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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！～

いよい
よ

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

●場所 : アドベンチャービレッジに向ってプッチタウンからスタート
●開催期間 : 7月10日（土）～8月31日（火）の土日祝
●開催時間 : 13:30 ～ 14:00

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・・・
今度は、「バットのウォーターパイレーツ」が、
大幅にパワーアップ！
新アイテムの、2人で協力しないと水がでない「親子ポンプ」や
とびっきりの水量で大迫力の「メガキャノン」も登場、
みんなをびしょぬれにして盛り上がろう！！

みんなの人気者、バット海賊団が大騒ぎの水のパレード。
気をつけないと、みんなびしょぬれにされちゃうゾ！！

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！！

バットのウォーターパレード新登場！！

●場所 : ジョイフル広場周辺
●開催期間 : 7月17日（土）～8月31日（火）の毎日
●開催時間 : ゆうえんち営業時間内

びしょぬれ大歓迎のみんなは大集合だ！！　ここではパイレーツと戦う訓練ができる。
時々乱入してくる「びしょぬれOKスタッフ」めがけて、水鉄砲を発射しよう！！

バットのびしょぬれひろば

1
鈴鹿サーキットの水遊びは、ハンパじゃない！！

とびっきりの夏イベント、家族一緒に遊びつくそう！！

～今年も夏は水遊びっ！！～

※写真はイメージです。

親子ポンプを使って親子で任務を完了したら、バ

ケツの水をかぶって写真が撮れる『PHOTO 

PIRATES』もあるヨ！！

ど迫力「メガキャノン」で太陽を冷やせ！

親子ポンプ
親子で協力して任務を果たそう！！

太陽を冷やしてCOOLにできるか?

ど迫力「メガキャノン」

ウォーターパイレーツの
パワーアップアイテム新登場！
ウォーターパイレーツの
パワーアップアイテム新登場！
ウォーターパイレーツの
パワーアップアイテム新登場！

みんなの人気者、バット海賊団が大騒ぎの水のパレード。
気をつけないと、みんなびしょぬれにされちゃうゾ！！

びしょぬれ大歓迎のみんなは大集合だ！！　ここではパイレーツと戦う訓練ができる。
時々乱入してくる「びしょぬれOKスタッフ」めがけて、水鉄砲を発射しよう！！
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※ロッキーコースター

※プッチグランプリ

※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。

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月11日（水）・12日（木）・13日（金）・14日（土）・28日（土）
●開催時間 : 19:30 ～ 20:00

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、
コチラレーシングが贈る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！！

●場所 : 国際レーシングコースフルコース
●開催期間 : 8月7日（土）・8月8日（日）・8月15日（日）限定
●開催時間 : 18:00～19:30
●料金：2,000円
※雨天中止

夏の夜の国際レーシングコースフルコースを親子で協力して体験！！
この機会にフルコースを爽快に走って、クールダウンしよう！！

2

3
サマーナイトサーキットカート
～夕涼み“フルコース”サーキットカート～

●場所 : 園内各所
●開催期間 : 7月10日（土）～8月31日（火）の毎日
●開催時間 : ゆうえんち営業時間内

夏の期間中、「のりもの水びたし」を実施するほか、
「びしょぬれストリート」では、神出鬼没の「スプラッシュガンマン」が登場。

バットのびしょぬれ大作戦！！

4
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！！

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

スケールアップ！！
が
&ミスト シュラップス

期間限定

300台/日
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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。
今年はくるくるキャノンも加わって、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、
メガキャノンなど、親子が協力して楽しめるアイテムが勢揃い。
コチラのトレジャーハンティングもみんなで協力すれば楽しさも倍増！！ 
家族や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も挑戦だ！！
この夏、冒険満載のアクア・アドベンチャーで、家族一緒に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

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)

【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）

メガキャノンメガキャノンメガキャノン

ダムへ放水！！ダムへ放水！！ダムへ放水！！

たくさんの水を一気に発射！！
飛距離は何と最大40m！！

水の大砲「マグナムキャノン」。
発射音もスゴイ?!

5

くるくるキャノン新登場！！くるくるキャノン新登場！！くるくるキャノン新登場！！
NEW
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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

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。

*
*地下水をくみ上げた天然の水を使用しています。

※写真はイメージです。

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！

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

アドベンチャープールアドベンチャープールアドベンチャープール

ベビープールベビープールベビープール

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

■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●●●●●●●●

（アクア・アドベンチャーベイビー）

キッズ流水プールキッズ流水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）
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※写真はイメージです。

自分だけの宝物を見つけよう！
冒険・発見・体験

！

メガキャメガキャメガキャメ ャノノメガキャノン
A CAMEGA CMEGA CAAAMEGA CANON

アドベアドベンチャンチャンチ ープーープーープーププ ルルアドベンチャープール
ADVENADV TURE TURE POOLPOOLADVENTURE POOL

ノンンンンノノン
OOOON

NEW
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※写真はイメージです。

ASIMO & U3-Xが共演！！

Hondaの新パーソナルモビリティ

「U3-X」登場！

「ASIMOテクニカルライブwithU3-X」

まだまだあるヨ
夏休みイベント

●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）
の土日祝および7月23日（金）開催予定
※8月14日（土）・28日（土）は除く

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」。ASIMOとU3-X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！

※「U3-X」の体験試乗はありません。

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。

●応募期間 : 8月31日（火）まで毎日開催
●開催場所 : 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.3
●時間 : 11:00～16:00
●対象 : 小学生以下のお子様
 ★7月24日・25日、8月21日・22日については、パドックパスが
 　必要となります。

ホワイトカラーのF1マシンが、キミだけのデザインにペイントされるチャンス！！
グランプリ・準グランプリに選ばれた作品は、2010年F1日本グランプリで発表！！

コチラ&ASIMO シアター
“ともだち？…ありがとう！”

●開催日程：  7月17日（土）～8月29日（日）の土日祝
 ※7月24日（土）・25日（日）、8月14日（土）・21日（土）・22日（日）・
 　28日（土）は除く
●開催時間： 18：30～
●開催場所： ゆうえんち内モビステージ

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…。

バットのハッピーバースデー
●開催日時： 8月10日（火）　14：00
●開催場所：ゆうえんち内モビステージ

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！！

タミヤサマーGP2010

■開催日時： 8月21日（土）･22日（日）
■開催場所： 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・イベント内容についてのお問い合わせ先／
　タミヤカスタマーサービス　054-283-0003（平日8時～20時、土日祝8時～17時）

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！

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月24日・25日　9:00～17:00　★8月21日・22日　8:30～17:30
 　については、パドックパスが必要となります。

＜2輪＞マン島から世界へ
RC161、RC160（1960）、RC181（1959）、NR500（2X／1967）、
RS750R（1981）、NSR500（1984）、RS125RWT（1984）、RVF750
（1981）、NR750（1992）、RVF400（1987）を展示予定。

＜4輪＞ツーリングカーへの情熱
ROCK STAR NSX、EPSON NSX、AUTOBUCS NSX、
RAYBRIC NSX、KEIHIN NSXを展示。

熱気球係留飛行体験開催

●開催日時： 8月7日（土）～8月15日（日）
●開催時間： 17:00～閉園まで
※受付は閉園30分前まで。但し、状況により受付を早
く終了する場合がございます。
●料金：1,200円／1名
※3歳未満のお子様は無料でご利用いただけます。
※小学生以下のお子様は保護者同伴のうえご利用く
ださい。

※当日ご参加時にお支払いください。
●開催場所：GPスクエア
●内容： 熱気球係留飛行となります（約20m  
上昇いたします）
※天候・気温・風速等の状況により飛行が困難であ
ると判断した場合中止とさせていただきますので、あ
らかじめご了承ください。

※Honda広報発表より
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二人で、親子で、家族で、み
んなで「協力」して乗りこ

なせ！

プッチタウンで夏休みの
思い出を作ろう！！

親子で協力すれば、

もっと楽しく遊べる！

NEWプッチタウン
乗りこなせ！そして家族がひとつになる

プッチグランプリは、スケールダウンした鈴鹿サー
キット・国際レーシングコースを二人乗りのレーシ
ングカーに乗って、タイムアタックを楽しむアトラ
クション。二人が協力することで、より好タイムに
つながります。

二人で協力することで、大空のテストフライトを
成功させよう！！　パイロットライセンスに挑戦！！

お友達と一緒にパトカーに乗って、
迷子の子猫を探そう！

家族を乗せて、プッチタウンの町並みを眺
めながら運転してみよう！！　上手に運転
して、運転士免許証をゲットしよう！！

一緒に乗ったお父さん・お母さんが教習
所の先生になって、お子様と一緒に交通
ルールを覚えましょう。
点数に応じた免許証がもらえるヨ。

建設途中のプッチプラザ。パワーショベルでお手伝い
をして、働くクルマの体験ができます。

コチラ ドライビングスクール

プッチパトロール

チクタクトレイン

プッチパワーショベル（2F）

プッチグランプリ

テストフライト

1

2

3

4

6

5
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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。

ナチュラルビュッフェ「そら・たべよ」
和洋ビュッフェレストラン（約330席）
ファミリ－のお客様にご満足いただけるよう、安全・安心な地元食材をメ
インに、健康的な調理法でアレンジした料理の数 を々、自由で楽しい空
間で味わうことの出来るビュッフェレストランです。

モートピアやプールでたっぷり遊んだら、鈴鹿サーキットの「フラワーガーデンホテル」に泊まって、家族一緒に夏休みの思い出
作り。地元三重県産の食材をふんだんに使用した料理が揃うナチュラルブッフェレストラン「そら・たべよ」で食事して、天然温泉
クア・ガーデンで身体を休めて、ゆっくりお部屋でくつろいで、家族一緒の特別な時間をお過ごしください。

たっぷり遊んだあとは、

～ゆっくり泊まろう！～

夏のおすすめプラン

本館・別館
ご宿泊

モートピア
入園2日間

クア・ガーデン
入浴2日間 プール1Day

のりもの
パスポート1Day＋ ＋ ＋ ＋

本館メゾネットルームプラン（マーガレット全室禁煙）

別館ツインルームプラン（禁煙：ラベンダー・カルミア、喫煙：ジャスミン）

本館ツインルームプラン（マーガレット）

幼児（3才～未就学児）子ども（小学生）大人（中学生以上）

11,400円～/人 2,900円～/人12,100円～/人 

10,400円～/人 2,900円～/人11,100円～/人 

10,400円～/人 2,900円～/人11,100円～/人 

●料金のご案内（詳しくはホームページで）

追加料金（1室あたり）
料金 3,000円/室

■下記の追加料金で
　ご宿泊いただけます。

プール&1Dayパス付き 宿泊プラン
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※イラストはイメージです。変更になる場合があります。

料金・営業時間のご案内
●アクア・アドベンチャー（プール）営業期間・時間 ※7月10日（土）～9月5日（日）　※特別営業 9月11日（土）・12日（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

●モートピア営業時間
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

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

1,900円

2,600円

1,200円

1,400円

2,500円

3,300円

※トワイライトパスポート.A／期間：7月1日～8月10日、8月16日～9月30日
※トワイライトパスポート.B／期間：8月11日～15日
※トワイライト入園券.C／8月11日～14日・28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。

夏もガッツリ家族で協力メニュー！
みんなで協力して完食しよう！

600円 500円1,000円

●ご利用料金（当日券）

アドベンチャーグリルの山くずしハヤシ　￥2,500ぶんぶんファミリー　￥2,800

アドベンチャーグリ
ル

★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

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！！

アクア・アドベンチャー券（入園＋アクア・アドベンチャー入場）

モートピアパスポート（入園＋のりもの）

モートピア入園料

サマーパスポート（入園＋のりもの＋アクア・アドベンチャー入場）

トワイライトパスポート.A*（入園＋のりもの乗り放題）

トワイライトパスポート.B*（入園＋のりもの乗り放題）

トワイライト入園券.C*（入園のみ）

プールにはBIGトレジャーマウンテンカレー（￥2,500）があるよ！！ ボリューム満点！！

家族で協
力！！

家族で協
力！！

家族で協
力！！

家族で協
力！！

カレー3.
5人前

ハンバー
グ120g×

3枚

ライス約
900g

＋
ポテト

のボリュー
ムセット！

！

カレー3.
5人前

ハンバー
グ120g×

3枚

ライス約
900g

＋
ポテト

のボリュー
ムセット！

！


