
モビリティのテーマパーク 鈴鹿サーキット

夏を楽しむ新情報を大公開！

２０１７年 夏休み情報 第１弾！

2017年3月28日
株式会社 モビリティランド

鈴鹿サーキット

2017年7月1日（土）より、“みんなの冒険プール”「アクア・アドベンチャー」がオープンし、鈴鹿サーキット
の夏がスタートします。今夏は、幼児を対象にしたプール“キッズプール”が進化し、「アドベンプッチ」として
新登場します。お子さまがのりものになりきって“ごっこあそび”をしながら、隠された勇者の証“パワーリン
グ”を探す冒険にチャレンジすることができます。この「アドベンプッチ」は今春に引き続き、三重大学教育
学部教員との共同開発のもと幼児教育の観点を取り入れ、お子さまの年齢や発達に合わせて、活動の
きっかけを与える仕組みを取り入れたプールです。
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アドベンプッチ（全体イメージ）

７月１日（土）オープン！“みんなの冒険プール”「アクア・アドベンチャー」

～のりものになりきって大冒険～

Newキッズプール「アドベンプッチ」 登場！

プールと一緒に水着で遊びつくせる鈴鹿サーキット
夏の鈴鹿サーキットは水着のまま楽しめるアトラクションに加え、びしょぬれイベントを開催するなど、

キッズプールの進化によって、更にパワーアップしたプールと一緒に遊びつくせる魅力がいっぱいです。
また、ゆうえんち「モートピア」の夜間営業や、モータースポーツの演出が加わる「コチラレーシング モー

タースポーツ花火」など、夜まで楽しめる魅力も満載です。春に登場したアトラクション「ぶんぶんばち」に
加え、小さなお子さまから大人まで、家族みんなで夜まで「できた！が、いっぱい。」を体感いただけます。

アクア・アドベンチャー

どっぱ～ん！びしょぬれ！
スプラッシュパーティー

コチラレーシング
モータースポーツ花火

水着でアトラクション

※写真はイメージです

アドベンプッチ（パワーバトルスライド・ミニ イメージ）
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※写真はイメージです

７月１日（土）オープン
“みんなの冒険プール”「アクア・アドベンチャー」

７月１日（土）～９月３日（日）

のりものになりきって大冒険！
“ごっこあそび”が楽しめるキッズプール
「アドベンプッチ」が新登場！

“みんなの冒険プール”「アクア・アドベンチャー」に、お子さまが
のりものになりきって“ごっこあそび”が楽しめるキッズプール「ア
ドベンプッチ」が新登場します。このエリアには、幼児が主体的・
自発的に楽しめる仕組みがあり、最大水深20㎝の「ビーチロード
プール」では、水中の道を突き進みながら勇者の証“パワーリン
グ”を探す冒険をお楽しみいただけます。また、お子さま向けスラ
イダー「パワーバトルスライド・ミニ」では、全長9mのコースをシグ
ナルスタートを合図にお友達同士で競争することができます。さら
に、水深30㎝の「キッズアイランドプール」では、橋の架かった島
の頂上“キッズアイランド”（高さ80㎝・傾斜30度）から全方向へ滑
り降りることができます。

“みんなの冒険プール”「アクア・アドベンチャー」

「冒険・発見・体験」にチャレンジでき、家族や仲間と「できた！が、いっぱい。」を体感できる「アクア・アド
ベンチャー」には、5種類のプールと2種類のスライダーがあります。日本初！※の“波の上のアスレチック
プールエリア”「アドベンチャーウェーブ」をはじめ、自然の地形を活かした“山・川・滝”などの水遊びアイテ
ムがある「アドベンチャープール」、未就園児のプールデビューに最適な「アクア・アドベンチャーベイビー」
など、家族みんなで冒険にチャレンジできるプールです。（※鈴鹿サーキット調べ）

【安心ポイント】

小さなお子さまと一緒でも家族で安心してご利用いただけます。
・「アクア・アドベンチャー」内のプールではろ過設備を24時間運転し、
規定の6倍のろ過ターンで衛生管理を徹底
・水深15ｃｍのベビープールあり ・授乳室あり
・ベビーカー置き場あり ・水遊び用おむつで遊泳可能
・使用する水は鈴鹿山系の天然水

アドベンチャープール アドベンチャーウェーブ アドベンチャーリバー＆アドベンチャーアイランド

アクア・アドベンチャーベイビー
（キッズ流水プール＆ベイビープール）

アドベンプッチ（全体イメージ）
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暑さを吹き飛ばす！夏のイベント情報
７月１日（土）～８月３１日（木）

コチラファミリーの「アクアマウンテン どっぱ～ん！びしょぬれ！スプラッシュパーティー」

アクア・アドベンチャー内の「アクアマウンテン」にて、びしょぬれ放水で夏の暑さを吹き飛ばすイベント「ス
プラッシュパーティー」を開催。今年は音楽とダンスに加え、“どっぱ～んウォーターキャノン”が登場。家族
みんなでびしょぬれになって、夏の暑さを吹き飛ばすイベントです。

■期 間 ： 7月1日（土）～8月31日（木）
※7月29日（土）、30日（日）、8月11日（金・祝）～14日（月）、

26日（土）、27日（日）を除く
■時 間 ： 13：10～13：30
■料 金 ： 無料（別途プール入園料が必要です）
■場 所 ： ゆうえんち「アクア・アドベンチャー」内 アクアマウンテン

水着で飛び出せ！どっぱ～ん！びしょぬれタイム！

“バットのいたずらウォーターキャノン砲”を使い、アトラクションに向かって水を一斉放水します。時間限
定で水が大量放水されるので、勢いよく放たれる水を浴びながらアトラクションにご乗車いただけます。

■期 間 ： 7月22日（土）～8月31日（木）
※7月29日（土）、30日（日）、8月11日（金・祝）～14日（月）、

26日（土）、27日（日）を除く
■料 金 ： 無料（別途のりもの利用料が必要です）
■場 所 ： ゆうえんち「モートピア」内 パラセイラー

バットのハッピーバースディ「夏男バットとサマーカーニバル」

8月は鈴鹿サーキットのキャラクター“バット”の誕生日。今年のバースディ
パーティーのテーマは“夏祭り”でお届けします。会場はお祭り広場に大変身し、
バットと一緒にダンスをお楽しみいただけます。

■期 間 ： 8月5日（土）、6日（日）、11（金・祝）～14日（月）、19日（土）、20日（日）
■時 間 ： 15：30～
■料 金 ： 無料（別途入園料が必要です）

水着でアトラクション

“みんなの冒険プール”「アクア・アドベンチャー」で遊びながら、水着のままゆうえんち「モートピア」の27
種類のアトラクションを楽しむことができます。
※モートピアパスポート、アトラクション料金は別途必要となります。
※一部、水着の上に上着・ズボンを着用いただくアトラクションがございます。

レンタルTシャツ ～Tシャツを着てゆうえんちへGo！～

水着のまま気軽にゆうえんちをお楽しみいただけるように、無料でTシャツを貸し出しします。
■場 所 ： プール券売所横
■サイズ ： キッズ、S、M、L、LL
■対 象 ： プールを利用目的に、ゆうえんち「モートピア」をご利用のお客様

※写真はイメージです

ゆうえんち「モートピア」
水着で遊びつくせ！ アトラクション・イベント情報

夏の鈴鹿サーキットを思いきり満喫いただけるよう“みんなの冒険プール”「アクア・アドベンチャー」と一
緒に、アトラクションやイベントを水着のまま楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。



らくらく鑑賞ポイント

小さなお子さまと一緒でも、ゆったり安心して花火を鑑賞いただける施設をご用意しています。
■国際レーシングコースのスタンドに座って、ゆったり鑑賞いただけます
■グランドスタンドには子どもトイレ、おむつ替えができる多目的トイレを完備
■鑑賞エリア付近にはファストフード店があり、花火を見ながら食事ができます
■スタンドの一部に「花火有料エリア指定席」を用意しています。エリア指定なので、安心して直前まで園
内で遊んでいただけます

【花火有料エリア指定席】
■料 金 ： 500円
■座席数： 1,700席
※エリア指定席の設置は、8月11日（金・祝）～14日（月）のみとなります。
※座席の指定はございません。
※エリア指定席の販売は当日のみとなります。
完売となり次第、販売終了となります。

※詳細は鈴鹿サーキット公式ウェブサイトでご案内します。

-4/6-

※写真はイメージです

コチラレーシング モータースポーツ花火

今年の花火は、鈴鹿サーキットでしか見ることのできない、モータース
ポーツと花火の演出で開催します。光り輝くバイクたちが迫力のレースを
展開する「コチラレーシングカップ」では、花火だけではなくレースの魅力も
体感いただけます。また、メインストレートを舞台にバイクとクルマが大迫
力のパフォーマンスを披露します。さらに、毎年恒例の3,500発の花火で繰
り広げられる感動の「ミュージック花火」も必見です。

■期 間 ： 8月11日（金・祝）～14日（月）、19日（土）
■時 間 ： 19：40～20：00（予定）
■発 数 ： 各日3,500発
■料 金 ： 無料（別途入園料が必要です。一部有料観覧席販売あり）
※荒天の際は内容の変更・中止となる場合がございます。



７月２７（木）～７月３０（日）
2017 FIM世界耐久選手権 最終戦
“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第40回記念大会

1978年から続く日本最大級のバイクレースで、国内外のトップライダーと
チームが一丸となって8時間を戦う耐久レースです。ゴール後には大輪の
花火が打ち上がり、感動のフィナーレを迎えます。今年は第40回記念大
会にふさわしいイベント内容をお送りします。
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７月１（土）～９月３（日）
“みんなの冒険プール“「アクア・アドベンチャー」

※特別営業として9月1日（金）～3日（日）もオープンします。
「冒険・発見・体験」にチャレンジでき、家族や仲間と「できた！がいっぱ
い。」を体感できるプールです。今年は、Ｎｅｗキッズプール「アドベンプッ
チ」が登場し、小さなお子さまが楽しめる魅力が加わります。

※写真はイメージです

鈴鹿サーキット 夏のイベント・レース情報

８月４（金）～８月５（土）
FIA Electric ＆ New Energy Championship
ソーラーカーレース鈴鹿2017

1992年の初開催来、今年で26回目となる長い歴史を持つ国際格式の
レースで、太陽電池で発電したエネルギーのみを動力源にした車両で耐
久レースを行います。一般・大学生に加え高校生や高等専門学校生など、
未来を担う若者たちが多数参戦しています。

８月６（日）
2017 Ene-1 GP SUZUKA

充電式単三電池40本を動力とし、3輪以上の車両を自作し参加する
「KV-40」と、自転車をベースとした「KV-BIKE」が開催されます。“ものづく
り”と“エネルギーマネジメント”で、未来を担う若者たちが挑戦しています。

８月２６（土）～８月２７日（日）
2017 AUTOBACS SUPER GT Round6
第46回インターナショナル SUZUKA 1000km

今年で46回目を迎える国内で最も古い歴史と伝統を誇るこのレースは、
SUPER GTシリーズ中最長の1000kmの距離で争われます。シリーズの一
戦として開催する“鈴鹿1000㎞”は、本年度が最後となります。
ファミリーでお楽しみいただける内容盛りだくさんでお送りします。
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鈴鹿サーキット モートピア料金

鈴鹿サーキットでは夏の期間中、朝から夜まで一日中お楽しみいただける、様々なチケットをご用意して
います。プールとアトラクションを一緒に楽しめる、この期間限定のお得なパスポートも登場します。

鈴鹿サーキット料金情報

※プール券、サマーパスポートは7月1日（土）よりご利用いただけます。
※パスポートでアドバンスカート、プートののりもの研究所はご利用いただけません。（割引にてご利用いただけます）
※パスポートはサーキットチャレンジャー、ロッカーにはご利用いただけません。
※シニアは60歳以上の方に限ります。証明証（免許証）などをご提示ください。
※年間パスポートは、購入日から翌年の購入月末日まで有効となります。

レース観戦料金
※料金の詳細は鈴鹿サーキット公式ウェブサイトをご覧ください

２０１７ FIM世界耐久選手権 最終戦 “コカ・コーラ”鈴鹿８時間耐久ロードレース
第４０回記念大会 【７月２７日（木）～３０日（日）】 ＜５月１４日（日）チケット販売開始＞

■8ｔａｉ! 子どもと一緒に！キャンペーン
8耐観戦券をお持ちの大人の方と一緒に来場すると、お子さま（3歳～高校生）は5名まで無料

■高校生まで対象拡大！もっと8tai！ヤング割 0円 キャンペーン
事前申し込みの「16歳～22歳（決勝当日の年齢）」の全員を「入場＋A・B・Qエリア」に無料でご招待

■前売観戦券でゆうえんち「モートピア」も楽しめる！
前売観戦券（大人）はゆうえんちモートピアパスポート付き（期間中いずれか1日）

大人 中・高生 小学生
幼児

（3歳～未就学児）

5,700円
モートピアパスポート付き
※期間中1日利用可

1,700円 （当日入園券800円） （当日入園券600円）

前売観戦券
※レース期間中有効

大人
（中学生以上）

子ども
（小学生）

幼児
（3歳～未就学児）

シニア
（60歳以上）

1,700円 800円 600円 1,700円

4,300円 3,300円 2,100円 2,500円

2,900円 2,000円 1,400円 2,900円

5,400円 4,100円 2,700円 3,600円

入園＋モートピアパスポート 14,200円 10,800円 6,900円 7,500円

入園＋モートピアパスポート
＋夏限定：プール入場

18,000円 13,800円 9,000円 9,600円
年間パスポート

モートピアパスポート（入園＋のりもの乗り放題）

入園券

プール券（入園＋プール入場）

サマーパスポート（入園＋のりもの＋プール入場）


