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子どもは大人に
、大人は子どもになる。

操る
楽しさ

倍増！ 親子・家
族、二人で協力すればもっと楽しく！！

2010年1月25日（月）～2月7日（日）まで、施設点検のため、休業いたします。

みんな大好き、クルマの街
2010年春 NEWプッチタウン誕生！

プッチタウンは、2010年3月6日（土）オープンいたします（予定）。

MEDIA INFOMATION  Vol.2

※2010年3月5日（金）までの間、プッチタウン（7機種）、免許証センターは、全面リニューアル工事となり、ご利用いただくことができません。
　ルンルンバルーンはプッチタウンの工事状況により運休する場合がございます。プッチパレードは、工事期間中も通常通りの営業を予定しております。
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みんな大好き、クルマの街
NEWプッチタウン
2010年3月6日（土）OPEN！！（予定）

●NEWプッチタウンが大きく進化！！
●モートピアに国際レーシングコースが出現！？
●協力するともっと楽しいワケとは？
●運転教習所でプラチナ免許証を目指せ！

もっと楽しい！！
家族？ 友達？ 誰か？ と「協力」すれば、

鈴鹿サーキットのゆうえんち「モートピ
ア」の中でも、コチラのプッチタウンは“子ど
もが主役”をコンセプトに「自分の意志で遊
びを創造する」という鈴鹿サーキットオリジ
ナルのモビリティータウンとして2000年に
誕生しました。満10年を迎える2010年、新た
に親子で、ファミリーで協力すればもっと楽
しく面白くなる仕掛けを満載して生まれ変
わります。
子どもの健全な成長には『自発性』『創造

性』『社会性』が不可欠。それらを身につける
ためには、『感じる（体感）』『競う（競争）』『真
似る（模倣）』『作る（創造）』という、子どもが
夢中になる4要素が必要と考えています。

NEWプッチタウンでは、それら4つの要素を
再点検し、一つひとつの要素をさらに密度の
濃いものにしました。親と子どもがその体
験・学習を通して、コミュニケーションをよ
り深められるようなアイデアがふんだんに
盛り込まれています。遊びながら知らず知ら
ずのうちに交通安全に対する知識や、経験が
身につくよう工夫された、鈴鹿サーキットな
らではのアトラクションがあります。
中でも『競う（競争）』については、鈴鹿サー

キットの持つ“モータースポーツ”、とりわけ
世界最高峰のレース“F1（フォーミュラ・ワ
ン）”など本物のレースを開催している場所
として、その魅力とレースの要素とを組み合

わせながら、子どもたちと一緒にファミリー
が協力して挑戦し、本物体験と達成感を得ら
れるアトラクションになりました。
一つのアイテムも子どもの視点ではどう

なるのか？ あるいは親の視点ならどうなの
か？ 子どもは大人に、そして大人は子どもに
なったつもりで楽しめ、大人も子どもも一緒
に協力してコミュニケーションすることで
さらに楽しめる。
『子どもが主役の』プッチタウンは、自ら操
る楽しさはそのままに『親子（家族）で一緒に
楽しめる』NEWプッチタウンに大きく進化し
ます。
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みんな大好き、クルマの街
NEWプッチタウン

2010年3月6日（土）OPEN！！（予定）

プッチグランプリ登場！！

プッチグランプリは、スケールダウンした
ミニ鈴鹿サーキット・レーシングコースを二
人乗りのレーシングカーに乗って、タイムア
タックを楽しむアトラクションです。車両、
コースには、スピードアップあるいはダウン
となる様々なアイテムが仕掛けられており、
考えて、楽しみながら競い合うことができま
す。一人で乗るよりも二人で乗って協力する

ことで、よりコースの走破性が向上し、好タ
イムにつながります。
お子様と一緒に乗ったお父さん、お母さん

は、お子様とともに作戦を練り、息を合わせ
て協力することでベストタイムを狙います。
基準タイムをクリアした方には「プッチグ

ランプリライセンス」が発行されます。
「競争」がテーマとなるモータースポーツ

を家族や仲間とで一緒に楽しみながら、クル
マをコントロールする楽しさも体験できる
アトラクション。
子どもたちにとっての本物のレースを体

験することで、何かに取り組む姿、チャレン
ジする時の真剣な表情、乗りこなせた時の満
足げな笑顔…をふんだんにご覧いただける
仕組みもここにはあります。

NEWS速
報！！[1]

ピックアッ
プ

二人でチームになって、レース参戦！！
協力するともっと速く！ 最速タイムをたたき出せ！！

鈴鹿サーキットのゆ
うえんちモートピアに

、

国際レーシングコー
スを模した、

『プッチサーキット』
が登場します！！

鈴鹿サーキットのゆ
うえんちモートピアに

、

国際レーシングコー
スを模した、

『プッチサーキット』
が登場します!!

コース長　184m！

タイム計測、スピード
アップボタン、

ドリフトシステム搭載
のオリジナルマシン

コース長　184m！

タイム計測、スピード
アップボタン、

ドリフトシステム搭載
のオリジナルマシン

モートピアに国際レーシングコースが出現！？

最高10台のグリッド
スタートやタイム表

示、

コースは立体交差も
あって、

大人も子どももワク
ワクせずにはいられ

ない!!
最高10台のグリッド

スタートやタイム表
示、

コースは立体交差も
あって、

大人も子どももワク
ワクせずにはいられ

ない!!
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目指せ、最速タイム！！
プッチグランプリの楽しいワケとは？
二人で協力してタイムアタック！！

NEWS速
報！！[1]

ピックアッ
プ

グリッドス
タートで、

緊張感も本
物！！

*プッチグランプリライセンスとは？
基準タイムをクリアすると「プッチグランプリライ
センス」が発行されます。

グリッドに整列！！最高10台が、一斉にシグナルスタート！！

チームを組んだらコース攻略作戦会議！好タイムを狙え！！

写真スポットでカッコいい写真をたくさん撮ろう！！

リーダーボードにタイムと順位が出るヨ！！

二
人
で
協
力
し
、同
時
に

ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
ボ
タ
ン
を
押
す
と
…
！

二
人
で
協
力
し
、同
時
に

ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
ボ
タ
ン
を
押
す
と
…
！

キミのタイムが瞬時
にわかる！！

お子様と一緒に乗ったお父さん、お母さん
は、協力して作戦を練り、息を合わせること
でベストタイムを狙えます。基準タイムをク
リアすれば、「プッチグランプリライセンス」
が発行されます。「競争」がテーマとなるモー
タースポーツを親子で一緒に楽しみながら、
クルマをコントロールする楽しさも体験で
きるアトラクション、それが「プッチグラン
プリ」なのです。

<仕様>
●速度 5.5km/h
※ブースト時6.5km/h
●全長 1,680mm
●全幅 740mm
●全高 1,020mm
●定員 2名

こだわ
りの

レーシ
ングマ

シンで

タイム
アタッ

ク

2010年3月某日、プッチグランプリが

プッチサーキット・レーシングコースでい

よいよ開幕。「*プッチグランプリライセン

ス」所持者以上が参加できるこのタイム

アタック競技は、ペアで参加して二人の

コンビネーションを発揮することにより、

コースの走破性が向上し、好タイムにつ

ながる。マシンやコースには、スピードア

ップ（ブースト機能）あるいはダウンとな

る様々なアイテムも仕掛けられており、

単に速いだけではなく、二人で協力して

考え、楽しみながら競い合うことができ

るすぐれモノのアトラクションなのだ。

さて、好天の下、スーパーGTを彷彿と

させるオリジナルデザインのマシンがグ

リッドに整列、エンジン音と共に心臓の高

鳴りさえも聞こえる緊張感の中シグナル

の合図で一斉にスタート！

3番手で1コーナーに飛び込んだキミ

は、先行するマシンをスピードアップ機能

を使って、アウト側からパッシング！ そし

てさらに1台をかわす。ブレーキング、コ

ーナリング、スタート前作戦会議通りのイ

メージでトップタイムだ！！

（配信：SCニュース）
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コチラドライビングスクール
運転教習所でプラチナ免許証を目指せ！！

コチラドライビングスクールは、お子様と
一緒に乗ったお父さん、お母さんが運転教習
所の教官となります。親子でコミュニケーシ
ョンする中で、お子様が交通ルールを覚えた
り、運転のマナーや思いやりが身に付くと同
時に、親御さんもまた交通安全の大切さ、マナ
ーの重要性を一緒に感じることができます。
親子で教習車に乗って、愉快な街を自らゲ

ーム感覚で運転します。交通ルールを守るこ
とや思いやりの運転をすることで、ポイント
を獲得していきます。もし、ルールやマナー
が守れなくて減点されても大丈夫。教官から

教えてもらえばポイントが復活！！
合計ポイントは運転席に表示され、合計点

数によって普通免許証、ゴールド免許証、プ
ラチナ免許証が発行されます。
お子様たちは、免許をもらって得た達成感

とともに、次へチャレンジする意欲がわいて
きます。単に教育的要素だけではなく、遊び
の要素がたっぷり詰まっています。私たちの
生活に必要なモビリティのある健全な社会
をここでは楽しく遊びながら身に付いてし
まうのです。

NEWS速
報！！[2]

ピックアッ
プ

二人で一緒に楽しく学べる交通ルール&マナー

ゴール！！
何点とれたかな？

教
習
ス
タ
ー
ト
！

交
通
標
識
も
学
べ
る
ヨ

1信号を守って、教習スタート！！
教官はお父さん・お母さんだ！！ 2 花壇を踏まないように運転しよう！！

譲り合い、思いやりの気持ち良さに気付く。 3 できなかったところは、教官がチェックするぞ！！
教習が終わったら、どんな免許証になるかな？

ルールを学ぶ
ルールを学ぶ

マナーを知る
マナーを知る

やったー！の達成感
やったー！の達成感

助手
席の
人が

教官
にな
る人

ゆかいな街をドライブして交通ルールを覚えよう！

1
二人で

一緒に楽しめる（1）
○×ボタンで採点。正しく止まっ
たら○、ミスしたら×、アドバイス
すれば減点が少なくなる。

2クラクションをならしたり、お礼
を言ったり、譲り合ったり、
楽しい演出もいっぱい！！

二人で
一緒に楽しめる（2）

<仕様>
●速度 4.0km/h
●全長 1,800mm
●全幅 1,050mm
●全高 1,620mm
●定員 2名

ウィンカー・シフトノブ・
クラクションも装備！
バックもできる！！

スター
トした

らすぐ
に教習

開始！

助手席
の人か

らアド
バイス

をもら
って、

プラチ
ナ免許

証をゲ
ットし

よう！！
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プッチパトロール

プッチオアシス

コチラ
ドライビング
スクール

チクタクトレイン

テストフライト

プッチパワーショベル（2F）

（1F）

Putti Patrol

プッチグランプリ
Putti Grand Prix

TicTac Train

Putti Oasis

Test Flight

Putti Power Shovel

メンキョセンター
Menkyo Center

Kochira Driving School

初めての運転はパトカー！！
みんなで一緒に走ろう！自分で運転、初体験！
モビリティのファーストタッチ。3歳から乗れるプッチパトロール
は、クルマに乗ること、操ることをお楽しみいただけます。
また、目標を設けることで、達成感も得ることできます。

<仕様>
●速度 3.0km/h
●全長 1,000mm
●全幅 650mm
●全高 590mm
●定員 1名

時間を守って上手に運転しよう！！
街並みを眺めながらお子様が自ら運転する電車の
アトラクション。家族一緒に楽しめるのりものです。
鉄橋あり、トンネルありの楽しいコースを
時間通りに運転できるかな？

ショベルを上手に操作して
ハイスコアを目指せ！！
プッチタウンにあるプッチプラザは建設途中。
お子様たちはパワーショベルに乗って建設の
お手伝い。お手伝いした点数は、ボードに表
示されます。
時間内にどれだけお手伝いができるかな？　

プッチタウンのライセンスを発行！！
プッチタウンでゲットしたコチラドライビングスクールの免許証やプッチグ
ランプリの各種ライセンスをここで発行！！ 
写真入のカードは、自分だけのオリジナルだ！！

NEWプッチタウン
こどもおとな？ おとなこども？

二人で、みんなで「協力」したらもっと楽しい！！


