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※都合により車両が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

直前

　ご家庭から寄付いただいたコイのぼりや、12m

のジャンボコイのぼりを大係留！　鈴鹿サーキッ

ト上空を泳ぎます。また、東日本を応援するメッ

セージを、コイのぼりに書き込んでいただく限定

イベントも開催いたします。

鈴鹿サーキットGW　　　情鈴鹿サーキットGW　　　情報報！ vol.3！ vol.3
モビリテモビリティィのテーマパークのテーマパーク

　「鈴鹿サーキット」のゴールデンウィークは、モビ

リティのテーマパークならではのいろいろな“クルマ”

イベント盛りだくさんで、皆さまをお迎えいたします。

　ジャンボコイのぼりにメッセージを書いて、東日本のみんなに想いを届けよう！

　今回のイベントに合わせて、SKE48 team E のメンバーから、“東日本のみんなが早く元気になってほしい”という想　

いのこもったメッセージやサインも届きました。

　応援メッセージが書かれたジャンボコイのぼりは、「およげコイのぼり大係留」に登場します。

鈴鹿サーキットの姉妹施設・ツインリンクもてぎのある栃木県茂木町では、青梅協議会様によって、毎年たくさんの寄付されたコイのぼりが係留されています。

しかし、東日本大震災の影響により開催が難しくなり、今年のイベントはキャンセルとなりました。そこで鈴鹿サーキットでは、今回のイベントに茂木町から

もコイのぼりを貸与いただきました。被災地の思いをのせて、今年は鈴鹿で係留させていただきます。

12mのジャンボコイのぼりに応援メッセージを書こう！

およげコイのぼり大係およげコイのぼり大係留留！！

44月月 2929日日（金･祝）（金･祝）〜5〜5月月 55日日（木･祝）（木･祝）44月月 2929日日（金･祝）（金･祝）〜5〜5月月 55日日（木･祝）（木･祝）

44月月 2929日日（金･祝）（金･祝）〜5〜5月月 55日日（木･祝）（木･祝）

44月月 2929日日（金･祝）（金･祝）

3 才から3 才から

楽しめる楽しめる

いよいよ、4いよいよ、4／／2299（（金金・・祝祝））から開から開催催！！

『ピピラ『ピピラののモビフェスタ』モビフェスタ』

■開催日：4 月29 日（金・祝）　■時間：9:30〜12:00　■場所：GP スクエア　■参加対象：小学生以下のお子さま

※イラストはイメージです。
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20112011年初開催となる年初開催となるNEWイベントNEWイベントももイッパイッパイイ！！

「働くクルマ大集合！」の初開催イベントは  　2 ページへ！

※雨天時は翌日に順延

※応援メッセージは鈴鹿サーキットのＨＰにも掲載いたします。
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●キャタピラージャパン株式会社
●キャタピラーウエストジャパン株式会社
●株式会社アクティオ
●中京スィーパー株式会社
●兼松エンジニアリング株式会社
●ニルフィスクアドバンス株式会社

●西尾レントオール株式会社
●株式会社ミック
●人形のサカタ
●ヤマト運輸株式会社
●東日本三菱農機販売株式会社
●コマツリフト株式会社

●hacomo 株式会社
●松阪飯南森林組合
●ダイキン HVAC ソリューション
　東海株式会社
●株式会社トーエネック
●日本梱包運輸倉庫株式会社

●中日本高速道路株式会社
●三重石商事株式会社
●学校法人ひかり学園
●鈴鹿市生活安全部防災安全課
●鈴鹿市消防本部

■協力会社・団体・法人 ( 順不同 )　

●鈴鹿市 ●鈴鹿市教育委員会 ●一般社団法人 鈴鹿市観光協会

■後援団体

※展示車両は震災の復興作業に影響しない範囲でご協力をいただいております。

※写真はすべてイメージです。　　※荒天や都合により、出展車両やイベントプログラムが中止・変更になる場合がございます。予めご了承ください。

　働くクルマのデモンストレーションや、体験搭乗、記念撮影などに加え、 今年から新たなイベントも登場い

たします。楽しむことができるのはもちろん、学べるコンテンツも充実させ、イベントを盛り上げます。

働くクルマの“プロ”が各ブースをご案内いたします。

絵本でよく見る人気の働くクルマから、めったに見られない珍しいクルマまで、

小さなお子さまにもお楽しみいただけるプログラムです。

　大人気の「コロコロ ホビー GP」が今年も鈴鹿サーキット 国際レーシングコースにやっ

てくる！最新ホビーで一日遊べるのはもちろんのこと、コロコロコミックの人気まんが家

によるサイン会も開催！　詳しくは鈴鹿サーキット HP をご覧ください。

■出展企業
●タミヤ
●ショウワノート
●タカラトミー
●爆丸
●バンダイ
●マテル・インターナショナル
●レゴジャパン
●レベルファイブ
●コロコロコミック

『コロコロ HOBBY GP in SUZUKA』開催！『コロコロ HOBBY GP in SUZUKA』開催！ 55 月月 55 日日（木･祝）（木･祝）

44 月月 3030 日日（土）〜（土）〜55 月月 55 日日（木･祝）（木･祝）

期間中毎日期間中毎日

■開催日：5 月 5 日（木・祝）　　　■時　間：9：00〜16：00
■会　場：国際レーシングコース　 ■メインゲートオープン：8：15（予定）

■開催日：5 月 5 日（木・祝）　　　■時間：15：30〜〜17：30
■会　場：国際レーシングコース　 ■受付：9：00〜（限定 500 台）
■料　金：2,000 円／台（2 名まで乗車可能）

今年もホビーメーカーが、鈴鹿に集合！今年もホビーメーカーが、鈴鹿に集合！
アイテム持参で入園無料！また、イベント限定グッズも販売！アイテム持参で入園無料！また、イベント限定グッズも販売！

　　  デモレース & トークショーや　　  デモレース & トークショーや

憧れのスーパーカーもやってくる！憧れのスーパーカーもやってくる！

　　  デモレース & トークショーや　　  デモレース & トークショーや

憧れのスーパーカーもやってくる！憧れのスーパーカーもやってくる！
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詳しくは鈴鹿サーキット HP をご覧ください。

　デ モ レ ー ス や ス ー

パーカー展示など、こ

の他にもイベント盛り

だくさんで皆 さまをお

迎えいたします。

　5 月 5 日（木・祝）限定で、国際レーシングコー

スのフルコース（約 5.8 ㎞）が走行できます！
※通常は東コース約 2.2km のみ。

　マシンなどモータースポーツで働くクルマが

走行するコースを、自分で運転してみよう！

44 月月 2929 日日（金･祝）（金･祝）〜5〜5 月月 55 日日（木･祝）（木･祝）

働くクルマなるほど親子ツアー働くクルマなるほど親子ツアー

■開  催  日：4 月 30 日（土）〜5 月 5 日（木・祝）　■時　　間：13：00〜13：30
■参加対象：親子（小学生以下のお子さま）　　　   ■参加定員：25 組

腹話術を用いたり、クイズ形式で交通ルールを解説します。小さなお子さまにも分かりやすく、楽しい交通安全教室です。

交通安全教室交通安全教室

■開  催  日：期間中毎日　　　　　　　　　　　　　 ■時　　間：13：30〜14：00、14：30〜15：00
■参加対象：小学生以下のお子さま　　　　　　　　 ■参加定員：各 40 名
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5 月 5 日（木・祝）限定！5 月 5 日（木・祝）限定！
ＧＷサーキットカートフルコース営業 !!ＧＷサーキットカートフルコース営業 !!
5 月 5 日（木・祝）限定！5 月 5 日（木・祝）限定！
ＧＷサーキットカートフルコース営業 !! ！ＧＷサーキットカートフルコース営業 !! ！

※通常のサーキットカートは期間中毎日開催します。（1,200 円／台）時間は HP でご確認ください。

※状況により早まる場合がございます。

SRS-FSRS-F
卒業生卒業生
SRS-FSRS-F
卒業生卒業生
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大人（中学生以上） 子ども（小学生） 幼児（3歳〜未就学児）

1,600円 800円

4,200円 3,200円モートピアパスポート（入園＋のりもの乗り放題）

ゆうえんち入園料 

10：00 〜 17：00

10：00 〜 17：00

10：00 〜 18：00

9：00 〜 20：00

10：00 〜 17：00

9：00 〜 20：00

9：00 〜 19：00

9：30 〜 19：00

平日

1日、3日〜5日

2日

上記以外の平日

土・祝
4月

5月

6月

2011年

600円

2,000円

料　　　金

営 業 時 間

上記以外の土日

平日

土日

スタッフによるガイドツアーも開スタッフによるガイドツアーも開催催！！

　鈴鹿モータースポーツギャラリーでは 8 月 16 日（火）まで、

「Eco なクルマとミニカーたち」「可夢偉伝〜尼崎のやんちゃ少

年が F１ドライバーになるまで〜」を開催しております。鈴鹿

ならではの展示で、モータースポーツの魅力を紹介いたします。

■場所：国際レーシングコース ピットビル 2F

■時間：11：00〜16：00　※土日祝は延長する場合がございます。

■料金：ゆうえんち入園料でご覧いただけます。 

　※レース開催日は入園券ではご入場いただけません。

「Eco なクルマとミニカーたち」スタッフによるガイドツアー開催！「Eco なクルマとミニカーたち」スタッフによるガイドツアー開催！

　現在開催中の企画展「Eco なクルマとミニカーたち」。最近ではあまり見かけることのない小さなクルマやバイクをガイ

ドスタッフがご案内いたします。GW 期間中の特別ガイドツアーですので、ご家族で是非ご参加ください。

　今シーズンさらなる活躍が期待される、F１ドライバー小林可夢偉選手の特別企画展を開催しております。

やんちゃ少年だった尼崎の幼少時代から、F１ドライバーになるまでを写真展示を中心にご紹介いたします。

　

可夢偉伝可夢偉伝
〜尼崎のやんちゃ少年が F１ドライバーになるまで〜〜尼崎のやんちゃ少年が F１ドライバーになるまで〜

■協力：三和本通商店街（尼崎市）、鈴鹿市

特別
企画

「Eco なクルマとミニカーたち」「可夢偉伝」好評開催「Eco なクルマとミニカーたち」「可夢偉伝」好評開催中中！ 8 / 16（火）まで！！ 8 / 16（火）まで！

■開  催  日：期間中毎日　
■開催時間：1 回目　11：00〜　　2 回目　13：30〜
　　　　　　3 回目　15：00〜　　4 回目　16：30〜
■所要時間：約 15 分　　　　　　■参  加  費：無料　　 
■参加定員：各先着 20 名　　　　■集合場所：受付カウンター

期間中毎日期間中毎日

スタッフによるガイドツアーのご案内
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鈴鹿サーキットの人気者・鈴鹿サーキットの人気者・
コチラファミリーがコチラファミリーが
のりものステーションに出没！？のりものステーションに出没！？

鈴鹿サーキットの人気者・鈴鹿サーキットの人気者・
コチラファミリーがコチラファミリーが
のりものステーションに出没！？のりものステーションに出没！？
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　鈴鹿サーキットの人気者・コチラファ

ミリーがのりものステーションに出没

するかも !?

　見つけたら一緒に記念撮影をしよう !!

　8 月 7 日（日）初開催となる「Ene-1 GP」

は充電式単三電池 40 本を上手に使い、

レーシングコース 1 周に 2 回挑戦し、タ

イムを競う競技です。ＧＷ期間中、実車を

展示します。ぜひご覧ください。

2011 Ene-1 GP SUZUKA
次世代エネルギーカー展示！
2011 Ene-1 GP SUZUKA2011 Ene-1 GP SUZUKA
次世代エネルギーカー展示！次世代エネルギーカー展示！

6 月 14 日（火）〜16 日（木）は施設点検のため、休業とさせていただきます。

■場所：プートのモビパーク ※写真はイメージです。


