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モビリティのテーマパーク 鈴鹿サーキット 春のイベント、新アトラクション情報 

 

「コチラ＆チララ できた！春フェスタ」 
２０１６年３月５日（土）～５月３１日（火）開催！ 

 
 

モビリティのテーマパーク鈴鹿サーキットは、2016年3月5日（土）～5月31日（火）の日程で、チャレンジして成長を

コンセプトに、「コチラ＆チララ できた！春フェスタ」を開催いたします。期間中には鈴鹿サーキットの春を体感いた

だける様々なイベントを開催。また、ゴールデンウィークは「コロコロHOBBYフェスタ」「Bike!Bike!Bike!」「スーパー

カーフェスティバル」「働くクルマ大集合」など、のりものを体感できるイベントが盛りだくさん。さらには、5月21日

（土）・22日（日）に、「STRIDER-1 SUZUKA GP 2016～春～」を開催いたします。 

3月19日（土）には、鈴鹿サーキット国際レーシングコースを走ることができるEVアトラクション「Circuit Challenger

（サーキットチャレンジャー）」が登場。鈴鹿サーキットはこれまで以上に「操る喜び」を感じ、遊びを通して達成感を

感じることのできる「モビリティのテーマパーク」へと進化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＥＮＵ 

「コチラ＆チララ できた！春フェスタ」 P.2 

Ｃｉｒｃｕｉｔ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ（サーキットチャレンジャー） P.3 

春の新作グッズ・限定フード P.4 

ゴールデンウィークスペシャル「ピピラののりもの天国！」 P.5 

関連イベント P.6 

ＳＴＲＩＤＥＲ-１ ＳＵＺＵＫＡ ＧＰ ２０１６～春～ P.7 
 
  

2016年1月22日 

株式会社モビリティランド 

鈴鹿サーキット 

※写真はイメージです 
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ライセンスカード取得で、ウィナーズ ペーパーバイザーをゲット！ 
【３月５日（土）～５月３１日（火） 毎日開催】 

期間中、新規ライセンスカードを発行された方に、チャレンジ

精神を称えるウィナーズ ペーパーバイザーをプレゼント。

ペーパーバイザーは重ねてかぶることができ、その重ねた数は

成長の証となります。 
 

■対 象 者：期間中のライセンスカード発行者、 

期間中のイベント「ウィナーズ パーティー」参加者、 

または「コチラファミリーと一緒にダンシングタイム！」参加者 

■料 金：無料 

■配布場所：ピピラのモトフィールド内ライセンスセンター、コチラのプッチタウン内メンキョセンター、 

およびウィナーズ パーティー会場 

 

ライセンスカード取得記念  

コチラレーシングプレゼンツ「ウィナーズ パーティー」 
【３月５日（土）～５月２９日（日） 土・日・祝に開催】 
新たにライセンスカードを取得されたお子さまを、鈴鹿

サーキットのキャラクター「コチラファミリー」がお祝いす

るパーティーを開催します。パーティーの途中ではダン

スチャレンジがおこなわれ、うまく踊れたらバイザーをプ

レゼントいたします。 
 

■時 間：13:30〜 

■対象者：新たにライセンスカードを取得されたお子さま 

■料 金：無料 

■場 所：プッチタウンストア前 

（ゴールデンウィーク期間中は、GPスクエアで開催） 

 

 

 

 

 

 

 

コチラファミリーと一緒にダンシングタイム！ 
【３月５日（土）～５月３１日（火） 平日に開催】 
※4月4日（月）を除く 

鈴鹿サーキットのキャラクター「コチラファミリー」と

一緒にダンスを踊り、みんなで楽しむイベントを開催

します。うまく踊れたり、コチラファミリーの名前を答え

られたお子さまには、バイザーをプレゼントいたしま

す。 
 

■時 間：13:30〜 

■対象者：就学前のお子さま 

■料 金：無料 

■場 所：プッチタウンストア前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

春はチララとピピラの誕生日。より多くのお友達が参加しやすいよう、2016年はチララとピピラの誕生日 

イベントの開催日数を増やし、誕生会を開催いたします。 
 

チララちゃんのラブリーバースデー 
【３月５日（土）～４月３日（日） 土・日・祝、および４月４日（月）に開催】 
 

ピピラのハッピーバースデー！ 
【４月９日（土）～５月５日（木・祝） 土・日・祝に開催】 

 

■時間：15：30〜 

■料金：無料 

■場所：モビステージ 

「コチラ&チララ できた！春フェスタ」 

コチラファミリー 

チララ 

4月4日生まれ 

イベント参加者用 

 

※写真はイメージです 

 

ピピラ 

5月5日生まれ 

ライセンスカード発行者用 

 

積み重ねイメージ 
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世界初！※1 Ｆ１開催コースを走るＥＶアトラクション

「Ｃｉｒｃｕｉｔ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ（サーキットチャレンジャー）」 
３月１９日（土）登場！ ※1：当社調べ 
 

2016年3月19日(土)、F1日本グランプリを

開催する国際レーシングコースを舞台に、

先端技術を搭載したEVマシンを操り、その

運転テクニックが様々な視点から解析され

た「走行結果」を残すことのできる新感覚の

アトラクション「Circuit Challenger（サーキット

チャレンジャー）」をオープンいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

操作方法 

アクセルは右手で操作 
ハンドル右奥の青いレバーを握り

加速。 
 

 

ブレーキは左手で操作 
ブレーキはハンドル左奥の赤い

レバー。 
 

 

シフトチェンジは左手の指で 
ハンドル左についているボタンで、

シフトチェンジ。 
 

 
 

 

４つのミッション 
①ハンドリング スタート前にマシンを素早く左右に動かして、タイヤを温めます。 

②シグナルスタート グリッドに完全に停止し、目の前のスタートシグナルに合わせてタイミングよくスタートします。 

③シフトアップ 音とランプのタイミングに合わせてベストなタイミングでシフトアップします。 

④アクセルコントロール アクセルをいっぱいに引き、マックスパワーでタイムアップを図ります。 
 

走行後には走行データを記録した

結果表を発行 

 サーキットチャレンジャーをより楽しめる 

スマートフォン用アプリが登場！ 
マシンにセットした記録

カードをデータ読取機に挿

入すると、4つのミッション

に対するスコアやラップタ

イムなどのデータを見るこ

とができ、このデータは

結果表として出力され、

持ち帰ることができま

す。 

 サーキットチャレンジャーをより楽しめる

機能を搭載した、鈴鹿サーキットのスマー

トフォン用公式アプリが登場！リザルト

データについているQRコードを読み込

めば「過去の挑戦の記録」、「より高得

点を狙うための攻略情報」、そして「ラン

キング表示」などを見ることができます。 
 

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 

※画像は開発中のものです。 実際の仕様とは異なる場合がございます。 

サーキットチャレンジャー 

■オープン日：2016年3月19日（土） 

■走行コース：国際レーシングコース（東コース：2.243km） 1周 

■最高速度：30km/h 

■乗車定員：最大3名（大人2名＋幼児1名）まで同乗可能 
※1名乗車：小学5年生〜運転可能 

※2名乗車：2歳～小学4年生は、中学生以上の同伴が必要（運転は小学3年生以上） 

※3名乗車：運転席/小学3年生以上、助手席前方/2歳～未就学児、助手席後方/

中学生以上 
 

■チケット販売場所： メインゲートチケット売場、園内時計台下のりもの券

売場、グランドスタンド券売所、他 
※チケット販売場所は、営業日により異なります 
 

■料金：1,500円 ※モートピアパスポートではご乗車いただけません 
 

※営業日・時間は、鈴鹿サーキットホームページにてご確認ください。 

※国際レーシングコース走行スケジュールの都合上、営業を行わない日程がござ

いますので、予めご了承ください。 

※内容は予告なく変更になる場合がございます。また、雨天時は営業を中止とさせ

ていただく場合がございます。 
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春の新作グッズ 

サーキットチャレンジャー オープンを記念したオリジナルグッズや、春の新作グッズをご用意いたします。 

サーキットチャレンジャー 

Ｔシャツ 
【2,800円】 

 

 

 

 

 

 

 

 

サーキットチャレンジャー 

キャップ 
【2,800円】 

サーキットチャレンジャー 

ピンズ 
【450円】 

ミニコチラ・チララ 

ポシェット 
【各1,800円】 

 

 

 

 

春の限定フード情報 
４辛シフト！オイルブラックカリー 
■販売店舗：アドベンカリー 【900円】 
 

サーキットチャレンジャーの４

速シフトのように、辛さを４段

階でチェンジできるブラックカ

リーです。 

 

ママのエビフライオムライス 
■販売店舗：プッチタウンキッチン 【1,250円】 
 

大きなエビフライを載せたオ

ムライスはとても豪華な一品

です。あっさりとしたトマトソース

と一緒にお召し上がりください。 

あさりラーメン 
■販売店舗：アドベンチャイナ 【800円】 
 

あさりの旨味が効いた春に

ピッタリのラーメン。スープま

で美味しいこの春イチオシの

メニューです。 

 

ジャングルバーガー 
■販売店舗：アドベンチャーグリル 【1,200円】 
 

お皿の上に盛り付けられたハン

バーガーはまるでジャングル。

豪快に盛り付けたハンバー

ガーを一度ご賞味ください。 

 

 

 

  

春のグッズ・限定フード 
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４月２９日（金・祝）～５月５日（木・祝） 
4月29日（金・祝）～5月5日（木・祝）の期間、「ピピラののりもの天国！」と題して、スーパーカーやF1マシン、働くク

ルマの迫力を感じたり、実際に乗ることのできるイベントを開催します。さらにはみんなの冒険プール「アクア・アドベ

ンチャー」の期間限定無料開放など、ゴールデンウィークの鈴鹿サーキットを満喫できる様々なイベントを開催いたし

ます。 
 

 

【４月２９日（金・祝）】 

コロコロＨＯＢＢＹフェスタ ｉｎ ＳＵＺＵＫＡ ２０１６ 〜まるごと鈴鹿サーキットがもりだくさん〜 

場所：国際レーシングコース・ピット・パドック 
1996年よりゴールデンウィークのイベントとして鈴鹿サーキットで開催されてきたコロコロ

HOBBYフェスタ。今年も、F1日本グランプリの会場にもなる国際レーシングコースでのF1マシン

デモ走行をはじめ、「１/１ミニ四駆実車化プロジェクト」で製作した「エアロアバンテ」のデモ走行も

行うなど盛りだくさんの内容でお届けします。 

 

【４月３０日（土）】 ＢＩＫＥ！ＢＩＫＥ！ＢＩＫＥ！ ２０１６ 

場所：国際レーシングコース 
延べ7,000台の走行を目標とする「もっと！鈴鹿サーキットを走りつくせ！地球2周、鈴鹿サー

キット80,000kmクルージング」を中心に、多くのイベントを実施いたします。 

 

 
 

 

【５月１日（日）】 スーパーカーフェスティバル 

場所：ＧＰスクエア 
フェラーリやランボルギーニ、ガルウイング車両を中心に、世界のスーパーカーが登場。迫力の

エンジン音を感じたり、実際にお子さまが乗れたりと、憧れのスーパーカーの魅力をいっぱい感じて

いただけます。 

 

 
 

【５月３日（火・祝）～５日（木・祝）】 働くクルマ大集合 

場所：ＧＰスクエア 
2010年にスタートした、このイベントは、今年で8回目を迎えます。鈴鹿サーキットならではの働

くクルマのパフォーマンスや「なりきり搭乗体験」などをお届けします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴールデンウィークスペシャル「ピピラののりもの天国！」 

【４月２９日（金・祝）～５月１日（日）、５月３日（火・祝）〜５日（木・祝）】 

みんなの冒険プール「アクア・アドベンチャー」期間限定無料オープン 
 

ゴールデンウィークの期間、みんなの冒険プール「アクア・アドベンチャー」の一

部を無料開放いたします。また、プール内に隠されたコインを探し出し、ガチャガチャ

に挑戦する宝探しイベントも開催します。 

■時間：10:00〜15:00 

■開放エリア：アドベンチャープール、アクア・アドベンチャーベイビー、ロッカー（有料）、授乳室、 

アドベンビーチサイドショップ、バットのハングリーキッチン 

アドベンチャープール 

※写真はイメージです 

エアロアバンテ 

※イメージ 

※イメージ 

※イメージ 
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レーシングコースバックヤードツアー 
F1や8耐など、レースの舞台となる鈴鹿サーキット国際レーシングコースの裏側を

見ることができる「バックヤードツアー」。普段見ることができないピットやパドックを

はじめ、レースの進行を管理するコントロールタワーや、表彰式が行われるポディウ

ムの見学など、レースの裏側を存分に体験できる内容でお届けしています。週末や

祝日、春・夏・冬休みを中心に1日1回～3回開催されているこのツアーを、ゴールデ

ンウィーク期間中はより多くのお客様に参加していただけるよう、1日5回開催すると

ともに、春休み期間中《3月19日（土）〜4月6日（水）※3月22日（火）〜24日（木）・4月

1日（金）・3日（日）を除く》はレーシングコースに一番近い場所から、コーナーを曲が

る走行車両を間近で見学できるオプションを追加いたします。 

■開催スケジュール： 

・春 休 み 3月19日（土）〜4月6日（水） 1日3回 11:00〜 13:30〜 15:30～ 

・ゴールデンウィーク 4月29日（金・祝）〜5月2日（月） 1日3回 11:00〜 13:30〜 15:30～ 

 5月3日（火・祝）〜5月5日（木・祝） 1日5回 10:00～ 11:00～ 12:30～ 13:30～ 15:30～ 

■定 員：各回先着25名様 

■料 金：500円／1名（3歳以上共通） 

■受付場所：ゆうえんち内時計台下のりもの券売場 

■受付方法：開催当日のゲートオープンより先着順に受付 

 

コチラレーシングカップ 
「レースって何を見たら楽しめるの？」「決勝レースのスタート前は何をやってる

の？」「誰を応援したらいいの？」など、レース観戦初心者の疑問をやさしく、楽しく

教えてくれるデモンストレーションレースイベントが「コチラレーシングカップ」。マシン

がメインストレートに並び選手紹介、そしてウォームアップラップが終わるとふたたび

メインストレートのスタート位置に並び、そこからデモレースがスタート。ゴール後の

ウイニングランが終わってグランドスタンド前にマシンが戻ってきたら、トップ3名によ

る表彰式が行われます。本物のレースと同じ進行で、初めての人でも状況が分かる

ように、やさしい言葉での解説が行われます。レースを見たことがないお子さまはも

ちろんのこと、ご家族皆様で楽しめるイベントです。 

■開催日・開催クラス： 4月29日（金・祝） 2輪（鈴鹿8耐マシン）（コロコロHOBBYフェスタ併催） 

5月3日（火・祝） 2輪（ST600） 

5月4日（水・祝） 2輪（JSB1000） 

5月5日（木・祝） 2輪（ST600） 
※開催時間は決定次第ご案内いたします 

■開催場所：国際レーシングコース 東コース 

■料 金：無料 

 

レーシングコースマイカーラン 
普段はライセンスがないと走行できない鈴鹿サーキット国際レーシングコースを、

マイカーで走行できる「レーシングコースマイカーラン」。ゴールデンウィーク期間中

は5月3日（火・祝）～5日（木・祝）の3日間、合計5回開催されます。 

■開 催 日：5月3日（火・祝）、4日（水・祝）、5日（木・祝） 
※開催時間は決定次第ご案内いたします 

■開催場所：国際レーシングコース 

■申込受付：4月2日（土）MOBILITY STAITONで販売開始 
※料金は決定次第ご案内いたします 

 

関連イベント 

バックヤードツアー 

コントロールタワー見学の様子 

コチラレーシングカップの様子 

※イメージ 
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５月２１日（土）・２２日（日）に日本最大級のストライダーＧＰを開催 
 

アメリカで開発されたキッズ向けのペダルなし2輪車「STRIDER」を使った世界最年少レース「STRIDER‐1 SUZUKA GP 2016

～春～」を2日間に渡り開催します。2011年にスタートし6回目となる今年は5月21日（土）・22日（日）に開催いたします。2歳か

ら6歳のお子さまを対象に、2日間で1,000人のストライダーキッズを大募集。ゴールを目指し競い合うお子さまたちの闘志あふれ

る姿が会場を盛り上げ、家族みんなで「できた！」を体感できるイベントです。 

 

■開 催 日：5月21日（土）・22日（日） 

■開催場所：鈴鹿サーキット GPスクエア 特設会場 

■開催クラス：2歳、3歳、4歳、5・6歳（6歳は未就学児） 

■協 力：STRIDER JAPAN 

■エントリー：2月28日（日）より受付開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

［鈴鹿サーキット休業日のご案内］ 
2016年1月25日（月）～2月5日（金）の期間、設備点検のため休業とさせていただきます。 

ＳＴＲＩＤＥＲ-１ ＳＵＺＵＫＡ ＧＰ ２０１６～春～ 

※写真はイメージです 

３月１２日（土）・１３日（日）開催！ 

２０１６モータースポーツファン感謝デー 
 

 

ゆうえんちモートピアを併設している鈴鹿サーキットならではの、ファミ

リーでモータースポーツを楽しめるイベント「2016モータースポーツファン

感謝デー」を2016年3月12日(土)・13日(日)に開催いたします。 

今までレース観戦をしたことのない方にも気軽にモータースポーツに触れて

いただけるように入場無料となる特別ご招待券とゆうえんち「モートピア」

のパスポートが割引となるご優待券をご用意しております。 

2016年はイベントテーマを「対決！」とし、迫力のデモ走行やレジェンド

ドライバーのバトルはもちろん、スペシャルゲストの登場などを予定しており

ますので、どうぞご期待ください。 

 
 

 
 

 

F1マシンで対決する 

ジャン・アレジ、ジュリアーノ・アレジ親子 

特別ご招待券の提示で入場無料！ 
特別ご招待券、ご優待券はホームページより、どなたでもダウンロードいただけます。また、当日

スマートフォンでの指定画面表示でも無料でご入場いただけます。 
 

 ファン感謝デー公式ホームページ http://www.suzukacircuit.jp/msfan_s/ 


