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パワーアップ！ みんなの冒険プール、アクア・アドベンチャー！

2008年夏、さらなる冒険が始まる

鈴鹿サーキット  アクア・アドベンチャー
2008年7月5日（土）OPEN!
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「アドベンチャーボート」は、「冒険・発見・体験」がテーマの「アクア・アドベンチャー」において、
フルシーズンで楽しめる水上アドベンチャーとして登場。
家族や仲間みんなでアドベンチャーボートに乗って、いざ冒険の海へ出発! そこには、いったい
何が待ち受けているだろうか? 小さなお子様が、はじめて船を操って、様々なポイントを親子で楽
しくコミュニケーションしながら、海を巡って大冒険。

2002年7月にオープンしたのが｢アクア･アドベンチャー｣です。
この新しいプールゾーンは、源泉から湧き出した水が、沢を下り川となってダムに流れ込み、大きな滝とともに海に流れ込むという自然

界の水の流れを遊びながらにして感じていただけます。そして、子供たちが勇気を絞って滝をくぐり、沢を上ってはしゃぎまわる冒険・体験
型プールゾーン｢アクア・アドベンチャー｣は、これまでになかったプールアトラクションとして世に受け入れられました。

2008年7月、冒険度アップ！！ 新たなアドベンチャーが始まる！！

進化し続ける鈴鹿の夏！ アクア・アドベンチャー

2002年7月OPEN! 冒険プールで楽しく遊びながら自然を体験!

2003年7月パワーアップ!  仲間で家族でコミュニケーションしながら思い切り楽しめる!
水の楽しさへの追求は続きます。オープン2年目の2003年は、

水を使ったコミュニケーションツールの開発を目的に、一人より二
人、二人より三人と、多くのお子様たちが水を使って双方向で遊
べるアトラクションの開発を進めました。そして2003年7月｢アク
ア･アドベンチャー POWER UP!｣と称して、ウォーターキャノン・
潮吹き岩・水入れ競争・源泉水鉄砲といった水を使ってお子様
同士が競争したり協力したり、コミュニケーションを図りながら楽し
むアトラクションを導入いたしました。

ウォーターキャノン
互いの対面の的に向かって、
集中放水。すごい水のパワー
を感じながら、うまく的に当た
れば、相手は水びたし!?
みんなで協力して楽しもう!

2004年7月、
アドベンチャーボート誕生!

夏の人気スポット「アクア･アドベンチャー」を中心に、冒険心を駆り立てるテーマゾーン 「バット
のアドベンチャーヴィレッジ」が登場。
話題のスライダー「アドベンチャースライダー｣の登場に加えて、人気のハンギングモノレール｢フ
ライングシップ｣も生まれ変わり、アドベンチャーフィーリングいっぱいのグルメも多数登場して、エ
リア全体が進化しました。

冷房完備のロッカールームがリニューアルし、今まで以上に清潔・快適・便利になりました。広くなった更衣室には、ドレッサーコーナーが
新登場。小型自動脱水機やドライヤーも無料でご利用いただけます。ベビーカー置き場も新設し、ファミリーの便利度がますますアップし
ました。

2005年7月、アドベンチャースライダーも誕生し、さらに進化

2007年7月、プールアメニティがますます向上。清潔・快適・便利に！

アクア・アドベンチャーが加速する
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■プール概要／総面積：23,000平方メートル　キャパシティ：7,500人

パワーアップ！
みんなの冒険プール、アクア・アドベンチャー！

自然の地形を活かしたプールで、水を感じ、学びながら、自然と遊ぶことができるアクア・アドベンチャー。
アドベンチャーな仕掛けがさらに充実、スプラッシュホイールやマグナムキャノン、ファンファンパイレーツが新登場！
対戦型アドベンチャースライダーでタイムトライアルすれば、もうワクワクはとまらない？！
海賊気分で冒険の旅へ出発！　コチラのトレジャーハンティングに参加して、コチラの宝物を目指そう！！
元気なみんなは冒険上手なパイレーツ。冒険満載のアクア・アドベンチャーで、この夏思いっきりアドベンチャーしよう！
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広大な森の緑に囲まれたプールエリア「アクア・アドベンチャー」。そのアクア・アドベンチャーが、この夏新しくなってパワーアップ!!
来場したお子様が、どんどん元気になって笑顔いっぱいになれるプールです。新しくスプラッシュホイール、ファンファンパイレーツ、マグナムキャノ
ンなど新アイテムが登場し、流水プールエリアに新しくアドベンチャー・アイランドが誕生。ストーリーを追いかけながら、トレジャーハンティングに
挑戦!!　宝物探しの冒険に出かけよう!!水を使った遊びがさらに加速します!!

プートが発明した砦、スプラッシュホイールは、水の力で大きな水車が
回り、水が噴出!! ここには秘密も隠されているとか?!

水車の正体は…？
スプラッシュホイールには、水車がいっぱ
い。よく見ると、ここにも水の不思議を発
見することができる。
水が持つ様々な力をどのように利用して
水車が動いているのだろう？
プートがいろいろな水の力で実験して作
り上げたスプラッシュホイールにその答
えが隠されている！？

海賊船の甲板をイメージしたエリア。
「キャプテンズデッキ」に登場する水の大砲「マ
グナムキャノン」。発射音もスゴイ?!
このエリアには、展望プール、ジャグジー、打たせ
湯などもある。

水深30cmのキッズプールにあるクルマ型アトラクション。
幼児も遊べるすべり台や水鉄砲、いろいろな仕掛けでみんな満足!

さらにアドベンチャー！ アドベンチャーアイランド誕生！！
水を使った新しい冒険が始まる！

スプラッシュホイールスプラッシュホイールスプラッシュホイールスプラッシュホイールスプラッシュホイール

ゆったり流れる流水宝島プール。浮き輪を使ってプカプカ浮いている
だけで全身リラックス。プールの中央には、アドベンチャーアイランドが
あり、冒険の橋を渡って、宝物探しに、いざ出発！！

アドベンチャーアイランドアドベンチャーアイランドアドベンチャーアイランドアドベンチャーアイランドアドベンチャーアイランド

マグナムキャノンマグナムキャノンマグナムキャノン

ファンファンパイレーツファンファンパイレーツファンファンパイレーツファンファンパイレーツファンファンパイレーツ

NEWNEWNEW

■水深：30cm
■水面積：200平方メートル

■総面積：400平方メートル

■水深：100cm
■1周：230m
■水面積：1400平方メートル

●キッズプール●●キッズプール●

●キャプテンズデッキ●●キャプテンズデッキ●

●流水宝島プール●●流水宝島プール●

NEWNEWNEW

NEWNEWNEW

●●●●●●●
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子どもたちが、自分で考え行動し自ら遊びを創造する、冒険にチャレンジする心、それは、子どもたちにとって、
素晴らしいパワーが発揮される瞬間です。
「コチラのトレジャーハンティング」では、そんな子どもたちが持つ自分たちのパワーに気付いてもらうため、
探究心をくすぐる冒険の舞台を用意しました。
アクア・アドベンチャーの各所に隠されたヒントを手に入れ、それを手がかりに自ら考え、一つ
ひとつクリアしていきます。
そして…。

自分だけの
宝物を見つけよう！

そして探し当てた宝物は一体…？

冒険・発見・体験
！

★新しく加わったアイテム「コチラのトレジャーハンティング」。プールに入らなくても楽しめるあそびです。
　注）びしょぬれになります。



5

『アドベンチャースライダー』もあるよ!

アクアビーチ、アクアマウンテン、アクアラグーン

冒険心を駆り立てる“アドベンチャースライダー“。専用のマットを使ってとなりの仲間と競い合える対戦
型スライダー“バトルライド"と、家族や仲間で3人が同時に乗れてスリルが味わえる“チューブライド"の
2種類があります。

●高低差:10m
●コース全長:110m
●定員:2名・3名
●利用制限:120cm以上
　(年齢制限無し)

●高低差:8m 
●コース全長:80m
●定員:1名(各レーン)
●利用制限:120cm以上
　(年齢制限無し)

1/100秒まで計測できる本格的ラップボード

3人が同時に乗れてスリル3人が同時に乗れてスリル満点！満点！3人が同時に乗れてスリル満点！

キッズ流水プール（アクア・アドベンチャーベイビー）
流水宝島プールは深いけど、キッズ流水プールは水深30cmなので1人で水に浮くのが初めてでも安心。
好奇心旺盛のキッズも楽しめる！

ベビープール（アクア・アドベンチャーベイビー）
水深15cmと浅いプールなのでベビーのプールデビューはここで決まり！

スライダーや定番プールも充実！！

キッズ流水プール

勇者の滝の向こうにある秘密の洞窟を探検したり、水の流れをたどって沢を上って源泉にたどり着け
るかな？
■水深：10cm～60cm

■水深：15cm

■水深：30cm
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◆
で

んで
んグ
ッズもNEW アイテム登場！！

様々な光のアイテムが登場。
夜のハローガーデンを彩ります。

ハローガーデンいっぱいにステキなイルミネーション空間が誕生します。
夜しか見られない景色、夜の「でんでん」からしか見られない景色…。
「でんでんむし」にのれば、ハローガーデンの綺麗なイルミネーションを上から見下ろしたり、
ゆうえんちの夜景など、乗らないと見られない光の演出がたっぷり。
さらに、夜の散歩には特別の演出も。
チララちゃんが創ったオリジナル曲　「音符になった星たち」や「でんでんジャズ」など、
夜しか楽しめないＢＧＭが聞こえてきます。
2008年夏の鈴鹿は、昼も夜もたっぷり楽しもう!

でんでんむし広場は光であふれています。
でんでんむしに乗ると、上空からはまったく違
った光の表情が見られます。

でんでんむしのりばの入口では、かわいい光のでんでん
むしがお出迎え。

でんでんむしに乗ると、さまざまな光の演出がたっぷり
楽しめます。

夜の鈴鹿は光のマジック。
ハローガーデンいっぱいにステキな
イルミネーション空間が誕生！

でんでんむしは、
4人乗りのモノレ

ールライド。

かわいい“こでん
でん”が、自然観察

をナビゲーション
！

夜には、特別なB
GMが…。皆で空

中散歩を楽しもう
！

思い切り遊んだら、おなかが空いた！●●●●●●●●●●●●●●●

●BIG! トレジャーマウンテンカレー
これひとつで、カレー3人前！！ デカバーグ1枚（300g）にソーセージ3本。ライスは700gと
超大盛り！！ みんなで仲良く食べたり、もちろん一人でチャレンジすれば食事のアドベン
チャー?！・・・・・・。 他にもハヤシもあるよ！
■価格：2,300円
■販売店：バットのハングリーキッチン

新種発見?！

これひとつで、カレー3人前！！

NEWNEWNEW

※写真左が「BIG! トレジャーマウンテンカレー」、右が普通サイズ（1人前）

※写真はイメージです。

●でんでんぱん
チョコカスタード味とクリーム味の2種（予定）
■限定数：各50個
■価格：250円
■販売店：ブーランジュリー

光のでんでんを追いかけたり、グランマの優
しい光の語りを感じたり。光のこみちを通っ
て、でんでんむしに乗ればいっそう楽しめるイ
ルミネーションはとってもロマンチック。

夜も昼も、この夏は鈴鹿サーキットで決まり！！

　夏休みには、新しいグッズも登場！！
でんでんグッズで、みんなもエコを目指そう！

エコバック S ¥450

でんぶんミニタオル
¥350

マイコップ¥500
マイ箸 ¥500
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夏の鈴鹿サーキットでは、春に誕生した新エリア「チララのハローガーデン」や、冒険・体験・発見のプール「アクア・アドベンチャー」がパワーアップ！
さらにワクワクが加速する、この夏の鈴鹿サーキットです。
昼には、水遊びをテーマにした、新しいお客様参加型イベント「バットのウォーターパイレーツ」を開催。夜には、毎年ご好評いただいている「花火・ザ・パフォー
マンス」に加えて、「チララのハローガーデン」のイルミネーションで、新アトラクション「でんでんむし」の光の仕掛けをお楽しみいただけます。
みんなの人気者コチラや、Hondaの2足歩行ロボットASIMOがステージいっぱいに繰り広げる、コチラ&ASIMOシアター『モビィの ものがたり』など、楽しさ
がいっぱい！
この夏は、水と緑と太陽がたっぷり、昼も夜も楽しめる鈴鹿サーキットで決まり！！です。

◆バットのウォーターパイレーツ
冒険大好きなバットが「超瀑水車」で、気まぐれに園内に登場！あたりかまわずに放水を行って、お
客様をびしょ濡れにしてしまう??という、新しいタイプのお客様参加型イベントです。
平日にも神出鬼没で園内に登場！！　びしょぬれ注意報が発令される！？
■開催日：夏催事期間の土・日・祝、お盆期間[12日（火）～15日（金）]
※但し、8月3日（日）・10日（日）は除く。
■開催会場:ウエルカムひろば

◆花火・ザ・パフォーマンス「シークレット・ナイト」
国際レーシングコースを舞台に「コチラレーシング」のチームクルーが繰り広げる、モ
ータースポーツパフォーマンスや、幻想的な音楽と多彩な花火のコラボレーション
「ミュージック花火」をお楽しみいただけます。また、打上げ花火を地上で爆発させる
鈴鹿名物「地割れ花火」も必見です。
■開催日時: 8月12日（火）～16日（土）、30日（土）19:30～20:00 [予定] 
■開催会場: 国際レーシングコース
※詳細は、鈴鹿サーキットホームページでご案内いたします。
※8月30日（土）は地割れ花火はございません。

◆コチラ&ASIMOシアター『モビィの ものがたり』
コチラファミリーとASIMOがおくる、すてきなステージショー。
■開催日時: 夏催事期間の土・日・祝、お盆期間[12日（火）～15日（金）] 
※但し、7月26日（土）・27日（日）・8月23日（土）・24日（日）は除く。
■開催会場: ゆうえんち内 モビステージ

◆コチラからみんなへ
　ハッピーハッピーバースデーパーティ
お誕生月を迎えた月の日曜日に遊びに来てくれたみんなに、コチラたちがお祝いし
てくれるよ。
■開催日時: 毎日曜日 11:30
■開催会場: ゆうえんち内 モビステージ
■対象: 0歳～小学校6年生までのお子様
■参加方法: 参加当日の午前11時までに園内ウエルカムプラザ前の受
付へお越し下さい。

◆「ASIMOカフェ」へ、ようこそ！！
このカフェでは、お友達がオーダーしてくれたドリンクをASIMOがお運びします。みん
ながカフェに遊びに来てくれるのを、楽しみに待ってるね！
※Honda ASIMOのドリンクデリバリーを体験できるイベントです。
■開催日時: 7月19日（土）～8月31日（日）の土・日・祝、
8月12日（火）～8月15日（金） 
■開催時間: 15:00
■開催場所: ゆうえんち内 モビステージ
■参加方法: 開演前に抽選にて
■参加資格: 小学生以下のお友達 （小さなお子様は保護者同伴）

◆アシモとあそぼう！！
元気いっぱいのお友達はあつまれ！
レッツ チャレンジ！アシモといっしょに楽しいゲームに参加しよう！
■開催期間: 7月19日（土）～8月31日（日） の土・日・祝
8月12日（火）～8月15日（金）
※7月26日・27日を除く。
■開催時間: 13:00
■開催場所: ゆうえんち内 モビステージ

◆バットのハッピーバースデー
8月10日は鈴鹿サーキットの人気者「バット」のお誕生日！モータースポーツ・探険・
冒険そして、夏が大好きな「バット」の誕生日をみんなでお祝いしてね！
■開催期間: 8月10（日）
■開催場所: ゆうえんち内 モビステージ

土 日7 19 318

※天候状況･コースコンディションにより、プログラムの変更または中止となる場合があります。
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料金・営業時間のご案内

夏のファミリープラン～プール&パスポート1日券付き～

プールでたっぷり遊んだら、ゆっくり宿泊。
誰よりも早くゆうえんちへGO!

プール券（入園＋プール）

モートピアパスポート（入園＋のりもの）

遊園地入園料
券　　種

当日券

当日券
前売り券

当日券

前売り券

前売り券

幼児（3才～未就学児）子ども（小学生）大人（中学生以上）

800円 600円1,600円

1,700円 1,200円2,600円

1,500円 1,100円2,400円

3,200円 2,000円4,200円

3,000円 1,900円

3,800円 2,500円5,000円

3,500円 2,300円4,600円
サマーパスポート（入園＋のりもの＋プール）

●ご利用料金

●プール営業期間・時間（7/5～9/15　※特別営業 9/20・21）

7月 19日（土）～31日(木)

 5日（土）・6日（日）・12日（土）・13日（日）

 上記以外の日

8月 12日（火）～17日（日）

 上記以外の日

9月 6日（土）・7日（日）・13日（土）～15日（月祝）

 1日（月）～5日（金）・8日（月）～12日（金）
 20日（土）・21日（日）

 9:00 ～ 17:00

 10:00 ～ 17:00

 10:00 ～ 16:00

 8:30 ～ 17:00

 9:00 ～ 17:00

 9:30 ～ 17:00

 10:00 ～ 16:00

●ゆうえんち営業時間
7月 19日（土）～21日(月祝)・26日（土）～31日(木)

 22日（火）～25日(金)

 5日（土）・6日（日）・12日（土）・13日（日）

 上記以外の日

8月 12日（火）～16日（土）・30日（土）

 1日（金）～11日(月)・17日(日)

 23日(土)・24日（日）・31日（日）

 上記以外の日

9月 13日（土）・14日（日）・20日（土）・21日（日）

 6日（土）・7日（日）・15日（月祝）・22日（月）

 23日（火祝）・27日（土）・28（日）

 上記以外の日

3,900円

●料金のご案内

■ご夕食

●お申し込み／インターネット限定

 9:30 ～ 20:00

 9:30 ～ 19:30

 10:00 ～ 18:00

 10:00 ～ 17:00

 9:30 ～ 21:00

 9:30 ～ 20:00

 9:30 ～ 19:30

 9:30 ～ 19:00

 9:30 ～ 18:00

 10:00 ～ 17:00

宿 泊 プ ラ ン

1泊2食にプール1日券とパスポート1日券がセットになったプランです。夏休みは鈴鹿サーキットのプールとゆうえんちでおもいっきり楽しもう！

■プラン対象日： 2008年7月19日（土）～2008年8月30日（土）
■プラン内容： ホテル本館・別館・ガーベラ　1泊2食（夕食1回・朝食1回）
 プール1日券+モートピアパスポート1日券付き
 ※サーキットカート、各種コインゲーム等、一部機種はご利用できません。
■特典
★ゆうえんち入園料2日間無料
★天然温泉クア・ガーデン2日間無料
★ゆうえんち開園15分前に入場可能、人気機種にいち早くお並びいただけます。
※のりものの営業開始はゆうえんち営業時間からとなります。
※一部除外日あり。詳しくはホームページにてご確認ください。

本宿泊プランはインターネットからのみご予約いただけます。インターネットでのご予約受付はご宿泊日の3日前までとなります。
2日前・前日・当日のお申し込みは空室があればご予約承ります。ご希望の方はお電話にてお問い合わせください。

和食、中国四川料理、イタリア料理はコースでのご提供となります。
ディナーバイキングは和洋中の食べ放題（営業日限定）。

■ご朝食（営業時間 7：00～10：00）
栄養のバランスにこだわった、充実した和洋バイキングとなってお
ります。旬の素材を利用した当ホテル自慢の朝食バイキングです。

★ご宿泊の日程により、料金が異なります。詳しくはホームページにてご確認ください。

幼児（3才～未就学児）子ども（小学生）大人（中学生以上）

本館ツインルームプラン（マーガレット）
別館ツインルームプラン（ラベンダー・ジャスミン・カルミア）
ガーベラツインルームプラン（ガーベラ）

22,475円～  16,402円～  4,750円

20,900円～  15,300円～  4,750円

18,900円～  13,300円～  4,750円


