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富士急行株式会社（山梨県富士吉田市、取締役社長：堀内光一郎）では、アウトドア複合リゾート「さがみ湖リ

ゾート プレジャーフォレスト」（神奈川県相模原市）の「パディントン タウン」に 2019年 7月 13日（土）、空中アス

レチック「ハッスル スパイダー」を開業いたします。 

 

「ハッスル スパイダー」は、カラフルな鉄柱間に張られたネット上の 20種類のアクティビティを“自由”に思いっ

きり楽しめる空中アスレチックです。空高く広がる約 2000㎡の空間には、ジップラインで滑空を楽しむ「スカイジッ

プ」やクモの巣のように張られたロープをよじ登る「スパイダーズネット」などの（わたる・くぐる・のぼる、はねる）

全 20 種類のアクティビティがあります。また、全コースがセーフティネットに囲まれているので、落ちる心配もあり

ません。ハーネスをつけずに“安全に”空中遊びが体験できます。さらに、トランポリンのような 2 か所のネット広

場を分岐点にアスレチックコースを選択できるので、子どもたちが自分だけの遊び方で自由に楽しむことができ

ます。 

 

 プレジャーフォレストには現在、5 種類の大型アスレチックがあり、年間約 40 万人がアスレチックに挑戦する体

験型遊園地です。2017 年にはアジア初上陸となる鳥肌コロシアム「マッスル モンスター」を開業させ、ターゲット

を若者層に広げてまいりましたが、一方で身長制限に満たない小さなお子様からも「チャレンジしてみたい」とい

う声が多く寄せられてきました。そこで、小さなお子様でもハーネスをつけずに“安全”に“自由”に遊べる空中ア

スレチック「ハッスル スパイダー」を導入することといたしました。 

 より一層、幅広い楽しみ方が出来るファミリーテーマパークへと進化する「さがみ湖リゾート プレジャーフォレス

ト」にどうぞご期待ください。 

さがみ湖プレジャーフォレストに 7月 13日（土）オープン 

子どもたちが“自由”に“思いっきり”遊べる！ 

空中アスレチック「ハッスル スパイダー」 



【3つの特徴】 

①ハーネスを着用しない 

ルートはすべてネットに囲まれている為、ハーネスを装着する必要がなく、こどもでも気軽に安心してご利用いた

だけます。 

②20種のさまざまなタイプの冒険アクティビティ 

長さ約 14ｍの「ジップライン」や蜘蛛の巣のように張られたロープを渡る「スパイダーネット」など全 20種類のアク

ティビティ。 

③ネット広場を分岐点に道を選べる 

分岐点としてトランポリンのように跳ねて遊べるネット広場を 2ヶ所設置。利用者が進む方向を選択しながら自由

に遊ぶことができます。 

 

【施設概要】 

■展開面積      約 2,000㎡ 

■アイテム       20種類（ジップライン、スパイダーズネット他）＋ネット広場（2 ヶ所） 

■地 上 高      2.5ｍ～5.6ｍ（地面からアイテムおよびアイテム間のデッキまでの高さ） 

■合計距離      約 150ｍ 

■定  員       約 80人  

■所要時間      1周約 20分 

■年齢制限(予定)  0歳以上 ※未就学児は、16歳以上の付き添いが必要  

 

【20のアクティビティ】   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①アニマルブリッジ      ②スインギングステップ   ③ジャパニーズブリッジ   ④サスペンデットフライ 

⑤クライミングパネル     ⑥オブスタクルブリッジ   ⑦ボックスブリッジ       ⑧ゼットブリッジ 

⑨スカイサーフィン      ⓾バーマブリッジ       ⑪ゴースト           ⑫ユーループ 

⑬アイラインズインザスカイ ⑭バレル            ⑮スパイダーズネット    ⑯スネークブリッジ 

⑰ビッグフット          ⑱アンシャンテトンネル   ⑲スカイジップ         ⑳ウェーブ 
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【夏季イベントのご案内】 

さがみ湖リゾートでは他にも夏を思いっきり遊びつくすファミリーイベントを多数開催し、皆さま

をお迎えいたします。 

 

■森のカブトムシ狩り 

 

広大な相模湖の森を冒険して、カブトムシに会いに行こう！ 

捕まえたカブトムシはお持ち帰りいただくこともできます。 

・開催日 2019 年 7 月 20 日(土)、21 日（日）、 

27 日（土）～8 月 4 日（日） 

・場所  バギーカート奥 カブトムシの森 

・料金  見学のみ 500 円/1 人 

     カブトムシ持ち帰り 1,500 円/1 人 

 

■じゃぶじゃぶパラダイス～トロピカル大作戦～ 

親子で楽しめる水遊びエリア「じゃぶじゃぶパラダイス」が 

さらにさらにパワーアップ！！ 

この夏初登場の 160 ㎡の巨大水迷路「ウォータートラップ」 

など、ウォーターアクティビティが盛りだくさん。 

・営業期間  2019 年 6 月 29 日（土）～9 月 1 日(日)   

       ※7 月 7 日（日）までは土日のみの営業です。 

・利用料金  1,000 円（フリーパス利用可） 

 

■『ポケモン映画最新作「ミュウツーの逆襲 EVOLUTION」公開記念  

ポケモンアドベンチャー2019「ミュウツーからの挑戦状 in さがみ湖リゾート」』 

 

・開催期間  2019 年 7 月 6 日(土)～9 月 1 日(日) 

・対象    チケット窓口でアドベンチャーゲームキットを 

お渡しします。  

※受取方法の詳細はチケット窓口にてお問い合わせ下さい。  

・参加料金  無料  

・その他   ゲームをクリアしたお客様には、 

「ポケモンアドベンチャーオリジナルポストカード」をプレゼント。 

 

■遊園地閉園後の謎解きイベント最新作「ナゾトキメイロ３ 失われた迷宮都市の謎」 

 

・開催期間  2019 年 7 月 13 日（土）～10 月 13 日（日）毎週土曜日・休前日 

       及びお盆期間（8 月 10 日（土）～17 日（日））は毎日開催 

・チケット  謎解き前売り：3,600 円 

           当日：3,800 円 

・時間    17：00～19：00（8 月は 18：00～20：00） 



PICA さがみ湖 7月 13日（土） 新トレーラーコテージ オープン 

さがみ湖リゾート プレジャーフォレストに隣接するキャンプ場「PICA さがみ湖」にて、新たに「トレーラーコテー

ジ TAKIBI」をオープンいします。 

室内には、冷暖房、キッチン、ユニットバス、キッチン用品、食器類も揃え、屋外には 18 平米のプライベート空間

を完備。屋根付のデッキスペースプラス、ファイヤーピットが備わった土間を設置し、BBQ や夜には焚火などが

お楽しみいただけます。 

 

【トレーラーコテージ TAKIBI 概要】 

■オープン日  2019年 7月 13日（土） 

■予約方法   PICAオンライン予約 

■施設 

定員：6名・12棟 

建物：8m×2.3m ・ 屋外スペース 18㎡ 

設備：【室内】冷暖房、ユニットバス、寝具、テーブル、チェア、 

キッチン、冷蔵庫、調理器具、食器、カトラリー、 

アメニティ 

【屋外】テーブル、チェア、BBQグリル（チャコール用）、 

ファイヤーピット 

料金： 23,000円～65,900円（1棟 1泊／税込） 

 

 

 

 

 

 

 

「さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」 営業データ 

１．営業時間  9:00～18:00 ※季節などにより異なります。 

２．料金      ■2019年 6月 30日（日）まで 

     入園料：大人１，７００円 小人・シニア１，０００円 ペット（犬）１，０００円 

          フリーパス：大人３,９００円 小人・シニア３，１００円 

■※2019年 7月 1日(月)より下記の通り料金を改定いたします。 

          入園料：大人１，８００円 小人・シニア１，１００円 ペット（犬）１，１００円 

          フリーパス：大人４,３００円 小人・シニア３，５００円 

３．住所     神奈川県相模原市緑区若柳 1634 

４．交通     車／【東京埼玉方面から】中央自動車道相模湖東出口から約 7分 

【横浜方面から】圏央道相模原ＩＣから約 15分、圏央道高尾山ＩＣから約 20分 

電車／ＪＲ中央本線相模湖駅下車三ヶ木行き約 8分プレジャーフォレスト前下車 

ＪＲ横浜線橋本駅（三ヶ木バスターミナル乗換え）相模湖駅行き約 50分 

プレジャーフォレスト前下車 

５ お問合せ  さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト 0570-037-353   

 

 

【間取り】 


