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アミューズメントとレンタカーのセット商品『マツダレンタカーでレジャ得』販売開始 

～C1 クラス（デミオ等）５名利用でお一人様 3,956 円！！～ 

  

株式会社マツダレンタカー（本社：広島県広島市、社長：上西 清志）と富士急行株式会社（本

社：山梨県富士吉田市、社長：堀内 光一郎）は、2011 年 2 月 22 日～2011 年 7 月 14 日の間、

レンタカーと組み合わせて『さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト』・『遊園地ぐりんぱ』・ 

『スノータウンイエティ』から選択できるお客様セレクト商品『マツダレンタカーでレジャ得』

を販売いたします。レンタカーと BBQ 食べ放題、遊園地、スキー場を組み合わせたパック商品

は、両社初の取り組みとなります。 

『マツダレンタカーでレジャ得』は、乗車人数に応じて割安になるレンタカーと富士急グル

ープ 3施設からのセレクト商品で、関東甲信越・中部・関西のマツダレンタカー１１６店舗限

定で販売いたします。 

 大人 5名で C1 クラスを 24時間ご利用いただく場合、一人あたり 3,956 円でさがみ湖リゾー

ト プレジャーフォレスト（BBQ 食べ放題又は乗り物乗り放題）・ぐりんぱ（乗り物乗り放題+ミ

ールクーポン）・スノータウンイエティ（１日入場滑走券）のいずれか１つの施設を選択してご

利用いただくことができます。 

詳細は、下記の通りです。 
 

【 マツダレンタカーでレジャ得 】 概要   
1．期 間 ： 2011 年 2 月 22 日(火)～2011 年 7 月 14 日（木）  ご出発分 ※ イエティは 3/27 迄 

2．内 容 ： 「レンタカー＋下記 3 施設から 1 つを選択」 

(1)さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト： BBQ 食べ放題 or 乗り物乗り放題 付き 

(2)遊園地ぐりんぱ： ワンデークーポン（乗り物乗り放題）+ミールクーポン（1,000 円分） 付き 

(3)スノータウンイエティ： 1 日入場滑走券 付き 

3．料   金 ： 以下 24 時間利用の場合 （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．対象店舗 ： 関東甲信越・中部・関西エリアにあるマツダレンタカー116 店舗 

※店舗詳細はマツダレンタカーオフィシャル Web サイト（http://www.mazda-rentacar.co.jp/）をご覧下さい。 

5．予約受付 ： マツダレンタカー予約センター 

      ＴＥＬ：0120‐31‐5656 （受付時間：平日 8：00～20：00、土日祝 9：00～17：45）           

 

 

 

※上記費用に含まれるもの 

●所定クラス 24 時間レンタカー代 ●各施設チケット代 ●これらの消費税 ●対人・対物・車両・搭乗者傷害保険料 

注：Web や店舗での直接のご予約はお受けしておりません  

以上 

クラス 参加者数 2 名様 3 名様 4 名様 5 名様 6 名様 7 名様 

参加合計金額 11,380 14,180 16,980 19,780   C1 クラス          
（デミオ 5 人乗り） 一人あたり 5,690 4,727 4,245 3,956   

参加合計金額 18,200 21,000 23,800 26,600 29,400 32,200 X1・R2 クラス   
（ロードスター2 人乗り・・ 

MPV7 人乗り) 一人あたり 9,100 7,000 5,950 5,320 4,900 4,600 

参加合計金額 15,050 17,850 20,650 23,450 26,250 29,050 V3 クラス 
（ブローニィバン 6or9 人乗り） 一人あたり 7,525 5,950 5,163 4,690 4,375 4,150 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社マツダレンタカー 総合企画部 森原・三浦  ℡：０８２-２６２-５７１６ 

富士急行株式会社 営業推進室広報担当 稲光  ℡：０３-３３７６-１１１５ 



【 施設概要 】 

 

（１）さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト 

相模湖畔の山野に広がるさがみ湖リゾート プレジャーフォレストは、新宿からわずか４５

分とは思えないほどの広大な自然と大地の遊びのフィールド。“自分で考えて進むこと”を

コンセプトにしたアスレチック「ピカソのたまご」や観覧車などがある遊園地ゾーン、本

格的なキャンプやバーベキューが楽しめるアウトドアゾーンなどがあり、一日たっぷりと

過ごせる施設です。また関東最大級２００万球のイルミネーションが楽しめる「イルミリ

オン」（4/10までの土日祝日のみ営業）も大好評。 

①営業時間 9：30～16：30 ※季節により変動あり 

②休 園 日 毎週木曜日 ※春休み、ＧＷ、夏休み期間中は営業 

③住  所 〒229-0105 神奈川県相模原市緑区若柳１６３４ 

④交  通 （東京方面から）中央自動車道相模湖東出口より約１０分 

（甲府方面から）中央自動車道相模湖 I.C より約１５分 

⑤Ｕ Ｒ Ｌ http://www.sagamiko-resort.jp/ 
⑥お問合せ ０４２－６８５－１１１１ 

 

（２）遊園地ぐりんぱ 

富士山の南麓２合目に広がる自然の大パノラマに囲まれた園内は“自分で考えて進むこと”

をコンセプトにしたアスレチック「ピカソのたまご」が大人気。他にも「シルバニアビレ

ッジ」や「Ｍ７８ウルトラマンパーク」、「おもちゃファクトリーキッズフジＱ」など、キ

ッズやファミリーが楽しめるアトラクションやゾーンがあり、家族みんなで出掛けて一日

たっぷりと遊べる遊園地です。冬は富士のふもとの立地を活かした雪あそびゲレンデやが

スケートが大好評です。 

①営業時間 平日 9：30～17：00 土休日 9：00～17：00 ※季節により変動あり 

②休 園 日 水曜日（一部火曜日）※春休み、ＧＷ、夏休み、冬休み期間中は営業 

③住  所 〒410-1231 静岡県裾野市須山字藤原２４２７ 

④交  通 東名高速道路裾野 I.C より南外周道路経由約２０分 

中央自動車道河口湖 I.C より東富士五湖道路 

南富士エバーグリーンライン経由約５０分 

⑤Ｕ Ｒ Ｌ http://www.grinpa.com/ 
⑥お問合せ ０５５－９９８－１１１１ 

 

（３）スノータウンイエティ 

日本で一番早く１０月にオープンする屋外人工スキー場。外気温に関係なく造雪できるア

イス･クラッシュ･システムを使用しシーズン始めから存分にスキーやスノーボードが満喫

できます。雪を待ち焦がれた全国のスキーヤー・スノーボーダーが熱い視線をそそぐ、ウ

インタースポーツのメッカです。 

①営業期間 今シーズンは 3月 27 日（日）まで毎日営業 

平日 9：00～22：00 土休日 8：00～22：00 

※週末のオールナイト時は翌朝 8:00 まで 

②住  所 〒410-1231 静岡県裾野市須山字藤原２４２８ 

③交  通 東名高速道路裾野 I.C より南外周道路経由約２０分 

中央自動車道河口湖 I.C より東富士五湖道路 

南富士エバーグリーンライン経由約４０分 

④Ｕ Ｒ Ｌ http://www.yeti-resort.com/ 
⑤お問合せ ０５５－９９８－０６３６ 

 


