験します。

豊かな⾃然環境

富⼠⼭は１０万年という悠久の時の中で、何度も噴⽕
を繰り返したことで、現在の独⽴峰となりました。どこ
から⾒ても均整がとれた⼭は、その美しさから信仰の対
象となり、噴⽕に対する畏れから神仏が宿ると崇められ
てきました。
⽕⼭によって形成された独特な地形を歩き、富⼠⼭が

誕⽣するまでの時間を追うことで、圧倒的な⾃然のパ
ワーを感じます。

特徴②ママパパサポートが後押しする環境教育
「⼦供がいることが参加しない理由になって欲しくない」という想い

から『ママパパサポート』のサービスは⽣まれました。家族全員で環境
に対して学ぶ機会を応援するために、幼児向けのサポートを⽤意。お⼦
様の年齢・体⼒に合わせたガイドコースの調整や、授乳やオムツのス
ペースをいつでも提供できるように準備しています。
また、環境教育の促進のため、15歳以下は無料でご案内します。未来

に向けて、⾃然環境や⽂化資源を⼤切に守っていく考えが広まることを
願っています。

thousandthの特徴

特徴③アウトドア初⼼者を予約時から徹底サポート
旅⾏に⾏くことはワクワクも多いですが、不安もつきものです。予約

段階から少しでもお客様の気持ちに寄り添い、⼀⼈ひとりに対して柔軟
な対応を⼼がけています。
天候や季節に適したウェアと装備の確認や、参加する⽅の⼼配事を事

前にお伺いし、希望に沿ったガイドコースを提案するためにカウンセリ
ングを設けています。ガイド当⽇は、他の⽅に気兼ねなく”マイペース”
で楽しんでいただくため、１組限定のプライベート対応を実施します。

富⼠⼭麓の魅⼒

悠久の活⽕⼭



◇このリリースに対するお問い合わせ◇
担当 ：千代慧（ちしろさとし）
TEL. ：090-2662-9974
EMAIL  ：info@thousandth1000th.net
WEB  ：h?ps://thousandth1000th.net
Instagram：@thousandth.1000th
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thousandth （サウザンス）
富⼠⼭麓にはまだまだ知られていない観光資源が多くあり、その独⾃の魅⼒をもっと多くの⼈に知ってもらいたい

という想いからthousandth（サウザンス）を⽴ち上げました。
富⼠⼭麓の保全をしながら魅⼒を伝えていく「エコツアーガイド事業」と、観光コンテンツ・⼈材育成の企業向け

のサポートする「観光アドバイザリー事業」によって地域の観光を盛り上げます。

◇富⼠講追体験ツアー概要◇
予約 ホームページより事前予約
定員 1組4名様まで（5名様以上の場合は応相談）
対象 3歳以上
※お⼦様の年齢や体⼒に合わせたコースのご提案も可能

価格 1名様 22,000円（税込）
※15歳以下は無料、１組限定の完全プライベートで実施
※含まれるもの ガイド料、保険、事前カウンセリング、（希望者）ママパパサポート
※ツアー内容は、⾃然条件や登⼭道の状況等によって変更または中⽌の場合あり

9:00
9:15

10:30

10:45

11:00

11:30

富⼠講追体験ツアーの詳細

富⼠⼭駅集合
⾦⿃居出発
御師の家⾒学
北⼝本宮冨⼠浅間神社
御参拝、登⼭祈願
吉⽥⼝登⼭道（起点・０合⽬）
移動
⾺返し
トレッキングスタート
茶屋「⼤⽂司屋」、⿃居
１合⽬ 鈴原社

◇スケジュール例◇
12:00
13:00

14:00

15:00
16:00

※時間はあくまで⽬安です。お客様の様⼦に合わせて休憩をとります。
※富⼠スバルラインから富⼠⼭駅・河⼝湖駅⾏きの路線バスまたはタク
シーがあります。

２合⽬ 冨⼠御室浅間神社（旧本宮）
３合⽬ 中⾷堂（ちゅうじきどう）
昼⾷休憩
４合⽬ ⼤⿊⼩屋跡
４合５勺 御座⽯浅間神社
中宮（ちゅうぐう）
５合⽬ 佐藤⼩屋
５合⽬ ⼩御嶽神社 御参拝
富⼠スバルライン 解散

PROFILE 
代表 千代慧（ちしろさとし）
2005年 オーストラリア NSW州に語学留学
2006年 新宿調理師専⾨学校卒業調理師免許取得
都内「リストランテアカーチェ」「リストランテ濱崎」で勤務
2011年 JSA認定ソムリエ取得
2012年 株式会社星野リゾート⼊社
「星のや富⼠」「リゾナーレ熱海」「BEB5軽井沢」「リゾナーレ那須
（⽀配⼈）」の新規施設開業に参画、「リゾナーレ⼋ヶ岳」在籍
宿泊オペレーションの設計やサービス⼈材育成に従事
アクティビティープログラムの企画・開発・育成・運営に携わる
2021年 株式会社星野リゾート退社
同10⽉ thousandth ⽴ち上げ

h3ps://thousandth1000th.net


