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※写真・イラストはイメージです。変更になる場合があります。

モビリティのテーマパーク“鈴鹿サーキット”

クルマに関するイベントが大集合！！～5/31まで

春の鈴鹿は「 」

●開催日時 : 5月1日（土）～5日（水・祝）
●開催場所 : GPスクエア

ゴールデンウィークの鈴鹿サーキットに働くクルマが大集合!
50メートルの大型クレーンやNEXCOの巨大ウニモグ、大型キャリアトレーラーから鈴鹿サーキットら
しいフォーミュラカーまで50台を超える働くクルマが大集合!
体験搭乗やデモンストレーションもあり、今までにない迫力のイベントになること間違いなし！！

※展示車両は、各日によって異なります。
※雨天・荒天時は、展示車両・イベント内容が変更・中止する場合があります。

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の

鈴
鹿
サ
ー
キ
ッ
ト
に
働
く
ク
ル
マ
が
大
集
合
!

2010.4.13 配信



2
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○協力会社（50音順）○

磯山レミコン株式会社

株式会社加藤製作所

キャタピラージャパン株式会社

キャタピラー中日本株式会社

コカ･コーラ セントラル ジャパン株式会社

中京スイーパー株式会社

株式会社トーエネック

中日本高速道路株式会社

日本梱包運輸倉庫株式会社

株式会社前田製作所

有限会社三重油送

株式会社ミック

ヤマト運輸株式会社

株式会社鈴浄会

株式会社レンタルのニッケン

○参加予定車両

ダンプ

ユニック

ハイライダー

リフトラ全旋回

フォークリフト

散水車

高所作業車

鉄道用ユンボ

宅急便ウォークスルー

スリーター（電気自転車）

手押し台車

NEXCOパトロール車

NEXCO大型ウニモグ

NEXCOリフ ト車

NEXCO除雪車

空港用除雪車スノースイーパー

高速路面清掃車

50mクレーン

電柱設営車

キャリアトレーラー

ウイング車

タンクローリー

ボトル運搬車

生コン車

ゴミ収集車

ローダー車

カニクレーン

超強力吸引作業車

ロードスイーパー

フォーミュラカー

オフィシャルカー

※参加車両は変更になる場合があります。

働くクルマ大パフォーマンス！！

モビリティのテーマパーク“鈴鹿サーキット”

クルマに関するイベントが大集合！！

春の鈴鹿は「 」

最新の働くクルマが、大パフォーマンスを披露する。

動く、回る、伸びる、挟む、すくう、載せる…。あらゆる動きではかどる仕事。

一堂に集合した働くクルマが、それぞれの得意技をパフォーマンス！

、中間期

、ーカニミのマルクく働
！売販もーカルデモ

※4月9日現在

、中間期

、ーカニミのマルクく働
！売販もーカルデモ

、中間期

、ーカニミのマルクく働
！売販もーカルデモ

、中間期

、ーカニミのマルクく働
！売販もーカルデモ
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5月1日（土）開催

■開催日時：5月1日（土）　9:00～16:00（予定）
■開催場所：国際レーシングコース ピット&パドック内
■出展社
①タミヤ　「ミニ四駆/RC」
②エンスカイ「ゴゴゴ西遊記妖怪大乱闘カードゲーム」
③カプコン「ロックマン ゼロ コレクション（DS）/大神伝～小さき太陽～
（DS）/モンハン日記ぽかぽかアイルー村（PSP）」
④ショウワノート「ケシカスくん」
⑤セガ「ムシキングバトル合虫ガッツ!!/歴史大戦ゲッテンカ」
⑥タカラトミー「デュエル・マスターズ/ベイブレード/チョロQハイブリッド!/イナズマイレ
ブンTCG/ペンギンの問題 面白大図鑑プレート/ケシカスくん必消バトルカスネタ
帳/ナーフ」

⑦爆丸「爆丸」
⑧ハドソン「メタルファイトベイブレード（DS）」
⑨バンダイ「ハイパーヨーヨー」
⑩マテル・インターナショナル「ホットウィール/ホットウィールカラーシフターズモンス
ター/ウノカードゲーム」
⑪レベルファイブ「イナズマイレブン2（DS）」
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コロコロホビーグランプリ in suzuka

※入園無料の対象ホビーアイテムなど、鈴鹿サーキットホームページにてご確認ください。

協力：フィオレンティーナ470クラブ

今年もコロコロホビーグランプリが鈴鹿サーキットにやってくる！　普段は入れないピットに大集合した最新のゲーム＆ホビーを体感しよう！
販売では、イベント限定商品なども予定あり。当日は、出展各社のゲーム＆ホビーアイテム、直近販売のコロコロ5月号・コロコロ別冊6月号持
参で中学生以下は入園無料！　また、当日はスーパーカーも登場！

■タイトル：鈴鹿モータースポーツギャラリー 『Hondaツーリングレースヒストリー』
■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
　※パスコントロールによりピットビルに入場できない場合があります。

鈴鹿モータースポーツギャラリー
いつもは入れないレースのエリアに潜入! そこには歴史的な名車がいっぱい!
GWスペシャルだ！！　この機会に見に行くしかない!!

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Hondaのツーリングカーが集合！
懐かしのマシンと共に鈴鹿サーキットピットビルをご覧ください。

モビリティのテーマパーク“鈴鹿サーキット”

クルマに関するイベントが大集合！！

春の鈴鹿は「 」 コロ
コロホビーGP

スペシャル

イベント

day

スペシャル

イベント

スペシャル

イベント

スペシャル

イベント

開催中！！

スーパーカ
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Hondaの新パーソナルモビリティ「U3-X」初登場！

Hondaの新パーソナルモビリティ

「U3-X」初登場！
U3-X & ASIMOが共演！！ 4月29日（木・祝）～5月5日（水・祝）

ASIMOの技術から誕生した未来のモビリティ「U3-X」が、鈴鹿サーキットに登場。
前後・左右・斜めに自由自在に移動するHonda独自の技術を持つ「U3-X」とASIMOのコラボレーションによる究極のモビリティを自分の目で
確かめよう！

■開催期間：4月29日（木・祝）～5月5日（水・祝）
■開催場所：ゆうえんち内モビステージ

※「U3-X」の体験試乗はありません。

U3-Xが
鈴鹿サーキットに
初登場！！

U3-Xが
鈴鹿サーキットに
初登場！！

U3-Xが
鈴鹿サーキットに
初登場！！

U3-Xが
鈴鹿サーキットに
初登場！！

GW期間はすべて
U3-XとASIMOのコラボステ

ージ!!GW期間はすべて
U3-XとASIMOのコラボステ

ージ!!GW期間はすべて
U3-XとASIMOのコラボステ

ージ!!GW期間はすべて
U3-XとASIMOのコラボステ

ージ!!

U3-Xとは…
二足歩行ロボット「ASIMO」のロボティクス研究で培ったバランス制御
技術と、前後移動に加えて、真横や斜めにも移動できる世界初※の全
方位駆動車輪機構（Honda Omni Traction Drive System 以下、
HOT Drive System）により、操縦者が身体を傾け体重移動するだけで速
度や方向の調整が可能で、様々な方向に動き・曲がり・止まれます。また、
「U3-X」は乗車時の足着き性が良く、目線の高さを歩行者同等とするな
ど、乗る人と周囲の人に優しい、コンパクトなサイズな人と調和するパーソ
ナルモビリティです。

※Honda広報発表より
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■開催日：5月30日（日）までの土日祝
■開催場所：モビステージ

5月30日（日）までコチラ&ASIMO シアター

コチラ&ASIMO シアター“ともだち？…ありがとう！”

2010、コチラとみんなのテーマは「協力」！

チララは、大好きなはずの友達に、いつもおせっかいを焼きすぎたりよけいなことを言って
しまう。そして独りぼっちになってしまい、気がついたら見知らぬ不思議な所に迷い込んで
しまう…。
不安の中、帰り道を探しながら、チララは友達との友情、お互いに助け合いながら協力する
ということの本当の意味を知っていく…。

2010春、コチラたちのテーマは「協力」！
「協力」をテーマにしたショーや、親子や友達とペアで協力して挑戦するパズルなどお楽しみいただけます。

■開催日： 4月29日（木・祝）～5月5日（水・祝）
■開催場所: メインゲートおよびホテルゲートからスタート
■時間: モートピア営業時間に準じます
■料金: 入園者は無料
※パズルがなくなり次第、イベントは終了させていただきますので、予めご了承ください。

4月29日（木・祝）～5月5日（水・祝）「パズルラリー」

『親子で協力！モートピアに隠された、鈴鹿サーキットの
　　　　　クイズを解いて、プッチタウンパズルをゲットしよう！！』

■期 間：5/1（土）・2（日）・3（月）、4（火）
■時 間：11:00～15:00
■OPENエリア：アドベンチャープール、ベビープール、ロッカー、更衣室
■料金：入園者は無料入場可、ロッカーのみ有料

GW期間中、アクアアドベンチャーを無料開放!　一部プールを無料開放し
「水遊びゲレンデ」とします。親子で楽しく元気いっぱい水遊びができます。

アクア・アドベンチャーで、一足早く、水遊び!!

※アクア・アドベンチャー

■開催日：月～金の平日　14:00～
■開催場所：園内プッチタウンキッチンテラス

期間中毎日プッチキッズのハッピースマイル
コチラファミリーと仲良くダンスを踊ったり、
写真を撮ったり、みんなで一緒に楽しもう！！
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モビリティのテーマパーク“鈴鹿サーキット”

クルマに関するイベントが大集合！！

春の鈴鹿は「 」

5月30日（日）まで
トミカの組み立て工場がやってくる。好きなパーツを選んで、「カシメマン」に組み立ててもらおう！ トミカ販売コーナーでは、イベントモデルも販売！！

■開催場所： サーキットガレージ

①トミカ組立工場 ※期間中、カラーによっては品切れになる可能性がございますのであらかじめご了承ください。
好きなパーツを選んで、トミカを「カシメマン」に組み立ててもらおう!
■料金：1回 500円（Honda NSX-R）

■プッチタウンクラフト
2枚組／300円

②トミカ販売コーナー
会場内にはイベントモデルの販売コーナーや、人気の商品がいっぱい!　お目当てのものはあるかな?
■料金： 525円～

※内容は予告なく変更になる場合がございます。
※使用している写真はイメージです。

※商品についての情報はあくまで予定です。生産上の都合により直前の変更等ある場合もございますので、予めご了承ください。
※商品は十分に用意させて頂いておりますが、万が一品切れの際はご容赦ください。

プッチタウンで遊んだ後は、楽しい思い出をおみやげに！！
プッチタウンののりものが、自分で組み立てるクラフトになって登場！！
自分だけのプッチタウンをお父さんお母さんと一緒に作ってみよう！！

トミカの人気アトラクション登場！！

プッチタウングッズ登場！！プッチタウングッズ登場！！プッチタウングッズ登場！！プッチタウングッズ登場！！

親子で作ろ
う！！
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●入場料金

●ゆうえんち営業時間

遊園地料金
モートピアパスポート

遊園地入園料

4月

5月

大人(中学生以上)4,200円 子ども(小学生) 3,200円 幼児(3才～未就学児)2,000円

大人(中学生以上)1,600円 子ども(小学生)   800円 幼児(3才～未就学児)   600円

1日～4日 9:00～20:00

5日 9:00～19:00

上記以外の土日 9:30～19:00

上記以外の平日 10:00～17:00

土日祝 9:30～19:00

17日～18日 9:00～19:00

30日 10:00～18:00

上記以外の平日 10:00～17:00

みんなでチャレンジ！！みんなでチャレンジ！！みんなでチャレンジ！！みんなでチャレンジ！！～家
族がひとつになる～～家族がひとつになる～～家族がひとつになる～～家族がひとつになる～

料金・営業時間のご案内／4月・5月

タワーパンケーキ…1,200円
★ぶんぶんのパンケーキやさん

メガでんでん…1,200円
★でんでんカフェ

ファミリーセット…3,000円
★アドベンチャイナ

みんなで協力して完食しよう！！

特大3人前！！

ビッグマウンテンカリー（ウーロン茶3コ付）
 …2,000円
★アドベンカリー

ファミリーセット…1,800円
★ホットドッグファクトリー

山分けハヤシライス…2,500円
★アドベンチャーグリル

GW1～4日は20:00までの営
業!

ライトアップされたモートピア
で

ゆっくり夜まで満喫しよう!

GW1～4日は20:00までの営
業!

ライトアップされたモートピア
で

ゆっくり夜まで満喫しよう!
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業!

ライトアップされたモートピア
で

ゆっくり夜まで満喫しよう!

GW1～4日は20:00までの営
業!

ライトアップされたモートピア
で

ゆっくり夜まで満喫しよう!


