2021 年 7 月 16 日
富士急行株式会社
相模湖リゾート株式会社

【情報解禁第 2 弾】

進撃のコロシアム 2 風天＆マッスルモンスター
コラボ内容＆グッズ情報公開

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）では、2021 年 7 月
22 日（木祝）～9 月 26 日（日）の期間、人気 TV アニメ「進撃の巨人」とのコラボレーションイベント『進撃の
コロシアム 2 風天＆マッスルモンスター』を開催いたします。
【イベント特設ページ： https://www.sagamiko-resort.jp/shingeki2021/index.html 】
期間中は、遊園地、温泉施設、アウトドア施設の 3 つのエリアでコラボを実施いたします。本コラボのメイ
ンエリアとなる遊園地では、空中アスレチック「絶叫吊り橋 風天」と「マッスルモンスター」が「進撃の巨人」
デザインに装飾され、体験中にはキャラクターと一緒に写真が撮れるオリジナルフォトフレームが登場する
ほか、描き下ろしビジュアルを使用した缶バッジなどのグッズやノベルティ付きのコラボフード、コラボチケッ
トを販売。さらに、これから風天やマッスルモンスターを調査しにいく兵団に向けた「エルヴィン」と「ハンジ」
からの激励のアナウンスを園内及びアスレチック内でお楽しみいただくことができ、調査兵団の一員になっ
た気分を味わえます。2 人のここでしか聞けない貴重な掛け合いは必聴です！
また、隣接する「さがみ湖温泉うるり」では、オリジナル手ぬぐい付きのコラボ入館チケットやコラボデザ
ート、「進撃の巨人」の世界観をイメージしたアロマが香る岩盤浴が登場するほか、アウトドア施設「PICA さ
がみ湖」でも、ボリューム満点の「巨人 BBQ メニュー」が夕食で楽しめるオリジナルバスタオル付きの限定
宿泊プランが登場するなど、盛りだくさんの内容となっております。
この夏はさがみ湖プレジャーフォレストで、「進撃の巨人」の世界観をたっぷりとお楽しみください。

【イベント概要】
■期間 2021 年 7 月 22 日（木祝）～9 月 26 日（日）
■内容
＜遊園地エリア＞
①オリジナルチケットホルダー付きコラボチケット
オリジナルチケットホルダーが付いたコラボチケット全 5 種を WEB サイト「富士急トラベル」にて、
前売販売いたします。
・料金 ①遊園地フリーパス＋「風天」利用券 大人 6,200 円/小人 5,400 円（税込）
②遊園地フリーパス＋「マッスルモンスター」利用券 大人 6,600 円/小人 5,800 円（税込）
③遊園地フリーパス 大人 5,300 円/小人(シニア)4,500 円（税込）
※その他チケット料金については、下記 WEB サイトをご確認ください。
・購入先 富士急トラベル https://www.fujikyu-travel.co.jp/free2/SP0028_38.html
チケットホルダーイメージ
販売開始日時 7 月 16 日（金）13 時
※「風天」及び「マッスルモンスター」は、人気アトラクションのため、営業終了を待たずして受付が終了とな
る場合がございます。ご購入いただいた方は、当日お早めにご来園ください。
②コラボアスレチック
～風天＆マッスルモンスターに現れた巨人から無事に生還せよ！～
「風天」と「マッスルモンスター」では、体験中にキャラクターたちと記念写真が撮れるオリジナルフォトフレ
ームや等身大パネルなどのフォトスポットが登場するほか、アスレチックの案内アナウンスが「エルヴィン」
と「ハンジ」のボイスに切り替わります。
・オリジナルフォトフレーム
料金 写真 1 枚
1,000 円（税込）
データ 1 種
1,000 円（税込）
写真 1 枚＋データ 1 種 2,000 円（税込）

＜風天フォトフレームイメージ＞

＜マッスルモンスターフォトフレームイメージ＞

③オリジナルグッズ
ショップ「プレジャーステーション」にて、描き下ろしビジュアルを使用した缶バッジやアクリルスタンドキー
ホルダー、アートボードなど、ここでしか手に入らないオリジナルグッズを多数販売いたします。なお、ご購
入に際し個数制限を設けさせていただきます。イベント終了後には、一部の商品について公式オンラインシ
ョップにて事後物販を予定しております。完売商品の取り扱いはございませんので、ご了承ください。

缶バッジ
（4 種ランダム）
510 円（税込）
※画像はイメージ

アクリルスタンド
キーホルダー
1,300 円（税込）

アートボード
大 1,900 円（税込）
中 1,500 円（税込）

④オリジナルノベルティ付きコラボフード
レストラン「ワイルドダイニング」では、「進撃の巨人」をイメージしたオリジナルメニューをイベント期間中
内容を 2 回にわけて販売いたします。9 月 4 日（土）から追加販売予定の第 2 弾の情報は、順次発表いた
します。ぜひ、ご賞味ください。
第 1 弾（7/22～9/3）
■ランチョンマットノベルティ付き（1 品につき 1 枚）

パーフェクトゲーム

進め！！！
エルヴィン団長のマッスルステーキプレート
2,500 円（税込）

目指すは完全試合だ。
獣の巨人のゴロゴロ投石ピザ
2,100 円（税込）

人類最強の男
～リヴァイの午後のお茶会セット～
1,900 円（税込）

■コースターノベルティ付き（1 品につきランダムで 1 枚）

エレンが削ぎ落した
超大型巨人のほほ肉サラダ
1,600 円（税込）
（※コースター2 枚付き）

ハンジの実験ドリンク
そのドリンク、色変えてもいい～！？
ね！いいでしょ～！？
850 円（税込）

ランチョンマットイメージ

超大型スパークリングドリンク襲来
～駆逐してやる...1 種類残らず...！～
全 3 種 各 800 円（税込）

コースター全 4 種イメージ
※画像はイメージ

＜さがみ湖温泉うるり＞
遊園地に隣接する「さがみ湖温泉うるり」では、館内が「進撃の巨人」バージョンに飾り付けられるほか、
オリジナル手ぬぐい付きの入館チケット（前売・当日券）やコラボデザートを販売いたします。また、「進撃の
巨人」の世界をイメージした 2 種類のアロマ「巨大樹の森林の香り」と「初めてみた壁の向こうの海の香り」
が楽しめる岩盤浴（※中学生以上から利用可）も登場いたします。

巨人潜む巨大樹の森サンデー
1,000 円（税込）

自由を夢みた海のサンデー
1,000 円（税込）

※ノベルティとして、遊園地レストランと同デザインの
コースターを 1 品につき 1 枚ランダムで配布します。

オリジナル手ぬぐいイメージ

＜PICA さがみ湖＞
遊園地に隣接する「PICA さがみ湖」は、手ぶらでキャンプを楽しめるグランピング施設です。「進撃の巨
人」をイメージしたオリジナルの夕食メニューとオリジナルバスタオルが付いた宿泊オプションプランを販売
いたします。なお、全ての宿泊プランにオプション価格 5,000 円(税込)で変更可能です。詳細については、予
約ページをご確認ください。
・予約ページ https://www.pica-resort.jp/sagamiko/stay/plan/attackontitanplan.html
予約開始日時 7 月 16 日（金）13 時

バスタオルイメージ

夕食メニューイメージ
鎧の巨人の硬質化ダッチオーブン
スタッフドチキンセット

【「進撃の巨人」とは】
強大な腕力を持ち残虐に人類を攻撃する謎の存在・巨人とそれに抗う人間たちとの
戦いを描いたダーク・ファンタジー漫画。「別冊少年マガジン」（講談社）で 2009 年 9 月
発売の 10 月号（創刊号）から連載が開始され大ヒットとなり、連載 10 年でコミック
全世界累計発行部数が 1 億冊を突破。2021 年冬には、The Final Season の放送が決定。
TV アニメ「進撃の巨人」公式サイト
https://shingeki.tv/final/
©諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season 製作委員会

「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 9：00～17：00 ※日によって異なります。詳しくは HP をご確認ください。
2．料
金 入園料：大人 1,800 円、小人・シニア・ぺット（犬）1,100 円 ※ペット（犬）2 匹目以降 500 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
http://www.sagamiko-resort.jp/

