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今年の夏の鈴鹿サーキットは、あっちもこっちもどっかーん！！

プールもゆうえんちも水びたし。

夏休みの宿題だってあそびながら終わっちゃうかも！？

鈴鹿サーキットの水遊びはすっごく楽しいぞ！！

＜コチラ生誕30周年記念＞

2009年7月4日（土）～8月31日(月)



1

■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

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いっぱい！！ 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に加え、メガキャノンが新登場！
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たり、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！

夏はやっぱり、冒険・発見・体験！！
みんなの冒険プール、アクア・アドベンチャー

自分だけの宝物を見つけよう！
冒険・発見・体験

！

アドベンアドベンド ンンチャープチャープチャーチャ プールーアドベンチャープール
ADVENTURE POOL

2009年7月
4日（土）OP

EN！！

NEW
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たくさんの水を一気に発射！！
飛距離は何と最大40m！！
水しぶきをたっぷり浴びて、
水のパワーを感じてみよう！！
気分は海賊、力を合わせて水の大砲をぶちかませ！！

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」にある水の大砲「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、打たせ湯などもあります。

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!

冒険・発見・体験がテーマのアクア・アドベンチャー
みんなの冒険プールで遊びも

メガキャノンメガキャノン登場！登場！

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

バトルライドバトルライドバトルライドバトルライドバトルライド チューブライドチューブライドチューブライドチューブライドチューブライド

■水深：30cm

●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●

『アドベンチャースライダー』も大興奮!
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2
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。

※写真はイメージです。

マグナムキャノンマグナムキャノンマグナムキャノンマグナムキャノンマグナムキャノン

●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)

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

メガキャノンの遊び方メガキャノンの遊び方メガキャノンの遊び方
一定の時間で放出。水をくみ上げる作業で発射が早くなります。

メガキャノン登場！
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天然水のプールで安全安心水遊び！
アクア・アドベンチャーは、冒険心をくすぐる、水で遊べるアイテムがいっぱい！！
小さなお子様から大人まで、安心して水遊びがお楽しみいただけます。

※写真はイメージです。

アドベンチャープール

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！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：30cm

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!! ここには秘密があって…。

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！！

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

■水深：100cm
■1周：230m
■水面積：1400平方メートル

●流水宝島プール●●流水宝島プール●●●●●●●●

*
*地下水をくみ上げた天然の水を使用しています。
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プールの近くに位置する、プールの近くに位置する、
バットのアドベンチャーヴィレッジバットのアドベンチャーヴィレッジ
この夏、期間限定でこの夏、期間限定で
ロッキーコースターやパラセイラー、ロッキーコースターやパラセイラー、
アドベンチャーボートがアドベンチャーボートが
スプラッシュ&ミストの中を通って、気分爽快なのりものに変身！！スプラッシュ&ミストの中を通って、気分爽快なのりものに変身！！
プールだけじゃない、夏の鈴鹿はあそび満載！！プールだけじゃない、夏の鈴鹿はあそび満載！！

前向き、後ろ向き、どちらの向きでも楽しめるコースター。夏限定のスプラッシュトンネルで、涼しさとスリルを満喫！！

セールのついた空中ブランコで、大空高く飛び回れ！！

ゆうえんちモートピアで遊びも

『バットのアドベンチ
ャーヴィレッジ』が、

『バットのアドベンチ
ャーヴィレッジ』が、

この夏、どっか～んと
スプラッシュ&ミスト！

この夏、どっか～んと
スプラッシュ&ミスト！

■定員：1名　■料金：300円／1名
■モートピアパスポートで乗車可
■対象：5歳以上
※3歳から4歳のお子様のご利用は中学生以上の付き添いで乗車可。

■定員：24名　■料金：500円／1名　■身長120cm以上　■モートピアパスポートで乗車可

■定員：4名　■料金：500円／1名
■対象：小学3年生以上
※3才～小学2年生は中学生以上の同乗者とご利用いただけます。

写真：ロッキーコースター（イメージ）

打ち寄せる波をかきわけ、みんなで冒険の海へ出発!
夏だけのワクワクミストが冒険を盛り上げる!

■定員：3名　■料金：500円／1名
■モートピアパスポートで乗車可
■対象：小学2年生以上
※対象年齢以下のお子様のご利用は、
　中学生以上の同伴者が必要です。

空中を流れるように疾走する、バット船
長の船型モノレール。ミストの中を通り
抜ける空中散歩は格別！！

※写真はイメージです。

『バットのアドベンチ
ャーヴィレッジ』が、

この夏、どっか～んと
スプラッシュ&ミスト！

ドキドキワクワク、夏の水遊びでここでも体験！！
★水着のままで遊べます！！

プールの近くに位置する、
バットのアドベンチャーヴィレッジ
この夏、期間限定で
ロッキーコースターやパラセイラー、
アドベンチャーボートが、
スプラッシュ&ミストの中を通って、気分爽快なのりものに変身！！
プールだけじゃない、夏の鈴鹿はあそび満載！！

この夏の鈴鹿サ
ーキットを

目一杯楽しむな
ら、

プールものりも
のも楽しめる

サマーパスポー
トが断然お得！！

※料金はP.9を
参照ください。
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みんなでどっか～んと水遊び！
この夏、鈴鹿サーキットでは
ドッキドキの体験がいっぱい！
バットの海賊船と一緒に水遊びに参加して、
びしょ濡れになったり、
海賊船に乗り込んで写真を撮ったりできるよ。
楽しい思い出で、夏の暑さを吹きとばそう！！

バットのウォーターパイレーツ

■開催日程： 7/4（土）～8/30（日）の土日祝 および8/12（水）～8/14（金）
 ※7/25（土）～7/26（日）, 8/22（土）～8/23（日）は除く
■開催時間： 13：30～
■開催場所： アドベンチャーヴィレッジ

※悪天候の場合は、中止となる場合があります。

ゆうえんちモートピアで遊びも

※写真はイメージです。

水遊びが水遊びが
パワーアップ！！パワーアップ！！

今年もバットが大暴れ
！！

今年もバットが大暴れ
！！

水遊びに参加して、みん
なもびしょぬれになろ

う！！
水遊びに参加して、みん

なもびしょぬれになろ
う！！今年もバットが大暴れ

！！

水遊びに参加して、みん
なもびしょぬれになろ

う！！

4（金）

水遊びが
パワーアップ！！

～びしょぬれに参加して楽しむ～
＜コチラ生誕30周年記念＞

夏といえば水遊び！！
コチラがアクア・アドベンチャーに遊びに行く途中、突然バットが海賊船に乗って大暴れ！
バットの目的は・・・！？　はちゃめちゃ、びしょ濡れタイムの始まりだ！
ウォーターキッズになって参加してくれたお友達には、海賊の任務が待っているよ。
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■開催日程： 8/12（水）～8/15（土）, 8/29（土）
■開催時間： 19:30～20:00
■開催場所： 国際レーシングコース

※悪天候の場合は、中止となる場合があります。
　また、内容は予告無く変更されることがあります。
※詳細は、ホームページにてご案内予定です。

コチラ生誕30周年記
念

花火・ザ・パフォーマン
ス

自由研究で宿題も
と、

涼しい場所で一気に
片付けよう！！

◆サーキットドリルで夏の自由研究はばっちり！！（無料）
サーキットに見立てた会場を使って、問題（ミッション）の書かれたドリルを手に、ヒントが書かれたパネルを回って答えを埋めていきます。
問題を解きながら、レーシングカーのスピード、安全性、機動性や燃費、設計、レギュレーション、ピットでの作業など、レーシングカーに秘められた
科学と、レース観戦を楽しむための基礎知識が身につくよ！
すべてのミッションを終えたら、ドリルの表紙となる用紙をもらって製本しよう！　キミだけの自由研究の完成だ！！

◆空気砲を作って空気の力を体感だ！！（お一人様200円）
目に見えない空気の塊が飛び出す空気砲を作ろう。レーシングカーのスピードは空気との闘い。空気の持つ意外なほどの力を実感できるよ。
空気砲を使ったゲームに参加して楽しもう。

■開催日程 ： 8月の土日（22日・23日除く）、8／12（水）～14（金）
■開催時間 ： 12：30～17：30（予定）
■開催場所 ： 国際レーシングコース ピットビル2F ホスピタリティラウンジ

鈴鹿サーキットコレクションホール併設
歴史を飾ったレーシングマシン達も一緒にご覧いただけます。

子供科学誌“子供の科学”とコラボレーションして、みんなの夏休みの宿題を応援します。
ゆうえんちや涼しいところで遊びながら勉強だってできるよ！！

ライトアップされた
国際レーシングコースで、
幻想的な音楽と美しい花火とのコラボレーション。
さらに、モータースポーツパフォーマンスも展開！！
ゆうえんち入園料のみでご観覧いただけます。 ※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

モータースポーツ自由研究

●協力：子供の科学
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新しくなった、国際レーシングコースで花火の前のナイトドライブ！！
昼間とは違った雰囲気のコースを体験してみよう！

昼も夜もサーキットカ
ートで

と走行しちゃおう！！

※写真はイメージです。

トワイライト サーキッ
トカート

ゆうえんち内チララの
ハローガーデンに、とってもきれいな
イルミネーションが登場！
夏の夜のモートピアは、光があふれるロマンチックなゆうえんち。
この春登場したフラワーワゴンも、夜のカラーガーデンとなって
やさしい光に包まれます。

★7月18日（土）から、ナイター営業スタート！！

期間限定
企画！！

■料金：1,200円／1台
■定員：2名まで乗車可能
■東コース1周（約2.2km）
■小学5年生以上の方は
　お一人でご利用いただけます。
　※営業時間は、日により異なります。お問い合わせください。
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※写真はイメージです。

◆鈴鹿サーキット コレクションホール 『鈴鹿を走ったマシンたち』
新生鈴鹿サーキット国際レーシングコースのピットビル2階「ホスピタリティラウンジ」に鈴鹿を走った歴代の
2輪・4輪マシンが集合。なかなか見られない懐かしのマシンと共に進化した鈴鹿サーキットをご覧ください。

■開催日程： 7／4（土）・5（日）・7／18（土）～20（月祝）、8月の土日（22日・23日除く）、
 8／12（水）～14（金）
■開催時間：7月／11：00～16：00（予定）　8月／12：30～17：30（予定）
■開催場所：国際レーシングコース ピットビル2F ホスピタリティラウンジ

※ご観覧には、ゆうえんち入園料が必要です。
※開催日程は変更になる場合がございます。

◆コチラ&ASIMOアニバーサリーシアター 『ふしぎなパーティータイム』
今年は、コチラ生誕30周年を迎えるアニバーサリーイヤー。チララ達から、記念のダンスパーティーに誘われたコチラ。
ウキウキしながらパーティー会場に向かうコチラであったが途中、様々なトラブルやハプニングが…？ コチラファミリーとASIMOがおくる すてきなダンスショー！

■開催日程：7／18（土）～8／30（日）の土日祝 および8／12（水）～8／14（金）
 ※7／25（土）～7／26（日）、8／22（土）～8／23（日）は除く
■開催時間：18：30　※8／12（水）～8／15（土）,8／29（土）は 17：30
■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
コチラファミリーで1番の冒険好き！バットのお誕生日をみんなでお祝いしよう！！

■開催日時： 8／10（月）　14：00
■開催場所：ゆうえんち内モビステージ
※先着500名の小学生以下のお子様にバットのオリジナルピンズをプレゼントします。

◆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
お誕生月の日曜日に遊びに来てくれたみんなを、コチラたちがお祝いします。 お誕生日を迎える月には、コチラと一緒に素敵な思い出を作ってね！ コチラからのバースデー
プレゼントも用意しているよ！

■開催日： 毎日曜日
■場所： ゆうえんち内モビステージ
■時間： 11：30（受付は午前11時まで）
■対象： 0才～小学校6年生 
■受付： ゆうえんち内ウェルカムプラザ前 
※受付の際、お誕生日を確認できるものをご提示ください。

◆タミヤサマーGP2009
ミニ四駆の公式大会を開催！体験コーナーやクイズ大会も開催！ミニ四駆持参の中学生以下のお子様は、遊園地の入園料が無料！

■開催日： 8／8（土）･9（日）
■場所： ゆうえんち内特別会場
※悪天候等により、変更または中止になる場合があります。
※開催のお問い合わせ先／タミヤカスタマーサービス　054-283-0003（平日8時～20時、土日8時～17時）

※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。

その他イベントも
と盛りだくさん！！
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料金・営業時間のご案内
●プール営業期間・時間（7/4～9/6　※特別営業 9/12・13）

7月 18日（土）～31日（金）

 4日（土）・5日（日）・11日（土）・12日（日）

 上記以外の日

8月 12日（水）～16日（日）

 上記以外の日

9月 5日（土）・6日（日）・12日（土）・13日(日)

 1日（火）～4日（金）

 9:00 ～ 17:00

 9:30 ～ 16:00

 10:00 ～ 16:00

 8:30 ～ 17:00

 9:00 ～ 17:00

 9:30 ～ 16:00

 10:00 ～ 16:00

●ゆうえんち営業時間
7月 18日（土）～20日(月祝)・25日（土）～31日（金）

 21日（火）～24日（金）

 4日（土）・5日（日）・11日（土）・12日（日）

 上記以外の日

8月 12日（水）～15日（土）・29日（土）

 17日（月）～21日（金）

 24日（月）～28日（金）・31日（月）

 上記以外の日

9月 19日（土）～22日（火祝）

 上記以外の土日祝

 平日

 9:30 ～ 20:00

 9:30 ～ 19:30

 9:30 ～ 18:00

 10:00 ～ 17:00

 9:30 ～ 21:00

 9:30 ～ 19:30

 9:30 ～ 20:00

 9:30 ～ 19:00

 9:30 ～ 18:00

 10:00 ～ 17:00

プール券（入園＋プール入場）

モートピアパスポート（入園＋のりもの）

遊園地入園料
券　　種 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

3,200円 2,000円4,200円

3,800円 2,500円5,000円サマーパスポート（入園＋のりもの＋プール入場）
1,900円

2,600円

1,000円

1,400円

2,500円

3,300円

トワイライトパスポート.A*（入園＋のりもの＋プール入場）

※トワイライトパスポート.A／期間：7月1日～8月11日、8月17日～9月30日
※トワイライトパスポート.B／期間：8月12日～16日
※トワイライト入園券.C／8月12日～15日・29日の販売はございません。
※トワイライトパスポート、トワイライト入園券は、日によって販売開始時間が異なります。詳しくはお問い合わせください。

トワイライトパスポート.B*（入園＋のりもの＋プール入場）
600円 500円1,000円トワイライト入園券.C*（入園のみ）

●ご利用料金（当日券）

美味しさ

ボリューム

プールのファストフードが新しくなりました！！
三重県産厳選素材を使用したメニューが
登場します！！

大人気

三重豚の冷しゃぶうどん…650円

ビッグボスセット…2,300円

山分けデカバーグカレー…2,300円

さっぱり！！ 冷しゃぶう
どん

ひとつで3人前
!？

思い切り遊んだら、おな
かが空いた！

季節のフルーツたっぷりパンケーキ
（ヨーグルト風味）…780円

NEWS

いよいよ登場！！
ぶんぶんパン

食べてみ
てね！！

ぶんぶんのパンケーキやさんに、
夏限定の味が登場！！

ぶんぶんパン…250円

オリジナル

第二弾！！
キャラクターパン


