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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（三重県鈴鹿市）は、2018年3月3日（土）から5月31日（木）まで、春のイベ
ント「家族みんなでスズカでバトル！～DUEL＆ぶんぶんフェア～」を開催します。

期間中は、小さなお子さまから大人の方まで“楽しく競い合う”ことをテーマに、新アトラクションや参加型のイベント
を通して幅広い年齢の方にお楽しみいただけるフェアを実施します。

2018年3月、ゆうえんち｢モートピア｣内のエリア｢GPフィールド｣に、世界初＊の自分で操縦できるコースター型アトラ
クション｢DUEL GP（デュエル ジーピー）｣が新登場します。この｢DUEL GP｣は、お子さまがレーサーになりきってマシ
ンを操り、ライバルよりも早くゴールを目指すアトラクションです。コースを駆け抜ける “爽快感”や“達成感”を味わえ
ます。

さらに、昨年オープンした幼児が主役になって楽しめるエリア｢チララのハローガーデン｣では、ゆうえんちデビュー
のお子さまでも安心して楽しめる親子参加型のイベント ｢ハローガーデンに集まれ201“8” 『コチラファミリーのプッチ
ハッチグランプリ』｣を開催します。
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※「ハローガーデンに集まれ201“8”『コチラファミリーのプッチハッチグランプリ』」 イメージ

モビリティのテーマパーク 鈴鹿サーキット

２０１８年春 新アトラクション・イベント情報 第１弾

家族みんなでスズカでバトル！～ＤＵＥＬ＆ぶんぶんフェア～開催

＊世界初：搭乗者が操作できる2人乗りコースター（当社調べ）

※2018年3月にオープンする｢DUEL GP｣ イメージ



２０１８年３月３日（土）オープン

世界初＊！操縦できるバトルコースター

｢ＤＵＥＬ ＧＰ｣新登場！
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※画像はイメージです

2018年3月3日（土）、モータースポーツの楽しさや迫力が体感できるエリア｢GPフィールド｣に、新アトラクション
｢DUEL GP｣がオープンします。このアトラクションは、搭乗者が自分でハンドルを操作しながらマシンをコントロールす
る世界初＊の2人乗りバトルコースターです。

世界最高峰の自動車レース｢F1日本グランプリ｣を開催する鈴鹿サーキット国際レーシングコースと同形状のコース
を舞台に、隣を走るライバルと1対1のバトルをお楽しみいただけます。

レールの上を走るこのコースターは、安全にご乗車いただきながらコースを駆け抜けるスピード感や、ハンドル操作
を誤るとスピンするスリルを兼ね備えています。

■特徴 ： <安全性> レールの上を走るため安全に楽しめる
<バトル> ライバルとコース1周の速さを競うスプリントレース
<コースレイアウト> 鈴鹿サーキット国際レーシングコースと同形状の『8の字』型コース

■料金 ： 600円/1名 ※ゆうえんち｢モートピア｣パスポート利用可能
■定員 ： 最大2名
■利用条件 ： 身長120㎝以上
■車両サイズ ： 全長 2530㎜ 全高 1056㎜ 横幅 1350㎜
■車両種類 ： 10種類
■コース全長 ： 407m
■乗車時間 ： 約90秒
■最高速度 ： 約40㎞/h

「ＤＵＥＬ ＧＰ（デュエル ジーピー）」

＊世界初：搭乗者が操作できる2人乗りコースター（当社調べ）

※｢DUEL GP｣マシン イメージ ※｢DUEL GP｣コース イメージ



-3/5-

※画像はイメージです

｢ＤＵＥＬ ＧＰ｣キャラクター

新アトラクション｢DUEL GP｣には、実際にご乗車いただくマシンから誕生した10種類の個性的なキャラクターが存在
します。

｢ＤＵＥＬ ＧＰ｣関連グッズ

「DUEL GP」のキャラクターを使用した鈴鹿サーキットオリジナルグッズを販売します。リュックやTシャツのほかにも、
さまざまなグッズを取り揃えています。

■リュック 【3,000円】 ■Tシャツ 【各2,200円】
全10種類（110・130・150㎝）

■カードケース 【650円】

①RED STORM-レッドストーム
話し好きで明るく仲間思い。ストレートコースが得意。

②BLUE TYPHOON-ブルータイフーン
負けず嫌いでバトルが大好き。コーナーリングが上手。

③PRETTY YELLOW-プリティイエロー
きれい好きなみんなのお姉さん。急なコーナーが得意。

④SILVER KING-シルバーキング
いつもクールなみんなのリーダー。スピードはトップクラス。

⑤SURPRISE GRAY-サプライズグレイ
繊細で気が小さい。ブレーキングはとても上手。

⑥GREEN REVOLUTION-グリーンレボリューション
おっちょこちょいなあわてんぼう。秘めたる速さを持っている。

⑦CUTIE PINK-キューティーピンク
可愛いものが大好きなみんなのアイドル。瞬発力は凄まじい。

⑧QUICK PURPLE-クイックパープル
優しくて物知り。テクニカルコーナーが得意。

⑨FRIENDLY WHITE-フレンドリーホワイト
友達思いで人懐っこい。スタートダッシュはお手の物。

⑩COLD ORANGE-コールドオレンジ
控えめな性格で大人しい。雨の日のレースは強い。

※キャラクターの個性は、マシンの走行に反映されません。
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※画像はイメージです

ＧＰフィールド

2018年3月3日（土）に｢DUEL GP｣が新登場するエリア｢GPフィールド｣は、“モータースポーツへのファーストタッチ”
をコンセプトにした総面積56,000㎡のエリアです。

｢GPフィールド｣は、お子さまがモータースポーツの楽しさや迫力を体感できるアトラクションを通して、楽しくチャレ
ンジしその先の成長に繋がる場所を目指します。

■サーキットホイール 『観る』

地上約50mの高さから国際レーシン
グコースを一望でき、幅広い年代の
方にお楽しみいただけるアトラクショ
ン。

■アドバンスカート 『極める』

お子さまから大人まで、レーシング
カートを操り気軽にモータースポーツ
を体感できる鈴鹿サーキット最速の
カートアトラクション。

■コチラレーシングカート
『体感する』

ジュニア専用カートを操り、
本格的な走りやスピード
感を体感できるアトラク
ション。

■レーシングシアター
『出会う』

レースを疑似体験できる
体感音響システムが備
わったシアターや、モー
タースポーツに関する体
験ができる14種類のア
クティビティが揃ったアト
ラクション。

GPフィールドを中心とした6種類のモータースポーツコンテンツを体験すると、鈴鹿サーキットで開催される「鈴鹿8
時間耐久ロードレース」や「鈴鹿10時間耐久レース」などが対象のレース・イベントを無料で楽しめる特典が受けられ
る認定制度です。

｢DUEL GP｣を含む4つのアトラクションに加え、モータースポーツエリアにある｢Circuit Challenger｣、レースの裏側
をみることができる｢レーシングコースバックヤードツアー｣の計6つのコンテンツを全て体験しスタンプを獲得すると、
モータースポーツの知識や技術を獲得した証として“レーシングマスター”に認定されます。

■対象機種 ： ｢DUEL GP｣、｢コチラレーシングカート｣、 ｢レーシングシアター｣、｢サーキットホイール｣、
｢Circuit Challenger｣、｢レーシングコースバックヤードツアー｣

■対象年齢 ： 小学校3年生（130㎝）以上～中学生まで
■料金 ： “レーシングマスター”カード作成料金 1,000円/1名

※各アトラクションの利用料金、レーシングコースバックヤードツアーの参加料金は別途必要です。
■特典 ： “レーシングマスター”認定者ご本人のレース・イベント観戦無料

※対象レース・イベントの詳細は鈴鹿サーキット公式WEBサイトにてご案内します。
■有効期限 ： 発行日から1年後の当該月末日

レーシングマスター

■レーシングコースバックヤードツアー 『学ぶ』

国際レーシングコース内の表彰台や管制室など、普段見ることができないレースの裏側を見ることができるツアー。

＊世界初：搭乗者が操作できる2人乗りコースター（当社調べ）

■Circuit Challenger 『挑戦する』

世界最高峰の自動車レース｢F1日本
グランプリ｣を開催するコースの走行
にチャレンジできる鈴鹿サーキット唯
一のアトラクション。

■DUEL GP 『競う』

マシンを自分で操りライ
バルと競争する世界初＊

のコースター型アトラク
ション。
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※画像はイメージです

春のイベント情報

２０１８年３月３日（土）～５月３１日（木）

ハローガーデンに集まれ201"8"

｢コチラファミリーのプッチハッチグランプリ｣

鈴鹿サーキットのキャラクター｢コチラファミリー｣と一緒に、さまざまな競技を行い
“ナンバーワンプッチハッチ”を目指す、親子参加型のイベントです。
※“プッチハッチ”のコスチュームを着ていなくても、イベントに参加いただけます。

■期間 ： 2018年3月3日（土）～5月27日（日）の土・日
■場所 ： ゆうえんち「モートピア」内 プッチタウンストア前

競え！ナンバーワンプッチハッチ「ビーハッピーグランプリ！」

最高にカワイイ“ハッチ”を目指せ！｢プッチハッチ フォトグランプリ｣

コチラファミリーと一緒に撮影できるフォトセッションイベントです。“プッチハッチ”
のコスチュームで参加すると写真映えする、特別ステージが登場します。
※“プッチハッチ”のコスチュームを着ていなくても、イベントに参加いただけます。

■期間 ： 2018年3月3日（土）～5月31日（木）
■場所 ： ゆうえんち「モートピア」内 ぶんぶんばち前

春のキャンペーン情報

“はち”をモチーフにしたコスチュームのお子さまを“プッチハッチ”と呼び、この“プッチハッチ”のお子さまと、同伴の
祖父母の方最大4名が、鈴鹿サーキットに無料で入園いただける期間限定のキャンペーンを開催します。また、“プッ
チハッチ”ご本人含む8名までは、ゆうえんち｢モートピア｣パスポートを割引価格でご購入いただけます。

■条件 ： はちのコスチューム（触角と羽）を身につけて来場

<入園無料キャンペーン>

■期間 ： 2018年3月3日（土）～5月31日（木）
■対象 ： “プッチハッチ”のコスチュームで来場された

乳幼児（小学生未満）のお子さまととその祖父母最大4名
■特典 ： 鈴鹿サーキットへの入園無料

<モートピアパスポート割引キャンペーン>

■期間 ： 2018年3月3日（土）～5月31日（木） ※4月30日（月・祝）～5月6日（日）は除く
■対象 ： “プッチハッチ”のコスチュームで来場された

乳幼児（小学生未満）のお子さま含む8名
■特典 ： ゆうえんち｢モートピア｣パスポート割引

大人（中学生以上） 4,300円（通常価格） → 3,800円
子ども（小学生） 3,300円（通常価格） → 2,800円
幼児（3歳～未就学児） 2,100円（通常価格） → 1,700円
シニア（60歳以上） 2,500円（通常価格） → 2,400円
※パスポートには入園券も含まれます。

集まれ！プッチハッチキャンペーン

ハッチ 

春の鈴鹿サーキットは、昨年に引き続き「集まれ！プッチハッチキャンペーン」を実施し、3世代で楽しめる鈴鹿サー
キットを目指します。また、今年は“はち”をモチーフにしたコスチューム“プッチハッチ”になって楽しく競い合う参加型
のイベントを開催します。


