
2010年12月24日配信

1
〒510-0295
三重県鈴鹿市稲生町7992　TEL(059)378-1111　FAX(059)378-4568　URL http://www.suzukacircuit.jp/

44ページへページへ55ページへページへ5ページへ

モビリティのテーマパーク、鈴鹿サーキットが、

新しい魅力を加えて進化いたします！

2011年、春。鈴鹿サーキット進化のご案内（Vol.1）
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((土土))

誕誕生生！！

22//2626
リニューアルリニューアル
OPEN!OPEN!

((土土))
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プートのモビパークにプートのモビパークに
新アトラクション新アトラクション

プートのモビパークにプートのモビパークに
新アトラクション新アトラクション

プートのモビパークにプートのモビパークに
新アトラクション新アトラクション

プートのモビパークに
新アトラクション

フラワーガーデンホテル
別館ラベンダーが
フラワーガーデンホテル
別館ラベンダーが
フラワーガーデンホテル
別館ラベンダーが

全室「ファミリールーム」に！全室「ファミリールーム」に！全室「ファミリールーム」に！
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モータースポーツランド

冒険プール「アクア・アドベンチャー」

ピピラのモトフィールド

冒険プール「アクア・アドベンチャー」に
アドベンチャースライダー登場！

2000 年2000 年2000 年

2005 年2005 年2005 年

2006 年2006 年2006 年

2008 年2008 年2008 年

2010 年2010 年2010 年

2011 年2011 年2011 年

2005年2005 年2005 年

2007 年2007 年2007 年

2009 年2009 年2009 年

2005 年2005 年2005 年

2002 年2002 年2002 年

　2000 年 7 月、“子どもが主役”をコンセプ
トに誕生。3 歳のお子さまから“操るヨロコ
ビ”を感じられ、遊びながらさまざまな体験・
学習ができるのりものを投入しました。

　ピンキーバイク、キッズバイク
に加え、より変化に富んだロング
コースで楽しむツーリングバイク
が登場。さらに新しいライセンス
システムを導入し、新エリアとし
てオープンしました。ここでは、
バイクに乗る子どもたちだけでな
く、家族みんなが心地よく楽しめ
る魅力でいっぱいです。

　2000 年 に オ ー プ ン し た
「プッチタウン」が 10 年目に
して大きく進化。3 歳から自
分で運転（＝走る・止まる・
曲がる）できることはもちろ
ん、家族で協力すれば、さら
に楽しめるエリアに生まれ変
わりました。

　2008 年 3 月「チララのハローガー
デン」が自然をテーマに誕生しま
した。鈴鹿サーキットの名物機種

「でんでんむし」が 3 年ぶりに復活。

　小学生から大人まで気軽にモータースポーツ
を体験していただく機種を導入することによ
り、すべての年代のお客様にとっての“モビリ
ティ”のテーマパークになりました。

　巨大な水鉄砲などのさまざまな水の仕掛けを使って楽しむ冒険型
プールとして誕生しました。

　2005 年 4 月、お子さまの創造性を育み、モビ
リティの「夢」「ロマン」「可能性」を体感できる
エリアを目指して発進しました。

プートのモビパークが、
新アトラクション登場でリニューアル！

　　　　　　　 3月5日（土）誕生！

プッチタウンに
ルンルンバルーン、
プッチパレード登場

チララのハローガーデンに
「チララのフラワーワゴン」登場！
プートのモビパークに
「ドリームR」登場！

コチラのプッチタウン

モビリティのテーマパーク「鈴鹿サーキット」

モートピア進化の系譜

プートのモビパーク

チララのハローガーデン

NEWプッチタウン
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アクロエックスアクロエックス

ドリーム Rドリーム R

アクロエックスアクロエックス

ドリーム Rドリーム R

201 1 年 3月 5日（土）新登場 !!

新アトラクションのテーマは“エネルギー”

家族で協力し、完走を目指せ!

「ene-1（エネワン）」は、「ene-1（エネワン）」は、

エコドライブに必要不可欠なアクセルワークと、エコドライブに必要不可欠なアクセルワークと、

家族で協力することでたまるエネルギーを駆使し、家族で協力することでたまるエネルギーを駆使し、

走行距離を競う今までにない新しいアトラクションです。走行距離を競う今までにない新しいアトラクションです。

チャレンジする走行距離は 400ｍ。チャレンジする走行距離は 400ｍ。

①ヒルクライム（上り坂）、②ダウンヒル（下り坂）、①ヒルクライム（上り坂）、②ダウンヒル（下り坂）、

③キャメルバックストリート（アップダウン）、④最終コーナーの③キャメルバックストリート（アップダウン）、④最終コーナーの

4 つのステージで構成されるコースを走ります。4 つのステージで構成されるコースを走ります。

家族で協力してエネルギーをためて、目指せ完走！！家族で協力してエネルギーをためて、目指せ完走！！

370ｍ以上走ると「エネワンライセンス 銀」、400ｍを完走すると「エネワンライセンス 金」が発行されます。370ｍ以上走ると「エネワンライセンス 銀」、400ｍを完走すると「エネワンライセンス 金」が発行されます。

「ene-1（エネワン）」は、「ene-1（エネワン）」は、

エコドライブに必要不可欠なアクセルワークと、エコドライブに必要不可欠なアクセルワークと、

家族で協力することでたまるエネルギーを駆使し、家族で協力することでたまるエネルギーを駆使し、

走行距離を競う今までにない新しいアトラクションです。走行距離を競う今までにない新しいアトラクションです。

チャレンジする走行距離は 400ｍ。チャレンジする走行距離は 400ｍ。

①ヒルクライム（上り坂）、②ダウンヒル（下り坂）、①ヒルクライム（上り坂）、②ダウンヒル（下り坂）、

③キャメルバックストリート（アップダウン）、④最終コーナーの③キャメルバックストリート（アップダウン）、④最終コーナーの

4 つのステージで構成されるコースを走ります。4 つのステージで構成されるコースを走ります。

家族で協力してエネルギーをためて、目指せ完走！！家族で協力してエネルギーをためて、目指せ完走！！

370ｍ以上走ると「エネワンライセンス 銀」、400ｍを完走すると「エネワンライセンス 金」が発行されます。370ｍ以上走ると「エネワンライセンス 銀」、400ｍを完走すると「エネワンライセンス 金」が発行されます。

　「モビパーク」は、モビリティの「夢」「ロマン」「可能性」を体感できる
エリアを目指し、2005 年 4 月に登場いたしました。
　でこぼこ道やガタガタ道、坂道、水の中…、さまざまなテストポイントを
走ることができる機能的な構造のアウトドアビークル「アクロエックス」や、
タイム計測や目標を設定して楽しむことができるマシン「ドリーム R」では、
アトラクションを自ら操るだけでなく、創造性豊かに楽しむことができます。
　子ども達が遊びを通して見つける、さまざまな可能性の“きっかけ”を
見つけることができる「モビパーク」。そこに、新発想をぎっしり詰めて登
場するのがこの「エネワン」です。

■名　　　 称：ene−1（エネワン）
■ オープン日：2011 年３月 5 日（土）　　　
■ 料　　　金：400 円（モートピアパスポートがご利用いただけます）

■ 定　　　員：4 名
■ ご利用年齢：小学 3 年生以上の方はお一人でご利用いただけます

「モビパーク」ってどんなエリア？

2011 年2011 年2011 年
プートのモビパークが、

新アトラクション登場でリニューアル！

　　　　　　　 　3月5日（土）誕生！

※このイラストは開発中のものです。

（3 才〜小学 2 年生の方は中学生以上の同乗者とご利用いただけます）
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サポーター

サポーター

チャレンジランプ
4 個以上点灯で発行。

370ｍクリアで発行。 400ｍクリアで発行。

基準タイムクリアで発行。 基準タイムクリアで発行。

B ライセンス A ライセンス

通常ライセンス 上級ライセンス

エコメーター

　うまくアクセルをコントロール
して、メーターの針を「グリーン
ゾーン」から出ないようにします。
「グリーンゾーン」でうまくキープ
するとエネルギーの減りを抑える
ことができ、距離を伸ばすことが
できます。 エネルギー

スターター

　エネルギーがたまると「エネ
ルギースターター」のボタンが
光ります。このボタンを押すと、
ボタンに表示されている距離の
分、エネルギーが減ることなく、
走行できます。

　このレバーを前後に動かすと使え
るエネルギーが増え、距離を伸ばす
ことができます。

残りのエネルギーの量を表します。

マシンが走った距離を表します。

エネルギー計
トリップ計

エネルギー
チャージャー

で“カギ”となるのはサポーター。

ドライバー

アクセルコントロール
エネルギーチャージ

アクセルコントロール
エネルギーチャージ

アクセルコントロール
エネルギーチャージ

アクセルコントロール
エネルギーチャージ 400m完走できる！

400mには届かない

400mには届かない

短い距離しか走れない

エネワンライセンス
金をゲット！

ドライバーとサポーターのドライバーとサポーターの

協力なしに、協力なしに、

400mは走りきれない！400mは走りきれない！

家族で協力して、家族で協力して、

完走を目指そう !!完走を目指そう !!

ドライバーとサポーターの

協力なしに、

400mは走りきれない！

家族で協力して、

完走を目指そう !!
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Ｔ

3 つの上級ライセンスを集めれば「マイスターカード」をGET！

ライセンス銀 ライセンス金

コックピット

ドライバー

ドライバー

400ｍ

アクセルコントロールするドライバー（1名）と、
サポーターとなるドライバー（1名または 2名）を決めたらマシンに乗り込み、さぁ発進！

　鈴鹿サーキットのアトラクションでの楽しみの
一つ、それが「ライセンス」の取得です。各アト
ラクションで発行されるライセンスを取得するこ
とで、より、達成感を味わっていただくことがで
きます。
　「モビパーク」では「エネワン」「ドリームR」「ア
クロエックス」の 3つのアトラクションでライセ
ンスを発行。さらに 3つの上級ライセンスを集め
た方には、「マイスターカード」を発行いたします。

これが「マイスターカード」!!

マイスターカード
■  発　行：300 円（1 枚）

※このイラストは開発中のものです。※このイラストは開発中のものです。※このイラストは開発中のものです。

アクロエックスライセンス
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INFORMATION

■ 名　　　称：鈴鹿サーキット フラワーガーデンホテル
　　　　　　　別館ラベンダー「ファミリールーム」
■ オープン日：201 1 年 2 月 26 日（土）
■ 部　屋　数：48 部屋　　　
■ 広　　　さ：28 ㎡

■ 料　　　金：19,000 円〜　※3 名様までの 1 室料金です。
■ 予 約  開 始 ：2011 年 1 月 4 日（火）9：00〜
■ お問い合せ先：鈴鹿サーキット 予約センター　
                             9:00〜19:00（土日祝ほか 9:00〜17:30）
　　　　　　　ＴＥＬ（059）378-1 1 1 1 （代）

壁に掛けられたパネルには、視覚
探索による「遊び」があります。
家族みんなでコチラを探そう！

視覚探索ゲーム
　　　〜コチラを探せ！

天板には鈴鹿サーキットの国際
レーシングコースをプリント。

（高さ 42cm）

角を取ったローテーブル
コチラのシルエットが入った
カーテンなどでイメージを統一。

ポットなどの備品は 130 ㎝の高さにインテリアを統一

ゲームをした後は、家族で表彰式
もできます！

（仕様：抗菌ビニールレザー）

表彰台型クッション

部屋は靴を脱いでおくつろぎいた
だけるよう、衛生面に考慮してい
ます。（仕様：抗菌、衛撃吸収施工）

清潔なクッションフロア

角のないヘッドボードにはナイトパ
ネルが隠されています。扉のボタン
はプッシュ式でお子様のいたずら防
止への工夫が施されています。

コチラの大きなシルエット

ローベッドで安心

ポットやティーセットなどは、お子さまが手に届きづら
い 130 ㎝の高さに設置し、より安全性を高めています。

安心設備・備品安心設備・備品

●加湿空気清浄機

●コンセントカバー

安心無料サービス安心無料サービス

アメニティアメニティ

●タオルは通常の２倍の枚数　　　　　●ベビーソープ・シャンプー　　●オムツ袋　　　

●コチラのコップ・歯ブラシ（コチラのコップ・歯ブラシは、園内ショップでも販売していないオリジナル！お持ち帰りいただけます）　　   

●給湯口やけど防止カバー

●ベビーチェア

●キッズパジャマ貸出（3 歳〜未就学児）

●哺乳瓶の煮沸消毒サービス

●絵本の貸出

●おねしょマット

●窓には２重ロック

●お子さま用ハンガー

●お子さま用ドアスコープ

●お子さま用便座

家族みんなで寝ることができるよ
う、ベッドはゆったりサイズ。お
子さまにも安心のローサイズです。

（幅 285cm× 高さ 35cm 以下）

●ベビーバス・湯温計の貸出

●ミルク用ポット貸出

鈴鹿サーキット フラワーガーデンホテル 別館ラベンダーが、
全室「ファミリールーム」となって

201 1 年 2 月 26 日（土）にリニューアルオープンいたします。
安心・安全・快適にこだわった、小さなお子さま連れのご家族にも過ごしやすいお部屋となりました。

※画像はイメージです。

「ウェルカムベビーのお宿」に認定されました！「ウェルカムベビーのお宿「ウェルカムベビーのお宿」」に認定されました！に認定されました！「ウェルカムベビーのお宿」に認定されました！
ウェルカムベビーのお宿とは、ミキハウス子育て総研株式会社が定める設備やサービスにウェルカムベビーのお宿とは、ミキハウス子育て総研株式会社が定める設備やサービスに
関する認定基準を充たした施設です。関する認定基準を充たした施設です。
ウェルカムベビーのお宿とは、ミキハウス子育て総研株式会社が定める設備やサービスに
関する認定基準を充たした施設です。

“家族で一緒に楽しめる”モビリティのテーマパークが、さらに充実。

別館ラベンダーが全室「ファミリールーム」に！

201 1 年 2月 26日（土）新登場 !!
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MOTOPIA

HOTEL

S-PLAZA

SPORTS

　モビリティのテーマパークとして皆様に夢をお届けしている
「鈴鹿サーキット」。3 歳から自分で運転（＝走る・止まる・曲がる）
できることの楽しさはもちろん、体験・学習を通して、コミュニ
ケーションをより深められるようなアイデアがふんだんに盛り込
まれています。
　2010 年 3 月には“子どもが主役”の「コチラのプッチタウン」が、
家族で協力すればもっと楽しくなる仕掛けを満載して生まれ変わ
りました。

「協力」して楽しめるテーマパーク。

モートピア

　モートピアに隣接する「フラワーガーデンホテル」は、緑あ
ふれる広大なエリアに位置するリゾートホテルです。客室はシ
ングルやツインルーム、二階建て構造のメゾネットルームもあ
り、カップルからファミリーまでゆったりとおくつろぎいただ
けます。 
　また 201 1 年 2 月 26 日（土）に別館ラベンダーが全室「ファ
ミリールーム」となって生まれ変わり、さらに小さなお子さま
連れの家族にも快適に過ごせるお部屋となります。

全世代が楽しめる、宿泊リゾート。

フラワーガーデンホテル

　1 階にはビュッフェスタイルのレストラン「そら・たべよ」と、
ファミリーで楽しめるオーガニックカフェ「Sunpo」を、2 階に
はダイナミックなグリルレストラン「SHUN」を展開。
　今までにない健康的で豊かな発想の料理を提供している

「S-PLAZA」は 201 1 年でオープン 1 周年を迎え、さまざまな
記念企画を実施いたします。

（詳細は後日、鈴鹿サーキット ホームページにてご案内いたします）

1 周年となる「食」の新スタイル。

S - P LAZA

　201 1 年、鈴鹿サーキットのモータースポーツは、3 月 12 日
（土）、13 日（日）の「モータースポーツファン感謝デー」を皮
切りに、世界最高峰のレースのひとつである「F1 日本グランプリ」
や「”コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿８耐」、初開催となる「WTCC（世
界ツーリングカー選手権）」などのレースを開催いたします。
　3 月の「モータースポーツファン感謝デー」は、多くの方にモー
タースポーツを楽しんでいただくために、鈴鹿サーキットホーム
ページ内で無料入場券を配布いたします。（2011 年 1 月より）

本物の迫力を家族で体感できる。

モータースポーツ

プッチグランプリ

S-PLAZA外観

フラワーガーデンホテル

2010F1 日本グランプリ

モビリティのテーマパーク、鈴鹿サーキットモビリティのテーマパーク、鈴鹿サーキット

“家族がひとつになれる“家族がひとつになれる””場所。場所。
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料金・営業時間のご案内料金・営業時間のご案内

大人（中学生以上） 子ども（小学生） 幼児（3歳〜未就学児）

1,600円 800円 600円

4,200円 3,200円 2,000円モートピアパスポート
（入園＋のりもの乗り放題）

ゆうえんち入園料 

23日〜31日 10：00 〜 17：30

10：00 〜 17：00

10：00 〜 16：00

1日〜5日、8日〜10日、15日・16日

6日・7日、11日〜14日、17日〜21日

 2011年1月22日（土）〜2011年2月6日（日）は、施設点検のため休業いたします。

12月

1月

10：00 〜 17：00

10：00 〜 17：00

7日〜10日、14日〜18日、21日〜25日、28日

11日〜13日、19日・20日、26日・27日

2月

9：30 〜 19：00

9：30 〜 18：00

1日〜4日、7日〜11日、14日〜18日

5日・6日、12日・13日、22日〜25日、28〜31日

10：00 〜 16：30

19日〜21日、26日・27日

3月

料　　金

営業時間

2010年

2011年

※フラワーガーデンホテルは2011年1月21日（金）のご宿泊〜2011年2月6日（日）まで休業させていただきます。




