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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 11月 2日（土）～2020年 1月 7日（火）の期間、37年の歴史をもつ大人気ロボットアニメ

シリーズ『マクロス』とコラボしたイベント「マクロス イルミネーション LIVE!!!!!! inさがみ湖

イルミリオン」の開催が決定している中、「BIRTH DAY!!!!!! in さがみ湖イルミリオン」と題して、

歌姫二人のスペシャルイベントのダブル開催も決定いたしました。 

【特設サイト：http://sagamiko-resort.jp/macross/】 

 

11 月 3 日（日）は、『マクロスΔ』フレイア・ヴィオンの誕生日を記念し、フレイア役 鈴木みの

りさんによるトークショー＆ミニ LIVEステージ。そして、ふたつめの 11月 23日（土・祝）は、『マ

クロスＦ』シェリル・ノームの誕生日を記念し、『劇場版マクロス F～サヨナラノツバサ～』のクラ

イマックスシーンをイルミネーションに囲われての上映と、シェリル・ノーム役 遠藤綾さんによる

トークステージを開催いたします。 

 

また、期間中、600万球の圧倒的な輝きにつつまれる関東三大イルミネーション「さがみ湖イルミ

リオン」の中、『マクロス F』と『マクロスΔ』に登場する 7人の歌姫が歌う楽曲に合わせ、大スク

リーンに映し出されるアニメ映像とともに、会場を彩る 50万球のイルミネーションが光り輝く大迫

力のイルミネーションショー『マクロス イルミネーション LIVE!!!!!!』も開催致します。ショーの

前後には、シェリル、ランカ、ワルキューレによる録りおろしボイスの掛け合いもあるので、最初か

ら最後まで臨場感ある LIVE をお楽しみいただけます。 

他にもオリジナルチケットホルダーが付いたコラボフリーパスセットの販売や、マクロス仕様の

コラボアトラクション、など、盛りだくさんの内容となっております。 

今後の続報にも乞うご期待ください！ 

 

情報解禁第 2弾！  
マクロス イルミネーション LIVE!!!!!! in さがみ湖イルミリオン 

スペシャルイベント開催決定！＆コラボフリーパスチケット販売開始！ 

http://sagamiko-resort.jp/macross/


【コラボ内容】 
 
１．スペシャルイベント 
 シェリルとフレイアの誕生日を記念し、それぞれの誕生日にキャストを招いてのスペシャルイベ

ントを実施いたします。 
 

〇マクロスΔフレイア・ヴィオン BIRTH DAY!!!!!! in さがみ湖イルミリオン 

公演日  2019年 11月 3日（日） 開場 16:00 開演 17:00 

会場   さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト 園内ステージ前広場 

出演   鈴木みのり（フレイア・ヴィオン） 

内容   トーク＆ミニ LIVEステージ 

チケット フレイア BIRTHDAY!!!!!!コラボフリーパスセット 

     大人 6,600円（税込） 小人・シニア 5,900円（税込） 

 【セット内容】 

  （１）フレイア BIRTH DAY!!!!!! チケット（整理番号付き） 

  （２）マクロス イルミネーション LIVE!!!!!!コラボフリーパスセット   

    （フリーパス＋オリジナルチケットホルダー） 

  

受付期間 2019年 9月 28 日（土）0:00～2019年 10月 6日（日）23:59 

チケット申し込み受付はコチラ▶ https://www.funity.jp/sagamiko_fbd/ 

 

〇マクロス F シェリル・ノーム BIRTH DAY!!!!!! in さがみ湖イルミリオン 

公演日  2019年 11月 23日（土） 開場 16:00 開演 17:00 

会場   さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト 園内ステージ前広場 

出演   遠藤綾（シェリル・ノーム） 

内容   『劇場版マクロス F～サヨラノツバサ～』クライマックスイルミネーション上映＆ 

トークステージ 

チケット シェリル BIRTH DAY!!!!!!コラボフリーパスセット 

     大人 6,600円 小人・シニア 5,900円 

     【セット内容】 

      （１）シェリル BIRTH DAY!!!!!! チケット（整理番号付き） 

      （２）マクロス イルミネーション LIVE!!!!!!コラボフリーパスセット 

        （フリーパス＋オリジナルチケットホルダー） 

       

  受付期間 2019年 9月 28 日（土）0:00～2019年 10月 6日（日）23:59 

チケット申し込み受付はコチラ▶  https://www.funity.jp/sagamiko_sheryl/ 

 
 
２．マクロス イルミネーション LIVE!!!!!! 開催 
期間中は、600万球の圧倒的な輝きの中、『マクロスＦ』と『マクロスΔ』に登場する 7人の歌姫

が歌う楽曲に合わせ、大スクリーンに映し出されるアニメ映像とともに、会場を彩る 50万球のイル

ミネーションが光り輝く大迫力のイルミネーションショー『マクロス イルミネーション LIVE!!!!!!』

を開催致します。 

・場 所：園内ステージ前広場 

 

 

https://www.funity.jp/sagamiko_fbd/
https://www.funity.jp/sagamiko_sheryl/


３．コラボフリーパスセットの販売 
 フリーパスとオリジナルチケットホルダー（ネックストラップ付）がセットになったコラボフリ

ーパスセットを、販売致します。 

 

〇コラボフリーパスセット 

（フリーパス + オリジナルチケットホルダー） 

前売券 大人 4,600円 小人・シニア 3,900円 

当日券 大人 4,800円 小人・シニア 4,100円 

 

〇コラボ【平日限定】ナイトフリーパスセット 

（ナイトフリーパス + オリジナルチケットホルダー） 

前売券 大人・シニア 3.300 円 小人 2,800円 

当日券 大人・シニア 3,400 円 小人 2,900円 

 

・販売期間 前売券：2019 年 9月 28日（土）0:00～2020年 1月 7日（火） 

当日券：2019年 11月 2日（土）～2020年 1月 7日（火） 

・購入先：https://www.fujikyu-travel.co.jp/free2/SP0014_15.html  

 

４．コラボアトラクション 
 

○「バルキリーパイロット」 

人気旋回アトラクション「極楽パイロット」は、フレイアやシェリルのノーズアートを配した劇

中に登場する可変戦闘機「バルキリー」仕様にラッピングされます。翼を操作し風力で機体を回転

させ、バルキリーパイロット気分を味わうことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「ワルキューレリフト」 

 期間中、バルキリーパイロットがある山頂へと続く全長 250ｍの「虹のリフト」は、イルミネーシ

ョンの点灯時間を迎えるとワルキューレのテーマカラーのイルミネーションで彩られます。 

また、乗車中はワルキューレの新録ボイスや楽曲を聴きながら、素敵な空中散歩をお楽しみいただ

けます。 

 

 

 

 

 

 

 

極楽パイロット 翼のデザイン（イメージ） 

←ワルキューレリフト イメージ 

https://www.fujikyu-travel.co.jp/free2/SP0014_15.html


【イベント概要】 
■名称：『マクロス イルミネーション LIVE!!!!!! in さがみ湖イルミリオン』 

■期間：2019年 11月 2日（土）～2020年 1月 7日（火） 

■場所：さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト 

http://sagamiko-resort.jp/macross/ 

 

【「マクロス」とは】 
1982 年に『超時空要塞マクロス』が放送されて以来、 

テレビアニメ、OVA、劇場を中心に作品が展開、数々の歌をヒットさせた 

37 年続くロボットアニメの金字塔『マクロス』シリーズ。 

歌と可変戦闘機「バルキリー」のメカアクション、三角関係の恋愛ドラマ、 

という３つの要素を織り交ぜながら展開する独創的な世界観が特徴。 

 

そして、完全新作『劇場版マクロスΔ 絶対 LIVE!!!!!!』の制作も 

決定している。 

          

      『劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ』キービジュアル→ 

          ©2017 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT 

 

 

【「さがみ湖リゾート」とは】 
さがみ湖リゾートは遊び・食・癒やしなど多彩なレジャー施設が揃う体験型複合リゾートです。

リゾートの中核施設となるのは自然が残る広大な敷地に「マッスルモンスター」をはじめとした様々

なアトラクションやアスレチックが揃い、関東三大イルミネーション「さがみ湖イルミリオン」の

開催地でもある遊園地「さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト」。加えて関東最大規模を誇り手ぶ

らで BBQが楽しめる「ワイルドクッキングガーデン」、大自然の中で手軽にグランピングを楽しめる

「PICAさがみ湖」、入浴と森林浴による二重の癒やしを体験できる「さがみ湖温泉 うるり」。リゾー

ト内には遊園地・BBQ・キャンプ・温泉が揃います。3 世代を通じて誰もが楽しめるリゾートを目指

して、今後も積極的なレジャーの提案に努めていきます。 

 

 

【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【11/2（土）～1/7（火）】 

平日 10：00～21：00 / 土日・祝 9：30～21：30 

※一部期間内は営業時間が異なります。詳細は HPをご覧ください。 

2.料金 

16:00迄   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 

16：00以降 入園：大人・シニア 1,000円 小人 700円 

フリーパス：大人・シニア 2,600円 小人 2,100円 

3.住所 

神奈川県相模原市緑区若柳 1634 

4.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/ 

 

 

http://sagamiko-resort.jp/macross/
http://www.sagamiko-resort.jp/

