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鈴鹿サーキット

鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）は2018年6月30日（土）より、水着で遊びつくせる夏のイベント「びしょぬれ！が、
いっぱい。スプラッシュサーキット」を開催します。
鈴鹿サーキットのキャラクター“バット”と一緒に、プールエリアで音楽やダンスとともに大量の水を放水するイベント「アクアマウン
テン スプラッシュパ―ティー」に加え、“びしょぬれクルー”たちがゆうえんち内のアトラクションやゲストに向かって一斉放水するイベ
ント「びしょぬれクルーのウォーターパニックタイム！」を開催し、過去最大級となる“びしょぬれ”エリアを水浸しにします。
また、“バット”の誕生日を大量の水を使用してお祝いするイベント「バットの爽快！びしょぬれカーニバル」など、親子でびしょ
ぬれになって夏の爽快感を味わえるイベントを開催します。
他にも、28種類のアトラクションが水着のまま楽しめる「水着でアトラクション」には、春に登場した世界初*のバトルコースター
「DUEL GP」も加わり、夏の鈴鹿サーキットはプールとモートピアを1日かけて水着で遊びつくせる魅力が満載です。
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※写真はイメージです

モビリティのテーマパーク 鈴鹿サーキット

２０１８年 夏休み情報 第２弾！

＊ 世界初：搭乗者が操作できる2人乗りコースター（当社調べ）

過去最大級の“びしょぬれ”エリアが登場！

水着で遊びつくせる夏のイベント開催
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６月３０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」

「冒険・発見・体験」がテーマのプール「アクア・アドベンチャー」には5種類のプールエリアと、3種類のスライダーがあります。小さ
なお子さまも安心の幼児向けプールや設備があり、家族みんなで安心してお楽しみいただけます。

アドベンチャープール

自然の地形“山・川・滝”を活かしたさまざま
な水遊びアイテムがあるメインプール。勇者
の滝や沢登り、飛び出すスライダーなど、冒
険心をくすぐる仕掛けが随所にあります。

■水深：10㎝～60㎝
【とびだスライダー】
■定員：2名
■利用制限：105㎝

アドベンチャーウェーブ

“波のプール”と“アスレチック”を組み合わせた日
本初※の、波の上のアスレチックプールエリアです。

■水深：100㎝
※当社調べ

アドベンプッチ

“のりもの”や“探検家”になりきって、数々の指
令にチャレンジする冒険が楽しめるキッズプー
ルです。

アクア・アドベンチャーベイビー

プールデビューにぴったりの水深15cmのベイビー
プールと、小さなお子さま向けの流れるプールです。

【キッズ流水プール】
■水深：30㎝
■1周：48m
【ベイビープール】
■水深：15㎝

アドベンチャーリバー＆アドベンチャーアイランド

ゆったり水が流れる流水プール「アドベンチャー
リバー」と、その中央に「アドベンチャーアイラン
ド」があるプールです。

■水深：100㎝
■1周：230m

アドベンチャースライダー

仲間と協力してタイムアタックする「パワーバトルスラ
イド」と、2人で一緒に乗ってスリルを味わえる
「チューブスライド」の、2種類のスライダーがあります。

【パワーバトルスライド】
■定員：1名（各レーン）
■利用制限：120㎝
（年齢制限無し）

■高低差：8m
■コース全長：80m
【チューブスライド】
■定員：2名（各レーン）
■利用制限：120㎝
（年齢制限無し）

■高低差：10m
■コース全長：110m

プールイベント情報

コチラファミリーの「アクアマウンテン 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、びしょぬれになって夏の暑さを吹き
飛ばすイベント「スプラッシュパーティー」を開催します。
今年は、アクアマウンテンから抜け出せなくなった“バット”を助けるために、音楽やダンス
とともに大量の水を発掘します。家族みんなでびしょぬれになってお楽しみいただけます。

■期間： 6月30日（土）～7月20日（金）・9月1日（土）～9日（日）の土・日・祝
7月21日（土）～8月31日（金）

■時間： 13：00～13：30
■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

※写真はイメージです
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びしょぬれ！がいっぱい。スプラッシュサーキット
夏のイベント情報

今年の夏の鈴鹿サーキットは、プールだけではなくゆうえんち「モートピア」でも“びしょぬれ”になってを楽しめるイベントを開催し
ます。また、夏恒例の水着のままで楽しめるアトラクションやレンタルTシャツも実施します。

水着で爽快！「びしょぬれクルーのウォーターパニックタイム！」

「アドベンチャーヴィレッジ」に“びしょぬれクルー”がやってきて、アトラク
ションやゲストに向かって一斉放水するイベントを開催します。
アトラクション本来の魅力に加え、過去最大級の“びしょぬれ”による爽
快感で、夏の暑さを吹き飛ばすことのできる期間限定のイベントです。

■期間： 6月30日（土）～7月20日（金）・
9月1日（土）～9日（日）の土・日・祝、
7月21日（土）～8月31日（金）

■時間： 13：45～15：45
■料金： 無料 ※別途アトラクション利用料が必要です。
■場所： ゆうえんち｢モートピア｣内 バットのアドベンチャーヴィレッジの5機種

アドベンチャードライブ、アドベンボートフロンティア、フライングシップ、パラセイラー、ロッキーコースター

バットのハッピーバースデー「バットの爽快！びしょぬれカーニバル」

鈴鹿サーキットのキャラクター“バット”の誕生日をお祝いするサマーカー
ニバルを開催します。バットと一緒にダンスを楽しみながら、バケツや水鉄
砲を使って会場をびしょぬれにする、夏ならではのイベントです。

■期間： 8月4日（土）、5日（日）、10日（金）～14日（火）、
18日（土）、19日（日）

■時間： 16：00～16：30
■料金： 無料 ※別途入園料が必要です。
■場所： ゆうえんち「モートピア」内 パラセイラー前

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28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とプール券がセットになった、お得なサマーパスポートで夏
の鈴鹿サーキットを思い切りお楽しみください。

※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「モートピア」のアトラクションやショップをお楽しみい
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
■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
■サイズ： キッズ、S、M、L、LL

※写真はイメージです



扇子 【1,200円】
■店舗：サーキットプラザ

鈴鹿サーキット国際レーシングコースの「ヘアピンカープ」をモチーフにした扇子です。
コースアウトを防ぐための目印“縁石”や、“ブレーキ痕”なども描かれています。

フード付きタオル 【3,000円】
■店舗：サーキットプラザ

鈴鹿サーキットのロゴが入った、オリジナルのフード付きタオルです。
日差しが強い夏のレース観戦に適した一石二鳥の商品です。

コチラシルエット グラス 【850円】
■店舗：プッチタウンストア

鈴鹿サーキットのキャラクター“コチラ”のシルエットが入ったグラスです。
夏にぴったりのスケルトン仕様のデザインで、お子様におススメです。
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夏限定のフード＆グッズ情報

夏の鈴鹿サーキットは、食欲を刺激するスパイシーなメニューやファミリーでシェアしてお召し上がりいただけるデザートなど、夏に
ぴったりのメニューをご用意しています。また、夏ならではの鈴鹿サーキットオリジナルグッズも販売します。

夏だ！パッカーン！スイカ割りかき氷 【1,800円】
■店舗：プッチタウンキッチン

サマービッグマウンテンつけ麺 【3,500円】
■店舗：アドベンチャイナ

10人前のかき氷にスイカを
丸々1つ乗せた、夏限定の
特大かき氷です。お食事前
にスイカ割りを楽しむことが
できます。

麺を4玉使用し、酸味の効
いたさっぱりスープに大粒のか
き氷の食感がマッチする、特
大つけ麺です。ファミリーで
シェアしてお召し上がりいただ
けます。

タイ風ガパオライス＆ハンバーグ 【1,100円】
■店舗:アドベンチャーグリル

ぶんぶんのひまわりアイスパンケーキ 【650円】
■店舗：ぶんぶんのパンケーキやさん

パクチーをはじめとしたスパイ
スが食欲を刺激するガパオ
ライスです。ハンバーグをトッ
ピングし、ボリュームのある一
品に仕上げています。

チョコアイスを使用し“ひまわ
り”に見立てた夏限定のパン
ケーキです。パンケーキには
三重県産小麦「伊勢の響」
を使用しています。



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
■直前まで安心してゆうえんちをお楽しみいただけるよう、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。

【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（土・祝）～14日（火）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WEBサイトでご案内します。

モータースポーツパフォーマンス詳細

<コチラレーシングカップ>

国内最高峰の2輪レース“JSB1000”クラスのバイクが、本番さながらのバトルを見せるデモ
ンストレーションレースです。解説付きで行われるため、レース観戦が初めての方でも安心して
お楽しみいただけます。

<ドラッグマシンパフォーマンス>

3000馬力を超えるエンジンパワーを持ったモンスターマシンが登場し、鈴鹿サーキット国際
レーシングコースのホームストレートを駆け抜けます。白煙を上げ、耳を塞ぐほどの爆音ととも
に疾走する迫力をご覧いただけます。

<エクストリームバイクパフォーマンス>

大型バイクを手足のように操り、前輪を浮かす“ウイリー”や後輪をリフトさせたまま走行する
“ストッピー”といった技を披露します。日本エクストリームバイクの第一人者でもある“谷口大
誠”氏によるパフォーマンスは必見です。
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鈴鹿サーキット 花火 ザ パフォーマンス
～光る！走る！打ち上がる！～

鈴鹿サーキットならではの、モータースポーツの迫力と花火の感動を同時に味わえるイ
ベントです。
LEDで装飾された光り輝くバイクとクルマによる圧巻の「モータースポーツパフォーマン
ス」に加え、3,500発の花火が音楽とともに打ち上がる「ミュージック花火」は必見です。

■期間：8月11日（土・祝）～14日（火）
※荒天の際は内容の変更・中止となる場合がございます。

■時間：18：45～19：50（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）



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
できるイベントです。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、普段見ることができないサーキットの裏側を実際に
見学・体験できるガイドツアーです。

■定員：各回先着25名
■料金：500円/1名（3歳以上共通）
■受付場所：ゆうえんち「モートピア」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
■開催スケジュール：6月30日（土）～
※各ツアーの開催時間の詳細は、鈴鹿サーキット公式WEBサイトでご案内します。

サーキット・クルーズ

鈴鹿サーキット国際レーシングコースをご自身のマイカーやバイクで走行できるイベントです。
サーキット走行だけではなく、ご自身のマイカーがレーシングコースを走行している写真を記念
にお持ち帰りいただけます。（有料）

■日程： 8月11日（土・祝）～15日（水）
■時間： 8：00～
■場所： 国際レーシングコース
■申込： 6月3日（日）10：00～ MOBILITY STATION（オンラインショップ）で販売開始
■料金： 4,100円
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夏のモータースポーツイベント情報

夏のレース情報

2017‐2018 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41回大会
【7月26日（木）～29日（日）】

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時間戦い抜く耐久レースです。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。
また、今年で2回目の開催となる音楽イベント「8フェス」では、“SEAMO”や“Do
As Infinity”といったアーティストの出演が決定しました。

鈴鹿10時間耐久レース（SUZUKA 10H）
【8月24日（金）～26日（日）】

今年で47回目を迎える国内で最も古い歴史と伝統を誇るサマーエンデュランスレー
スが、10時間を走りきる新たな耐久レースとして生まれ変わります。
欧米・日本・アジアなど、世界各国で活躍するGT300・GT3 マシンが一堂に会す
るGT世界一決定戦として開催します。
さらに、日本独自の文化“デコトラ（デコレーショントラック）”と“泡パーティー”が組
み合わさった「泡トラ」をイベント会場GPスクエアで開催します。


