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富士急行株式会社 

相模湖リゾート株式会社 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、

2019 年 7 月 20 日（土）～8 月 30 日（金）の期間、大人気アニメ「進撃の巨人」と大人気アスレチ

ック「マッスルモンスター」のタイアップイベント『進撃のコロシアム「マッスルモンスター」』を

実施いたします。 

【イベント特設ページ：https://www.sagamiko-resort.jp/shingeki2019/】 

 

 このイベントは、森アーツセンターギャラリーにて 7月 5日(金)～9月 8 日（日）まで開催される

「進撃の巨人展 FINAL」を記念して実施するもので、期間中は、「進撃の巨人」デザインで装飾され

たクライミングアトラクション「マッスルモンスター」の中で各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オリジナルグッズ、

オリジナルノベルティ付きコラボフード、AR アプリを活用した「AR 巨人の襲来」、コラボチケット

の販売など、様々な取り組みが実施されます。  

  

マッスル調査兵団諸君は、ただちに「さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」に集結せよ！ 

～マッスル調査兵団諸君！力を合わせて巨人を駆逐せよ!!～ 

 人気アニメ「進撃の巨人」とさがみ湖リゾートがコラボ 

 

 

進撃のコロシアム「マッスルモンスター」 

① 立体機動装置（ハーネス）を装着し、巨人を駆逐せよ！ 

 ② 描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルグッズが登場！ 

オリジナル描き下ろし  

 

③ マッスルモンスターを囲む山々にＡＲ巨人が襲来！？ 

オリジナル描き下ろし  

 

④ オリジナルノベルティ付きのコラボメニューも登場！ 

オリジナル描き下ろし  

 

https://www.sagamiko-resort.jp/shingeki2019/


イベント概要 

【期間】 

2019年 7月 20日（土）～8月 30日（金） 

【内容】 

①マッスル調査兵団諸君！～力を合わせて巨人を駆逐せよ!!～ 

期間中マッスルモンスターは進撃の巨人仕様に装飾され、プレイ中の写真が撮れる写真システム「お

写真撮りマッスル」には、エレンやリヴァイなどの調査兵団メンバーや超大型巨人などがプリント

されたオリジナルフレームも登場。ここだけの特別な写真を撮ることができます。その他、等身大キ

ャラクターのフォトスポットやアニメの“あの“シーンが並んだギャラリーなども出現します。 

 

『マッスルモンスターに巨人が出現するとの報告が入った！ 

ただちに調査兵団団員は立体機動装置（ハーネス）を装着し、巨人を駆逐せよ！』 

■お写真撮りマッスル 

・購入場所：マッスルモンスター入り口 

・料金：写真 1枚 1,000 円 

データ（1種類）1,000円 

写真（1枚）+データ（5種類）2,000円 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲「お写真撮りマッスル」進撃の巨人オリジナルフォトフレーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲92種類の絶叫アクティビティが揃う、崖っぷちクライミングアトラクション「マッスルモンスター」 



②オリジナルグッズ販売 

・販売場所  遊園地入園口売店「プレジャーステーション」 

※商品が無くなり次第終了となります。 

■オリジナル缶バッジ（全 5種）        ■オリジナルアクリルキーホルダー（全 4種） 

価格：各 380円（税込）            価格：各 490円（税込） 

※どのキャラが当たるかわからない、 

 ブラインド形式での販売となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オリジナルアートボード（全 5種）       ■オリジナル A4クリアファイル  

価格：1,400円（税込）※仮写真         価格：380円（税込）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■進撃の巨人×マッスルモンスター カステラ焼  ■進撃の巨人 調査兵団プリントクッキー 

価格：780円（税込）              価格：850円（税込） 

※描き下ろしビジュアルポストカード付     ※描き下ろしビジュアルポストカード付 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

③超大型 AR巨人 マッスルモンスターから見える山々に襲来！ 

マッスルモンスターを囲む山々に「超大型巨人」が襲来？！ 

イベント期間中、そこでお手持ちのスマートフォンを 

かざすと周辺の山々に超大型巨人が出現。ARの巨人と写真を撮り団長に報告せよ！ 

マッスルモンスターの展望台最上階からは相模湖や高尾山が一望できます。 

 

・場所：マッスルモンスター展望台 



④進撃のグルメ～プレゼント付きコラボメニューを食べつくせ！～ 

【ノベルティ付きフードメニュー】 

■エレンの超大型巨人を駆逐せよハンバーグ     ■リヴァイが綺麗に削ぎ落した肉カレー 

価格 1,800円（税込）                価格 1,900円（税込） 

※ハンバーグもサイドフードもすべて通常の２倍！     
 

 

 

 

 

 

【ノベルティ付きデザートメニュー】 

■心臓をささげよ！エルヴィンのパワードリンク（左）     

価格 850円（税込） 

■ミカサの赤いマフラーサンデー（右） 

価格 850円（税込）                            

                      

 

※上記 4メニューには、ノベルティがセットで付いています。 

 

 

 

 

 

 

■フードメニュー対象「オリジナルランチョンマット」 ■デザートメニュー対象「オリジナルコースター」 

 

【コラボチケット販売】※前売り販売限定 

・ 遊園地入園券（マッスルモンスター展望台入場料込）＋マッスルモンスター 

（進撃の巨人オリジナルクリアファイル付）  

大人：3,800円 小人：3,100円 

・ 遊園地フリーパス＋マッスルモンスター（オリジナルクリアファイル付） 

大人：5,400円 小人：4,600円 

※マッスルモンスターのチケットは時間指定ではありません。 

受付が終了となる可能性がございますので、 

コラボチケットをご購入された方は当日できるだけお早めにお越しください。 

 https://www.sagamiko-resort.jp/shingeki2019/   ▲同封オリジナル A5 クリアファイル

https://www.sagamiko-resort.jp/shingeki2019/


【本イベント 特設ページ】 https://www.sagamiko-resort.jp/shingeki2019/ 

 

【進撃の巨人展 FINALについて】 

 会期 ： 2019年 7月 5日（金）～2019年 9月 8日（日） 

 先行公開日程 ： 7月 5日（金）～7月 7日（日） 

 前期日程 ： 7月 8日（月）～8月 4日（日） 

 後期日程 ： 8月 5日（月）～9月 8日（日） 

 会場 ： 森アーツセンターギャラリー(六本木ヒルズ森タワー52 階)東京都港区六本木 6-

10-1 

 主催 ： 進撃の巨人展 FINAL製作委員会 

 開館時間 ： 会期中全日 10：00～20：00(最終入館 19：00) 

 公式 WEBサイト：http://www.kyojinten.jp/ 

※会期中 休館日無し 

※前期・後期で展示内容が一部入れ替わります。 

 

【「さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト」営業案内】 

1.営業時間 

平日 10：00～16：00 

土日・祝 9：00～18：00 

夏休み期間は日により営業時間が異なります。詳細は HPをご覧ください。 

2.料金 

入園：大人 1,800円 小人・シニア 1,100円 

フリーパス：大人 4,300円 小人・シニア 3,500円 

※7月 1日（月）以降の料金となっております。 

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 

公共交通機関／ＪＲ中央本線相模湖駅下車、神奈川中央交通バス「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.お問い合わせ 

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/ 
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【夏季イベント＆新施設のご案内】 

 

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イベントを多数開催し、皆さまをお迎えい

たします。 

 

■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。 

 

■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 

 

■空中アスレチック「ハッスル スパイダー」 

 7月 13日（土）OPEN！新アトラクション「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。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。 

 

・開業日 2019年 7月 13 日（土）OPEN 

・場所  パディントン タウン入り口前広場 

・料金  800円 

・条件  0歳からどなたでもご利用できます。 

     ※未就学児は 16 歳以上の同伴者が必要。 

・特設サイト：https://www.sagamiko-resort.jp/hustlespider/ 

 

https://www.sagamiko-resort.jp/hustlespider/

