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２０１０ ＡＵＴＯＢＡＣＳ ＳＵＰＥＲ ＧＴ Ｒｏｕｎｄ６ 第３９回 インターナショナル ポッカ ＧＴ サマースペシャル 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

最強、最速を証明するために歴史と伝統の一戦、過酷な夏の鈴鹿に挑む！! 

ＳＵＰＥＲ ＧＴの新たな戦いが始まる！ 

今年で39回目の開催、国内のレースで も長い歴史と伝統を誇るの

が夏の鈴鹿耐久レース「インターナショナル ポッカ GT サマースペ

シャル」。第1回大会は鈴鹿1000km耐久自動車レースとして1966年に開

催され、トヨタ2000GTが優勝を飾った。夏の鈴鹿を制することは名車の

証とされポルシェカレラ6、トヨタ7、フェアレディZ等が栄冠を勝ち取った。

80年代に入るとモンスターマシンと呼ばれたグループCカーの戦いが続

き、ポルシェ、トヨタ、ニッサンが。GTカーの戦いとなった90年代はメル

セデス、マクラーレン、ポルシェがしのぎを削った。そして99年に優勝を

飾ったのはホンダNSX、ここから国内GTカーの時代を迎え、2006年から

はSUPER GTシリーズの一戦として開催されることになった。 

時代は変わってもハイスピードで長時間走り通す過酷な戦いは変わ

らなかった。だからこそ「夏の鈴鹿」を制することは 強マシンの証明となる。全ての参加者が持てる力の全てをかけて鈴

鹿に乗り込んでくるのだ。 

 

 

夏の鈴鹿を制する者がシリーズを制する！ 

タイトルに向けた新たな戦いがスタートする！ 

今年SUPER GTは新たな時代を迎えた。Hondaが満を持してニューマシンHSV-010 GTを

投入。ニッサンGT-Rが新エンジンを搭載して参戦。レクサスSC430もより進化し、拮抗した

戦いとなったのだ。それを証明するように開幕戦鈴鹿ラウンドはHISアドバンGT-R（JP・デ・

オリベイラ／安田裕信組）が優勝。第2戦はウイダーHSV-010

（小暮卓史／L・デュバル組）、第3戦はMJクラフトSC430（石浦

宏明／大嶋和也組）、第4戦はカルソニック IMPUL GT-R（松

田次生／R・クインタレッリ組）と、GT-Rが2勝、HSV-010と

SC430が1勝ずつと、ほぼ互角の結果を残している。第6戦と

して開催される「インターナショナル ポッカ GT サマースペ

シャル」はシリーズ後半の重要な一戦。ここで勝てばタイトル

に大きく近付くことになるからだ。夏の鈴鹿を制し、 強マシン

の称号とともに、シリーズタイトルを獲る！2010シーズンの新

たなスタートが切られる。 

これはGT300クラスも同じだ。RX-7（谷口信輝／折目遼組）

が2勝、フェアレディZ（横溝直輝／阿部翼組）、カローラアクシ

オ（井口卓人／国本雄資組）がそれぞれ1勝を挙げ、大接戦となっている。そしてこの混戦

からタイトル候補が浮上してくるのがGT500同様夏の鈴鹿、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。 

2010/7/10 配信

2009年ポッカGTサマースペシャルのスタートシーン 

HISアドバンGT-R 

ウイダーHSV-010 

カルソニック IMPUL GT-R 

MJクラフトSC430 
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夕闇の中のチェッカーフラッグ、勝者を称える大輪の花火が打ち上げられる 

毎年「インターナショナル ポッカ GT サマースペシャル」が

ゴールするのは夕闇が迫る中。ヘッドライトを点灯してゴールを迎

えるのだ。世界に目をやればル・マン24時間レースなど、ヘッドラ

イトを点灯しての夜間走行はあるものの、その時にゴールシーン

を迎えるレースは数少ない。もちろんSUPER GTシリーズではポッ

カ GT サマースペシャルだけ。まさに夕闇の中の感動のシーン

が演出されるわけだ。 

そしてゴール後には勝者を、そして熱く長い戦いを終えたすべ

てのドライバー、チームの健闘をたたえる花火が打ち上げられる。

大輪の花が次々とサーキットの夜空に咲き、熱く長く、そして激し

かった戦いの終わりを告げてくれる。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。「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鈴鹿の夏祭りだ。 

 

 

シリーズ最長の７００ｋｍ。 

耐久の距離でありながらスプリント並みの高速バトルとなる真夏のレース、

過酷な戦いを誰が制するのか！？ 

通常SUPER GTレースは300kmのレース距離で争われるが「インターナショ

ナル ポッカ GT サマースペシャル」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。しかしペースを落として走りきる作戦では700kmを制す

ることはできない。これまで、耐久レースでありながらスプリントレース並みの

ハイペースでの戦いが繰り広げられてき歴史があるからだ。 

このハイペースでの走行に加え、ピットイン戦略も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となり100km足りない。この100km

を均等に分けるのか、それとも序盤に主導権を握るため1回目を長くするのか。

またタイヤを4本交換せずに2本交換、又は無交換でピットイン時間を短くする作戦も考えられるが、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。

700kmに立ち向かう、各チームの戦略に注目だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催概要 
■大会名称 ： 2010 AUTOBACS SUPER GT Round6 第39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 ：  2010年 西日本F4選手権シリーズ 第5戦 ／ スーパーＦＪレース 

■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 

■特別協賛 ： 明治製菓株式会社 

■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 

ゴール後には勝者を称える大輪の花火が 

打ち上げられる 

勝敗を左右するピット作業 
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■タイムスケジュール(予定) 
8月21日(土) 8月22日(日) 

フリー走行 10:05～11:50 

ピットウォーク 12:05～13:05 

公式予選1回目 13:25～14:10 

ノックダウン方式予選 15:10～16:35 

ナイトセッション 18:30～19:00 

フリー走行  9:55～10:40 

サーキットサファリ 10:50～11:05 

ピットウォーク 12:30～13:30 

決勝レース 15:00～121周 

 （レース終了 大延長時間19:30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※イベントの開始時間・内容は変更になる場合がございます。 

イベント情報！ 

小林可夢偉の来場が決定！ 

ポッカ ＧＴ サマースペシャル前夜祭 
８月２１日(土)１８：２０スタート！ 

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！さらにはBMWザウバーF1チームの小林可夢偉選手の壮行会も実施！ 

 

小林可夢偉（BMWザウバーF1チーム）壮行会 

～Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ｔｏ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ～(仮称) 
世界が認めた日本の力、小林可夢偉選手。日本人ドライバー代表としてF1の世界で

戦う小林可夢偉選手がポッカ GT サマースペシャル前夜祭に来場決定！中盤戦を

迎えたF1シーンのプレイバックや10月の日本グランプリに向けた意気込みを語る。ま

た、ファンによる応援フラッグの贈呈式やスペシャルゲストの来場、さらにお楽しみ抽

選会も予定されている。イベントの詳細は決まり 

次第、ホームページで更新されていくので期待し 

てほしい。 
 

■開催日時：8月21日（土） 19:30スタート予定 

 

ＳＵＰＥＲ ＧＴシリーズ唯一の夜間走行を見逃すな！ 

ナイトセッション直前！ピットレポート＆ミラクルナイトセッション 
昨年、初開催されたミラクルナイトセッション（夜間走行）。普段は見られない夕闇を走

行するSUPER GTマシンの姿は、昼間とは異なる魅力がある。マシンに電飾を施し夕闇

に煌く車体を演出するなど、ファンを楽しませてくれるチームにも期待！ポッカ GT サ

マースペシャルに相応しく、夜間走行もスペシャルだ。 
 

■開催日時：8月21日（土） 18:20～19:00 

 

エレガンスマシンコンテスト 
携帯を利用して走行するマシンを見ながら も美しいSUPER GTマシンを決める投票を

実施。投票の状況はリーダータワーなどでリアルタイムに表示され、刻々と変化してい

く。 も夕闇に映えるSUPER GTマシンを決めるのはファンの皆様です。 
 

※投票用アドレス（QRコード）は当日場内で配布される観戦ガイド等に記載いたします。 

小林可夢偉選手 

※写真はイメージです 

2009年の様子 

F1日本GPに小林可夢偉応援席

登場！詳しくは鈴鹿サーキット

ホームページをご覧ください 
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※イベントの内容は変更になる場合がございます。 

ＫＩＤＳは「ポッカ ＧＴ」に集合だ！ 

「キッズオアシス」でお子様も大盛り上がり！ 
GPスクエアにはお子さまが楽しめるイベントが盛りだくさん！コチラレーシングの

ブースでは大人気の登場体験やパドックツアー、また、人気のイラストレーター

角谷やすひと氏のレーシングカーぬりえコンテストや作品展・即売会なども開催

（予定）。 
 

■開催日時：8月21日（土）・22日（日） 

■開催場所：GPスクエアを拠点として場内一帯 
※写真はイメージです 

小さなお子様も安心 「ＧＴキッズウォーク」で楽しんじゃおう！ 
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、お子さま連れの方のみが参加できるGTキッズウォークが

土曜日の予選終了後に行われます。お子さまへは、素敵なプレゼントも予定して

いますので、ぜひご参加ください。さらにドクターヘリ見学会やレースオフィシャル

による実演など、イベントは盛りだくさん。対象は中学生以下のお子さまと保護者

の方で、参加無料です。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21日（土） 公式予選終了後 

■開催場所：ピットレーン・ホームストレート上 ※写真はイメージです 

ＳＵＰＥＲ ＧＴ最長レースディスタンスを制するのはどのチームだ！ 

「ポッカＧＴサマースペシャル優勝者当てクイズ」に参加しよう！ 
8月22日(日)に行なわれるSUPER GT第6戦 ポッカGTサマースペシャル決勝レースの

優勝者（GT500／GT300）を予想してください。見事正解された方の中から抽選で豪華

プレゼントが当ります。 
 

■応募用紙設置場所：・GPエントランス（レース場入場ゲート） ・センターハウス2F 
※事前にホームページからダウンロードする事も可能です。詳しくは鈴鹿

サーキット公式ホームページをご覧ください 
 

■応 募 期 間 ： 8月21日（土）のゲートオープンから8月22日（日）15：00まで 

 ご応募できます。 
 

■投 函 場 所 ： GPエントランス（レース場入場ゲート）、センターハウス2F 

 ※8月22日（日）15：00まで設置 
 

■賞 品： 1. 鈴鹿サーキット フラワーガーデンホテル 宿泊ペアご招待券 1組様 

 2. 2011年SUPER GT鈴鹿ラウンドパドックパス（観戦券付き）ペアチケット 5組様 

 3. 優勝ドライバーサイン入りグッズ 10名様 
 

■当 選 発 表 ： 当選者は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

 
※投函BOXにご応募いただいた正解者の中から抽選いたします。 

※会場にお越しになられない方のご応募はできません。 
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※イベントの内容は変更になる場合がございます。 

「応援メッセージ大募集！」 届けよう、大好きな気持ちを！熱き声を！ 
活躍を期待するチーム、ドライバーに、抑えきれない熱い応援メッセージをお寄せ

下さい。応援メッセージをいただいたお客様の中から、栄えある“ベスト・オブ・メッ

センジャー”に選ばれた方は、応援メッセージを書いていただいたSUPER GT500

クラス・GT300クラス、いずれかのチームへの「特別ピット訪問権」をプレゼント！

また、お寄せいただいたメッセージの一部をなんと！サーキットビジョンなどでご

紹介いたします！あなたのメッセージが読まれるチャンスかも！？皆さまからの

熱い熱いメッセージをお待ちしております！ 
 

■お申込み期間：8月8日（日）23：59まで 

■お申込み方法：下記、鈴鹿サーキット公式ホームページよりお申込みください。 

  http://www.suzukacircuit.jp 

 

※「特別ピット訪問権」に当選された方には事前にご連絡させていただきます。 

※ご参加には、別途「2010 SUPER GT Round 6 第39回 インターナショナル ポッカ GT サマースペシャル」レース観戦券が必要です。 

※応援メッセージの内容が公序良俗に反する場合は、ベスト・オブ・メッセンジャー対象外とさせていただく場合がございます。 

※2009年のピット訪問の様子 

「ポッカ ＧＴ サーキットサファリ」で超高速走行のＳＵＰＥＲ ＧＴを 

身近で体験するチャンス！ 
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、バスに乗って見

学。それだけではない！SUPER GTマシンがコースを走る中を走るのだ！バスの

すぐそばを、ものすごい速度で駆け抜けていくマシンは大迫力だ！ 

 
※VIPスイート・プレミアムまたはホスピタリティラウンジ（ファミリーラウンジ含む）をご購入

いただいたお客様の中から各40名様、計80名様が抽選でご参加いただけます。 

※サーキットサファリの一般販売は行ないません。 ※写真はイメージです 

普段は入れない至近距離からサーキットを堪能しよう！ 

「サービスロードツアー」 
レース運営に使用されるサービスロードを車両に乗って見学！どの観戦席よりも

間近で、しかもレーサーと同じ目線の高さで走行と眺めを体験できます。 

 
※VIPスイート・プレミアムまたはホスピタリティラウンジ（ファミリーラウンジ含む）をご購入

いただいたお客様の中から各5名様、計10名様を抽選でご招待いたします。 
※写真はイメージです 

今やレース前の恒例となった「ピットウォーク」を今回も実施！！ 
ピットロードまで入場することができるので、間近でマシンを見ることができるぞ。

もしかしたら憧れのドライバーに会えるチャンスも・・・。GTの魅力にグッと近づけ

るこの機会をお見逃しなく！ 
 

■日時：8月21日（土）12:05～13:05 8月22日(日)12:30～13:30 

■料金：2,000円 

※詳細はチケットのページをご覧ください。 ※写真はイメージです 



 

- 6/12 - 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※イベントの内容は変更になる場合がございます。 

予選日の早朝、マシンの公開車検中のピットレーンを、パドック入場可能

パスをお持ちのお客さまに開放！「ＯＰＥＮ ＰＩＴ」 
予選日の早朝、公開車検中のピットレーンをパドックに入場可能なパスをお持ちのお客

さまに開放。走行を直前に控え、車検中のマシンを見学できる。とても間近でSUPER GT

マシンをじっくり見るチャンスだ。なお、ピット自体には立ち入りできないので、決められた

場所からご見学を。 

■開催日時：8月21日（土）8:30～9:10  ■開催場所：ピットレーン 

※レーススケジュールの都合により時間変更・中止になる場合があります。 

※パドックに入場可能なパスをお持ちの方に限らせていただきます。
※写真はイメージです 

記者会見映像のビジョン上映 
SUPER GTの余韻を楽しもう。SUPER GT 長距離を戦い抜いたドライバーがポッカ 

GT サマースペシャルを振返る。 

■開催日時：8月22日（日） 決勝レース表彰式終了後 

■開催場所：グランドスタンドサーキットビジョン ※写真はイメージです 

表彰式、そして健闘を称える花火をメインストレートから見よう！ 

決勝レース終了後にメインストレートを開放！！ 
決勝レース終了後、グランドスタンド前のゲートをオープンしメインストレートを開放！み

んなで感動の表彰式、そして勝者を称え、全てのドライバー、チームの健闘を称える花

火を体感しよう！ 

■開催日時：8月22日（日） 決勝レース表彰式終了後 

■開催場所：メインストレート ※写真はイメージです 

レースの魅力・迫力をさらに激感しよう！「激感スカイデッキ」登場！ 
コースサイドに設置されたスカイデッキにご乗車いただき、上空10m～20mの高さから、まさに 

未体験ビューの世界をお楽しみいただけます！ 
※ご利用はパドックへ入場可能なパスをお持ちの方が対象となります。 

■日時： 8月21日（土）予選日 9：30～18:30 

 8月22日（日）決勝日 9：00～18:40 
 ※詳細時間はホームページ、または現地の案内をご覧ください。 

■受付： パドック内センターハウス2階インフォメーション受付カウンター 

■料金： 500円/1名・1回（約15分程度） 
激感スカイデッキ

ドリキン土屋圭市とピストン西沢の絶妙トークは必見！ 

”ＭＯＢＩＬＩＴＹＬＡＮＤ Ｒａｃｉｎｇ Ｒａｄｉｏ” 公開生放送 
テレビ、ラジオやイベントでおなじみの“ドリキン”土屋圭市と“人気DJ”のピストン西沢が、

モータースポーツの楽しみ方をはじめとしたクルマネタで軽快なトークを繰り広げる

インターネットラジオ“MOBILITYLAND Racing Radio（モビリティランド レーシング レディオ）”。

今回はPokka700kmの予選終了直後に、公開生放送を実施。 

もぎたての”裏ネタ”や、翌日の決勝を占う”ナマ”の情報が飛び出す必見イベントです。 

■開催日時：8月21日 17:00～17:30（予定） 

■開催場所：ポディウム（表彰台）特設ステージ 
土屋圭市 ピストン西沢
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※「カップルシート」、「ホスピタリティラウンジ」、「パノラマルーム」、「VIPスイート・プレミアム」は完売となりました。  

（7月10日現在） 
 

■前売観戦券・指定席券 

観戦券（2日間有効） 

※8月20日（金）も入場可 
エリア指定券付き 

観戦券 
（観戦は２日間有効・エリアは決勝日のみ有効） 

指定席券 
（決勝日のみ有効） 

※別途観戦券が必要です大人 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 B・Qエリアセット Ｖ２席 

５，５００円 １０，０００円 １，６００円 ６，０００円 ３，５００円 
 

ポッカＧＴ第39回を記念して、ポッカドリンクと三重地物一番メニューのお得なセットを限定販売！ 

第39回記念 V2指定席＋三重地物一番39（サンキュー）セット 
（指定席は決勝日のみ有効） ※別途観戦券が必要です ※限定390席 

３，９００円 
【セット内容】 ・V2指定席（B・Qエリア入場可） 

  ・ポッカドリンク1本付＜ご利用日時 8月21日（土）・22（日） 10：00～15：00 いずれか1回＞ 

  ・三重地物一番メニュー ランチクーポン付＜ご利用日時 8月21日（土）・22（日） 10：00～15：00 いずれか1回＞ 

■三重地物一番メニュー ランチクーポン対象店舗＆メニュー 
【鈴たこ】鈴たこ、塩たこ  【鈴鹿とんてき串】とんてき串  【伊勢茶塩やきそば】伊勢茶塩やきそば 

【松阪牛まん】松阪牛まん  【三重県産豚スペアリブ】スペアリブ  【松阪牛 みや川】どて丼  

【三重県産豚お好み焼き】三重県産豚お好み焼き 
 

 

ファミ得チケット （2日間有効・エリアおよび指定席は決勝日のみ有効） 

大人2名＋子ども（3歳～高校生）１名 大人2名＋子ども（3歳～高校生）２名 
ゆうえんちモートピア パスポート付 

観戦券＋B・Qエリアセット １４，０００円 １６，８００円 

観戦券＋V2指定席セット ２０，０００円 ２５，６００円 
※V2指定席セットはMOBILITY STATION、ローソン、ローソンチケットのみでの限定販売です。 

 

※カップルシートは完売いたしました 

カップルシート （大人2名<男女カップル>セット・V2指定席上段付き・2日間有効） ※限定150セット 

ゆうえんちモートピア パスポート付 

１８，０００円 

 

■当日観戦券・指定席券・エリア指定券 

 
観戦券 

指定席券 

※別途観戦券が必要です 
エリア指定券 

※別途観戦券が必要です

大人 中・高校生 Ｖ２席 B・Qエリア 

8月21日（土）予選日 ゆうえんち入園料（1,600円） ―― ―― 

8月22日（日）決勝日 ６，５００円 １，６００円 ４，０００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  

※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－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・エリアは決勝日のみ有効です。   

※高校生以下の方は、B・Qエリアへ無料でご入場いただけます。  

※ペアチケットは前売りのみの発売で、2名セットとなります。  

※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。   

チケット好評発売中！ 
［価格はすべて税込］
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■ファンシート（2日間有効・指定席は決勝日のみ有効。観戦券＋Ｖ１指定席セット） 

ポッカGTサマースペシャルのV1席は全面応援席化！お気に入りのメーカーをみんなで一緒に応援しよう。みんなの

声援がひとつになれば、きっとドライバーにも届くはず。白熱のピットを前にファン同士一丸となって盛り上がろう！ 
※V1席は席番指定席となります。 

※応援旗や、声を出しての応援がある場合もございます。ご了承の上、お申し込みください。 

※V1席 上段にあるフェンスは、各メーカーの専用横断幕を設置する予定です。横断幕の設置をご予定される方につきましては、

V2席 前列フェンスをご利用ください。 

 

Ｈｏｎｄａファンシート Hondaオリジナルの応援グッズで熱い声援を送ろう！マフラータオル＆携帯電話用ステッカープレゼント！ 

観戦券＋Ｖ１指定席セット 

（観戦は２日間有効・指定席は決勝日のみ有効） 

Ｖ１指定席 

（決勝日のみ有効） ※別途観戦券が必要です

大人 子ども（3歳～高校生） 
大人・子ども（3歳～高校生）共通 

ゆうえんちモートピア パスポート付 入場のみ 

６，５００円 ２，６００円 ２，０００円 
 

※グッズの引き換えは決勝日のみとなります。 

※グッズは変更となる場合がございます。 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からご購入いただけます。 

■応援席訪問予定ドライバー(敬称略) 
[8]AUTOBACS RACING TEAM AGURI [17]KEIHIN REAL RACING [18]ウイダー ホンダ レーシング [32]NAKAJIMA RACING [100]TEAM KUNIMITSU 

R・ファーマン／井出有治 金石年弘／塚越広大 小暮卓史／L・デュバル 道上龍／中山友貴 伊沢拓也／山本尚貴 

※訪問ドライバーは予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。 

 

ＬＥＸＵＳファンシート LEXUSファンシート（限定700名様）ご購入の方にLEXUSキャップ＆応援小旗をプレゼント！ 

観戦券＋Ｖ１指定席セット 

（観戦は２日間有効・指定席は決勝日のみ有効） 

Ｖ１指定席 

（決勝日のみ有効） ※別途観戦券が必要です

大人 子ども（3歳～高校生） 
大人・子ども（3歳～高校生）共通 

ゆうえんちモートピア パスポート付 入場のみ 

６，５００円 ２，６００円 ２，０００円 
 

※グッズの引き換えは決勝日のみとなります。 

※グッズは変更となる場合がございます。 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からご購入いただけます。 

■応援席訪問予定ドライバー(敬称略) 
[6]LEXUS TEAM LeMans ENEOS [35]LEXUS TEAM KRAFT [38]LEXUS TEAM ZENT CERMO [39]LEXUS TEAM SARD 

B・ビルドハイム 大嶋和也 立川祐路 平手晃平 

※訪問ドライバーは予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。 

 

ＳＵＢＡＲＵファンシート SUBARUオリジナル「Proud of BOXERグッズ」をプレゼント！ 
観戦券＋Ｖ１指定席セット 

（観戦は２日間有効・指定席は決勝日のみ有効） 

Ｖ１指定席 

（決勝日のみ有効） ※別途観戦券が必要です

大人 子ども（3歳～高校生） 
大人・子ども（3歳～高校生）共通 

ゆうえんちモートピア パスポート付 入場のみ 

６，５００円 ２，６００円 ２，０００円 
 

※グッズの引き換えは決勝日のみとなります。 

※グッズは変更となる場合がございます。 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）から 

ご購入いただけます。 

■応援席訪問予定ドライバー(敬称略) 
[62] R&D SPORT 

山野哲也／佐々木孝太 

※訪問ドライバーは予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。 
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～最上級のレース観戦～ 

■ＶＩＰスイート・プレミアム（2日間有効） 

※ＶＩＰスイート・プレミアムは完売いたしました 

グランドスタンド上部からゆったり観戦できる屋内と迫力を堪能できる屋根付き屋外スペースが用意されています。 

ＶＩＰスイート・プレミアム 
（観戦券込み・３歳以上共通料金） 

ゆうえんちモートピア パスポート付 

４７，０００円 
 

～ハイグレードな観戦スタイル～ 

■ホスピタリティラウンジ（2日間有効） 

※ホスピタリティラウンジは完売いたしました 

ピットビル2階の室内観戦エリア。ピットレーンに張り出した屋外テラス席でのご観戦も楽しめます。快適で迫力に満ち

た観戦をご提供いたします。 

ホスピタリティラウンジ 
＜大人（中学生以上）＞（観戦券込み） 

ゆうえんちモートピア パスポート付 

４０，０００円 
 

 

■ファミリーラウンジ（2日間有効） 

ホスピタリティラウンジのファミリー専用エリアでゆっくりレースを楽しもう！ 

ファミリーラウンジ 
＜大人(中学生以上)＞ 

（観戦券込み） 

ファミリーラウンジJr 
＜子ども(3歳～小学生)＞ 

（観戦券込み） 
ゆうえんちモートピア パスポート付 入場のみ 

４０，０００円 ８，０００円 
 

★ご観戦エリア 
ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階） 

 

★特典 
●スペシャルランチボックス（決勝日 8月22日（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） ※Jrにはつきません 

●大会公式プログラム ※Jrにはつきません 

●Jr.パスはコチラレーシングパスケース付 

●公開車検見学 

●ホスピタリティテラス入場可（2日間対象） 

●パドック入場可（2日間対象）  

●ピットウォーク（2日間対象） 

●B・Qエリア入場可 

●激感エリア入場可 

●レースリザルトサービス 

（ブース内設置）  

●ファミリーバックヤードツアー ※ファミリー10組様を抽選でご招待！

（当選者の発表は8月21日（土）ホスピタリティラウンジにて提示

させていただきます。） 

 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からご購入いただけます。 

※ファミリーラウンジはご家族でご観戦のお客様皆様の共有ラウンジです。ご家族単位でのお部屋ではございません。 

※ファミリーラウンジは大人のお客様だけでのご利用はできません。 

※特典の駐車券は駐車エリアにご入場いただく際、ホスピタリティラウンジパスとあわせてご提示が必要になります。  

※ファミリー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。  

※レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートはレース開催日（土・日）のいずれか1日有効となります。  

※お申し込み後のキャンセルは一切できません。  

※子ども料金には専用エリア駐車券、大会公式プログラム・ゆうえんちモートピアパスポートは付きません。  

※室内へ飲食物のお持ち込みは出来ませんので予めご了承ください。  

※屋外観戦席は各お部屋前が指定エリアとなります。ご自身のお部屋の前以外での屋外観戦は出来ません。 
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■ホスピタリティテラス（2日間有効・Ｖ２指定席は決勝日のみ有効） 

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。2階席のホスピタリティラウンジ同様にテラス席をご用意しております。 

※今年より観戦券込の料金になりました。 

ホスピタリティテラス 
＜大人（中学生以上）＞ 

（観戦券込み） 

ホスピタリティテラスJr 
＜子ども（3歳～小学生）＞ 

（観戦券込み） 

ゆうえんちモートピア パスポート付 入場のみ 

２３，５００円 ２，８００円 
 

 

ホスピタリティテラス＋Ｖ２指定席セット 
＜大人（中学生以上）＞ 

（観戦券込み） 

ホスピタリティテラスJr＋Ｖ２指定席セット 
＜子ども（3歳～小学生）＞ 

（観戦券込み） 

ゆうえんちモートピア パスポート付 入場のみ 

２５，５００円 ４，８００円 
 

★ご観戦エリア 
ホスピタリティテラス（ピットビル3階） 

 

★特典 
●レース観戦券込み 

（ゆうえんちモートピアパスポート付）※Jrにはつきません  

●パドック入場可（2日間対象）  

●ピットウォーク（2日間対象） 

●公開車検見学 

●B・Qエリア入場可 

●激感エリア入場可 

●Jr.パスはコチラレーシングパスケース付 

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

 

※V2指定席セットはMOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からご購入いただけます。 

※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。  

※レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートはレース開催日（土・日）のいずれか1日有効 

となります。  

※ホスピタリティテラスでのお食事対応はいたしておりません。  

※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。  

※貸切でのご利用やイベント利用等でご利用いただけないエリアがある場合がございますので、 

予めご了承ください。 

 

 

■パノラマルーム 

※パノラマルームは完売いたしました 

パノラマルームはグランドスタンド 上段のプライベート空間。冷暖房完備の個室で、周囲を気にせずゆったりとご観

戦いただけます。サーキットビジョンを見ながらの観戦やコースを廻る観戦のベースキャンプにも、またお子様連れの

ご家族にもおすすめです。 

パノラマルーム 
（1室料金） 

別途観戦券必要 

ピットウォーク券付き 

4名様（プラスお子様2名様）まで利用可 

６５，０００円 
 

ホスピタリティテラス 
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■パドックパス（2日間有効） 

パドックでドライバー、キャンペーンギャルに身近に会えたり、ピット裏でのチームの作業を見たり、コースサイドにある

激感エリアで迫力あるレースを観戦できたり、思う存分にレースをお楽しみいただけます。 

パドックパス 
＜大人（中学生以上）＞ 

別途観戦券必要 

パドックパスJr 
＜子ども（3歳～小学生）＞ 

別途観戦券必要 

１０，０００円 １，５００円 
 

★ご入場エリア 
パドック／ピットウォーク／激感エリア／B・Qエリア 

 

★特典 
●特製カード型パドックパス枚数限定販売！ 

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 

パドックパスを限定販売します。 

・パドックパスのカードフェイスは、公式ポスターをイメージしたデザイン。  

・鈴鹿サーキットオリジナルストラップ（非売品）つき。  

・パドックパスにはシリアルナンバーがついています。  

※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。 

※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。 

 

※ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階）、ホスピタリティテラス(ピットビル3階)へご入場いただけません。 

※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。 

 

 
 

■ピットウォーク券 

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。 

 
ピットウォーク券 
別途観戦券必要 

大人（中学生以上） 子ども 

8月21日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

8月22日（日）決勝日 ２，０００円 
※前売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）からご購入いただけます。 

※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は販売いたしません。 

※ピットウォーク時に、脚立のお持込はご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

※写真はイメージです 

激感エリアの様子 



 

- 12/12 - 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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21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15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15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２１日（土）まで販売（一部販売期間が異なる店舗がございます。） 
●ローソンチケット ●電子チケットぴあ ●CNプレイガイド●イープラス 

●ローソン ●セブン-イレブン●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。 

※V2指定席、エリア指定券付き観戦券はローソン、ローソンチケットのみでの取り扱いとなります。 

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） 

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！ 

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。 

●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。 


