
1
〒510-0295
三重県鈴鹿市稲生町7992　TEL(059)378-1111　FAX(059)378-4568　URL http://www.suzukacircuit.jp/

※イベントは天候その他の状況により、事前の予告なく中止・変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

2009年12月08日配信

鈴鹿サーキット フラワーガーデンホテル

年忘れ「2009」!! ＆ ニューイヤーイベント

年忘れ「2009」!!

宿宿泊泊限限定定 !!!! 大大晦晦日日ススペペシシャャルルイイベベンントト
宿泊限定 !! 大晦日スペシャルイベント

■開  催  日：2009 年 1 2 月 3 1 日（木）
■開催場所：クア・ガーデン専用駐車エリア、オートキャンプ場
■開催時間：22:1 5〜 コチラからのお菓子プレゼント＆グリーティング
　　　　　　22:30~ 鈴鹿太鼓保存会 和太鼓演奏
　　　　　　　　　　  トライアルバイクパフォーマンス
　　　　　　　　　　  ファイアー＆庭園花火
　　　　　　23:00　 終了

年末年始を鈴鹿でお迎えになられるご宿泊のお客様に

従来の宿泊特典に加え、楽しいイベントや「お年玉袋」プレゼントなど特典が満載！

年末年始は家族みんなで、鈴鹿サーキットにステイ！

　宿泊者限定の大晦日スペシャルイベント。数々の

大技に挑むトライアルバイクのデモラン、迫力満点

のファイヤー＆庭園花火、そして鈴鹿太鼓保存会の

皆さんによる和太鼓演奏などイベント盛りだくさ

ん。小学生以下のお子さまにはお菓子パックのプレ

ゼントもあります。（先着 300 名様）

　また、1 月 1 日午前 0 時より新年を祝して、樽酒（こ

もかぶり）の振る舞いも行います。（先着 300 名様）

　2009 年大晦日の夜をぜひご家族でお楽しみくだ

さい。

★ファイヤー＆庭園花火

イ ベ ン ト ス ケ ジ ュ ー ル

★鈴鹿太鼓保存会 和太鼓演奏
★新年樽酒の振る舞い
2010年新年を祝し
て、樽酒の振る舞い
を行います。ふるっ
てご参加ください。

（先着 300 名様）

鈴鹿太鼓保存会
に よ る、力 強 い
大迫力の演奏を
お楽しみくださ
い。

小学生以下の先
着 300 名のお子
さまにはお菓子
パックのプレゼ
ント。

■開  催  日：2010 年 1 月 1 日（金・祝）0：00〜
■開催場所：フラワーガーデンホテル フロントロビー

★トライアルバイクパフォーマンス★トライアルバイクパフォーマンス

★コチラからのお菓子プレゼント＆★コチラからのお菓子プレゼント＆
　グリーティング　グリーティング
★コチラからのお菓子プレゼント＆
　グリーティング

ダイナミックなファイヤー＆庭園花火が、
大晦日を演出。鈴鹿の夜を炎の花で彩りま
す。

トライアル選手が迫力満点のバイクパ
フォーマンスを披露！　間近で、手に汗
にぎる技を体感しよう。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。



お正月宿泊プラン

パスポート1日券付きプラン（1泊2日）
ご宿泊 夕食 朝食バイキング パスポート1日券

パスポート2日券付きプラン（1泊2日）
ご宿泊 夕食 朝食バイキング パスポート2日券

特典特典22特典2 ゆうえんち入園料2日間無料

特典特典11特典1 １滞在・１部屋につき1個のお年玉袋付き

特典特典33特典3 天然温泉クア・ガーデン2日間無料

特典特典44特典4 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。

のりものパスポートが付いた、年末年始の特別プラン。

ご家族や、お友だち同士で“鈴鹿”で新年をお過ごしください。

2010年1月2日（土）

2009年12月31日（木）
〜2010年1月1日（金・祝）

大人
（中学生以上）

22,000円

26,800円

子ども
（小学生）

15,400円

18,800円

幼児
（3歳〜未就学児）

4,100円

4,100円

2010年1月2日（土）

2009年12月31日（木）
〜2010年1月1日（金・祝）

大人
（中学生以上）

24,000円

28,400円

子ども
（小学生）

16,800円

19,900円

幼児
（3歳〜未就学児）

4,500円

4,500円

※上記はホテル別館宿泊2名1室利用の場合の1名様料金。本館マーガ
レット宿泊なら1月2日（土）は大人23,575円・子ども16,502円、12月
31日（木）・1月1日（金・祝）は大人28,375円・子ども19,902円となり
ます。※お年玉袋は1滞在につき1個です。

※上記はホテル別館宿泊2名1室利用の場合の1名様料金。本館マーガ
レット宿泊なら1月2日（土）は大人25,575円・子ども17,902円、12月
31日（木）・1月1日（金・祝）は大人29,975円・子ども21,002円となり
ます。※お年玉袋は1滞在につき1個です。

宿  

泊  

特  

典
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新春・初釜

■開  催  日：2010 年 1 月 2 日（土）
■開催時間：1 0:00〜1 5:00
■開催場所：フラワーガーデンホテル マーガレット棟 ハーモニーホール
■対　　象：ホテル宿泊者様

フラワーガーデンホテルにお泊まりいただき新年を迎えたお客様に、新春を祝う茶会「初釜」にご招待。お琴の演奏を楽しみながら、
嶋地社中によるお抹茶をご賞味ください。先着 250 名様にお茶菓子もご用意しております。

VIP SUITE から初日の出

■開  催  日：2010 年 1 月 1 日（金・祝）
■開催時間： 6:20 ホテルフロント集合
■開催場所：VIP SUITE
■対　　象：ホテル宿泊者様
■料　　金：お一人様 500 円（バス走行、ワンドリンク、グッズ込み）
　　　　　　※3 歳未満無料

新装されたメインスタンド上にある「VIP SUITE」から初日の出を見よう！
レーシングコースのバス走行、ワンドリンク、新春グッズ付 !!

宿宿泊泊限限定定!!!!おお正正月月ススペペシシャャルルイイベベンントト
宿泊限定!!お正月スペシャルイベント

※日帰りでご来園のお客様は、お抹茶 1 杯 500 円にて販売いたします。チケットはホテルフロント横ラウンジメヌエットにてお買い求めいただけます。
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2010年2月28日（日）まで

モ ー ト ピ ア パ ス ポ ー ト

※2009年11月25日（水）〜2010年3月5日（金）までの間、プッチタウン（7機種、免許証センター）は全面リニューアル工事となり、ご利用いただくことができません。

　ルンルンバルーンとプッチバレードは、プッチタウン工事期間中も通常通りの営業を予定しております。

※2010年1月25日（月）〜2010年2月7日（日）は施設点検のため休園させていただきます。

入 園 料

もちつき大会

■開  催  日：１月１日（金・祝）〜4日（月）
■開催時間：1 1:00〜1 6:00（予定）
■開催場所：ジョイフル広場 特設会場
■協　　力：鈴鹿墨 進誠堂

墨のF 1アート 展“鈴鹿墨”垂井ひろしの描初め

ライブパフォーマンス＆書初め体験コーナー
和紙に墨でモータースポーツの醍醐味を表現する、異能のアーティス
ト・垂井ひろし氏の最新作を中心とした作品展「墨のF1アート展」
を開催。また、垂井氏による鈴鹿墨で描く「描初め（かきぞめ）」ライ
ブ・パフォーマンスや、親子で鈴鹿墨を体験で
きる「書初めグランプリ」も併催いたします。

かきぞ

かきぞ

プートのタケウマ・グランプリ
昔なつかしい竹馬にのってタイムアタック！　規定時間を越えて立っ
ていられると、ステキな景品をプレゼント。

■開  催  日：１月１日（金・祝）〜5日（火） 
■開催場所：ジョイフル広場 特設会場

和太鼓パフォーマンス！

■開  催  日：１月１日（金・祝）〜3日（日）
■開催時間：①10:00〜（ウエルカム広場）②13:30〜（ジョイフル広場）

　　　　　　③14:30〜（ジョイフル広場）

■開催場所：ジョイフル広場 特設会場　※演奏はウェルカム広場でも開催

■協　　力：鈴鹿太鼓保存会

子どもから大人まで、みんな一緒に「もちつ
き」をしよう！もちつきをしてくれたお友だ
ちにはふるまいもち引換券「おもちチケッ
ト」をプレゼント（先着100名）。

■開  催  日：１月１日（金・祝）〜3日（日）
■開催場所：ジョイフル広場 特設会場

普段は国際レーシングコース 東
コースしか走れないサーキット
カートが、なんと元旦限定でフ
ルコース（5.807km）を走れち
ゃう！ Ｆ１グランプリが行われ
たフルコースを、自ら操って走
行しよう。この機会をお見逃し
なく！

■開  催  日：１月１日（金・祝）
■開催時間：1 2:00〜1 3:30
■開催場所：国際レーシングコース フルコース
■料　　金：2,010円
■台　　数：300台限定（予定）

サーキットカート フルコースチャレンジ！

※雨天中止。

※雨天中止。※１月3日（日）以降の営業はホームページにてご案内いたします。

サーキットカート グランプリ

サーキットカートグランプリを
開催！ レースシグナルでの一斉
スタート、チェッカーフラッグ
でのゴール、表彰台での優勝者
の表彰、シャンパンファイトな
ど、本物のレースさながらの演
出をお楽しみください。

■開  催  日：１月２日（土）
■開催時間：1 3:00〜1 3:40（通常営業は1 1:1 0〜1 2:40）
■開催場所：国際レーシングコース 東コース
■料　　金：2,010円（通常走行１回とグランプリ走行１回のセット販売）
　　　　　　1,200円（通常走行のみ）
■台　　数：80台限定（予定）

国際レーシングコースイベントできる！にチャレンジ！
2010 年 1 月 1 日（金・祝）〜1 1 日（月・祝）

コチラのニューイヤーフェスティバルコチラのニューイヤーフェスティバルコチラのニューイヤーフェスティバルコチラのニューイヤーフェスティバルコチラのニューイヤーフェスティバル

大　人（中学生以上）

子ども（小学生）

幼　児（３歳〜未就学児）

1,600円

800円

600円

1,400円

700円

500円

通　　常 ウィンター
スペシャル料金 通　　常 ウィンター

スペシャル料金

4,200円

3,200円

2,000円

3,800円

2,900円

1,200円

ウインタースペシャル料金

地元「鈴鹿太鼓保存会」による迫力満点のパフォーマンス!!

1 日のみの限定復活！
フルコースが走れる！！
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※2009年11月25日（水）〜2010年3月初旬までの間、プッチタウン（7機種、免許証センター）は全面リニューアル工事となり、
　ご利用いただくことができません。ルンルンバルーンとプッチバレードは、プッチタウン工事期間中も通常通りの営業を予定しております。
※2010年1月25日（月）〜2010年2月7日（日）は施設点検のため休園させていただきます。

土曜日・日曜日・
23日〜31日

上記以外の平日 上記以外の平日10：00〜16：30

10：00〜17：30

１2 月

土曜日・日曜日・
1日〜5日・11日

上記以外の平日

１月 月2

2010年1月25日（月）〜2月7日（日）まで、施設点検のため休業いたします。

ゆうえんち営業時間

2010年春 みんな大好き、クルマの街

NEWプッチタウン誕生！

2010年春 みんな大好き、クルマの街

NEWプッチタウン誕生！
2010年春 2010年春 みんな大好き、クルマの街みんな大好き、クルマの街

NEWプッチタウン誕生！NEWプッチタウン誕生！

子どもは大人に子どもは大人に、、大人は子どもになる大人は子どもになる。。
操る楽しさ倍操る楽しさ倍増増！ 親！ 親子子・・家族家族、、二人で協力すればもっと楽し二人で協力すればもっと楽しくく！！

子どもは大人に、大人は子どもになる。
操る楽しさ倍増！ 親子・家族、二人で協力すればもっと楽しく！

プッチタウンは

2010年3月6日

オープン
（予定）

10：00〜16：00

10：00〜17：00 土曜日・日曜日・11日

10：00〜16：30

10：00〜17：00

2010年春、NEWプッチタウン誕生！

鈴鹿サーキットゆうえんち「モートピア」に2000年7月に

オープンした「プッチタウン」が10年目に大きく進化します。

3歳から自分で運転「走る・止まる・曲がる＝運転」できることの楽しさはもちろん、

親子で、そしてファミリーで協力すれば

さらに楽しめる新アトラクションもたくさん登場！

2010年春、「とことんクルマが楽しめる。クルマが大好き」をコンセプトに、

ワクワクせずにはいられないクルマの街に全てが生まれ変わります。


