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モビリティのテーマパーク 鈴鹿サーキット ２０１７年 冬のイベントのご案内 
 

 

コチラのキラキラウインター 

〜冬もプッチハッチ＆プッチサンタ大集合！〜 
２０１７年１１月３日（金・祝）～２０１８年１月８日（月・祝） 

 

鈴鹿サーキットは、2017年11月3日（金・祝）から2018年1月8日（月・祝）まで、鈴鹿サーキットのキャラクター

「コチラファミリー」と一緒に仮装やフォトセッションなどが楽しめるイベント「コチラのキラキラウインター 〜冬も

プッチハッチ&プッチサンタ大集合！〜」を開催します。春に登場したハチのコスチュームを着た“プッチハッチ”

と、サンタの仮装をした“プッチサンタ”の入園が無料となるキャンペーンや、鈴鹿サーキットならではの国際

レーシングコースを使った「新春サーキット・クルーズ」、レーシングコースの裏側見学とバス走行がセットに

なった「バックヤードツアー ウインタースペシャル」などのイベントを実施します。 

ご家族一緒に、冬の鈴鹿サーキットをお楽しみいただけます。 
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株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット
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プッチハッチ＆プッチサンタ 入園無料キャンペーン 
「蜂」をモチーフにしたコスチュームを身につけたお子さま「プッチハッチ」に加え、

サンタの仮装（帽子と上着）で来場される小学生以下のお子さまが、鈴鹿サーキットに

無料で入園できるキャンペーンを実施します。また、本キャンペーンの対象者を含む8名

までは、ゆうえんち「モートピア」のパスポートを割引価格でご購入いただけます。 
 

■期間 ： 11月3日（金・祝）～2018年1月8日（月・祝） 

■対象 ： プッチハッチもしくはプッチサンタの仮装をしている小学生以下のお子さま 

■条件 ： 【プッチハッチ】蜂のコスチューム（触角と羽） ／ 【プッチサンタ】サンタの帽子と上着 ※12月25日（月）まで 

■特典 ： ①鈴鹿サーキットへの入園無料 ※上記の仮装でご来場されたお子さまのみ 

  ②仮装した本人含む8名様まで、ゆうえんち「モートピア」パスポート割引 
大人（中学生以上） 通常価格：4,300円→割引価格：3,700円 ／ 幼児（3歳～未就学児） 通常価格：2,100円→割引価格：1,800円 

子ども（小学生） 通常価格：3,300円→割引価格：2,800円 ／ シニア（60歳以上） 通常価格：2,500円→割引価格：2,200円 

 

コチラファミリーのフォトセッション 
プッチハッチやプッチサンタ（サンタの帽子と上着）の仮装をして来場した小学生

以下のお子さま限定で、コチラファミリー（日によってキャラクターは異なります）と

一緒に2ショットが撮れるイベントです。仮装来場者には特別に、ゲートにてフォト

セッションの招待状がプレゼントされます。 
 

■期間 ： 【クリスマス】 11月3日（金・祝）～12月25日（月） 

  【ニューイヤー】 12月26日（火）～1月8日（月・祝） 

■時間 ： 16：00～ 

■場所 ： ゆうえんち「モートピア」内 モビステージ 
  ※招待状の受け取り場所：メインゲート、ホテルゲート 

■対象 ： プッチハッチもしくはプッチサンタの仮装をしている小学生以下のお子さま 
  ※12月26日（火）からはプッチハッチのみ 

 

プッチハッチ＆プッチサンタ集まれ！コチラファミリーのサンタスクール 

先生になったコチラファミリーが、期間限定で「クリスマススクール」を開校します。

スクールの制服“プッチハッチ”と“プッチサンタ”のコスチュームに仮装して入学す

ると、クリスマスを思う存分楽しめる特別レッスンを受けられます。 
※仮装をしていなくてもイベントには参加いただけます 

 

■期間 ： 11月3日（金・祝）～12月25日（月） 

■場所 ： ゆうえんち「モートピア」内 プッチタウンストア ウインターモニュメント前 
 

プートの誕生会 
コチラファミリーのみんなが、機械や発明が大好きなプートのために誕生会を開

催します。参加してくれたお友達全員でプートに“ハイタッチ！”をして、お誕生日を

直接お祝いする参加型のイベントです。 
 

■日程 ： 11月3日（金・祝）〜11月26日（日）の土・日、および11月23日（木・祝） 

■場所 ： ゆうえんち「モートピア」内 プッチタウンストア ウインターモニュメント前 
 

メリークリスマスカード 
ゆうえんち「モートピア」内のメンキョセンター・ライセンスセンターにて、記念カード

「メリークリスマスカード」を期間限定で作成することができます（有料：300円）。サンタ

の帽子など、衣装を用意しています。 
 

■期間 ： 11月3日（金・祝）～12月25日（月） 

■場所 ： コチラのプッチタウン内メンキョセンター 

  ピピラのモトフィールド内ライセンスセンター 

 

コチラのキラキラウインター イベント情報 

※写真・イラストはイメージです
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冬限定のフード 

 

とろ～りチーズの明太クリームうどん 【1,250円】 
場所：プッチタウンキッチン 

オリジナルの明太クリームソースにモッツァレラチーズを加え、とろ～り濃厚に

仕上げた冬限定のうどんです。 

 

濃厚チーズの具だくさん チーズフォンデュパンケーキ 【1,800円】 
場所：ぶんぶんのパンケーキやさん 

トマトやブロッコリーなど、色とりどりの野菜とチーズソースを使用した、チーズ

フォンデュのミニパンケーキです。シェアメニューとしてお楽しみいただけます。 

 

ぶんぶんのクリスマスパンケーキ 【650円】 
場所：ぶんぶんのパンケーキやさん 

三重県産小麦「伊勢の響」を使用し、1枚１枚を手焼きしたパンケーキです。いち

ごソースの帽子を被ったクリスマス限定のぶんぶんは、お子さまにおすすめで

す。 

 

とろ～りチーズの熱々鉄鍋カルボナラーメン 【900円】 
場所：アドベンチャイナ 

熱々の鉄鍋でお召し上がりいただく、ラーメンと温泉卵付きのカルボナーラをか

け合わせた、1度で2つの味を楽しめるラーメンです。 

 

冬限定のグッズ 

   

ぬいぐるみ（コチラ／チララ） 

【各2,800円】 

パタパタメモ 【450円】 えんぴつ（3本セット） 【600円】 

消しゴム（3個セット） 【600円】 

 

 

  

※写真・イラストはイメージです 

冬限定 フード＆グッズ情報 
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クリスマス限定 ホテル宿泊プラン（室数限定） 

クリスマスデコレーションルームに宿泊して、鈴鹿サーキットで楽しいクリスマスの思い出を！ 
小さなお子さま連れのご家族にも安心してご利用いただける、ウエスト館

コチラファミリールームが、今年もクリスマスデコレーションルームに大変身し

ます。今冬は、クリスマス衣装の無料レンタル特典がつき、モートピア内のイ

ベント「コチラファミリーのフォトセッション」に手軽にご参加いただけます。ご

家族みんなで楽しめる特典満載の本プランで、心温まるクリスマスをお過ご

しください。 
 

■特 典 ： ・お子さま宛（ご自宅）にコチラファミリーから『クリスマスカード』をお届け 

・パティシエと一緒に自分だけのスイーツデコレーション体験 

・お部屋にお子さま用スパークリング飲料をご用意 

・クリスマス衣装の無料レンタル 

・お子さまにクリスマスプレゼントをお届け 

・ご家族の思い出が残せるオリジナルフォトサービス 

■プラン内 容 ： 1泊2食（夕食1回・朝食1回）、モートピアパスポート１日券付き 

■販 売 日 ： 11月3日（金・祝）～12月25日（月） 
 ※12月23・24日は下記クリスマスパーティーディナー付きプランのみの 

 販売となります。スイーツデコレーション体験はございません。 

■料 金 ： 大人（中学生以上） 15,050円～／子ども（小学生） 12,377円～／ 

幼児（3歳～未就学児） 4,300円～ 
※料金は宿泊人数、宿泊日により異なります。詳細はホームページをご覧下さい。 

 
コチラファミリーと楽しむクリスマスパーティーディナー付きプラン 

～レッツショータイム！コチラファミリーといっしょにクリスマスの夜を満喫！～ 
クリスマスデコレーションルームの特典に加え、鈴鹿サー

キットのキャラクター「コチラファミリー」と一緒にクリスマス

パーティーを楽しめる宿泊プランです。旬の食材を使ったホテ

ルメイドの食事をお楽しみいただけるとともに、コチラファミ

リーと触れ合えるステージショーの開催など、クリスマス気分

を思う存分満喫いただけます。ご予約いただいたお客様の

ご自宅にコチラからパーティーへの招待状をお届けします。 
 

■期 間：12月23日（土・祝）・24日（日） 2日間限定 

■料 金：大人(中学生以上) 16,800円～／子ども(小学生) 13,272円～／幼児(3歳～未就学児) 5,050円～ 

■夕食会場：S-PLAZA内 サクラホール 
※内容については予告なく変更となる場合がございます。 

 
ＳＨＵＮクリスマスディナー ～きらめくガーデンを眺めながら特別なクリスマスを満喫～ 

ホテルガーデンのイルミネーション、センターグリルでの炎の演出、

またピアノとバイオリンによる生演奏が繰り広げられ、クリスマスを

特別な一夜へと彩ります。デザートの「クリスマスボール」では、キャ

ラメルソースをかけると中からオリジナルスイーツが登場します。 
 

■期間：12月8日（金）～12月24日（日） 
 ※生演奏は12月22日（金）〜24日（日）の3日間のみ 

■料金：11,000円コース 16,000円コース 

■場所：S-PLAZA内 エンターテイメントグリル＆バー SHUN 

  

クリスマス限定 ホテル＆レストラン情報 

クリスマスパーティー イメージ 

左写真、左からバット、ピピラ、コチラ、チララ、プート 

クリスマスディナー イメージ 

クリスマスデコレーションルーム 

イメージ 

クリスマス衣装イメージ 
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バックヤードツアー ウインタースペシャル 
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、レース観戦では見ることができないVIPスイートやレー

ス進行を管理するコントロールタワー、表彰式が行われるポディウムの見学

ができます。ウインタースペシャルでは、国際レーシングコースをバスで1周

走行し、コースの途中で撮影ができる特典つきで開催します。 
 

■日程：2017年12月23日（土・祝）～2018年1月5日（金） 

■時間：15：30～ 

■料金：1,500円/1名（3歳以上共通） 

■定員：各回先着25名様 

■受付場所：ゆうえんち内時計台下のりもの券売所 

■受付方法：開催当日のゲートオープンより先着順に受付 

 

国際レーシングコース新春サーキット・クルーズ ～鈴鹿サーキットの走り初め～ 
F1日本グランプリをはじめ、さまざまなレースを開催する鈴鹿サーキット

国際レーシングコース（フルコース）の走り初めができるイベントです。新

年からご自分の愛車やファミリーカーで、ご家族・ご友人を乗せてサーキッ

トをドライブしていただけます。 
 

■日時： 2018年 1月1日(月・祝)・2日(火) 

■台数： 各回限定84台 ※1日3回実施 

■場所： 国際レーシングコース（フルコース） 

■参加申込み： 2017年11月1日（水）10:00受付開始 

MOBILITY STATION（オンラインショップ）で販売開始 

 

鈴鹿市消防出初式 
鈴鹿サーキット国際レーシングコースにて2018年1月8日（月・祝）に 鈴

鹿市消防出初式を開催します。レーシングコースを使った出初式は全国

でも他にはなく、迫力満点です。 
 

■日程：2018年1月8日（月・祝） 

■場所：国際レーシングコース 
 ※グランドスタンドよりご観覧いただけます。 

 

第２回スズカウインターエンデューロ 
2018年1月8日（月･祝）の鈴鹿市消防局出初式終了後に、自転車レース

『スズカウインターエンデューロ』（主催：スズカウインターエンデューロ実行

委員会）を開催します。3時間のエンデューロレースで、種目はソロのみと

なります。新年の鈴鹿サーキットをロードバイクで思いっきりお楽しみいた

だけます。 
 

■日 時 ：2018年1月8日（月･祝） 13：30レーススタート（予定） 

■場 所 ：鈴鹿サーキット国際レーシングコースフルコース 

■参加可能車種 ：ロードのみ 

■参加可能年齢 ：中学生以上 

■主 催 ：スズカウインターエンデューロ実行委員会 

TEL ： 072-340-1693 

MAIL ： matrix-event@powertag.jp 

URL ： http://suzuka-winter-enduro.powertag.jp/ 
 

※写真はイメージです

まだまだ楽しめる 鈴鹿サーキット 冬のイベント情報 

※写真はイメージです


