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このままＧＴ-Ｒ勢がシリーズを席巻するのか？  

夏の鈴鹿、伝統の１戦でＮＳＸ勢、レクサスＳＣ４３０勢の逆襲はあるのか！? 
昨年５年ぶりにレースシーンに復活すると、いきなりライバルたちを圧倒。シリーズ全９戦で７勝を記録する速さ、強さを

見せつけたニッサンGT-R。今シーズンはホンダNSX、レスサスSC430ともに戦闘力を増したニューマシンを投入し接戦に

なると予想されたが、ここまでの５戦でGT-R ４勝、SC430 １勝と、昨年同様の展開となってきた。 

ニューマシンを投入しながら、昨年と同じ展開になってしまうのか？それとも逆襲に転じるのか！？NSX陣営、SC430陣営

にとってこの１戦は大きな意味を持つことになった。今回も入れて残りは４戦。大逆転のチャンスはまだ残されているからだ。 

そのためにはこの夏の鈴鹿、伝統の１戦に優勝することが大きな意味を持つ。このイベントがSUPER GTマシンで争われる

ようになった99年からみるとホンダ勢はNSXが４勝。トヨタ＆レクサス勢はスープラ３勝、SC430が１勝。ニッサン勢はフェア

レディＺの１勝に加え、昨年はGT-Rの松田次生／Ｓ・フィリップ組が優勝している。わずかながらホンダ勢優勢といった感じだが、

ドライバーの優勝回数を見るとNSX道上龍、SC430脇阪寿一、GT-RのＳ・フィリップがそれぞれ３勝を挙げている。（脇阪は

NSX・スープラ・SC430で記録。フィリップはNSXとGT-Rで記録）つまり各陣営とも夏の過酷な１戦を戦うためのエキスパート

がいるわけで、まさ

に今回は接戦、総力

戦となるのは確実。

緻密なチーム戦略

が勝敗の鍵を握るこ

とになりそうだ。 

 

2009/8/11 配信

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 

99年から3勝を挙げているNSXの道上龍(左)、GT-RのＳ・フィリップ(中)、SC430の脇阪寿一(右)

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 

Ｍ・クルム参戦決定！ 
 

現在ランキングトップの本山哲／Ｂ・トレルイエ組だが、トレルイエがペナルティポイント累積により

ポッカＧＴサマースペシャルに出場できなくなった。このためチームはＭ・クルムを起用。クルムは昨

年GT-Rをドライブしており経験は十分。さらに本山とクルムのコンビは03年にGT-Rでチャンピオン

を獲得しており、コンビが変わっても優勝候補であることに変わりはない。 



 

- 2/12 - 

〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992  TEL（059）378-1111   URL http://www.suzukacircuit.jp/ 

 

大接戦が続くＧＴ３００クラス。やはり夏の鈴鹿がタイトルの鍵を握る！ 
大接戦が続いているのがGT300クラス。

５戦を終了してレクサスIS350の織戸学／

片岡龍也組が50ポイントでランクトップ。これ

を２ポイント差でRX-7の谷口信輝／折目遼

組が追い、さらに２ポイント差の46ポイントで

紫電の加藤寛規、44ポイントでガライヤの

新田守男／髙木真一組が続いているのだ。 

この混戦から抜け出し、終盤戦を優位に戦

うためにも勝ちたいところ。この上位陣で過酷

なレースの戦い方を知っているのが紫電の加藤寛規

だ。一昨年吉本大樹、高橋一穂とトリオを組んで見事

優勝を飾っている。今年もその時の相棒吉本と走るだ

けに、このチームが優勝候補と言ってもいいだろう。 

だが何が起きるかわからないのが夏の鈴鹿ラウンド。

思わぬトラブルが待ち受けているのは過去何度も

繰り返されたことだ。はたしてどのチームがタイトル

への主導権を握ることになるのだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０００ｋｍから７００ｋｍへ。３００ｋｍの違いが新たな戦略を呼び起こす 
1966年に第１回大会が開催されて以来、昨年まで1000kmレースとして開催

されてきたが、それが今年は700kmのレース距離で行われることになった。

そしてこの300kmの違いが難しいレース戦略を強いることになった。 

現在のGT500クラスマシンの燃費は１リッターあたり２km前後と言われて

いる。ガソリンタンク容量は100リットルだ。700kmで３回ピットインをしてガソリン

を補給すると考えると、スタート時もガソリンを搭載するので４つのパートに分け

られる。１回あたりの走行距離は約175kmだ。これを２回に減らすと３パートに

なり、１回の走行で233kmも走らなければならない。 

ピットインしてドライバー交替、タイヤ交換、ガソリン補給等の作業を行えば

大きなタイムロスとなる。少なければ少ないほうがいいのだが、スピードを落として高燃費走行をしても勝負にならない。

果たして各チームはどんな作戦で700kmを戦うのだろうか。チーム戦略も大きな見どころとなってきた。 

 

 

織戸学／片岡龍也組IS350 
谷口信輝／折目遼組RX-7 

加藤寛規組紫電 新田守男／髙木真一組ガライヤ

ピットイン戦略が勝敗を分ける 

ポッカＧＴサマースペシャルにニューマシン登場！ 

ＧＴ３００クラスにスバルレガシィＢ４参戦！！ 
名車レガシィの参戦が決定した。新型レガシィをベースに開発されたマシンで、水平対向エンジン、

４輪駆動というスバルならではの特徴をもっている。スバルは昨年もインプレッサで１勝を挙げて

おり、レース経験は十分。さらにはチャンピオン請負人と言われる山野哲也と、経験豊かな密山

祥吾のベテランコンビがドライブ。デビュー戦ながら、いきなりの大活躍も期待されている。 

山野哲也 

ＳＵＢＡＲＵファンシート登場！ 

ファンシートに関する詳細はチケットページをご覧ください
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ヘッドライトの光跡が彩る迫力の前夜祭！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 も古い歴史を持ち、2006年からSUPER GTシリーズの１戦と

して開催され、各メーカーのフラッグシップカーが激突！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」。サーキットが夕闇に包まれるころ感動のゴールを迎える

のだ。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

レースクイー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。 

 

 

予選はノックダウン方式！ 

セッション３、精鋭だけのラストアタックを見逃すな！！ 
22日、土曜日午後に行われる予選はノックダウン方式。F1や国内ではフォーミュラ・ニッポンで行われているのと同様の

もので、３回の走行セッションを実施。タイムの遅いマシンからふるいにかけられ、 後は選ばれた精鋭たちによるタイム

アタックが繰り広げられ、ポール・ポジションが決定する。 

 合同走行の後、GT300クラス、GT500クラスの順で全車が出走して10分間のS（セッション）1が行われる。ここでGT300

は17位以降が、GT500は13位以降の順位が決定。 

 短いインターバルを置いて10分間ずつのS2がスタート。ここでGT300は11位以下、GT500は９位以下の順位が決定。

残ったGT300、10台、GT500、８台の精鋭がS3、 後の10分間でPP（ポール・ポジションン）の座をかけてタイムアタック。

選ばれし者たちの 後の戦いは気力と気力の激突！ 後まで間が離せない10分間となるはずだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真はイメージです 

GT500：13位以降 

GT300：17位以降 

グリッド決定 

GT500：9位～12位 

GT300：11位～16位

グリッド決定 

セッション１ 
（各クラス10分間） 

GT500上位12台 

GT300上位16台 

セッション２進出 

GT500上位8台 

GT300上位10台

セッション３進出 

P・P 

決定！ 

GT500：1位～8位 

GT300：1位～10位 

グリッド決定 

全車走行 
GT500：12台走行

GT300：20台走行

GT500：8台走行 

GT300：10台走行 

セッション２ 
（各クラス10分間） 

セッション３ 
（各クラス10分間） 
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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フィルムギグも開催！ 

 

■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 
※イベントの内容は変更になる場合があります 

ミラクルナイトセッション 
「インターナショナル ポッカ GT サマースペシャル」ではSUPER GT唯一の

夜間走行があるため、その速さも求められる。昼間の予選とは異なる雰囲気

で行われる「ミラクルナイトセッション」で、決勝レースへ向けた各チームの戦略

をチェックしよう！ 

 

トワイライト エレガンス マシンコンテスト 
夜間走行ならではの「トワイライト エレガンス マシンコンテスト」にも特典が

準備されている。これは、前夜祭で来場しているお客様に、QRコードを利用し

て携帯からリアルタイムに投票してもらい、 も夕闇に映えるマシンを決定し

ようというものだ。鈴鹿でしか見ることができない、夜間走行を行うSUPER GT

マシンの美しさを決定する、トワイライト エレガンス マシンコンテスト。夕闇の中を走るマシンをその目で確かめ、これぞと思

うマシンに投票しよう！ 
 

※投票用QRコードは、当日配布の観戦ガイドやイベントインフォメーションにてご確認ください。 

※ミラクルナイトセッション終了後には、トワイライト エレガンス マシンコンテスト授与式が行われます。 

※イベント名称は予定です。 

 

Ｘ ＪＡＰＡＮ ＦＩＬＭ ＧＩＧ ～鈴鹿の夜～ 
X JAPANが6年ぶりの、そして野外では初となるFILM GIGを「X JAPAN FILM GIG ～鈴鹿の夜～」として、 

「インターナショナル ポッカ GT サマースペシャル」の前夜祭で開催。 
 

■開演：20:00(予定) ※雨天決行（荒天の場合は中止となります）  

 ※開演予定時刻は変更となる場合がございます。 
 

【8月22日（土）ＦＩＬＭ ＧＩＧ開催に伴うＶ１指定席について】 

●8月22日（土）17:00よりグランドスタンド下段V1席は「X JAPAN FILM GIG ～鈴鹿の夜～」専用指定席となります。 

当日17:00以降、前夜祭（FILM GIGのみ）チケットをお持ちでないお客様はV1指定席にご入場できません。係員の

誘導にしたがって席の移動をお願いいたします。 

●「ポッカ GT サマースペシャル前夜祭 ミラクルナイトセッション」時のV1指定席は 「X JAPAN FILM GIG ～鈴鹿の夜～」

指定席となります。 

●グランドスタンド上段V2席は8月22日（土）終日（一部指定席を除き）、自由席として開放されています。 

 

 

 

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！ 

※写真はイメージです 

前夜祭交通のご案内 
8月22日（土）「インターナショナル ポッカ GT サマースペシャル前夜祭」の開催に合わせて、鈴鹿サーキット遊園地

メインゲート発白子駅行きの三重交通バスを臨時増発いたします。公共交通機関をご利用のお客様につきまして

は、近鉄電車の時刻表をご確認のうえ、お早めにバスへご乗車されることをお奨めいたします。 
 

【最終電車】 ＜名古屋方面＞23:11白子駅発 近鉄特急 名古屋行き（名古屋行き特急 終電車）  

 ＜大阪方面＞22:10白子駅発 近鉄特急 難波行き（難波行き特急 終電車） 

チケットなどの詳細については、Ｘ ＪＡＰＡＮホームページをご覧ください 
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イベント情報 

ポッカＧＴサマースペシャルはキッズウォークもスペシャルだ！ 

GTキッズウォーク 
ピットウォークは混雑していて子供と一緒は心配という家族連れに朗報！SUPER GTではもうおなじみの、お子様

連れの方のみが参加できるGTキッズウォークが、8月22日（土）の公式予選終了後に行われます。お子様へは、素敵な 

プレゼントも予定していますので、是非ご参加ください。ポッカＧＴを支える

マーシャルカーやレスキューカーの展示やドクターヘリ見学会も実施予定！ 

ポッカＧＴではキッズウォークもスペシャルだ！  

 

■開催日時：8月22日（土） 公式予選終了後 

■開催場所：ピットロード・ホームストレート上 

■対 象：中学生以下のお子様と保護者の方 

■料 金：無料 

 

フリー走行前の緊迫したピットの雰囲気を体験できるチャンス！SUPER GTの公開車検も見学できるぞ！ 

OPEN PIT 
走行前の緊迫したピット内の状況と、SUPER GT車両がピット内で受ける公開

車検をピットレーンから見学できます（ピットウォーク形式）。OPEN PITへの

参加は、パドックに入場可能なパスをお持ちの方限定です。 

 

■開催日時：8月22日（土） （時間未定） 

■開催場所：ピットロード 

■対 象：パドックに入場可能なパスをお持ちの方 

■料 金：無料 

※写真はイメージです 

※写真はイメージです 

チューニングカー展示 
全国の有名チューナーが、それぞれのコンセプトに基づいてカスタマイズしたチューニングカーをGPスクエアに

展示します。作り込まれたチューニングカーを間近で見られるチャンス。この機会をお見逃しなく！ 

 

■開 催 日：8月22日(土)、23日(日) 

■開催場所：GPスクエア 

サーキットサファリ 
レーシングカーが走る鈴鹿サーキット国際レーシングコースを、バスに乗ってコースイン。その真横をSUPER GT

マシンが駆け抜けていく様は、まさにサファリパークの猛獣ゾーン！改めてレースの大迫力を体感していただける

イベントです。 

※VIPスイート、ホスピタリティラウンジご購入の方の中から抽選でご参加いただけます。 
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コチラレーシングinポッカＧＴサマースペシャル 

小学生のみんなはコチラレーシング 

ファンクラブブースに集まれ！ 
■日 時：8月22日(土)・23日(日) 

■場 所：GPスクエア（「レーシングコース同乗体験」は国際レーシングコース） 

■会員特典： (1)こども記者体験（抽選で1名様）＜8月22日(土)開催＞ 

 (2)FE-810搭乗体験＜8月22日(土)開催＞ 

 (3)FE-810レーシングコース同乗体験 

  （抽選で4名様）＜8月23日(日)開催＞ 

※各体験は8月22日（土）ゲートオープン～13:00まで、ファンクラブ 

ブースにて受付を行います。 

■ファンクラブ入会で特別プレゼント！ 

8月22日（土）、23日（日）は、ファンクラブの特別入会受付もある

から（入会金2.000円（税込）、年会費無料）是非この機会に入会

しよう！入会特典として、お名前と血液型の刺繍入り特製「キャップ」

又は「Tシャツ」と、コチラレーシングフラッグもプレゼント! 

 

『30の夢プロジェクト』とは・・・ 

鈴鹿サーキットのオリジナルキャラクター

「コチラ」は、1979年に手塚治虫先生の手

により誕生しました。今年は、「コチラ」の

生誕30周年。9月23日のコチラのお誕生日

に向けて、様々なスペシャルイベントを開

催いたします。 
ⓒTezuka Productions 

※写真はイメージです 

学びながらモータースポーツを楽しもう 

「ＫＩＤ’Ｓ オアシス」がＧＰスクエアに登場！ 
「第38回 インターナショナル ポッカ GT サマースペシャル」での楽しみ方の一つをご提案！ 

ポッカGTサマースペシャルでは、お子様もモータースポーツを楽しみながら学習でき

るイベントもスペシャルだ！その中でも特に注目したいのが、サーキットドリルやミニ

パドックツアーなど、実際に体験してモータースポーツの仕組みを学ぶことができる専

用ブース「KID'S オアシス」。家族みんなでポッカGTサマースペシャルを楽しもう！ 

■日時：8月22日(土)・23日(日) 

■場所：GPスクエアを中心とした場内一帯 
 

 

■サーキットドリルで夏の自由研究はばっちり！！（無料） 
サーキットに見立てた会場を使って、問題（ミッション）の書かれたドリルを手に、ヒントが

書かれたパネルを回って答えを埋めていきます。問題を解きながら、レーシングカーの

スピード、安全性、機動性や燃費、設計、レギュレーション、ピットでの作業など、レーシング

カーに秘められた科学と、レース観戦を楽しむための基礎知識が身につくよ！ 

すべてのミッションを終えたら、ドリルの表紙となる用紙をもらって

製本しよう！キミだけの自由研究の完成だ！！   

 

■空気砲を作って空気の力を体感だ！! お一人様200円（税込） 
目に見えない空気の塊が飛び出す空気砲を作ろう。レーシングカーの

スピードは空気との闘い。空気の持つ意外な力を実感できるよ。空気

砲を使ったゲームに参加して楽しもう！ 

※天候等の理由により中止の場合もございます。   

お子様と一緒に来場されたファミリーの嬉し

い特典が「ミニパドックツアー」。普段は入る

ことのできないパドックエリアや新ピットビル

などを約30分かけて見学します。サーキット

の裏側“パドック”では、レースがより身近に

感じられるはず！ 

 

※対象：高校生以下の子供を含むファミリー 

※所要時間：約30分間 

【モータースポーツ自由研究】

【ミニパドックツアー】

※写真はイメージです 
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チームファンシートで、お気に入りのチームを応援しよう！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Ｈｏｎｄａファンシート ／ ＬＥＸＵＳファンシート ／ ＳＵＢＡＲＵファンシート 対象チケット 
 

 

 

 

 

 

 

 
※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。 

※ペア券、ファミ得チケットは人数分のプレゼントが付きます。 

※指定席のみのご購入、パドックパス等は対象外となります。  

※グッズ付観戦券は予定数になりましたら終了となります。 

※グッズ引換券はチケット送付の際に同封いたします。 

（引換日時・場所は、引換券に明記します。） 

チケット好評販売中！ 

Ｈｏｎｄａファンシート 
Hondaファンのみんなとオリジナルグッズを持ってHondaを応援しよう！みんなの

応援がひとつになればきっとドライバーに届くはず。ファンシートエリア上の広場

ではHondaマシン展示を実施。 
 

■開 設 場 所：Ｒ席( 終コーナー・自由席)の一部 

■特 典： ●オリジナル応援グッズプレゼント 

  ●ドライバートークショーを開催(予定) 

ＬＥＸＵＳファンシート 
オリジナル応援グッズをもらって、LEXUSチームを応援しよう！ 
 

■開 設 場 所：Ｓ席( 終コーナー・自由席)の一部 

■特 典： ●オリジナル応援グッズプレゼント 

  ●ドライバーアピアランス（ドライバー訪問）を開催(予定) 

 

ＳＵＢＡＲＵファンシート 
SUBARUファンが待ちに待ったこの日がやってきた！ 2008年のGTシーンを盛り上げた

SUBARUがレガシィB4をベースとして、ポッカGTサマースペシャル（GT300クラス）に帰っ

てくる。熱きSUBARUファンの皆様、ファンシートでSUBARUの挑戦を応援しよう！！ 
 

■開 設 場 所：Ａ席(1コーナー手前・自由席)の一部 

■特 典： ●オリジナル応援グッズプレゼント 

  ●ドライバーアピアランス（ドライバー訪問）を開催(予定) 

※SUBARUファンシートは完売しました。 

オリジナル応援グッズ 

Honda NSX-GT応援マフラータオル 
※グッズは変更となる場合がございます。 

オリジナル応援グッズ 

オリジナル応援グッズ 

前売観戦券 ファミ得チケット 観戦券セット 

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 

１１，６００円 １４，４００円 
 

前売観戦券 

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 

 
チケットの詳細は１０・１１ページをご覧ください。 
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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。 

※ファミリーラウンジは完売しました。 

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 

【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！

［価格はすべて税込］
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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。 

※23日(日)のピットウォーク券は完売しました。 

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・プレミアムは完売しました。 

ＶＩＰスイート・プレミアム 完売しました 
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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 

［価格はすべて税込］



 

- 11/12 - 

〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992  TEL（059）378-1111   URL http://www.suzukacircuit.jp/ 

 

■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 8月22日（土）まで（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） 
8月16日（日）まで（販売時間 10:00～16:00） 

■MOBILITY STATION （オンラインショッピングサイト） 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！ 


