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１０００ｋｍから７００ｋｍへ！未知のレース距離が新たな戦いを演出する。

真夏の耐久レース、過酷な戦いを誰が制するのか！？ 

これまで伝統の一戦は「ポッカ1000km」として、その名の通り

1000kmのレース距離で戦われてきたが、今年は700kmの距離で

戦われることになった。そしてこの700kmが新たな、予測不可能な

展開を演出することになりそうだ。通常SUPER GTレースは300km

のレース距離で争われるため、鈴鹿ではその倍以上の距離を走り

通さなければならない。 

300kmで問題がなかったマシンも、それが700kmになると様々な

不具合が表面化する。それをどこまで事前に予測できるかが重要と

なる。また、何よりもピットイン戦略が勝敗の行方を大きく分けそうだ。

300kmレースでは

２人のドライバーが

走り、ほぼレースの

折り返し点（約150km）で交替。この時にタイヤ交換、ガソリン補給

が行われる。 

単純にこれをくり返せば３回のピットインで合計600km。４回目の

ピットインをして残り100kmを走るのか、それとも１回の距離を増や

して３回のピットインで乗り切るのか。タイムロスは３回の方が少

ないが、夏の鈴鹿はタイヤ消耗によりラップタイムダウンも大きい。

果たしてどの作戦が有効なのか、それともあっと驚く奇襲作戦が登場

するのか。未知の700kmに立ち向かう、各チームの戦略に注目だ。 

 

 

 

夏の鈴鹿でしか見られない豪華ラインナップ 

大物、新鋭が登場する第３ドライバーに注目 

通常のSUPER GTシリーズは、１チーム２人のドライバーが登録され、レース途中で交替して300kmを走り切るが、

インターナショナル ポッカ GT サマースペシャルは、700kmとレース距離が長いため３人目のドライバーが認められ、

そしてその顔ぶれが豪華なのだ。 

昨年はNSX陣営に塚越広大、松浦孝亮。レクサス陣営にはＲ・ストレイト、この年F3チャンピオンとなったＣ・バン

ダムらの若手が参戦。さらにGT300クラスには実力派の吉本大樹、若手の関口雄飛らが第３ドライバーとして参戦。

塚越はこの時の走りが認められて、今年のレギュラードライバー（KEIHIN NSX）に抜擢されたほど。今年もベテラン

大物ドライバーや、今後のレース界を担う若手新鋭ドライバーなど、豪華メンバーのエントリーが予想されている。

果たしてチームをトップ争いに押し上げることができるか、第３ドライバーの走りに注目だ。 

2009/6/25 配信

ピットイン戦略が勝敗を分ける 

鈴鹿サーキット国際レーシングコース

１周 5.807km

2009 AUTOBACS SUPER GT Round6 第38回 インターナショナル ポッカ GT サマースペシャル

８/２２ SAT. ・ ２３ SUN. 
予選

決勝 

昨年のポッカ1000kmスタートシーン 
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ヘッドライトの光跡が彩る迫力の前夜祭「ミラクルナイトセッション」 

夕闇のチェッカーフラッグ！ 

コース上のファンとともに勝者を称える大輪の花火！ 

夏の鈴鹿はまるごとＧＴフェスティバルだ！! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年で38回目を迎える夏の鈴鹿サーキット耐久レース「インターナショナル ポッカ GT サマースペシャル」。国内

で も古い歴史を持つと同時に、これまで世界的な自動車メーカーが激しい戦いを繰り広げてきた伝統のイベントだ。 

2006年からSUPER GTシリーズの１戦として開催されることになり、ホンダNSX、レクサスSC430、ニッサンGT-R

などの名車が激突！今年も伝統の１戦にふさわしい戦いが繰り広げられるのは間違いないだろう。と、同時に様々

なイベントがファンを楽しませてくれる。 

SUPER GTシリーズの中で唯一、夕闇の中でヘッドライトを点灯して走行するのが「インターナショナル ポッカ GT 

サマースペシャル」。ゴール前にはライトオンのボードが提示され、全車のヘッドライトが点灯。その光がサーキットを

駆け抜ける様は幻想的ですらある。このため決勝前日、特別に夜間の練習走行が実施されるが、今年は前夜祭が開催

される中での走行「ミラクルナイトセッション」が行われる。 

各メーカーのPRブースが並び、有名ショップが手掛けたチューニングカー

が展示され、さらにはキャンギャルオンステージなど華やかなイベントが

行われる中を、ヘッドライトを点灯したGTマシンが駆け抜ける。ファンにとっ

てはたまらないひと時となるはずだ。 

そしてこのシーンを再現するのが決勝レース、激闘の後のゴール。ヘッド

ライトの光跡がいく筋もコースを駆け抜ける中、感動のチェッカーフラッグが

振られ、勝者はもちろん、過酷なレースを戦った全てのドライバー、チーム

の健闘を称える大輪の花火が打ち上げられる。レース終了後にはグランド

スタンド前のゲートがオープンされ、ファンもコース上で一体となって

フィナーレを迎える。今年の鈴鹿サーキット「インターナショナル ポッカ GT 

サマースペシャル」は、感動と思い出が詰まった夏祭だ。 

夕闇の中を駆け抜ける

SUPER GTマシン 

開催概要 
■大会名称：2009 AUTOBACS SUPER GT Round6 第38回 インターナショナル ポッカ GT サマースペシャル 

■併催レース：2009年 西日本F4選手権シリーズ 第4戦 

ホンダ エキサイティングカップ ワンメイクレース 2009 ～シビック・インターシリーズ～第５戦 ／ 

～シビック・西日本シリーズ～ 第４戦 

■主 催：鈴鹿モータースポーツクラブ（SMSC） ／ 株式会社モビリティランド  

■冠 協 賛：株式会社ポッカコーポレーション 

■公 認：国際自動車連盟(FIA) ／ 社団法人日本自動車連盟(JAF)  

■認 定：株式会社 GTアソシエイション 
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今年も夏の鈴鹿、インターナショナル ポッカ ＧＴ サマースペシャルが 

タイトル争いのカギを握る！ 

昨年圧倒的な速さ、強さを見せつけて本山哲／Ｂ・トレルイエ組がチャンピオン

に輝いたニッサンGT-R。その強さが続くのか？それともライバル勢が巻き返す

のかが注目された今シーズン。開幕戦で優勝を飾ったのはタレントのマッチこと

近藤真彦監督が率いる、Ｊ・Ｐ・デ・オリベイラ／荒聖治組GT-Rだった。GT-Rは

第３戦で昨年の覇者本山哲組、第４戦でＲ・クインタレッリ／安田裕信組が優

勝。４戦中３勝と相変わらずの強さを見せているが、タイトル争いは大接戦と

なっている。 

これまで37ポイントを獲得したＪ・Ｐ・デ・オリベイラ組がトップに立っているも

のの、わずか２ポイント差でレクサスSC430の脇阪寿一／Ａ・ロッテラー組が追

い、３位表彰台を３回記録する、安定した速さを見せるホンダNSXのＲ・ファー

マン／伊沢拓也組が33ポイントの３位。第２戦優勝のレクサスSC430立川祐路

／Ｒ・ライアン組が28ポイントの４位につけているのだ。今シーズンのSUPER 

GTは全９戦で争われる。今回の第６戦はタイトル争い

の行方が見え始めるころ。ここでノーポイントなら、そ

れはタイトル争いからの脱落を意味するため。各陣営

とも必勝態勢で臨んでくる。 

そしてこれはGT300クラスも同じだ。ここまでRX-7の

谷口信輝／折目遼組が48ポイントを獲得してトップに

立っているが、レクサスIS350の織戸学／片岡龍也組

が４ポイント差で、ガライヤの新田守男／髙木真一組

が６ポイント差で追う展開。この混戦からタイトル候補

が浮上してくるのが第６戦あたり。やはり今年も夏の

鈴鹿がシリーズチャンピオン争いのカギを握ることに

なりそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レクサスSC430の 

脇阪寿一 

Ｊ・Ｐ・デ・オリベイラ／荒聖治組GT-R

立川祐路／Ｒ・ライアン組SC430 

Ｒ・ファーマン／伊沢拓也組NSX 

土曜日の夜はポッカGTサマースペシャル前夜祭で盛り上がろう！ 

土曜の予選終了後は、メインストレートを舞台に今年も前夜祭を開催！ 

ミラクルナイトセッション、ドライバートークショーなど、鈴鹿サーキットならでは

のイベントが目白押しだ！また、X JAPANフィルムコンサートも開催！ 

■日時：8月22日（土） 18:00～（キッズピットウォーク終了後） 

■会場：グランドスタンド前特設ステージ 

国際レーシングコース 

※写真はイメージです 

※イベントの内容は変更になる場合があります 
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［価格はすべて税込］

ピットビル２階に新設されたワンランク上の観戦空間 
 
 

ピットビル2階に設けられたホスピタリティラウンジはハイグレードな観戦ルームに加えて、ピット

レーンに張り出した屋外観戦席を設置。鈴鹿サーキットはおもてなしの心とともに、快適で迫力

に満ちた観戦をご提供いたします。またより高い場所からコースを見渡せるピットビル3階のホ

スピタリティテラスへもご入場いただけます。 

 

 

ホスピタリティラウンジ 

ホスピタリティラウンジ
＜大人向け＞ 

（2日間有効・観戦券込み）

ファミリーラウンジ 
＜大人(中学生以上)＞ 

（2日間有効・観戦券込み）

ファミリーラウンジJr 
＜子ども(3歳～小学生)＞

（2日間有効・観戦券込み）

４０，０００円 ４０，０００円 ８，０００円 

【ホスピタリティラウンジ特典】 
 駐車券（専用駐車エリア） 

※ファミリーラウンジJrには付きません 

 パドック入場可（２日間対象） 

 ピットウォーク（２日間対象） 

 ホスピタリティテラス入場可（２日間対象） 

 激感エリア入場 

 Bエリア入場 

 スペシャルランチボックス（決勝日8/23（日）のみ） 

 フリードリンク（ソフトドリンク・ビール） 

 大会公式プログラム 

※ファミリーラウンジJrには付きません 

 専用プラスチックパス 

※ファミリーラウンジJrには付きません 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）から 

お申込みください。 

受付期間：8月16日（日）24:00まで 

※駐車券は1名様～4名様までのお申込1件につき1台分となり

ます。（ファミリーラウンジJrには付きません） 

※ホスピタリティラウンジは数に限りがございます。 

完売の際はご了承ください。 

※お申込後のキャンセルは一切できません。 

※屋外観戦席は自由席となります。 

※ファミリーラウンジはご家族でご観戦いただける共有ラウンジ

です。 

ピットビル3階からの眺望と生の迫力を体感できる空間 

 
ピットビル3階からご観戦いただけるホスピタリティテラスは、自然光を活かし、開放的な空

間とするために壁を設置せずに、コースが見渡せる場所となります。またピットレーンに張り

出した屋外観戦席もご用意しております。 

 

 

ホスピタリティテラス 

ホスピタリティテラス 
（2日間有効・別途観戦券必要） 

＜大人（中学生以上）＞ 

ホスピタリティテラスJr 
（2日間有効・別途観戦券必要）

＜子ども（3歳～小学生）＞ 

１８，０００円 ２，０００円 
【ホスピタリティテラス特典】 

 ピットウォーク（2日間対象） 

 パドック入場可（2日間対象） 

 Bエリア入場 

 激感エリア入場 

 専用プラスチックパス 

※Jrには付きません 

※ホスピタリティテラスのご購入には観戦券が別途必要です。 

※３歳以上有料となります。（特典内容は大人同様となります） 

※ホスピタリティテラスは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。

※お申し込み後のキャンセルは一切できません。 

ホスピタリティテラスは別 途 観 戦 券 が必 要 です 

6月28日(日)チケット販売開始！ 

【スペシャル特典！】 
ホスピタリティラウンジを事前購入頂いたお客様の中から抽選で！ 
①8月23日（日）決勝日に40名様、サーキットサファリにご招待！ 

②8月22日（土）5名様、サーキットサービスロードツアーにご招待！
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レーシングマシンをもっと間近でみたい！マシンやキャンペーンギャルを撮影したい！お昼のインターバルに実施するピットウォー

クにぜひご参加ください。小学生以下のお子様は無料でご参加いただけます。 

 

 

 

ピットウォーク 

 大人（中学生以上） 子ども 

８月２２日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

８月２３日（日）決勝日 ２，０００円 

※写真はイメージです 

※ピットウォーク券のご購入には観戦券が別途必要です。 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト※PC・モバイルサイト） 

からお申込みください。 

受付期間：8月16日（日）24:00まで 

※前売ピットウォーク券は完売する場合があります。お早めにご購入ください。

前売ピットウォーク券が完売の場合は、当日ピットウォーク券の販売は 

ございません。 

※ピットウォーク時に、脚立のお持込はご遠慮ください。 

 

今年よりピットウォーク券はMOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）にて前売販売いたします 

［価格はすべて税込］

パドック、ホスピタリティラウンジにも入れる最高級の観戦環境を提供 
 

 
 

グランドスタンド上部に位置し、東コースの大部分を見渡すこと

ができるVIPスイート。VIPスイート・プレミアムはVIPスイート、

VIPテラス、パドックをはじめ、ピットビルのホスピタリティテラス

(3階)、ホスピタリティラウンジ(2階）にもご入場いただけるプレミア

ムチケットです。 

ＶＩＰスイート・プレミアム 
（2日間有効・観戦券込み・３歳以上共通料金）

４７，０００円 

【ＶＩＰスイート・プレミアム特典】 
 スペシャルランチボックス（決勝日8/23（日）のみ） 

 フリードリンク（ソフトドリンク・ビール） 

 駐車券（専用駐車エリア） 

 大会公式プログラム 

 ピットウォーク(２日間対象） 

 グリッドウォーク（8/23 SUPER GT決勝レース前のみ） 

 ＶＩＰテラス入場可（２日間対象） 

 パドック入場可（２日間対象） 

 激感エリア入場 

 ホスピタリティラウンジ入場可（２日間対象） 

 ホスピタリティテラス入場可（２日間対象） 

 記念品 
※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）から 

お申込みください。 

受付期間：8月16日（日）24:00まで 

※３歳以上共通料金となります。（飲料・食事など特典内容は大人同様となります）

※駐車券は1名様～4名様までのお申込1件につき1台分となります。 

※ホスピタリティラウンジでのお食事対応はいたしておりません。 

※ＶＩＰスイート・プレミアムは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。 

※お申込後のキャンセルは一切できません。 

※VIPテラスの販売はいたしておりません。VIPテラスはVIPスイートのお客様の 

ご利用エリアとなりました。 

ＶＩＰスイート・プレミアム 
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ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮだけの特別キャンペーン！ 
 

【その１】夏に大活躍のハンドタオルをプレゼント！ 

MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）でファミ得チケットを買うと、

夏のレース観戦に欠かせないコチラレーシングのタオルをプレゼント！ 
※各色、数に限りがございます。ご希望に添えない場合もございます。 

予めご了承ください。 

※プレゼントのお渡しは8月23日（日）となり、ご購入いただいた 

ファミ得チケットに含まれるお子さまの人数分となります。 

※当日は必ず引換券をお持ちください 

※引換に関しては、チケットと同封の引換券をご確認ください。 

 

【その２】放送室から好きなチームへ「ビジョン応援メッセージ」を送ろう！ 

ファミ得チケット購入者の中から抽選で選ばれた3家族のお子さまに通常では入れない放

送室から好きなチームへ、応援メッセージを送っていただけます。サーキットビジョンに応

援しているお子さまの姿が放送されます。お父さん・お母さんはその 

姿をカメラに収め、思い出をお持ち帰りいただけます。 
 

※8月9日（日）24：00までにご注文いただいた方の中から

抽選し、ご連絡いたします。  

※当選者へは後日、詳細のご案内文をお送りさせていた

だきます。 

 

■前売観戦券 ファミ得チケット（2日間有効）  

 
大人2名＋ 

子ども１名（3歳～高校生） 

大人2名＋ 

子ども２名（3歳～高校生） 
ゆうえんちモートピア パスポート付 

観戦券セット １１，６００円 １４，４００円 

Ｖ２指定席セット 
（指定席は決勝日のみ有効） 

２２，１００円 ２８，４００円 

※ファミ得チケットのＶ２指定席セットはMOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト※PC・モバイルサイト）のみでの 

販売となります。 

魅力いっぱいのファミリー向けチケットはコレ!!  ファミ得チケット 

※写真は過去の様子です。 

※写真はイメージです 

Ｖ２指定席上段にカップルシート登場！ 

■前売観戦券 カップルシート（2日間有効・指定席は決勝のみ有効） 

大人２名（男女カップル） 

２０，０００円 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト※PC・モバイ

ルサイト）のみでの販売となります。 

新グランドスタンドV2指定席上段にカップルシートが登場！ 

リゾートエリアのサーキットダイニングでのランチバイキングも付いたお得なチケット！ 

サーキットダイニングでの 

ランチバイキング付！ 
ご利用日：8月22日(土)・23日(日) 11:15～15:00 

   （オーダーストップ14:30）

［価格はすべて税込］

【セット内容】 
 V2指定席上段（日曜日のみ有効） 

 ランチバイキング（土・日いずれか1日） 

 レース観戦 

 Bエリア入場可 

 ゆうえんちモートピアパスポート 

（土・日いずれか1日のりもの乗り放題） 
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■前売観戦券（2日間有効）  

大人 ペア（大人２名） 中・高校生 
ゆうえんちモートピア パスポート付 入場のみ 

５，５００円 １０，０００円 １，６００円 

 

■前売指定席券（決勝日のみ有効） ※別途観戦券が必要です 

Ｖ２席 Ｖ１席 Ｑ２席 

５，０００円 ２，５００円 ２，０００円 

 

■当日観戦券 

 大人 中・高校生 

８月２２日（土）予選日 ゆうえんち入園料（1,600円） 

８月２３日（日）決勝日 ６，５００円 １，６００円 
 

 

■当日指定席券（決勝日のみ有効） ※別途観戦券が必要です 

Ｖ２席 Ｖ１席 Ｑ２席 Ｂエリア 

５，５００円 ３，０００円 ２，５００円 １，５００円 
 

※３歳～高校生以下の方の当日券はゆうえんち入園料となります。中・高校生：1,600円／小学生：800円／3歳～未就学児：600円 

※高校生以下の方はＢエリアへ無料でご入場いただけます。 

※観戦券（一部券種を除く）にセットされているパスポート（レース開催日いずれか1日有効）は「ゆうえんちのりもの乗り放題モートピ

アパスポート」となります。 

※指定席券は決勝日のみ有効です。 

※ペアチケットは前売のみの発売で、２名セットとなります。 

※V2、V1、Q2指定席券をお持ちの方は、Ｂエリアへの入場ができます。 

※V2、V1、Q2指定席をご利用の場合、3歳以上共通料金となります。 

※前売指定席券完売の場合、当日指定席券は販売いたしません。お早めにお求めください。 

 

■パドックパス（2日間有効） ※別途観戦券が必要です 

パドックパス 
＜大人（中学生以上）＞ 

パドックパスJr 
＜子ども（3歳～小学生）＞ 

１０，０００円 １，５００円 

※パドックパスのご購入には観戦券が別途必要です。  

※パドックパスをご購入いただいたお客様は、Bエリアでのご観戦、激感エリアへのご入場、ピットウォークもお楽しみいただけます。   

※前売りパドックパス完売の場合、当日パドックパスは販売いたしません。   

 

【パドックパス特典】 
 激感エリア（１コーナー手前イン側／２コーナーイン側／Ｓ字コーナーイン側）にご入場いただけます。 

※1コーナー手前のみ、決勝レーススタート前から3周回終了後まで入場できません。 

※激感エリアの詳細についてはホームページをご覧ください。 

 鈴鹿サーキットロゴ入りストラップがセットになった特製プラスチックパドックパス。（限定販売） 

※パドックパスJrは特製カード型パドックパスではありません。 

※前売りにてご購入の方には、必ず特製カード型パドックパスをお渡しします。（当日現地でお引き替えいたします） 

 ピットウォークにご参加いただけます。（２日間対象） 
 Ｂエリアでご観戦いただけます。 

［価格はすべて税込］
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チケットのお求めは 券種によってお取り扱いのない窓口もございます

■鈴鹿サーキットレースチケットセンター 6月28日(日)10:00～8月22日（土）（販売時間 10:00～17:00） 

■鈴鹿サーキット電話通信販売  

   059-378-1100（通販専用） 
6月28日(日)10:00～8月16日（日）（販売時間 10:00～16:00） 

■MOBILITY STATION （オンラインショッピングサイト） 6月28日(日)10:00～8月16日（日）24:00まで（24時間受付） 

ＰＣ http://mls.mobilityland.co.jp/    モバイル http://mls.mobilityland.co.jp/ mobile/ 

8月22日（土）まで販売（一部販売期間が異なる店舗がございます。） 
●電子チケットぴあ ●CNプレイガイド ●ローソンチケット ●イープラス 

●セブン-イレブン ●ローソン ●ファミリーマート ●サークルＫ・サンクス ●am/pm  

※コンビニには時間帯に制約があります。※販売店によって、一部取り扱いのない券種があります。 

チケットに関するお問い合わせ：鈴鹿サーキットレースチケットセンター 059-378-1111（代） 

ご案内：大人のお客様は、ゆうえんちモートピアパスポートでは、本レースをご観戦いただけません。 

●レース決勝日のゆうえんちモートピアパスポートをお持ちの大人のお客様が、本レースご観戦をご希望の場合

は、別途追加料金2,300円にてご観戦いただけます。 

●中・高校生のお客様は、ゆうえんち入園料のみで本レースをご観戦いただけます。 

鈴 鹿 、もてぎのチケット・グッズが同 時 に買 えるオンラインショップ  

詳 しくは http://mls.mobi l i ty land.co. jp/にアクセス！ 


