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今年は、コチラの30周年！
コチラの生誕30周年を記念
して、春から秋まで、もりだく
さんの記念イベントを開催し
ていきます。

テーマは『コチラの！！ みんなの！！ 30の夢
プロジェクト』
プロジェクト第1弾フラワーワゴンのデ
ビューに合わせて3月7日（土）から始ま
り、コチラの誕生日9月23日（祝）まで、
30の夢を実現していきます。

フラワーワゴンオープンを記念して、3月7日（土）・8日
（日）にフラワーワゴンご乗車の先着500名の小学
生以下のお子様に「花の種」をプレゼント!!
■場所：フラワーワゴン
■日時：3月7日（土）・8日（日）

第1弾

’09 3/7   DEBUT’09 3/7   DEBUT

「チララのハローガーデン」に自然を楽しむモビリティとして、
新しく『チララのフラワーワゴン』が登場します。
みんなが大好きなお花がいっぱいのハローガーデン。
どうすればお花が元気に育つのか、その不思議をさぐるために
フラワーワゴンにのってでんでんのお花畑へ出発です！
お花を咲かせるために、土を耕して、種をまいて、水を与えて、太陽の恵み…
フラワーワゴンにのってみんなで楽しくお花をさかせ、
自然への優しさを感じてみてください。
さあ、でんでんとお花畑におでかけしよう！

デビュー記念イベント

◆協力　　松阪飯南森林組合

コチラの！！
　　みんなの！！

①花の種プレゼント!!

三重県立白子高等学校吹奏楽部の皆さんによる、「花の演奏
会」を開催。お花の中で演奏し、お花の楽曲も披露!!
■場所：ウエルカムひろば
■日時：3月7日（土）①11:30～・②13:30～

②花の演奏会

ご乗車のお客様に先着100名様にプレゼント
※協力:三重県・花の国づくり三重県協議会
■日時：3月7日（土）
※内容など変更になる場合がございます。

③お花の苗プレゼント

フラワーワゴンオープンを記念して遊園地内ウエルカムひろ
ばに「お花のひろば」が登場!! 中央には、写真撮影スポットも
あるからどんどん写真を写してね!!
■場所：ウエルカムひろば
■日時：3月7日（土）～5月6日（水・祝）

④お花のひろば

※天候等の理由により、変更または中止になる場合があります。
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コチラの！！
　　みんなの！！

第2弾

新しくオープンする「ぶんぶんのパンケーキやさん」でパンを作ろう!!
■申し込み方法：弊社公式ホームページにて10組限定!!
■開催日：3月14日（土）の宿泊プラン優先となります。

チララとパン作り
を

楽しもう！

コチラの！！
　　みんなの！！

第3弾

フラワーワゴンと同じ間伐材で自分のオリジナル箸作りに挑戦しよう!!
■開催日：3月20日（金）～22日（日）
■開催場所：ゆうえんち内のりもの研究所 
■料金：1回300円
※当日の予約が必要となります。

プートと間伐材で

箸作りを楽しもう
!【体験コーナー】

コチラの！！
　　みんなの！！

第4弾

ハローガーデンの中で行われる小さな音楽会。やさしい音色につつまれるひとときをお楽しみください。
■開催日：3月28日（土）～29日（日）
■開催場所：ゆうえんち内ハローガーデンエリア
※天候等の理由により、変更または中止になる場合があります。

チララの
ハローガーデン小

さな音楽会

コチラの！！
　　みんなの！！

第5弾

4月4日はチララちゃんの誕生日!チララちゃんが大好きなお花のクラフトを作ってプレゼントしよう!
■開催日：4月4日（土）  10:00～18:00
■開催場所：ゆうえんち内ハローガーデン

コチラの！！
　　みんなの！！

第6弾

コチラレーシングのピットに遊びに行こう！　新パドックスタンプラリーに参加してくれたおともだちには、
オリジナルグッズをプレゼント！
■開催日：4月12日（日）
当日ファンクラブにご入会いただいたお子様には入会特典
①レース観戦グッズプレゼント
②FE-810搭乗体験
③抽選でコースパレード走行にご招待
※展示車両／FE-810、CBR954RR、トミカ1/1モデル
※展示車両や内容について変更になる場合がございます。

チララにプレゼン
トを贈ろう

コチラレーシング
 in スタート鈴鹿

オープニングサン
クスデー

※写真はイメージです
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コチラの！！
　　みんなの！！

第7弾

コチラレーシングブース登場!マシン体験搭乗や松田選手のトークショーや撮影会を開催。
■開催日：4月18日（土）・19日（日）
■開催場所：GPスクエア特設会場
【内容】 
　①松田選手トークショー&撮影会　※レースの進行により中止になる場合もあります。
　②FE-810搭乗体験

KRFC入会特典／レース観戦グッズをプレゼント!
さらに抽選で体験企画にご招待！！（ファンクラブ会員の方）
　①グリッドボーイ&ガール体験
　②ピットクルー体験
　③記者体験
　※内容について変更になる場合がございます。

コチラレーシング
 in

ケーヒン鈴鹿2&4
レース

コチラの！！
　　みんなの！！

第8弾

ゆうえんち内にある、「キッズバイク」に乗れないお友達集合!! 今回のこの宿泊プランで絶対乗れるようになれるぞ!!
■申し込み方法：弊社公式ホームページにて10組限定!!
■開催日：4月24日（金）の宿泊プランのみとなります。
※自転車に乗れる小学校6年生までのお子様が対象となります。

キッズとピピラの
夢

「ぜったいのるぞ
!キッズバイク」

【宿泊プラン限定
】

30th記念グッズ登場！！30th記念グッズ登場！！30th記念グッズ登場！！
コチラの生誕30周年を記念して、アニバーサリーグッズが登場!!
期間限定商品なので、お見逃しなく!!

ドーナツ フォトフレーム

予告

トートバッグ

コチラの生
期間限定

ドーナツツツ フォト

予

ボールペン
シャープペン

トフレ ムフォト

ボボボボボボボー
シャトトトトトートト ババッグ
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ミニ四駆の公式大会を開催!体験コーナーやクイズ大会も開催!ミニ四駆持参の中学生以
下のお子様は、遊園地の入園料が無料!また会場限定販売・先行販売もあるぞ!!
◆会場限定販売◆
　シューティング・スター（MSシャーシ）メタリックスペシャル…1,260円
◆会場先行販売◆
　サバンナレオブラックスペシャル…1,155円
　GP391.大径スタビヘッドセット（11/15mm）…483円
　GP393.フッソコート 620スチールベアリング（4個）…525円
　GP395.六角マウントセット（10/15mm）…420円

■開催日：3月14日（土）・15日（日） 9:30～18:00
■開催場所：ホテルゲート前広場特設会場
※天候等の理由により、変更または中止になる場合があります。
※開催のお問い合わせ先／タミヤカスタマーサービス 054-283-0003（平日8時～20時、土日8時～17時）でお願いします。

1.「タミヤ スプリンングGP2009」

トミカの人気アトラクションや、歴代のトミカを集めた展示コーナー、トミカ販売
コーナーなど親子で楽しめるイベントを開催!

■開催期間：2009年3月20日（祝・金）～5月6日（振休・水）
■開催場所：プッチプラザ
※4月6日（月）～5月1日（金）の平日は時間営業／12:00～15:00（予定）となります。
※営業時間は変更になる場合がございます。

①トミカ組立工場
4つのパーツを自分で選んで、カシメマンに組み立ててもらおう!その場で、トミカが完成するよ。
完成したトミカはお持ち帰りできます。
■料金：1回 500円（Honda NSX-R）

②トミカつり
キミはトミカをいくつ釣れるかな?
釣り上げたトミカの中から好きなトミカを一つ差し上げます。期間中、一番多くトミカを釣り上げた方
には「大漁賞」として、「トミカ　びゅんびゅんサーキット」をプレゼント!
■料金：1回 400円

③トミカ展示ブース
ちょっと懐かしいトミカや、名車の展示コーナー。今年はF1再開でレーシングカートミカのコレクションモデルを展示!!きっとキミも大興奮。
■料金：無料

④トミカ販売コーナー
トミカフェア期間中、会場内にはトミカのショップをオープン!イベントモデルの販売や、人気の商品がいっぱい!お目当てのものはあるかな?

※販売商品は会期途中で売り切れる場合もございます。
※イベントの内容や展示品は、変更になる場合もあります。
※画像はイメージです。

2.「トミカフェア」

ホビー・イベント

参の中学生以
!!

」

©TAMIYA
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今年は、コチラ生誕30周年を迎えるアニバーサリーイヤー。チララ達から、記念のダンスパーティーに誘われたコチラ。ウキウキしながら
パーティー会場に向かうコチラであったが途中、様々なトラブルやハプニングが…?
コチラファミリーとASIMOがおくる すてきなダンスショー!

■開催日：3月20日（金・祝）～5月6日（水・祝）の土日祝   17:30～
■開催場所：ゆうえんち内モビステージ

①コチラ生誕30周年記念
　コチラ&ASIMOアニバーサリーシアター
　『ふしぎなパーティータイム』

コチラファミリーと一緒に歌や、ダンスで楽しく遊ぼう!

■開催日時：3月7日（土）～19日（金）までの土・日、3月20日（金・祝）～4月5日（日）までの平日    14：00～
■開催場所：ゆうえんち内モビステージ

③プッチキッズのカラフルスマイル

コチラファミリーと一緒に歌や、ダンスで楽しく遊ぼう!

■開催日時：3月7日（土）～19日（金）までの平日    14：00～
■開催場所：プッチタウンキッチン特設会場

④プッチキッズのハッピースマイル

コチラファミリーとご家族一緒に記念写真をとろう!

■開催日：期間内の土日祝・3月20日（金・祝）～4月5日（日）までの平日
■開催場所：ゆうえんち内モビステージ

⑤プッチキッズとはい、ポーズ

コチラファミリーのかわいい女の子でお花が大好きなチララちゃんのお誕生日をみんなでお祝いしよう!!
先着500名の小学生以下のお子様にチララちゃん非売品オリジナルピンズをプレゼント!また、ピピラ、バット、コチラ、プートの誕生日に
もプレゼント!!お友達のみんなは集めよう!!

■開催日：4月4日（土）
■開催場所：ゆうえんち内モビステージ

⑥チララちゃんのラブリーバースデー

お誕生月を迎えた月の日曜日に遊びに来てくれたみんなに、コチラたちがお祝いしてくれるよ。コチラと一緒に素敵な思い出を作ってね! 
コチラからのバースデープレゼントも用意しているよ!!

■対象：0歳～小学校6年生までのお子様
■参加方法：参加当日の午前11時までに園内ウエルカムプラザ前受付へお越し下さい
■開催日時：毎日曜日 11：30
■開催場所：ゆうえんち内モビステージ

②コチラからみんなへ
　ハッピーハッピーバースデーパーティ

コチラ生誕30周年記念 キャラクターイベント

※参加受付は定員になり次第、終了とさせていただきます。

※天候等の理由により、変更または中止になる場合があります。
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走るロボットとしてCMでもすっかりおなじみのASIMO!　「PDA」という小型コンピュータを使って、ASIMOにジュースを注文し、運んで
もらう「ドリンクオーダー体験」ができます!

■開催日時：3/7（土）～4/5（日） 土日祝　　13：00「アシモとあそぼう!」終了後
■開催場所：ゆうえんち内モビステージ
■参加方法：「アシモとあそぼう!」終了後に抽選会にて、当選した3組のお友達。
■参加資格：小学生以下のお友達（小さなお子様は保護者同伴）
※「アシモとあそぼう!」開始15分前に抽選券を配布致します。
※抽選券は限定30枚とさせていただきます。あらかじめご了承下さい。

①「ASIMOチャレンジキッズ ドリンクオーダー体験」

元気いっぱいのお友達あつまれ!アシモと一緒に楽しいゲームに参加しよう!

■開催日時：3/7（土）～4/5（日） 土日祝　　13：00
■開催場所：ゆうえんち内モビステージ

②「アシモとあそぼう!」

ASIMOってどうやって動いているの?ASIMOの秘密を大公開!みんなでASIMOに会いに行こう!!

■開催日時：3/7（土）～4/5（日）　◎平日  13：00、15：00、◎土日祝 11：00、15：00
■開催場所：ゆうえんち内モビステージ

③「Hello!ASIMO テクニカルライブ」

Hello!ASIMO Special
◆開催期間：3/7（土）～4/5（日）

※天候等の理由により、変更または中止になる場合があります。

●入場料金（2009年4月1日現在の新学年での料金となります）

●営業時間

遊園地料金
モートピアパスポート

遊園地入園料

3月

4月

大人(中学生以上)4,200円 子ども(小学生) 3,200円 幼児(3才～未就学児)2,000円

大人(中学生以上)1,600円 子ども(小学生)   800円 幼児(3才～未就学児)   600円

20日～22日・28日・29日 9:30～19:00
1日・7日・8日・14日・15日・23日～31日の平日 9:30～18:00
上記以外の平日 10:00～17:00

土日祝 9:30～19:00
1日～3日 9:30～18:00
27日・28日・30日 10:00～18:00
上記以外の平日 10:00～17:00


