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全日本ロードレース選手権 ２０１０年を締めくくるラスト２レースが見逃せない！！ 

第６戦もてぎ、最終戦鈴鹿ＭＦＪグランプリのご案内 
 

 

・ツインリンクもてぎ  １０／１６・１７ 今年最初で最後のもてぎラウンド!!  

・鈴鹿サーキット  １０／３０・３１ JSB1000は２レース制で大逆転の可能性あり!! 

 

 

チャンピオン争いはこれから！! 
 

2010年の全日本ロードレース選手権は20歳の新鋭、高橋巧が開幕戦優勝の勢いそのままにポイントランキング

でトップに立ち、そこにベテラン勢がプレッシャーをかける、というこれまでにないシリーズ展開となっている。

そして、9月も中旬というのに実はまだシリーズを折り返したところ、というのも異例の出来事だ。今シーズンは

全7戦で争われ、すでに4戦まで終了しているが第3戦は雨天中止となったため、ポイントは3戦＋ハーフポイント

となっている。 

注目すべきは、残り3戦のうち鈴鹿で行われる最終戦は2レース制となっており、獲得できるポイントは2倍。

さらにボーナスポイントも加算される。つまり、現時点でのポイント差はすぐに逆転することができ、誰がチャン

ピオンになってもおかしくない状況といえるのである。 

今年限りでのJSB1000クラスからの卒業を表明している伊藤真一は開幕からのつまづきで現在トップと40

ポイントもの大差をつけられたランキング10位に甘んじているが、前戦で復活の優勝を果たしており今一番勢い

があるだけに、もてぎで勢いをつけることができれば、チャンピオンの可能性もより現実的になってくる。 

しかも、ラスト２戦は、伊藤が育ったHondaの地元サーキット、ツインリンクもてぎと鈴鹿。自身の地元である、

宮城県スポーツランドSUGOでは優勝を果たしているだけに、ここでも燃えないわけがない。伊藤の卒業カウント

ダウンと奇跡の逆転チャンピオンに向けた熱い走りが最大の見所となる。 

 

 

 

伊藤真一、全日本ロードレースＪＳＢ１０００卒業カウントダウン!! 

ツインリンクもてぎと鈴鹿サーキットで有終の美を飾る!! 
 

これまで、数々の偉大な記録を打ち立ててきた伊藤真一（Keihin Kohara 

R.T.）が、今シーズンをもって全日本ロードレースJSB1000を卒業する。 

1988年に、国際A級昇格と同時にHondaワークス入りし、当時の最高峰マシン

であるNSR500を走らせたことから、シンデレラボーイと呼ばれた伊藤。そして近年

では、ワークス時代を凌駕する圧倒的な走りで絶対王者と呼ばれている。そして

いよいよツインリンクもてぎ、そして鈴鹿サーキットで、そのライディングの見納めと

なる。今年は第4戦SUGOで優勝するなど、そのポテンシャルは衰えていないだけ

に、卒業を惜しむ声も多いが、偉大なライダーのラストランは、絶対に見逃せない!! 

 

 

 

 

 

2010年9月17日

伊藤真一 
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もてぎと鈴鹿で「伊藤真一選手メモリアルラン」を開催！ 
伊藤真一選手がライディングした懐かしのマシン、ホンダコレクションホール所蔵のHonda RVF/RC45に乗って

メモリアルデモ走行を行います。 

 

■走行マシン：1999年全日本ロードレース スーパーバイククラス Honda RVF/RC45 

 

【スーパーバイクレースｉｎもてぎ】 
■日時：10月17日（日） ピットウォーク中 

■場所：ツインリンクもてぎ ロードコース 

 

【第４２回ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレースｉｎ鈴鹿】 
■日時：10月31日（日） ピットウォーク中 

■場所：鈴鹿サーキット国際レーシングコース 東コース(予定) 

 

伊藤真一選手のHonda RVF/RC45による戦績 
レース数：10戦 優勝 ２回 

 ２位 １回 

 ３位 １回 

 シリーズランキング：４位 
 

伊藤真一選手とHonda RVF/RC45 

伊藤真一選手、全日本卒業イベントを開催！ 
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第４２回ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレースｉｎ鈴鹿 
 

”Ｋｅｉｈｉｎ Ｋｏｈａｒａ Ｒａｃｉｎｇ” 伊藤真一応援席 

特典いっぱいの伊藤真一選手応援席を発売！! 
 

【特典】 

●専用テラス席への入場（応援席購入者専用エリア） 

●伊藤真一選手の訪問 ※詳細は決まり次第ご案内いたします 

●応援グッズプレゼント ※詳細は決まり次第ご案内いたします 

●テラス後方広場にて伊藤真一軌跡展を開催（応援席購入者専用エリア） 

●応援席専用デザインのプラスチックパス  

 

伊藤真一応援席 

（ホスピタリティテラス内） 2日間有効 

大人(中学生以上） 子ども(３歳～小学生） 

４，０００円 無料 

※観戦券が別途必要です。 

※伊藤真一応援席は、モビリティステーション、ローソンチケットでの販売となります。 

 

【入場可能エリア】 

ホスピタリティテラス（応援席専用テラス） ・ホスピタリティテラス ・パドック ・ピットウォーク ・激感エリア 

※ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階）にはご入場いただけません。  

スーパーバイクレースｉｎもてぎ
 

２０１０伊藤真一選手 ツインリンクもてぎ全日本ロード卒業 懇親会
今年で全日本ロードレースの卒業を表明している伊藤真一選手と一緒に過ごす懇親パーティを開催します！ 

10月17日（日）にツインリンクもてぎパドックにある「グランツーリスモカフェ」で、伊藤真一選手をより身近に感じ

ませんか？当日は自分のコレクターアイテムにサインをもらえるチャンスや、トークショー、記念写真の撮影など

伊藤真一選手ファンには見逃せないイベントとなっております。 
 

■日 時： 10月17日(日) 15:30～17:30（グランツーリスモカフェは16:00～） 

■場 所： グランツーリスモカフェ 

■料 金： 3,000円 

■販売枚数： 70枚 

■販売期間： 9月15日（水）～10月3日（日） 

■販売方法： ツインリンクもてぎホームページよりお申込みください。 

■スケジュール： 1. ピット訪問 

 2. グランツーリスモカフェに移動 

 3. ビュッフェスタイルでの食事 

 4. 伊藤真一選手入場 

 5. トークショー 

 6. ファンとの交流会（サイン会） 

 7. 全員での記念撮影 

［価格はすべて税込］
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［ＪＳＢ１０００］ 高橋、秋吉、伊藤、中須賀、柳川。大激戦必至のＪＳＢ１０００ 
 

国内最高峰JSB1000は、例年以上に激しいチャンピオン争いが繰り広げられている。 

シリーズ第4戦SUGOを終えた段階で、高橋巧（MuSASHi RTハルク・プロ）、秋吉

耕佑（F.C.C. TSR Honda）、伊藤真一（Keihin Kohara R.T.）の勝者が誕生（第3戦

オートポリスは雨のため中止）。そしてこの3人は、揃って『ツインリンクもてぎは

得意』と公言しているだけに、激戦は必至。 

高橋は昨年からJSB1000にスイッチし、今年

からMuSASHi RTハルク・プロに移籍しており、

ツインリンクもてぎでJSB1000レース走るのは

2度目だが、昨年とは比較にならないほどに成長

を遂げており、どのようなライディングを見せてくれ

るか注目の的だ。一方、秋吉と伊藤だが、過去

の記録を遡ると、2005年にスズキ・マシンを駆る

当時の秋吉が優勝して以来、秋吉は優勝から

遠ざかり、伊藤に至っては1999年に一度勝った

のみ。公言する『得意』を、どうやって『勝利』に

結びつけるかが注目される。 

さらに、毎レースで二桁ポイントを獲得し絶好調

の柳川明（TEAM GREEN）、V2チャンピオン中須

賀克行（YSPRacingTeamwithTRC）が優勝争いに

加わることは間違いない。柳川は、2006年のツインリンクもてぎで優勝。この時は

雨で変則の2レース制となったが、レースが荒れれば、より以上に存在感を増すのが

柳川だ。また、中須賀は2008年のツインリンクもてぎで優勝。それ以前は、ツイン

リンクもてぎに苦手意識があったと語るが、この優勝で苦手意識は完全に払拭されている。はたして誰が優位な状態

で最終戦MFJ-GP鈴鹿に駒を進めるのか。注目の一戦となる。 

また、このクラスにはJ-GP2が混走となっている。これは、世界GPに新設されたMoto2クラスをイメージさせるクラス

だが、山口辰也、小西良輝、生形秀之、宇井陽一、高橋江紀らが参戦。こちらの戦いも注目だ。 

 

［ＳＴ６００／Ｊ－ＧＰ３／ＧＰ－ＭＯＮＯ］ 併催レースも大混戦！! 
 

毎年、大激戦となっているST600。今年は、第4戦SUGOを終えた段階でベテラン山口辰也がランキングトップに

立っている。しかし、今大会にはアジア選手権でチャンピオン獲得経験を持つタイ人のチャランポー・ポラマイとデーチャ・

クラサートが参戦。SUGOでは、予選でチャランポーが2番手、デーチャが4番手となり、決勝レースではチャランポーが

優勝、デーチャは3位となった。ツインリンクもてぎでのレースは今回が初となるが、アウェーの二人を、ホームの

日本人勢がどうやって抑え込むか注目したい。 

今年新設されたJ-GP3は、従来の125ccクラスと、GP-MONO改が混走するクラス。大久保光、山本剛大、森俊也

といった125ccマシンを駆る若手ライダーが台頭しており、ベテラン菊池寛幸とのバトルが注目される。 

そしてGP-MONOでは、小室旭、藤井謙汰、谷川壮洋がタイトル争いを展開。最終戦の舞台である鈴鹿サーキットは、

藤井のホームコースであるだけに、小室や谷川にとっては、ツインリンクもてぎで藤井を抑えておきたいところだ。 

●大会名称：2010 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ 第6戦 スーパーバイクレース in もてぎ 

●主  催：株式会社モビリティランド ／ 財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） 

●協 力：エムオースポーツクラブ(M.O.S.C.) 

●公  認：国際モーターサイクリズム連盟(FIM) 

●後 援：文部科学省 ／ 茂木町 ／ NACK5 

高橋巧 

伊藤真一 

秋吉耕佑 

中須賀克行 
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［ＪＳＢ１０００］ ２レース制とボーナスポイント。Ｗウィンで５６ポイント獲得!! 
 

今年もまた、全日本ロードレースの最終戦は、鈴鹿サーキット

でMFJグランプリとして開催される。 

国内最高峰JSB1000に限り、今大会では2レース制が採用

されている。さらに、これは全クラス共通だが、ボーナスポイント

として通常のシリーズポイントに3ポイントが加算される。こう

したことから、JSB1000では、2レースを制すれば（25ポイント

＋3ポイント）×2レースとなり、56ポイントの大量獲得となり、

第1レースはもちろん、第2レースのチェッカーの瞬間まで、

チャンピオン争いがし烈に展開されることを意味しているのだ。 

さらにもう一点、注目ポイントがある。それは、2レース制と

いうことで、通常のレース距離よりも、1レース分が短く設定され

ていることだ。言い換えれば、スタートダッシュが勝利のため

に必須であり、そのためにも予選順位が重要になってくる。 

その予選は、すでに馴染みの深いノックアウト方式。クオリファイ1（Q1）からQ2、そして最終のQ3と、ライダーと

チームの見せる戦略に注目したい。Q3に残ることはトップライダーとして、そしてトップチームとしてのプライドだが、

今大会では、ポールポジションをかけた熱い予選になることは必至なのだ。 

 

 

 

 

 

［ＳＴ６００／Ｊ－ＧＰ３／ＧＰ－ＭＯＮＯ］ 全クラスでランキング決定!!  
 

激戦の続くST600だが、その激戦が決着する。状況的にはHonda勢優位であり、2001年の新設以来、Hondaマシン

がV10を達成する可能性が高い。しかし、そのタイトルを誰が獲るかが最大の注目ポイントだ。全日本のタイトルを

獲得して世界グランプリのMoto2参戦を狙う山口辰也か、同じく全日本タイトルを手にして世界グランプリ復帰を

目指す中上貴晶か、それともこの二人を破るライダーが現れるのか。 

J-GP3では、世界参戦を目指す若手ライダーが大挙台頭。いよいよ世代交代の波が押し寄せた形だ。そしてこう

した若手ライダーが、すんなりチャンピオンを獲得するのか、ベテラン勢が巻き返すのかがポイントとなる。 

GP-MONOでは、鈴鹿サーキットを地元とする藤井謙汰に注目だ。初タイトルを手にするのか、それとも小室旭が

抑えるのか。熱いレースになることは間違いない。 

 

2009年ＭＦＪグランプリのスタートシーン 

２０１０年 ＭＦＪ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦

第４２回 ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿

1０/３０ SAT. ・ ３１ SUN.
予選 決勝 ２０１０ 

●大会名称：2010年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第42回 MFJ グランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 

●主  催：株式会社モビリティランド ／ 財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） 

●公  認：国際モーターサイクリズム連盟(FIM) 

●後 援：文部科学省 
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スーパーバイクレースｉｎもてぎ インフォメーション 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「秋・バイクの祭典」  
レース観戦も、ツーリングもまとめて楽しもう！ 

バイク来場者は場内に無料で入場できる！ 
バイクでご来場いただくと、場内に無料でご入場いただけます（レース観戦には別途観戦券が必要です）。 

さらにバイク来場者限定で全日本ロードレース当日観戦券が500円引きとなります。また観戦券、パドックパス、

パドックに駐輪できる駐車券が付いたお得なチケット「バイクファン スペシャルチケット」も販売いたします。 
※詳細はチケットページをご覧ください。 

前売り券・当日券が半額に！ 「ＭｏｔｏＧＰ Ｃａｎ’ｔ ｗａｉｔキャンペーン！」実施 
2010年MotoGPの観戦券をお持ちの方は全日本ロードレースの前売り券・当日券が半額となります。 

さらに、パドックパスも半額になります。 
※詳細はチケットページをご覧ください。 

「週刊バイクＴＶ杯 勝手にツーリングアワード」開催決定！ 
サーキットでの思い出、ツーリングでの楽しみとして“なんでも表彰してしまうお祭り

イベント“「週刊バイクTV杯 勝手にツーリングアワード2010」を開催いたします。 

初開催の昨年は、全国から1,600台のバイクが集結し、ご好評いただきました。 

番組MCの末飛登さん・柴田奈緒美さんが当日もバイク来場者とともに番組を収録。

「自分の愛車を週刊バイクTVで自慢しよう！」としてツーリング仲間ともに楽しめる

イベント内容を予定しております。 

ツーリングライダーへの賞典は「グループ賞・個人賞」様々な賞を用意いたします。 
 

■場所：ツインリンクもてぎP8駐車場 

■日時：10月16日(土)・17日(日)  

■内容：ツーリングでの来場者を様々な賞典で表彰するイベント 

【賞典例】 ・最多グループ賞（一番台数が多かったグループが対象） 

 ・平均最年長賞（平均年齢が一番高いグループが対象） 

 ・平均最年少賞（平均年齢が一番低いグループが対象） 

 ・女性グループ賞（女性人数が一番多かったグループが対象(タンデム含む)） 

 ・カスタムマシン賞（番組MCの末飛登さん柴田さんが選ぶベストカスタムマシン※各1台） 

※賞典内容・詳細情報が決まり次第、ホームページにてご案内させていただきます。 

2009年のイベント会場 

末飛登さん・柴田奈緒美さん 

スーパーバイクレースｉｎもてぎ決勝日 

１０月１７日(日)は家庭の日。お子様同伴で入場、駐車料が無料！ 
10月17日(日)は、ホームページよりダウンロードいただける「入場・駐車料無料券」を、お子様同伴でお持ちいただくと

無料でご入場いただけます。さらにお子様(3歳～中学生)は全日本ロードレース選手権の観戦券・パドックパス・

ピットウォークが無料となります。また、ハロウィーンイベント「プートのハロウィーンパーティー」も同日開催。今春

OPENした新フィールド「モビパーク」をはじめ、ご家族でツインリンクもてぎの広大な 

フィールドでお楽しみいただけます。 
※ダウンロード券、詳細情報はホームページでご案内させていただきます。 

※大人（高校生以上）の方がレース観戦する場合は、別途観戦券が必要です。 
 

「入場・駐車料無料券」特典内容 

■駐車料金、入場料（乗車定員まで）無料 

■お子様（3歳～中学生）の観戦券・パドックパス・ピットウォーク無料 
※大人（高校生以上）については別途観戦券・パドックパス・ピットウォーク券が必要となります。 
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ツーリング仲間やご友人と楽しめるイベント＆サービス 

グランドスタンドプラザ特設ステージ 
グランドスタンドプラザ特設ステージでは、ライダーたちが走行を前に熱いトークバト

ルを披露してくれる「ライダートークショー」や、レースに花を添える各チームのキャ

ンペーンギャルが登場する「キャンギャルオンステージ」など、魅力的ステージイ

ベントを予定しています。 
 

■場所：グランドスタンドプラザ特設ステージ 

■日時：10月16日(土)、17日(日) 

ピットウォーク 
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。 
 

■場所：ピットロード  ■日時：10月16日(土)、17日(日)※時間未定 
※料金に関してはチケットページをご覧ください。 

フィナーレパレード 
決勝レース終了後、興奮冷めやらぬレーシ 

ングコースを、自分のバイクで走ろう！ 
※当日、受付が必要です。 

※先導車に続いてのパレード走行となります。 
 

■場所：ロードコース 

■日時：10月17日(日)※全レース終了後 

４ＭＩＮＩパラダイスＥＡＳＴ 
南コースで開催されるイベント「4MINIパラダイスEAST」は、カスタムコンテスト、お試し

SS1/32mile、一本橋遅乗りチャレンジ、150mAttack、ほか参加者のマシン撮影会や

プレゼント大会やトークショーなど、4ストミニバイクに関するイベントが盛りだくさん！  
※事前応募となります。詳細は後日ホームページでご案内いたします。 

※観覧は一般のご来場者も可能です。 
 

■場所：南コース  ■日時：10月17日(日)終日 

手荷物預かりサービス
 

2輪イベントではおなじみ。 

バイク来場者向けの手荷物預かり

サービス（有料）をもちろん今回も

実施！ 
 

2009年のピットウォークの様子

2009年のライダートークショーの様子

2009年のイベント風景 

2009年のイベント会場 

スーパーバイクレースｉｎもてぎ

注目情報！ 

全日本ロードレース ＰＲアドバイザー中野真矢も登場！ 
2009年に現役を引退した中野真矢。MotoGPに10年間参戦した実績を活かし、全日本ロードレース PRアドバイザー

としても活躍中です。当日は様々なイベントに出演予定！詳細は決定次第、ホームページ等でご案内いたします。 

～ツーリングやドライブで、バイク好きのお客様が増えるチャンス!? 

バイクを繋ぐ、ネットワークをどんどん広げよう！～ 

火山噴火の影響で、10月に延期になった「MotoGP日本グランプリ」。ツーリングライダーが、大挙して押し寄せる

「秋・バイクの祭典 スーパーバイクレース in もてぎ」と秋のもてぎはバイクのレースが盛りだくさん！そこで

飲食店を経営している方、勤めている方、皆さんのお店でも秋のバイクレースを応援しませんか？以下の募集

条件に当てはまる飲食店舗なら、どなたでも参加可能です。応募していただいた店舗には、ツインリンクもてぎ

サイト内、特設ページにて、応援飲食店としてご紹介させていただきます。 

■応募条件、詳細などはこちらをご参照ください http://www.twinring.jp/motogp/campaign_food/index.html 

集まれ！応援飲食店 
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ファミリーで楽しめるイベント＆特典が充実！ 

１０月１日(金)～ 

１０月３１日(日)開催！！

ジャンボかぼちゃコンテストやハロウィーンものづくりなど、ハロウィーンにちなんだ楽しいイベントに参加しちゃおう 

【イベント内容】 

■Let'S指揮者体験 ■ハロウィーンキャラクターに挑戦 ■プートのハロウィーンパーティー 

■仮装来場でわくわく特典！ ■合言葉はトリックorトリート ■ハロウィーンの森クイズウォーク 

■記念撮影コーナー ■ジャンボかぼちゃコンテスト作品展示 ■Your Motorcycle コンテスト 

併催 

イベント 

グリッドキッズ抽選会 
ファンファンラボで開催されるコチラレーシングのステージにて、頑張ったお友達の中から

抽選でグリッドキッズに参加できます。 
※抽選方法はステージで発表いたします。 
 

■場所：ファンファンラボステージ 

■日時：10月17日(日)※時間未定 
 2009年のグリッドキッズの様子 

モビパークパスポート割引 
全日本ロードレースの観戦券をお持ちの方は、今年オープンした

のりものフィールド「モビパーク」のフリーパスをお得にお求め

いただけます。 

 

 通常料金 観戦券お持ちの方 

大人/子ども 2,300円 1,800円 

幼児 1,500円 1,300円 

［価格はすべて税込］

キッズバイク 

キッズパイロット 
アクロエックス

スーパーバイクレースｉｎもてぎ

モビパークで伊藤真一選手に挑戦しよう！ 
モビパークの人気機種「アクロＸ」と「キッズドライブ」に伊藤選手が挑戦して 

いるぞ！伊藤選手の得点を上回ったお客様には伊藤選手のサイングッズ 

プレゼント！当日はお子様と一緒に、モビパークへ行こう！ 

スーパーバイクの観戦券を持っていればお得なフリーパス割引も 

あります！ 
 

■日時：10月16日（土）・17日（日） 

■場所：モビパーク 「アクロＸ」 「キッズドライブ」 アクロXを操る伊藤真一選手 
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チケット好評発売中！ 
 
 

■前売観戦券（２日通し券）  

ファミリーチケットは大人２人、子ども２人に駐車券１台分が付いて１，０００円お得！ 

大人 (高校生以上） 子ども (３歳～中学生） ファミリー （大人２名＋子ども２名＋駐車券１台分）

３，２００円 ５００円 ７，４００円 
 

 

ＭｏｔｏＧＰ観戦券をお持ちの方は半額！！ 

MotoGP割（大人料金の50％割引） 

１，６００円 
 

※レース当日にツインリンクもてぎチケットセンターにて

2010MotoGP観戦券（大人券）をご提示の上、観戦チケットに

引き換えとなります。2010MotoGP観戦券（大人券）をお忘れの

際は1,600円の追加料金が発生しますのでご注意ください。 
 

みんなで観戦するとお得なグループ割をご用意いたしました！ 

グループ割３（大人3名・1000円割引） グループ割４（大人4名･2000円割引） 

８，６００円 １０，８００円 
 

 

全日本ロードレースを今シーズン限りで卒業する伊藤真一選手を応援しよう！ 

伊藤真一ラストラン応援席 
※応援グッズ付き（大人券のみ） 

大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

３，５００円 ５００円 
 

※B席エリアを予定しています。  

※販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話）及びMOBILITY STATIONのみとなります。 
 

ＪＳＢ１０００クラス参戦中の5メーカーのバイクオーナー限定企画！ 

なんとパドックパスが付いてパドック内ではメーカーごとに駐車できる！！ 

バイクファン スペシャルチケット 
※観戦券、パドックパス、パドックに駐輪できる駐車券付き 

５，０００円 
 

※パドック内の駐車はバイクでご来場のお客様限定です。（4輪での乗入れはできません。） 

※ホンダ・カワサキ・ヤマハ・スズキ・ドゥカティ各50枚の限定250枚の販売です。当日ご来場の際にご利用になる車両と同一

のメーカーをご指定ください。 

※ご指定いただきましたメーカーと異なるメーカーの車両でご来場いただいた場合は、パドック内にはご駐車いただけません。 

※タンデムでご来場の際は同様のチケットをお買い求めください。 

※販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話）及びMOBILITY STATIONのみとなります。 
 

ワンランク上の快適観戦エリア 

VIPスイート 

大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

１８，０００円 １３，０００円 
 

【ＶＩＰスイート内容】 
・パドックパス（2日通し券） ・ピットウォーク（2日通し券） ・グリッドウォーク（決勝日のみ） ・記念品、公式プログラム 

・指定駐車券（大人券のみ） ・決勝日のみVIPスイートでのお食事、フリードリンク（11：00～13：00はアルコール含）付き 
 

※グリッドウォークは大人券のみとなり、JSB1000クラスに限りご参加いただくことが可能です。  

※販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター（電話・窓口）及びMOBILITY STATIONのみとなります。  

※80枚の限定販売となりますので、完売になり次第、販売を終了させていただきます。 

お得な前売りチケット 

［価格はすべて税込］

高校生以上の学生に学割チケットをご用意いたしました！ 

学割（大人料金の50％割引） 

１，６００円 
 

※レース当日にツインリンクもてぎチケットセンターにて

学生証をご提示の上、観戦チケットに引き換えとなります。

学生証をお忘れの際は1,600円の追加料金が発生します

のでご注意下さい。 

スーパーバイクレースｉｎもてぎ
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■前売駐車券（２日通し券） 

バイクでご来場のお客様は駐車料金無料！ 

駐車券 

４輪・バス ２輪 コースサイド（4輪） 

１，０００円 無料 ３，０００円 
 

※コースサイド駐車券では、ロードコース外周路（S字～V字～ヘアピン手前）にお停めいただけます。 

300枚限定にて販売いたします。 

※コースサイド駐車場は観戦エリアとなるため、別途観戦券が必要です。 

※コースサイド駐車場は観戦エリア内のため夜間の留め置きはできません。ステイエリアはP32となります。（予定） 

※コースサイド駐車券はツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話による通信販売）およびMOBILITY STATIONのみ販売

いたします。 
 

 

 

 

■パドックパス（２日通し券） ※別途観戦券が必要です 

大人 
（高校生以上） 

子ども 
（3歳～中学生） 

MotoGP割 （高校生以上） 
（大人料金の50％割引） 

３，０００円 １，５００円 １，５００円 
 

※安全なレース運営を行う為、ピットBOX上部へは終日レース 関係者以外の立ち入りを禁止とさせていただきます。 

あらかじめご了承ください。 

※3,000枚の限定販売となります。また、前売で完売の場合、当日券の販売はいたしません。 

※MotoGP割はレース当日にツインリンクもてぎチケットセンターにて2010MotoGP観戦券（大人券）をご提示の上、パドック

パスに引き換えとなります。2010MotoGP観戦券（大人券）をお忘れの際は1,500円の追加料金が発生しますのでご注意くだ

さい。 
 

■ピットウォーク ※別途観戦券が必要です 

 大人（高校生以上） 中学生以下 

１０月１６日（土）予選日 １，０００円 
無料 

１０月１７日（日）決勝日 １，０００円 
 

※中学生以下は無料でご参加いただけます。 

※各日2,000枚の限定販売となります。また、前売で完売の場合、当日券の販売はいたしません。 

 
 

 

 

■当日観戦券 

 
大人 

(高校生以上） 
子ども（2日通し券） 

(３歳～中学生） 
MotoGP割 

（大人料金の50％割引） 

１０月１６日（土）予選日 ２，０００円 
５００円 

－ 

１０月１７日（日）決勝日 ４，０００円 ２，０００円 
 

※MotoGP割は購入の際に2010MotoGP観戦券（大人）の提示が必要です。 
 

■当日駐車券 

 ４輪・バス ２輪 コースサイド（4輪・2日通し券）

１０月１６日（土）予選日 ２，０００円 無料 
４，０００円 

１０月１７日（日）決勝日 ２，０００円 無料 
 

※コースサイド駐車券では、ロードコース外周路（S字～V字～ヘアピン手前）にお停めいただけます。 

300枚限定にて販売いたします。 

※コースサイド駐車場は観戦エリアとなるため、別途観戦券が必要です。 

※コースサイド駐車場は観戦エリア内のため夜間の留め置きはできません。ステイエリアはP32となります。（予定） 

 

 

［価格はすべて税込］

当日チケット 

マシン・ドライバーを間近で見よう！ 

［価格はすべて税込］

スーパーバイクレースｉｎもてぎ



 

- 11/18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 10月15日(金)16:30まで 

（営業時間：9月 平日9:30～17:00 土日祝9:30～17:30／10月 平日9:30～16:30 土日祝9:30～17:00）

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売 
0285-64-0080 

10月10日(日)17:00まで 

（営業時間：9月 平日9:30～17:00 土日祝9:30～17:30／10月 平日9:30～16:30 土日祝9:30～17:00）

■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ）
ＰＣ      http://mls.mobilityland.co.jp 

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

10月10日(日)24：00まで 

（24時間受付） 

 

１０月１５日(金)まで販売 
 

●チケットぴあ ●ローソンチケット ●e+ ●CNプレイガイド ●Hondaウエルカムプラザ青山 
●道の駅もてぎ（栃木県茂木町） ●STEP-１（栃木県茂木町） ●かましん もぴあ店（栃木県茂木町） ●道の駅はが（栃木県芳賀町）
●鈴鹿サーキットレースチケットセンター ●三菱UFJニコスカードチケットサービス（三菱UFJニコスカード会員専用） 
●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（一部店舗を除く） 
※上記のコンビニエンスストアでは一部取り扱いのない店舗がございます。 

 

■チケットに関するお問い合わせは．．．ツインリンクもてぎチケットセンター 0285-64-0080 

 

 

 

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！ 

スーパーバイクレースｉｎもてぎ
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第４２回ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレースin鈴鹿 

インフォメーション 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※イベントの内容は変更になる場合がございます。 

イベント情報 

全日本ロードレースの締めくくり、シーズンエンドパーティを開催！ 

今シーズン限りで全日本ロードレースを卒業する伊藤真一選手も参加！! 
 

10月31日（日）に国際レーシングコースパドックにある「ホスピタリティラ

ウンジ」でライダーとの交流を図りませんか？今年もライダーのサイン

入りグッズなどのプレミアムグッズが当たる大抽選会をはじめ、シリー

ズ表彰などもパーティ内で開催される！特に今年は伊藤真一選手の

現役最後のパーティ参加が予定されており、絶対に見逃せないスペ

シャルイベントとなっています！ 
  

■日 時： 10月31日（日） 17：00 受付、開宴 17：30、終了 19：00  
 ※時間は予定です。  

■場 所： 鈴鹿サーキット ホスピタリティラウンジ 

■定 員： 250名様  

■料 金： お1人様（立食形式ビュッフェ料理・ソフトドリンク各種・消費税など全て込み） 

 大人 6,000円、中高生 3,000円、小学生 1,500円、幼児 無料  

■お申し込み： 【WEB】鈴鹿サーキットホームページ（http://www.suzukacircuit.jp/）よりお申込みください。 

 【電話】鈴鹿サーキット予約センター TEL.059-378-1111（代表） 

■お 支 払： 当日受付にて現金もしくはクレジットカードでのお支払いをお願いいたします。  
 

※定員に達した時点で受付は終了とさせていただきます。  

※キャンセルにつきましては、前日50％・当日100％のキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。 
 

【お帰りのご案内】 

お帰りの際は「鈴鹿サーキット駐車場経由ホテルフロント」行きのバスと「近鉄白子駅」行きのバス（19：15頃

出発予定、先着35名様）を各1台ご用意いたしておりますのでご利用くださいませ。（パーティ当日受付時にお

申し込みください）  
 

※開催時間・バスの時間などは変更となる場合がございます。 

選手やマシンにぐっと近づけるチャンス「ピットウォーク」に参加しよう 
マシンやライダー、そしてレースに花を添えるレースクイーンを間近で見られるチャ

ンス！大好評のピットウォークをお昼の時間帯に開催します。また小学生以下のお

子様は無料でご参加いただけますので、この機会にぜひご参加ください！ 
 

■日時： 10月30日（土）・31日（日）    ■場所： ピットロード 

■料金： 大人（中学生以上） 1,200円/日 子ども（3歳～小学生） 無料 
※料金、販売に関する詳細はチケットページをご覧ください。 

2009年のシーズンエンドパーティの様子

※写真はイメージです 

各チームのキャンギャルが一堂に集合！「キャンギャルフォトセッション」を開催 
MFJ-GPに参戦する各チームのキャンギャルが大集合！パドックエリアに入場可能

なパスをお持ちの方は、皆さん、ご観覧いただけます。 
 

■日時： 10月31日（日）    ■場所： ホスピタリティラウンジ 
※パドックエリアに入場可能なパスをお持ちのお客様限定。 

※写真はイメージです 

［価格はすべて税込］
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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。 

第４２回ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレースin鈴鹿

コチラレーシングブースがＧＰスクエアに登場！ 
 

コチラレーシングファンのみんな集まれ！ 

ファンクラブメンバーはもちろん、ファミリーが楽しめるイベントを開催！ 
  

■場所：GPスクエア  

 

【イベント内容】 
 

コチラレーシングと一緒に「ＭｕＳＡＳＨｉＲＴハルク・プロ」を応援しよう！ 
「MuSASHiRTハルク・プロ」に応援フラグを送ろう！応援フラグはレース直前のグリッドまでコチラが届けに行く

よ！応援フラグイベントに参加していただいたお子様の中から抽選で5名様に高橋巧選手・中上貴晶選手のサ

イン入り特製グッズをプレゼント！ 
 

■申込期間：10月30日（土）ゲートオープン～31日（日）12：00まで 

 （GPスクエア営業時間内に限ります。）  

■対 象：小学生以下のお子様  

 

「ＭｕＳＡＳＨｉＲＴハルク・プロ」ピット訪問<コチラRファンクラブ会員限定> 

レース直前の「MuSASHiRTハルク・プロ」のピットを訪問して最後の応援をしよう！ 
 

■日 時：10月31日（日） ※詳細は決まり次第ご案内いたします  

■対 象：コチラRファンクラブ会員とその保護者の方1名様のペア  

■定 員：先着15組30名様  

■申込期間：10月30日（土）ゲートオープン～31日（日）10：30まで（GPスクエア営業時間内に限ります。） 

※写真はイメージです 

2010 鈴鹿2&4レース 

MuSASHiRTハルク・プロの

走り 

国際レーシングコースをマイバイクで無料走行！サーキットクルージング開催！ 
全レース終了後国際レーシングコースを、ご自身のバイクでフルコース1周（先導車あり）を走行することができます。
 

■日 時： 10月31日（日） レーススケジュール 終了後 

■募 集 人 数： 100名様 

■参 加 費： 無料 

■参 加 車 両： 100cc以上のバイク 

■お申込み開始： 2010年10月1日(金) 10：00～ 
 ※定員になり次第終了とさせていただきます。 

■お申込み方法： ホームページ上からの事前申し込みとなります。 
 ※当日のお申込みはございませんので、予めご了承ください。 

  ※10月1日(金) 10：00～のお申し込みとなります。 
 

※ご観戦の際は、2輪専用無料駐車場に駐車をお願いいたします。 

※写真はイメージです 

鈴鹿にはバイクで行こう！バイカーのために

２輪専用の無料駐車場をオープン！ 
MFJグランプリでは、バイカーのために2輪専用の無料駐車場を

レーシングコース近くにオープンいたします。さらには無料駐車場

近くに手荷物預かり所（300円／個・税込）も開設いたします。 
 

※先着200台限定となります。満車後はゆうえんち駐車場への

ご案内となります。 

君はどれだけ止まっていられるか!? 

「ストぱっ！」を開催 
バイクにまたがり止まっていられる時間を

競う「ストぱっ！」のを開催いたします。 

 

■協力：月刊オートバイ編集部 
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チケット好評発売中！ 
 
 

 

 

 

 

■前売観戦券（2日間有効）※10月29日（金）も入場可 

大人 (高校生以上） 中・高校生 ペア（大人2名） 

３，５００円 １，６００円 ６，５００円 

 

■当日観戦券 

 大人 中・高校生 

１０月３０日（土）予選日 ゆうえんち入園料（1,600円） ゆうえんち入園料（1,600円） 

１０月３１日（日）決勝日 ４，０００円 １，６００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  

※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。  

※本レースは、ゆうえんちモートピアパスポートでご観戦いただけます。 
 

 

 

 

 

 

プライベートな空間でレース観戦 

■パノラマルーム ※別途観戦券が必要です 

パノラマルームはグランドスタンド最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） 

4名様（プラスお子様<小学生以下>2名様）まで利用可 

１５，０００円 
 

ご観戦エリア 
パノラマルーム（グランドスタンド最上段のプライベート空間） 

 

設備内容 ●モニター×1台（26インチ液晶） ※レース映像のみ受像  

 ●テーブル×1台 ・イス×6脚  

 ●冷暖房完備 

 ●居室面積9.9㎡（全室禁煙）  
 

特典 ●ピットウォーク券付き 

 

第４２回ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレースin鈴鹿

10月1日（金）～3日（日）ツインリンクもてぎで開催のMotoGPに観戦される方に朗報！ 
MotoGP日本GP開催期間内ツインリンクもてぎにて「MFJ-GP前売り観戦券を特別価格2,000円で販売！」 

前売・当日券 

［価格はすべて税込］

レースをとことん楽しみたい！ 
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スーパーバイクレースin鈴鹿の裏側を見てみよう！！ 

■パドックパス（2日通し券） ※別途観戦券が必要です 

パドックでライダー、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)＞ 

パドックパスJr 
＜子ども(3歳～小学生)＞ 

４，０００円 無料 
 

ご観戦エリア 

・ホスピタリティテラス（ピットビル3階） ・パドック ・ピットウォーク ・激感エリア 
 

パドックパスでホスピタリティテラスも入場可能！ 
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に、パドックパスで入場可能！ 

※ホスピタリティテラスの一部には、応援専用エリアとしてご入場いただけないエリアが

ありますのでご了承ください。 
 

スーパーバイクレースin鈴鹿の迫力を激感エリアで体感しよう！ 
1コーナー手前イン側・2コーナーイン側・S字コーナーの激感エリアにご入場いただけます。 

※安全確保のため、一部エリアへは各レース決勝時スタート～3周目までは入場を制限

させていただきます。ご了承ください。  
 

ピットウォークにご参加いただけます。 
パドックパスをお持ちの方は10月30日（土）・決勝日10月31日（日）開催のピットウォークにご参加いただけます。 

 

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。 

● 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。 
 

※パドックパスのご購入には観戦券が別途必要です。  ※ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階）には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 ※別途観戦券が必要です 

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。 

 大人（中学生以上） 子ども（3歳～小学生） 

１０月３０日（土）予選日 １，２００円 
無料 

１０月３１日（日）決勝日 １，２００円 
 

※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。 

 

■グリッドウォークパス ※別途パドックに入場できるパスが必要です。 
（10月31日（日）ススーパーバイクレースin鈴鹿JSB1000クラス決勝レーススタート進行時のみ有効）  

スーパーバイクレースin鈴鹿決勝レーススタート直前のチーム関係者しか入れないグリッドへご入場いただける

貴重なパスです！  
大人（中学生以上） 子ども（3歳～小学生） 

３，０００円 無料 
 

※開催当日現地にて発売となります。前売り販売はございません。  

※販売枚数は300枚限定（土曜日販売150枚・日曜日販売150枚）各日ともゲートオ ープンより先着順にて販売いたします。   

※グリッドウォーク時マシンにお手を触れることはご遠慮ください。  

※グリッドへのご入場は10月31日（日）スーパーバイクレースin鈴鹿JSB1000クラス決勝レーススタート進行時のみとなります。 

※小学生以下のお子様は保護者の同伴が必要です。  

※グリッド上への脚立の持込はご遠慮下さい。  

※グリッドウォークパスの購入はパドックに入場できるパス（ホスピタリティラウンジ・パドックパス・ゲストパスなど）をお持ちの

方のみとなります。 

［価格はすべて税込］

過去の激感エリアの様子 

ホスピタリティテラス 

第４２回ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレースin鈴鹿
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メインスタンド上部の快適空間 

■ＶＩＰスイート・プレミアム（2日間有効） ＜大人・子ども（3歳以上）共通＞ ※レース観戦券込 

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 

２３，０００円 

 

ご観戦エリア 

・VIPスイート（3階・4階・5階） 

・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） 

・パドック 

・ピットウォーク 

・グリッドウォーク 

・激感エリア 
 

 

グリッドウォーク開催！ 
VIPスイート・プレミアムご購入のお客様、皆様がご参加いただけます。  

 

 

特典 
●スペシャルランチボックス 

（決勝日 10月31日（日）のみ） 

●フリードリンク(ソフトドリンク・ビール) 

※ドリンクサービスはVIPスイート内のみと 

   なります。 

●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）  

●パドック入場可 

●VIPテラス入場可 

●ホスピタリティラウンジ入場可 

●ホスピタリティテラス入場可  

●激感エリア入場可 

●グリッドウォークツアー（10月31日（日）※15分程度）  

●記念品  

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 
 

※3歳以上有料（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名様までのお申込につき、1台分となります。尚、駐車エリアはVIPスイートになるべく近い場所をご用意

しております。ゆうえんち側駐車場とは異なりますので予めご了承ください。  

※ホスピタリティラウンジ、ホスピタリティテラス、VIPテラスでのお食事対応はいたしておりません。ご入場のみとなりますので、

あらかじめご了承ください。  

※お申し込み後のキャンセルは一切できません。  

※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（4階・5階）への飲食物のお持込みはご遠慮ください。  

※特典の駐車券は、駐車エリアにご入場いただく際、VIPスイートパスとあわせてご提示が必要となります。  

※ホスピタリティテラスの一部には、応援専用エリアとしてご入場いただけないエリアがありますのでご了承ください。 

プレミアムエリア 

VIPスイート 

※写真はイメージです 

第４２回ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレースin鈴鹿

［価格はすべて税込］
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鈴鹿サーキットの新しい観戦スタイル。ピットビル2F「ホスピタリティラウンジ」 

ホスピタリティラウンジ（2日間有効） ※レース観戦券込 

ピットレーンに張り出した屋外観戦席も楽しめる。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） 

Ｊｒ．ジュニア 
（3歳～小学生以下） 

２１，０００円 ６，０００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、※指定ブース内 全席自由席） 

・ホスピタリティテラス（ピットビル3階） 

・パドック 

・ピットウォーク 

・激感エリア 

 

 

レーシングコースバスツアー開催！ 
ホスピタリティラウンジご購入のお客様、皆様がご参加いただけます。 

 

 

 

特典 
●スペシャルランチボックス 

（決勝日 10月31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 

●ピットウォーク（2日間対象） 

●パドック入場可  

●ホスピタリティテラス入場可  

●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） 

●レーシングコースバスツアー（10月31日（日）開催） 

 

※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。  

※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。  

※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となります。  

※ホスピタリティテラスの一部には、応援専用エリアとしてご入場いただけないエリアがありますのでご了承ください。 

 

 

ホスピタリティラウンジ 

※写真はイメージです 

第４２回ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレースin鈴鹿

［価格はすべて税込］
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〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1 

TEL （0285）64-0001  FAX （0285）64-0009 

URL http://www.twinring.jp/ 

〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992 

TEL（059）378-1111  

URL http://www.suzukacircuit.jp/ 

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！ 

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 10月30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） 
10月24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） 

ＰＣ    http://mls.mobilityland.co.jp/ 

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

10月24日（日）24：00まで 

（24時間受付） 

10月30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。 

 

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） 

第４２回ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレースin鈴鹿


