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遊びながら学べるモビリティのテーマパーク「鈴鹿サーキット」。
親子で協力すればもっと楽しくなるのりものやアトラクションがいっぱい。
大人気のプッチグランプリやコチラドライビングスクールを親子で協力して乗りこなそう!
楽しくHOTに乗りこなしたら、次はCOOLに水遊び!
バットのウォーターパイレーツに参加して、水浸しになって遊んじゃおう。
まだまだ物足りない君は、家族で一緒にアクア・アドベンチャーで冒険・発見・体験だ!
この夏は家族みんなで思い出作り。 鈴鹿サーキットを完全攻略しよう!!

2010年7月10日（土）～8月31日（火）

～夏の鈴鹿で家族一緒に遊びつくそう！～
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花火ザパフォーマンス

●場所 : 国際レーシングコース
●開催期間 : 8/11 （水）・12 （木）・13 （金）・14 （土）・28 （土）
●開催時間 : 19:30 ～ 20:00

●場所 : アドベンチャー広場
●開催期間 : 7/10 （土）～8/31（火）の土日祝
●開催時間 : 15:30 ～ 16:00　※1日につき1公演

ライトアップされた鈴鹿サーキット国際レーシングコースを舞台に、
モータースポーツパフォーマンスと幻想的な音楽、
そして美しい花火がコラボレーションする「ミュージック花火」を開催。
みんなで協力して盛り上がろう！！

やっぱり夏といえば水遊び！
バット海賊団がまたなにか企んでいるみたい・・・
親子・仲間で参加する水遊びイベント！
みんなでバット海賊団を止めるんだ！！

バットのウォーターパイレーツ
今年もバット海賊団が大暴れ！！

協力！！協力！！協力！！協力！！❶

協力！！協力！！協力！！協力！！❷

協力！！協力！！協力！！協力！！❸
2人で協力すれば、もっと楽しい！！
プッチタウンで夏休みの思い出
を親子で一緒に作ろう！！

『走る！ 曲がる！ 育
つ！』

『走る！ 止
まる！ 育つ

！』
『走る！ 止

まる！ 育つ
！』』』

チクタクトレイン

プッチグランプリ コチラドライビング
スクール

『走る！ 時
間を守る！

 育つ！』

『走る！ 曲がる！ 育
つ！』

『走る！ 時
間を守る！

 育つ！』

ウォーターパイレーツ
開催日は、プッチタウン

から

アドベンチャービレッジ
に向って、ウォーターミ

ストパレード！！

バットと海賊団が出没
するゾ！！

ミスト&スプ
ラッシュ
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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！！

スケールアップ！！
が
&ミスト シュラップス

■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

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!

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。

この夏も、モートピアにミストが登場！！
バットのアドベンチャーヴィレッジに加え、新しくプッチタウンに夏限定
でスプラッシュ&ミストが登場。のりものに乗って、気分爽快さも倍増！！

セールのついた空中ブランコで、
大空高く飛び回れ！！

二人で協力してタイムアタックだ！！
ミストシャワーにひるまずコーナーを駆け抜
けて、Aライセンスをゲットしよう！！

スケールアップ！！
が
&ミスト シュラップス

スケールアップ！！
が
&ミスト シュラップス

スケールアップ！！
が
&ミスト シュラップス

■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。

■定員：1名
■料金：300円／1名
■対象：5歳以上
※モートピアパスポートで乗車可
※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：3名
■料金：500円／1名
■対象：小学2年生以上

※モートピアパスポートで乗車可
※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。

■定員：2名
■料金：400円／1名
■対象：小学1年生以上

※モートピアパスポートで乗車可
※3歳以上の未就学児のお子様は、中学生以上の同乗が必要
※3歳未満のお子様は利用不可

ロッキーコースター

アドベンチャー
ボート

フライング
シップ

プッチ
グランプリ

パラセイラー
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※写真はイメージです。

■プール概要／総面積：23,000平方メートル

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。
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、メガキャノン。
コチラのトレジャーハンティングも協力すれば楽しさも倍増！！ 
仲間と一緒に対戦型アドベンチャースライダーでタイムトライアルに挑戦！！
気分は海賊！！ この夏、冒険満載のアクア・アドベンチャーで思いっきりアドベンチャーしよう！

親子で協力！！  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

！

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

『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
人が一緒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。

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)

水の大砲「マグナムキャノン」。
発射音もスゴイ?!

水深30cmのキッズプールにある
クルマ型アトラクション。

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

メガキャノンメガキャノンメガキャノン
たくさんの水を一気に発射！！
飛距離は何と最大40m！！

【アクア・アドベンチャー営業期間】
7/10（土）～9/5（日）＋9/11（土）・12（日）
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夏の夜は、光があふれる
ロマンチックなモートピア。
この春オープンしたプッチタウンも
すてきなイルミネーションでいっぱいに！！

★7月17日（土）から、ナイター営業スタート！！
　7/17～19、24～31、8/1～10、15、21、22、29…20:00まで
　8/11～14、28…21:00まで

U3-X & ASIMOが共演！！

Hondaの新パーソナルモビリティ
「U3-X」登場！

●場所 : ゆうえんち内モビステージ
●期間 : 7月10日（土）～8月29日（日）
の土日祝開催（予定）

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！

鈴鹿モータースポーツギャラリー
なつかしのバイクから最新GTマシンまで大集合！！

●場所 : 国際レーシングコース内ピットビル2F ホスピタリティラウンジNO.2+NO.3
●期間 : 7月1日（木）～8月31日（火）までの毎日開催
●時間 : 11:00～16:00
 ★7/24・25　9:00～17:00　　★8/21・22　8:30～17:30

＜4輪＞ツーリングカーへの情熱
KEIHIN NSX、AUTO BACS NSX、RAYBRIC NSXほか計5台を展示。

＜2輪＞マン島から世界へ
ホンダの歴史的名車が勢揃い。RC161からRVF750まで、10台以上を展示
予定。

※「U3-X」の体験試乗はありません。

U3-Xとは…

※Honda広報発表より

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。
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料金・営業時間のご案内
●プール営業期間・時間 ※7/10（土）～9/5（日）　※特別営業 9/11（土）・12（日）

7月 10日（土）・11日（日）

 12日（月）～16日（金）

 17日（土）～19日（月）

 上記以外の日

8月 12日（木）～15日（日）

 上記以外の日

9月 1日（水）～3日（金）

 4日（土）・5日(日)・11日（土）・12日(日)

 9:30 ～ 16:00

 10:00 ～ 16:00

 9:30 ～ 17:00

 9:00 ～ 17:00

 8:30 ～ 17:00

 9:00 ～ 17:00

 10:00 ～ 16:00

 9:30 ～ 16:00

●ゆうえんち営業時間
7月 10日（土）・11日(月)

 12日（月）～16日（金）

 17日（土）～19日(月)・24日（土）～31日（日）

 20日（火）～23日（金）

8月 1日（日）～10日（火）・15日（日）・21日（土）

 22日（日）・29日（日）

 11日（水）～14日（土）・28日（土）

 上記以外の日

9月 4日（土）・5日（日）・11日(土)・12日（日）・18日(土)

 20日（日）・23日（木）・25日（土）・26日（日）

 19日（日）

 上記以外の日

 9:30 ～ 18:00

 10:00 ～ 17:00

 9:30 ～ 20:00

 9:30 ～ 19:30

 
9:30 ～ 20:00

 9:30 ～ 21:00

 9:30 ～ 19:30

 
9:30 ～ 18:00

 9:30 ～ 19:00

 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）

●ご利用料金（当日券）


