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配信：2012年1月19日

開催：3月 3日（土）～4月 8日（日）
　モビリティのテーマパーク 鈴鹿サーキットでは、3月3日（土）～4月8日（日）の間、
「コチラレーシングプレゼンツ キッズモーターショー2012」を初開催いたします。
　お子さまに馴染みのある「ペダルカー」のイベントを中心に、あこがれのレーサーに
なりきる「なりきりレーサースタジオ」や、見て・創って・楽しめる「トミカプラレールフェ
スティバル」など家族みんなで楽しめるイベントが盛りだくさんです。

開 催 イ ベ ン ト
「見る」　：　ペダルカーミュージアム

「競う」　：　P1－GP in スズカ

「体験」　：　ペダルカーで走ろう！

　　　　　　なりきりレーサースタジオ

　　　　　　ツーリングバイク DE タイムアタック

　　　　　　コチラレーシング プレミアムドライブ

「買う」　：　アニバーサリーストア

　　　　　　トミカ・プラレールフェスティバル
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　会場に用意されているペダルカーで専用コースでP1-GPを開催。
みんなでP1-GPに参戦して、スズカ最速キッズを目指そう !!
開  催  日
場　　所
料　　金

レース車両 コース長 対　　象

3月 3日（土）～4月8日（日）の土日祝
GPスクエア特設コース
モートピアパスポートをお持ちの方限定
（モートピアパスポート：大人（中学生以上）4,200円、子ども（小学生）3,200円、幼児（3歳～未就学児）2,000円）

約 10台　　　　　　　　約150m　　　　　　　　小学生以下のお子さま　※当日受付

競う
スズカ最速キッズはだれだ！

P1-GP in スズカ

体験 ペダルカーで走ろう！
いろいろなペダルカーにのってみよう！

　いろいろなペダルカーを試乗できる体験コーナーを用意。好きなペダルカーに
乗って楽しもう！！

開  催  日
時　　間
場　　所

料　　金
車両台数
対　　象

期間中毎日
10：00～閉園1時間前まで
GPスクエア特設コース

モートピアパスポートをお持ちの方限定
約30台
小学生以下のお子さま　※当日受付

見る ペダルカーミュージアム
日本最大級！200台を超えるペダルカーの博物館

　日本有数の著名コレクターの協力による、日本最大級のペダル
カーミュージアムを開催。

開  催  日
時　　間
場　　所

期間中毎日
モートピア営業時間（平日は11：00～）
GPスクエア特設ブース

料　　金
展示台数 約240台

入園料でご利用いただけます
（入園料：大人（中学生以上）1,600円、子ども（小学生）800円、幼児（3歳～未就学児）600円）

カウンタック LP400の
ペダルカー

お子さまから大人まで「ペダルカー」で楽しもう !!
　子どもたちの憧れである共に、大人をも魅了する「ペダルカー」。初めて運転したクルマとして、思い出に残って
いる方もいるはず。「キッズモーターショー2012」では、そのペダルカーを中心としたイベントを開催。
　気軽に乗って楽しめるものから、歴史的にも貴重なものまで、さまざまなペダルカーが一堂に会します。お子さ
まがハンドルを握り、目を輝かせながらペダルカーを運転。その様子を見て、幼少期に自分が夢中になった記憶が
よみがえってくるでしょう。お子さまはもちろん、大人の方にもお楽しみいただける充実な内容でお迎えいたします。
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体験
国際レーシングコースを走ろう！

　CR-Z のレーシングカーや、リニューアルしたコチラレーシン
グ FE810、そして新登場のコチラレーシングカラーのバスで、
レーシングコースを走ろう！

開  催  日
場　　所
料　　金
応募方法

決定次第ホームページでご案内いたします
GPスクエア　 国際レーシングコース
モートピアパスポートお持ちの方限定
GPスクエア「キッズモーターショー」各ブースで
抽選券配布のうえ抽選

コチラレーシング FE810

コチラレーシングカラーのバス

　お子さまに用意されるかっこいいレーシング
スーツを着て、マシンと一緒に撮影しよう！

開  催  日
時　　間

場　　所
対　　象

対　　象

期間中毎日
モートピア営業時間
（平日は11：00～）
GPスクエア特設ブース
小学生以下のお子さまとそのご家族
※当日受付

体験
いつもと違うコースで、最速タイムをめざせ！

　ツーリングバイクがキッズモーターショーに登場！　いつも
と違うコースで最速タイムにチャレンジしよう。

開  催  日
場　　所
料　　金

期間中毎日
GPスクエア特設コース
モートピアパスポートをお持ちの方限定
ツーリングバイクで取得できる
「ツーリングライセンス」をお持ちの方

体験 なりきりレーサースタジオ
あこがれのレーサーになりきって、写真をとろう！
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買う
みんなの大好きなホビーや、
ココにしかないモータースポーツグッズがいっぱい！

買う
見る、買う、体験！

開  催  日
時　　間
場　　所

［スペシャルイベント内容］

　開場50周年を記念した、アニバーサリーストアが登場！　50周年にちなんだ、『50万円スペシャルセット』や、
オリジナルグッズ、そしてプレミアムグッズが多数登場 !!

　トミカ組立工場や、巨大なプラレールのジオラマをはじめ、販売コー
ナーなど親子で楽しめるコーナーがいっぱいです。

　アニバーサリーイヤーに、年間で 50 組の皆様を特別イベントへご招待！ココでしか体験できないスペシャルイベント
に、ぜひみんなで応募しよう！

　『レース開催中に見学できる！放送席ツアー』、『決勝レース前のスターティンググリッドへ立とう !!』など、多数企画中 !!
第一弾は『2012モータースポーツファン感謝デー』にて開催し、10組をイベントへご招待。詳細はホームページをチェッ
クしよう !!　※イベント内容等は予告無く変更になる場合がございます。

期間中毎日
モートピア営業時間（平日は11：00～）
GPスクエア特設ブース『50th アニバーサリーストア』

開  催  日
時　　間
場　　所

期間中毎日
モートピア営業時間（平日は11：00～）
GPスクエア特設ブース

グッズを3,000円以上買って、グッズを3,000円以上買って、5050周年記念企画に参加しよう !!周年記念企画に参加しよう !!

4
5

 TOMY    「トミカ」「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 C

トミカ組立工場 トミカつりトミカプラレールジオラマ トミカ組立工場 トミカつりトミカプラレールジオラマ

　パーツを自分で選んで、カシメマ
ンに組み立ててもらおう！　その場
で、トミカが完成するよ。完成した
トミカはお持ち帰りできます。

　大迫力のトミカプラレールの巨
大ジオラマが登場！　見ているだ
けでドキドキ、ワクワクする世界
をお楽しみください。

　キミはトミカをいくつ釣れるか
な？　釣り上げたトミカの中から
好きなトミカを1台プレゼントす
るよ！

トミカ・プラレール
フェスティバル

料　　金 無料 料　　金 500円／1回 料　　金 400円／1回

※画像はイメージです。
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　コチラレーシングがプロデュースする「コチラレーシングダイニング」　コチラレーシングがプロデュースする「コチラレーシングダイニング」
が登場！　レーシングカートの展示や、レーサー気分で記念撮影ができが登場！　レーシングカートの展示や、レーサー気分で記念撮影ができ
るフォトコーナーなど観て、体験して楽しさ満点。るフォトコーナーなど観て、体験して楽しさ満点。
　鈴鹿サーキットキャラクター「コチラファミリー」の大好きなメニュー　鈴鹿サーキットキャラクター「コチラファミリー」の大好きなメニュー
や、BIG レース時に提供されるスペシャルメニューなど「見て･食べて･や、BIG レース時に提供されるスペシャルメニューなど「見て･食べて･
楽しい」料理をご用意いたします。楽しい」料理をご用意いたします。

　コチラレーシングがプロデュースする「コチラレーシングダイニング」
が登場！　レーシングカートの展示や、レーサー気分で記念撮影ができ
るフォトコーナーなど観て、体験して楽しさ満点。
　鈴鹿サーキットキャラクター「コチラファミリー」の大好きなメニュー
や、BIG レース時に提供されるスペシャルメニューなど「見て･食べて･
楽しい」料理をご用意いたします。

2012年 1月21日 (土 )～2月 6日 (月 ) は施設点検のため休業いたします。 
※ご宿泊は2012年 1月20日 (金 )～2月 6日 (月 ) の間、休業いたします。

［ 冬 季 休 業 の ご 案 内 ］

開  催  日

プラン内容

宿　　泊
料　　金

3月 25日（日）～30日（金）、　　※3月28日（水）を除く
4月28日（土）～5月5日（土・祝）
●1泊2食…【夕食（18：00～ 20：00）】特設会場「コチラレーシングダイニング」でのお食事
　　　　　　　【朝食（　7：00～ 10：00）】S-PLAZA「そら･たべよ」（ビュッフェ）でのご提供
●遊園地入園2日間無料
●モートピアパスポート1日券付
●天然温泉クア･ガーデン（温泉+温水プール）2日間無料
●駐車料金2日間無料
鈴鹿サーキットホテル
14,500円～28,500円／人

「コチラレーシングダイニング」宿泊プラン（モートピアパスポート１日券付）

コチラたちがプロデュースしたメニュー
●コチラ：コチラが収穫した地元・鈴鹿市の近藤ファームのサラダコーナー

●チララ：チララのトッピングスイーツコーナー
　　　　　（お子さまが自由にトッピングできるコーナー）

●バット：バット風ハンバーグカレー

●プート：プートのはちみつたっぷりパンケーキ

●ピピラ：ピピラのナポリタンオムレツ

ご宿泊はインターネットから予約が可能です。 http://www.suzukacircuit.jp/


