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　4 月 29 日（金・祝）〜5 月 5 日（木・祝）は、
大型クレーンから鈴鹿サーキットらしい
フォーミュラカーまで、働くクルマが勢
ぞろい。働くクルマとゲームやパフォー
マンス、体験搭乗、記念撮影など、鈴鹿サー
キットならではのイベントを開催します。
　普段は遠くから見ることしかできない

“働くクルマ”を「見て！学んで！体験！」
しよう。

　毎年、大人気の「コロコ
ロ ホビー GP」がさらにパ
ワーアップし、鈴鹿に大集
結します。最新ホビーが盛
りだくさん。ファン必見で
す。

　家庭から寄付いただいたコイ
のぼりや、ペイントされた 12m
のジャンボコイのぼりを、クレー
ンを使って大係留！
　鈴鹿サーキット上空を泳ぎま
す。　

2ページ　　へ

3ページ　    へ

鈴鹿で鈴鹿で 体験！体験！学ん学んでで！！見見てて！！

鈴鹿サーキット GW 情報！ vol.1鈴鹿サーキット GW 情報！ vol.1
　　いろいろいろいろなな“クルマ“クルマ””が大集が大集合合！！
　『ピピラのモビフェスタ』開　『ピピラのモビフェスタ』開催催！！

３才から３才から

遊べる遊べる

子どもたちに人気の“働くクルマ”が勢ぞろい！子どもたちに人気の“働くクルマ”が勢ぞろい！
見て！学んで！体験！しよう !!見て！学んで！体験！しよう !!

最新ホビーが大集合最新ホビーが大集合
『コロコロ HOBBY GP in SUZUKA』開催！『コロコロ HOBBY GP in SUZUKA』開催！

鈴鹿サーキット上空を浮遊！鈴鹿サーキット上空を浮遊！
『およげコイのぼり大係留』『およげコイのぼり大係留』

「鈴鹿サーキット」のゴールデンウィークは、モビリティのテーマパークならではの「鈴鹿サーキット」のゴールデンウィークは、モビリティのテーマパークならではの

いろいろな“クルマ”イベントが盛りだくさん。4 月 29 日（金・祝）〜5 月 5 日（木・祝）いろいろな“クルマ”イベントが盛りだくさん。4 月 29 日（金・祝）〜5 月 5 日（木・祝）

に開催するに開催する『ピピラのモビフェスタ』『ピピラのモビフェスタ』では、子どもたちに人気の“働くクルマ”が登場では、子どもたちに人気の“働くクルマ”が登場

するほか、最新ホビーで遊べ、人気まんが家にも会えるするほか、最新ホビーで遊べ、人気まんが家にも会える“コロコロ ホビー GP”“コロコロ ホビー GP”、、

こどもの日にちなんだこどもの日にちなんだ“およげコイのぼり大係留”“およげコイのぼり大係留”など、イベントが目白押しです。など、イベントが目白押しです。

4 月 29 日（金・祝）4 月 29 日（金・祝）
　　　〜5 月 5 日（木・祝）　　　〜5 月 5 日（木・祝）

5 月 5 日（木・祝）5 月 5 日（木・祝）

進 化進 化
第第11弾弾
進 化
第1弾

進 化進 化
第第２２弾弾
進 化
第２弾

お子さま連れ家族にやさしお子さま連れ家族にやさしいい・・楽し楽しいい！！
大好評『ファミリールーム』大好評『ファミリールーム』

家族で挑戦できる新アトラクション家族で挑戦できる新アトラクション
『eneｰ1（エネワン）』その魅力とは？『eneｰ1（エネワン）』その魅力とは？

5ページ　　へ

4ページ　　へ

5ページ　　へ

　みんなで協力することにより、たまるエネルギーを効率良
く使い、走行距離を競う新アトラクション「エネワン」。のり
ものの操作を楽しみながら、資源の大切さを実感できます。

　小さなお子さま連れのファミリーにも、鈴鹿サーキットを
ゆっくり楽しんでいただくために、ご用意したお部屋『ファ
ミリールーム』が、今年 2 月に登場しました！
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GWGW
EVENT
EVENT

11

GW
EVENT

2

※イラストはイメージです。

モビリティのテーマパーク
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働くクルマ勢ぞろい！働くクルマ勢ぞろい！

※写真はすべてイメージです。　※写真は出展車両の一部です。　※車両は、日程により異なります。
※都合により車両が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

その他展示車両その他展示車両

体験！学んで！見て！

GW の鈴鹿サーキットに

●キャタピラージャパン株式会社
●キャタピラーウエストジャパン株式会社
●株式会社アクティオ
●中京スイーパー株式会社
●兼松エンジニアリング株式会社
●ニルフィスクアドバンス株式会社

●西尾レントオール株式会社
●株式会社ミック
●株式会社サカタ
●ヤマト運輸株式会社
●東日本三菱農機販売株式会社
●コマツリフト株式会社

●hacomo 株式会社
●松阪飯南森林組合
●ダイキン HVAC ソリューション
　東海株式会社
●株式会社トーエネック
●日本梱包運輸倉庫株式会社

●中日本高速道路株式会社
●三重石商事株式会社
●学校法人ひかり学園

■協力会社・団体・法人 ( 順不同 )　※3 月 22 日現在

子どもたちに人気の“働くクルマ”が勢ぞろい！子どもたちに人気の“働くクルマ”が勢ぞろい！
見て！学んで！体験！しよう !!見て！学んで！体験！しよう !!
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ブルドーザがブルドーザが
ダンボールオブジェダンボールオブジェ
となって登場！となって登場！
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見て！見て！
学んで！学んで！
体験！体験！

しちゃおう！しちゃおう！

ショベルカーや巨大クレーンなど働くクルマ30 台以上が大集合！

ハイウェイパトロールカーハイウェイパトロールカー

ぴちょんくん号ぴちょんくん号

アニマルバスアニマルバス

ハイブリッド宅配トラックハイブリッド宅配トラック

バッテリーフォークリフトバッテリーフォークリフト

MO-Ton（モートン）ラッシュアワーMO-Ton（モートン）ラッシュアワー

ミニホイールローダミニホイールローダ

大型クレーン大型クレーン

フォーミュラ Enjoyフォーミュラ Enjoy

超強力吸引車 ネオモービル超強力吸引車 ネオモービル

道路維持作業車道路維持作業車

●リフト車　●キャリアトレーラー
●ミニ油圧ショベル　●カニクレーン
●キャリアダンプ
●スイーパースクライバー
●電動宅配自転車　●宅配 3 輪車
●田植え機　●トラクター
●minion（ミニオン）　●コンバイン
●ハイライダー
●タンクローリー
　など

●会場：GP スクエア会場：GP スクエア
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働くクルマに体験搭乗！働くクルマに体験搭乗！ 働くクルマと記念撮影！働くクルマと記念撮影！

働くクルマのデモンストレーション働くクルマのデモンストレーション

●ミニホイールローダ

●ミニ油圧ショベル

●超強力吸引車  ネオモービル

●スイーパースクライバー

●大型クレーン

●ハイウェイ・パトロールカー

●リフト車

●ミニホイールローダ

●ミニ油圧ショベル

●キャリアダンプ

●スイーパースクライバー

●バッテリーフォークリフト

●電動宅配自転車

●宅配３輪車

●ぴちょんくん号

●ハイライダー

●アニマルバス

●ダンボールオブジェ

　（ブルドーザ）

体験搭乗・記念撮影ができる車体験搭乗・記念撮影ができる車両両（予定）（予定）

※写真はすべてイメージです。　※車両は、日程により異なります。　※都合により車両が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

　なりきりコスチューム体験できる車両もある
よ。憧れの働くクルマに乗ったら、記念撮影し
てみよう！

　みんなの街で大活躍の働くクルマに体験
搭乗。運転席やそこから見える景色を体感
しよう！

　あなたの家の「コイのぼり」大募集！ご寄付いただいたコイのぼりや、
12mのジャンボコイのぼりを、巨大クレーンを使って大係留！
　ご寄付いただいた方にはオープニングイベントにご招待します。一緒にコ
イのぼりを係留しよう！

12mのジャンボコイのぼりにペイントしよう！　ペイントされたジャンボコイのぼりは「およげコイのぼり大係留 !!」に登場。

■オープニングイベント：4月 29 日（金・祝）　※雨天時は翌日に順延。

■募集期間：4月 10 日（日）必着
■応募方法：鈴鹿サーキットHPにて申し込み用紙をダウンロードして、
　　　　　　こいのぼりと一緒に送付ください。

■時間：9:00〜12:00　※雨天時は翌日に順延　　■参加対象：小学生以下のお子さま

　働くクルマが動く様子を間近
で体感しよう！ショベルカーに
よる「書道パフォーマンス」や
「ホイールローダと綱引き」な
ど、普段見ることができないデ
モンストレーションは必見！
　その他「子ども交通安全教室」
など、楽しみながら学べるイベ
ントも開催。

およげコイのぼり大係留 !!およげコイのぼり大係留 !!

デモンストレーションデモンストレーション
車車両両（予定）（予定）

12m のジャンボコイのぼりにペイントしよう！12m のジャンボコイのぼりにペイントしよう！

詳しくは鈴鹿サーキットHPをご覧ください。
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鈴鹿サーキット上空を浮遊！『およげコイのぼり』鈴鹿サーキット上空を浮遊！『およげコイのぼり』

※イラストはイメージです。
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※記念撮影のみの車両もございます。
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タカラトミーアイテムを体感せよ！タカラトミーアイテムを体感せよ！
今年も鈴鹿でベイブレー
ド、デュエル・マスターズ、
ビーダマン、GX（ギガテ
ン）、ナーフなどの大人気
アイテムを体感せよ。

タカラトミー

今 年 も ウ ノ と ホ ッ ト
ウ ィ ー ル が 登 場！
2011 年 UNO は 40 周
年！小・中学生対象の

「全 国 UNO 大 会」予
選 大 会 を 開 催！ま た
ホットウィールはドッ
キドキの「ダウンヒル
レース大会」を開催！

2011 Mattel, Inc. El Segundo CA 90245. All Rights Reseved. 

40 周年の「ウノ」＆最速ミニカー40 周年の「ウノ」＆最速ミニカー
「ホットウィール」登場！「ホットウィール」登場！

マテル・インターナショナル

5
5
Thu

●会場：国際レーシングコース会場：国際レーシングコース

最新ホビーが大集合最新ホビーが大集合
『コロコロ HOBBY GP in SUZUKA』開催！『コロコロ HOBBY GP in SUZUKA』開催！
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5 月 5 日限5 月 5 日限定定！！！以下のアイテム持参で入園無料に！！以下のアイテム持参で入園無料に！
タミヤ

ショウワノート

タカラトミー

爆丸

バンダイ

マテル・インターナショナル

レゴジャパン

レベルファイブ

コロコロコミック

ジャポニカ学習帳（種類は問わず）

ミニ四駆

爆丸

ハイパーヨーヨー本体全般、ボン・ビー太 ビー銭

ホットウィールミニカー / ウノカードゲーム

イナズマイレブン 3 世界への挑戦！！スパーク / ボンバー / ジ・オーガのソフト

コロコロコミック 5 月号 / 別冊コロコロコミック 6 月号 / コロコロイチバン 5 月号

１１

22

33

44

55

66

77

88

99

　大人気の「コロコロ ホビー GP」が今年も鈴鹿サーキット 
国際レーシングコースにやってくる！最新ホビーで一日遊べ
るのはもちろんのこと、コロコロコミックの人気まんが家に
よるサイン会も開催！

「文具くじ」では、人気のコロコロキャラクター
グッズが当たる！また、イベント限定の下敷き、
モノホンケシカスくんを販売！

文具くじ＆限定グッズ販売文具くじ＆限定グッズ販売

ショウワノート

村瀬範行／小学館・ShoPro・TVTOKYO

ミニ四駆ゴールデンウィークミニ四駆ゴールデンウィーク
ＧＰ2011 鈴鹿大会ＧＰ2011 鈴鹿大会
ミニ四駆の公認競技会「ゴールデンウィーク
ＧＰ」を開催！中学生以下のジュニアクラス、
年齢制限なしのオープンクラス、スーパー X/XX
シャーシ限定クラスの 3 部門を開催。

タミヤ

ＴＡＭＩＹＡ

爆丸バトルツアー 2011 春爆丸バトルツアー 2011 春
in SUZUKAin SUZUKA
爆丸バトルのルールや遊び方を教えてくれる

「ティーチングコーナー」や上級者の為の「フリー
バトルコーナー」、
さらには「爆丸バ
トルトーナメント
大会」なども実施！

爆丸

SEGA TOYS/SPIN MASTER/BAKUGAN
3 PROJECT・テレビ東京

TV アニメやマンガでもおなじみ、発売を間近に
控えたプラモクラフト RPG「ダンボール戦機」
の試遊体験を実施！小さなロボット LBX を操り、
迫力のバトルを楽
しもう。

発売間発売間近近！プラモクラフト RPG！プラモクラフト RPG
「ダンボール戦機「ダンボール戦機」」の試遊体験！の試遊体験！

レベルファイブ

LEVEL-5 Inc.

●ハイパーヨーヨーはスピ
ナーズカップで技（トリック）
を見せろ！
●人気のボン・ビー太のビー
銭は無限の遊び方があるぞ！
●ダンボール戦機は最新 LBX
プラモデルと、カードゲーム
の情報をゲットしよう！

ハイパーヨーヨーのスピナーズカップ＆ハイパーヨーヨーのスピナーズカップ＆
人気のビー銭やダンボール戦機もあるよ！人気のビー銭やダンボール戦機もあるよ！

バンダイ

BANDAI 2010

レゴジャパン

初心者でも参加できる
レゴ　ニンジャゴース
ピナー体験会を実施す
るぞ！レゴ　ニンジャ
ゴー スピナーを持って
いる子はフリースペー
スで友達と対戦だ！ス
ピン術をマスターして
最強のニンジャゴーマ
スターを目指せ！

レゴ レゴ RR ニンジャゴー スピナーニンジャゴー スピナー
体験会体験会

2011 The LEGO Group.

コロコロコミック

コロコロコミックで大人気連載中のまんが家先
生のサイン会や、編集部によるクイズ大会など、
注目企画が目白押し！

コロコロ好きはみんな集まれ！コロコロ好きはみんな集まれ！

ベイブレード / デュエル・マスターズ / ビーダマン / GX（ギガテン）/ ナーフ 各タカラトミーより発売の関連商品

レゴ R  ニンジャゴー スピナー関連商品

※都合によりイベント中止または変更となる場合がございます。予めご了承ください。

Takafumi Adachi, MFBBProjact, TV Tokyo　　 TOMY
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　部屋の中にはキャラクター「コチラ」のシルエットがいくつ
も隠されています。それを家族で協力し、探し出すゲームが「視
覚探索ゲーム・コチラを探せ」。探した数をフロントに申告し、
正解すると園内で使用できる「プッチコイン」をプレゼント。

安心・安全・快適への徹底したこだわり

ヘッドボードには
「コチラ」の大きな
シルエット！
ほかにも、
いろんなところに
隠れているんだ！

ローベッドだから
高すぎず、安心！ 靴を脱いでくつろげる

清潔なクッションフロア。
裸足でも安心＆ソフト！

ポットの備品などは
お子さまの手の
届きにくい 130 ㎝の高さに！

ウキウキしちゃう！！
部屋のインテリアは
印象的な赤×白で統一

パネルの中にも「コチラ」が
隠れているよ！
パネルのイラストは 2タイプ。
部屋によって違うよ！

家族で“協力して遊ぶ”しかけもある！
「視覚探索ゲーム・コチラを探せ」

「ウェルカムベビーのお宿」「ウェルカムベビーのお宿」
に愛に愛知知・・岐岐阜阜・・三重で唯一認定されました！三重で唯一認定されました！

ウェルカムベビーのお宿とは、「ミキハウス
子育て総研株式会社」が定める設備やサービスに
関する認定基準を満たした施設です。

【安心設備・備品】●加湿空気清浄機●コンセントカバー●給湯口や

けど防止カバー●ベビーチェア●おねしょマット●窓には２重ロック
●お子さま用ハンガー●お子さま用ドアスコープ●お子さま用便座

【無料サービス】●キッズパジャマ貸出（3 歳〜未就学児）●哺乳瓶の

煮沸消毒サービス●ベビーバス・湯温計の貸出●ミルク用ポット貸出
●絵本の貸出

【充実アメニティ】●タオルは通常の２倍の枚数●無添加ベビー

ソープ・シャンプー●オムツ袋●コチラのコップ・歯ブラシ（コップ・
歯ブラシは、園内ショップでも未販売のオリジナル。お持ち帰りい
ただけます）

　「子どもにとっては夢いっぱい、それを見守る大人は安心してゆったりできる、そんなお部屋があったらいいのにね…」小さなお子さ

ま連れファミリーの声をもとに、さまざまな角度から“安心・安全・快適”、さらに“楽しさ”を徹底追求してつくりあげたお部屋、そ

れがフラワーガーデンホテル『ファミリールーム』です。

　安心の設備のほか、無料サービス、アメニティも完備。また、「視覚探索ゲーム・コチラを探せ」など、部屋遊びの工夫も随所に取り入れ“お

泊まり”の楽しさをさらに演出いたします。“みんなで笑いあったね！”そんな思い出づくりができる部屋を、皆様にご提供いたします。

エコを意識した
流線型の新フォルム

家族で協力して完走に挑戦する
「エネワン」。
アクセルをコントロールする
中央のドライバーはもちろん、
左右のサポーターにも
エネルギーをコントロールする
大切な役割が！

池、山を囲む全長 400 メートルの
チャレンジコースは、アップダウンなどの
変化に富んで、ワクワク度倍増！

最終コーナーの 4ステージ目は
エネルギーが足りないと、
競技終了してしまうよ！　思わず、ドキドキ！

　3 月 5 日（土）に登場した、新アトラクショ
ン「エネワン」。その魅力は、限られたエ
ネルギーの大切さを感じながら、みんなで
協力して完走を目指せる、という部分。
　ドライバーは、無駄なエネルギーを使わ
ないようアクセルワークに注意しながら走
行！しかしアクセルコントロールだけでは
完走できず、完走するためにはサポーター

（1 名もしくは 2 名）の協力が必要です。
左右につけられたエネルギーチャージャー
とエネルギースターターを使うことで、使
用するエネルギー量を調節できる仕組みに
なっています。夢中になって遊ぶうちに気
づくのは、エネルギーの大切さや、その使
い方。遊びを通して環境を意識していただ
けることが大きな特長です。
　400m のチャレンジコースは、①ヒルク
ライム（上り坂）、②ダウンヒル（下り坂）、
③キャメルバックストレート（アップダウ
ン）、④最終コーナーの 4 ステージ。370ｍ
以 上 走 る と「エ ネ ワ ン ラ イ セ ン ス 銀」、
400ｍを完走すると「エネワンライセンス
金」が発行され、競う楽しさをさらに体感
していただけます。 

お子さま連れ家族にやさしお子さま連れ家族にやさしいい・・楽し楽しいい！！
大好評『ファミリールーム』大好評『ファミリールーム』

進 化進 化
第第11弾弾
進 化
第1弾

家族で挑戦できる新アトラクション『eneｰ1（エネワン）』家族で挑戦できる新アトラクション『eneｰ1（エネワン）』
その魅力とは？その魅力とは？

進 化進 化
第第２２弾弾
進 化
第２弾
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※写真はイメージです。

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

4,200円 3,200円モートピアパスポート（入園＋のりもの乗り放題）

ゆうえんち入園料 600円

2,000円

料　　　金

営 業 時 間

Eco なクルマとミニカーたち
　世界大戦後、世の中では航空機の余剰部品をリサイクルして簡易
的な乗りものが作り出されました。物資の乏しい中、シンプルな作
りで軽量かつ低燃費な乗りものは、庶民の足として活用され、産業
界にも活気を与える経済復興の原動力となりました。
　今回の展示「Ecoなクルマとミニカーたち」では、Ecoレースに
挑戦した車両をご覧いただくと共に半世紀以上前に登場した経済的
でかわいい乗りものが持つ魅力をご紹介いたします。

　デモンストレーションを見たり、
体験搭乗した働くクルマのミニ
カーをゲットしよう！
　また働くクルマのダンボール
キットも登場！

8/16（火）

まで開催中 !!

■場所：国際レーシングコース ピットビル 2F　
■時間：11：00〜16：00　※土日祝は延長する場合がございます。

■料金：ゆうえんち入園料でご覧いただけます。
               ※レース開催日は入園券ではご入場いただけません。

　2011 年さらなる活躍が期待される、F１ドライバー小林可夢
偉選手の特別企画展を開催いたします。やんちゃ少年だった尼
崎の幼少時代から、F１ドライバーになるまでを写真展示を中
心にご紹介いたします。　

〜尼崎のやんちゃ少年が
　　　　F１ドライバーになるまで〜

可夢偉伝

■協力：三和本通商店街（尼崎市）、鈴鹿市

特別企画

働くオトコの力飯！
この春イチオシの３店舗から力強いメニューに注目！

働くクルマのミニカーや
ダンボールキットに注目！

わらじカツカリー 厚切りトロチャーシュー麺ステーキ・ディッシュ

顔よりビッグなわらじカツ
と、野菜の甘み、牛すじの
コクが広がるカリー。

US 肩ロースをワイルドに
食せ！

■価格：850 円
■場所：アドベンカリー

■価格：1,000 円
■場所：アドベンチャーグリル

■価格：900 円
■場所：アドベンチャイナ

GW
EVENT

1

FOOD

NEWS
GW

EVENT

1

GOODS

NEWS

※4 月 29 日（金・祝）から販売。
▲働くクルマの
　ミニカー 働くクルマの

ダンボールキット

3月

10：00 〜 17：00

9：30 〜 19：00

9：30 〜 18：00

9：30 〜 18：00

10：00 〜 17：00

9：00 〜 20：00

9：30 〜 19：00

10：00 〜 17：00

9：00 〜 20：00

9：00 〜 19：00

9：30 〜 19：00

1日〜4日、7日〜11日、14日〜18日

5日・6日、12日・13日、22日〜25日、28〜31日

19日〜21日、26日・27日

6日〜8日、11日〜15日、18日〜22日、25日〜28日

1日・4日・5日

2日・3日・9日・10日・16日・17日・23日・24日

6日・9日〜13日、16日〜20日、23日〜27日、30日・31日

7日・8日・14日・15日・21日・22日・28日・29日

2日

29日・30日

4月

5月

2011年

1日、3日〜5日

麺の味とコシ、チャーシュー
の旨みととろける食感に、
とことんこだわった一品。


