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モビリティのテーマパーク 

鈴鹿サーキット ゴールデンウィーク情報のご案内 
 

コチラレーシングプレゼンツ モビフェスタ 

４月２８日（土）～５月６日（日）開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年、開場50周年を迎えた鈴鹿サーキットのゴールデンウィーク情報をご案内いたします。 

3月3日(土)、4日(日)開催の50周年オープニングイベント「鈴鹿サーキット50周年ファン感謝デー」では、2日間で

57,000人ものお客様にご来場いただきました。 

最大9連休となる2012年のゴールデンウィークでは、4月28日(土)～5月6日(日)まで、モビリティにちなんだ様々な

イベントを開催いたします。今年の目玉は、鈴鹿サーキット史上最大級の働くクルマが立ち並ぶ「働くクルマ大集合」。

他にも「キッズモビワールド」、「コロコロホビーフェスタ in SUZUKA」、「Bike! Bike! Bike!」などイベント盛りだくさん。

さらにはプールエリアの無料開放も行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「コチラレーシングプレゼンツ モビフェスタ」はゆうえんち入園料でお楽しみいただけます。 

 
大人 

（中学生以上） 

子ども 
（小学生） 

幼児 
（3歳～未就学児） 

ゆうえんち入園料 １，６００円 ８００円 ６００円 

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

 

2012年3月23日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

 

4月28日(土) ～ 4月30日(月・祝) キッズモビワールド （２ページへ） 

 

4月28日(土) ～ 4月29日(日・祝) Ｂｉｋｅ！Ｂｉｋｅ！Ｂｉｋｅ！ （３ページへ） 

 

5月3日(木・祝) ～ 5月6日(日) 働くクルマ大集合！ （４ページへ） 
 

   プールエリア無料開放 （４ページへ） 

 

5月6日(日)   コロコロホビーフェスタ ｉｎ ＳＵＺＵＫＡ （５ページへ） 
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日程：４月２８日（土）～３０日（月・祝） 

 

「キッズモビワールド」はお子さまが様々なモビリティの世界を体験していただけるイベントです。 

中部地区初開催となる「HARO KIDS PROJECT（キックバイク教室）」は、のりものを操る体験ができる鈴鹿サー

キットならではのコンテンツです。また、マウンテンバイクやトライアルバイクのパフォーマンスは、お子さまから

大人までお楽しみいただけます。 

 
 

 Ｋ＆Ｄ ＭＴＢ ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ ＳＨＯＷ ＆ ＨＡＲＯ ＫＩＤＳ ＰＲＯＪＥＣＴ 

まだ自転車に乗れない2歳から6歳までのお子

さまを対象に、自転車運転技術の育成を目的

にした「HARO KIDS PROJECT」を開催！指導

にあたるのは、シルク・ドゥ・ソレイユやマッス

ルミュージカルなどのステージで活躍するパ

フォーマンスユニット「K＆D」の有薗啓剛と守

上大輔です。プログラムの合間には、マウンテ

ンバイクを使った2人のパフォーマンスショーも

開催！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

トライアルバイク デモンストレーション 

「バイク！ダンスｏｎエアー」 

トライアルバイクが、爽快なエンジン

音と共に 空に舞い上がる！足を着

かずに、究極のバランステクニック

で障害物を軽快に乗り越えていく。

その姿は、まるで空中でダンスをし

ているよう。 ウィリー走行、ジャック

ナイフ走行、アクセルターンなど、究極

のバイクデモをご覧いただけます。

キッズライダーの妙技も披露予定！ 

出演：MITANI motorsports 

 

自転車パフォーマンスユニット「Ｋ＆Ｄ」 
競技の世界を離れて、シルク・ドゥ・ソレイユやマッスルミュージカルの舞台で自転車

パフォーマンスの経験を得た「有薗啓剛」と「守上大輔」の二人が自転車パフォーマ

ンスユニットを結成。幼少期の自転車教育を強化するべく”HARO KIDS PROJECT”

として全国の幼稚園や保育園で自転車指導を手がけている。 

キックバイクを用いたイベントの様子

マウンテンバイクパフォーマンス

トライアルバイク デモンストレーション 
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バイクの運動会と文化祭『Ｂｉｋｅ！Ｂｉｋｅ！Ｂｉｋｅ！』 
 

日程：４月２８日（土）・２９日（日・祝） 
 

オートバイをテーマとした体験型の新しいイベント「Bike!Bike!Bike!」

を開催いたします。 

参加型のイベントが中心で、お子さま、女性、ファミリーが気軽に

参加していただける内容です。もちろんこれまで鈴鹿サーキットに

足を運んでいただいたレースファンの皆様も、原付バイクで気軽に

レーシングコースの走行ができたり、バイクに試乗していただいたりと、

十分に楽しんでいただけます。 
 

参加型競技イベント  体験型イベント 見て楽しむイベント 

Ｍｏｔｏコン 
鈴鹿サーキット東コースを50ccの

原付スクーターで走行して周回

数を競うイベント「Motoコン」。 
※エントリー料金などの詳細はホー

ムページをご覧ください。 

ＯＳＯＷＧＰ（おそＧＰ） 
原付スクーターで、いかに遅く走

行できるかを競うカテゴリー。 

雫キング 
水入りのコップが付いた原付ス

クーターに乗りスラロームなどの

障害をクリアし、 最後に水が多く

残っていた人が優勝。 

一本橋チャレンジ 
原付スクーターで最も遅く一本橋

を通過できた人が優勝！ 

 サーキットクルージング 
国際レーシングコースを、ご自身

のバイクでフルコース1周（先導車

あり）を走行することができます。

各メーカー試乗会 
メーカーの最新モデルを中心に

バイク試乗会を開催。 
※有料：200円（1台・1回・税込） 

ＮＳＦ１００ジュニアクラスレース 
小さい排気量ながら、本格的な

レーシングマシン。そんなNFS100

を使った9歳～16歳のジュニアク

ラスのレース。 

ＥＶバイクデモンストレーション 
日本で初めてマン島TT『ZEROク

ラス』に参戦した『TT-零11』が鈴

鹿サーキットを駆け抜ける。 

なでしこバイカーズ 
女性ライダーによるデモンスト

レーションイベント。 

カスタムビレッジ 
パーツショップやメーカーなどの

ブースがパドック、ピット裏に集

合。 

 

ファミリー、お子さま向けイベント 

ＦＵＮ＆ＲＵＮ！レース観戦教室 
4月28日（土）29日（日・祝）に

鈴鹿サーキットで開催される、

アマチュアバイクレース『FUN＆

RUN！』をプロライダーと一緒に

観戦いただけるイベントです。

プロライダーがレースの見所や 

レースの裏側を解説いたします。 
 

■講師ライダー ： 加賀山就臣選手、武田雄一選手、 

小島一浩選手 

■参 加 対 象 ： モートピアパスポートをお持ちの 

先着30名の親子  

■参 加 料 ： 無料 

ポケバイ試乗会 
『Bike!Bike!Bike!』のパドック

内で、モートピアに遊びに

来たお子さまが本物のモー

タースポーツに触れるチャ

ンスです。バイクレースの

登竜門「ポケバイ」に乗って、 

モータースポーツを体験しよう。講師として、全日本

ロードレースでも活躍するライダーが来場します。 

■参加対象 ： モートピアパスポートをお持ちの方で、

補助輪なしの自転車に乗れる5歳から

小学6年生までの方 

※各回先着5名（各日5回開催） 

■参 加 料 ： 1回300円（税込） 

■場 所 ： パドック 

 

ポケバイ（イメージ）※写真はイメージです

※写真はイメージです

参加料：バイク1台２,０００円
・サーキットクルージング 

・入場料 

・駐車料金 

が含まれています。 
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鈴鹿サーキットに史上最大級！“でっかい働くクルマ”が登場！! 
日程：５月３日（木・祝）～６日（日） 

 

「働くクルマ大集合!!」は、普段は遠くから見ることしかできない“働くクルマ”を、「見て！学んで！体験！」でき

るイベントです。 

今回の注目は、総重量約20トンの油圧ショベルや、約18トンのホイールローダなどの鈴鹿サーキット史上最大級の

でっかい働くクルマ！ 他にも、はしご車やカニクレーンなどが鈴鹿サーキットに勢ぞろいいたします。また働く

クルマのパフォーマンスや、ゲーム、搭乗体験、記念撮影などのイベントも開催いたします。 
 

【注目車両】 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【展示車両やイベントの一部】 
 

 

 

 

 

 

 
 

後援・協力 ： 鈴鹿市、鈴鹿市教育委員会、鈴鹿市観光協会（敬称略・順不同） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プールエリア「アクア・アドベンチャー」無料開放！ 
日程：５月３日（木・祝）～６日（日） 
 

ゴールデンウィークの5月3日（木・祝）～6日（日）の4日間、「アクア・アドベン

チャー」の一部を無料開放いたします。 
 

■開放エリア ：アドベンチャープール、キッズ流水プール、 

更衣室、ロッカー、ファストフードショップ、水着タオル類販売ショップ 

■開放時間 ： 11:00～16:00 

■料 金 ： 鈴鹿サーキット入園料で入場ご利用いただけます。 

（ロッカーは別途有料となります） 
※水温が低い場合、遊泳できないことがございます。 

※腰まで水につかる場合は、水着を着用してください。 

油圧ショベル ホイ―ルローダ 

アドベンチャープール 

搭乗体験 カニクレーン 巨大クレーン 

・重量 約18トン

・全長 8.1m 

・全幅 2.8m 

・全高 3.5m 

・重量 約20トン 

・全長 9.5m 

・全幅 2.8m 

・全高 3.2m 

なりきり体験 

※写真はイメージです
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コロコロホビーフェスタ ｉｎ ＳＵＺＵＫＡ 
日程：５月６日（日） 

 

大人気の「コロコロホビーフェスタ in SUZUKA」が50周年を

迎えた鈴鹿サーキット国際レーシングコースにやってきます。 

今年はボーイズに人気のコンテンツに加え、ガールズに人気の

コンテンツが充実。5月6日(日)にお持ちいただくと鈴鹿サーキット

の入場が無料になるアイテムもご紹介いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

タミヤ タカラトミー 

マフィンを作ろう！ 

タミヤデコレーションシリーズのアイテムを使って、 本物そっ

くりのプチサイズのマフィンを作ってみませんか？ 自分だけ

のオリジナルスイーツデコレーション作りをぜひお楽しみくだ

さい。 

（体験料500円。粘土で

作るお菓子のミニチュア

のため食べられません） 

 

 

 

大人気のプリティーリズムなどの 

ガールズホビーが激熱い!! 

プリティーリズムで盛り上がろう！ 

 

セガトイズ エポック社 

ズーブルズ！とあそぼう！! 

キャンディーから生まれたキュートなお友達、ズーブルズ！

がやってくるよ。丸からポンッと変身する、ズーブルズ！の楽

しいおもちゃ！しかけがいっぱいのハウスや、楽しいボード

ゲームでもあそべるよ！ 

女の子に人気！シルバニアファミリー 

シルバニアファミリーのショコラウサギちゃんが遊びにくるよ。 

５月６日(日)限定！! 以下のアイテム持参で中学生以下は入園無料に !
※同伴の方にも割引あり 

 タミヤ ミニ四駆キット全般 
 エポック社 シルバニアファミリー お人形全般 
 ＫＯＮＡＭＩ 「モンスター烈伝 オレカバトル」のカード 
 瞬足 瞬足バギー（各種)/瞬足インラインスケート 
 セガトイズ 爆丸シリーズ/ズーブルズ！シリーズ 
 タカラトミー デュエル・マスターズ/イナズマイレブンＧＯTCG/ 

ビーダマン/ベイブレード/ポケモンバトリオＶ/ 
プリティーリズム 関連商品 

 バンダイ ハイパーヨーヨー関連商品/ダンボール戦機関連商品/
ガンダムAGE関連商品/もじバケルG 

 コロコロコミック コロコロコミック5月号/コロコロコミック6月号 

２０１２年注目！ ガールズホビー 

© Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / PRD製作委員会 
©TAMIYA 

©2012 EPOCH CO., LTD. ©SEGA TOYS/SPIN MASTER/ZOOBLES COMMITTEE 

この春話題の商品を先行販売！ 
 

タカラトミー 
デュエル・マスターズ 

トレーディングカード 

ゲーム 

DMX－08  

激熱！  

ガチンコBEST 

 

価格：155円（税込） 

発売予定 

2012年5月19日（土） 

タミヤ 
セイントドラゴンプレ

ミアム（VSシャーシ）

 

 

 

 

 

価格：1,050円（税込）

発売予定 

2012年5月12日（土）
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タミヤ タカラトミー 

ミニ四駆ゴールデンウィークＧＰ開催！ 

全長150メートルを超える大型サーキットでミニ四駆を走らせ

よう！無料のレンタルマシンでの飛び入り参加も大歓迎！ 

 

 

 

デュエル・マスターズをはじめとした 

ボーイズホビーが激熱い!! 

DM&イナズマイレブンGOTCGで！ 

ベイブレードZEROG（ゼロジー）&ビーダマンで！ 

ボーイズバトルホビーで！ 

盛り上がろう！ 

 

 

ＫＯＮＡＭＩ バンダイ 

モンスター烈伝 オレカバトル 

 

 

 

 

 
 

モンスターの「捕獲」「育成」「合体」を繰

り返し、自分だけのモンスターカードを作

ることができるキッズカードゲーム機「モ

ンスター烈伝 オレカバトル」の体験コー

ナーが登場！ 

大人気キャラクターのホビー＆カードが集合！ 

ガンダムトライエイジのフ

リープレーと超変換大戦も

じバケるG展示・体験コー

ナー。ハイパーヨーヨーの

スーパーレベルチャレンジ

大会などを開催！ 

 

 

セガトイズ 瞬足 

爆丸フェスティバル ２０１２ 春 ｉｎ ＳＵＺＵＫＡ 

爆丸のシュート方法や遊

び方を覚えられる「爆丸

テ ィ ー チ ン グ 」 や 爆 丸

シュートの昇段システム

の「爆スロン」、さらにエリ

アチャンピオン決定戦も

開催!!はじめてでも参加し

やすい初陣・出陣デッキ

限定の大会もあるぞ!! 

ラジオコントロール瞬足バギーを体感！ 

レース（タイムトライアル）もあるよ！! 

●ラジオコンロトール瞬足バギーの走り

方やテクニックを教えてくれるティーチ

ングコーナー！ 

●レース（タイムトライアル）も実施！会場

でテクニックを磨いて友達とのバトルを

楽しもう！！ 

※レース参加者には、プレゼントもあるよ! 

 

瞬足インラインスケートをみんなで体験しよう！！ 

 

©Konami Digital Entertainment 

©樫本学ヴ/小学館  

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS 

©SEGA TOYS/SPIN MASTER 

©槙吾・小学館/BAKU-TECH PROJECT/テレビ東京 

©TAMIYA 

ボーイズホビー 

TM & ©Wizards/Shogakukan/Mitsui-Kids 
©TOMY,d-rights,WBMA,TV TOKYO © ＴＯＭＹ 
©Takafumi Adachi, MFBBProject, ＴＶＴｏｋｙｏ 
©LEVEL-５/FCイナズマイレブンGO・テレビ東京 © ＴＯＭＹ 


