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イベント詳細のご案内 
 

日本モータースポーツの歴史が鈴鹿に集結！ 
 

１９８７年ＷＧＰチャンピオン、ワイン・ガードナー参加決定！ 
 

鈴鹿サーキット開場50周年を迎える2012年の 初のビッグイベント「鈴鹿サーキット50周年ファン感謝デー」では、

F1レジェンドデモラン、2日限りのWGP&MotoGP復活、夢のF1競演 中嶋悟×星野一義、1000km名車＆SUPER GT

デモ走行など、鈴鹿サーキットとともに歩んできた日本のモータースポーツの50年を振り返えるイベントが満載です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012年2月22日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

イベント情報 Ｖｏｌ．９ 

３月３日（土）・４日（日） 

招待券で入場無料！ 
鈴鹿サーキットホームページにて特別ご招待券＆モートピア 

パスポート半額優待券を配布しています。 

http://www.suzukacircuit.jp/msfan_s/ 

1993年WGPチャンピオン 

ケビン・シュワンツ 

2004年F1アメリカGP

3位表彰台 佐藤琢磨

多くのファンを魅了した 

元F1ドライバー ジャン・アレジ 

1987年WGPチャンピオン 

ワイン・ガードナー 
1990年F1日本GP 

3位表彰台 鈴木亜久里 

元祖日本一速い男 

星野一義 

日本人初F1フルタイムドライバー

中嶋悟 
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イベント一覧 

 
イベント 

3月3日

（土） 

3月4日

（日） 
詳細ページ

レーシングコース 

走行イベント 

鈴鹿8耐、全日本ロードレーステスト走行 8:30～10:00  3ページ 

SUPER GTテスト走行 11:00～11:30  3ページ 

2日間限りのWGP＆MotoGP復活 11:30～12:00 10:30～11:00 3ページ 

F1レジェンドデモラン 14:00～14:45 15:30～16:15 4ページ 

夢のF1競演 中嶋悟×星野一義 14:45～15:45 14:00～15:00 4ページ 

D1エクストリームデモ走行 15:45～16:00 10:00～10:15 4ページ 

世界を戦う2輪マシンデモ走行 16:00～16:15 10:15～10:30  

8耐＆SUPER GTトワイライトデモ走行& 

花火パフォーマンス 
17:15～18:00  4ページ 

フォーミュラ・ニッポン テスト走行  9:30～10:00 3ページ 

フォーミュラ・ニッポン Rd.0  12:30～13:30 4ページ 

鈴鹿1000km＆SUPER GTデモ走行  15:00～15:30 4ページ 

参加型イベント 

スペシャルグリッドウォーク＆ピットウォーク 12:30～14:00 11:00～12:30 6ページ 

アドバンスカートレッスン 16:00～17:00 16:00～17:00  

マイカーラン  17:00～ 6ページ 

チケット先行販売 
チケット先行販売 10:00～16:00 10:00～16:00 6ページ 

【チケット先行販売特典】サーキットタクシー ※開催時間は詳細をご覧ください 6ページ 

セレモニー 

トークショー 

オープニングセレモニー 12:00～12:30   

トークショー ※開催時間は詳細をご覧ください 7ページ 

モータースポーツ顕彰授与式 13:30～14:00  7ページ 

キッズ、ファミリー

向けイベント 

コチラレーシングカートオープニングセレモニー 8:45～9:30  8ページ 

コチラレーシング新車発表会 10:30～11:00  8ページ 

コチラレーシング プレミアムドライブ 16:15～17:15 13:30～14:30 8ページ 

ゆうえんちで山本尚貴に挑戦 終日 終日 9ページ 

キッズモーターショー 終日 終日 9ページ 

パーティー 
モータースポーツファンサンクスパーティー 19:30～21:30  10ページ 

サーキットクイーンパーティー  18:00～20:00 10ページ 

グルメ 

50周年感謝デー限定 ラウンジで食べる特製ランチ 11:00～14:00 11:00～14:00 11ページ 

S-PLAZAダイニング 11:30～14:00 11:30～14:00 11ページ 

完全予約制 「そら・たべよ」のランチビュッフェ
11:00～12:30

13:00～14:30

11:00～12:30 

13:00～14:30 
11ページ 

交通教育センター 

体験プログラム 

親子でバイクを楽しむ会 体験版 ※開催時間は詳細をご覧ください 12ページ 

HDSスキッドコントロール 体験版 ※開催時間は詳細をご覧ください 12ページ 

 

※各イベントの 新情報はホームページをご覧ください。 

※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。ご了承ください。 
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２０１２年シーズン参戦マシンによる「テスト走行」 
‟コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース＆全日本ロードレース、SUPER GT、フォーミュラ・ニッポンの2012年

参戦マシンによるテスト走行が行われます。日本を代表する3カテゴリーのテスト走行が見られるのはファン感謝

デーだけ。今シーズンを占ううえで重要な時期のテスト走行を、是非ご覧ください。 

 

■日時 ： 鈴鹿8耐＆全日本ロードレース 3月3日（土） 8:30～10:00 

SUPER GT 3月3日（土） 11:00～11:30 

フォーミュラ・ニッポン 3月4日（日） 9:30～10:00 

■場所 ： 国際レーシングコース（フルコース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２日間限りのＷＧＰ＆ＭｏｔｏＧＰ復活 
世界中のバイクファンを魅了した伝説のマシン、そして1993年の世界チャンピ

オン、ケビン・シュワンツをはじめとしたグランプリライダー達が登場し、鈴鹿

サーキット史上かつてない豪華、夢の競演によるデモンストレーションラン

が実現します。 

 

■日時 ： 3月3日（土）11:30～12:00 

3月4日（日）10:30～11:00 

■場所 ： 国際レーシングコース（フルコース） 

 

 

【走行マシン・ライダー】 

Honda CB500R 

1975年WGP(GP500) 

岡田忠之 

Honda NS500 

1985年WGP(GP500) 

高橋巧 

Honda NSR500 

1985年WGP(GP500)

清成龍一 

Honda NSR500 

1997年WGP(GP500) 

伊藤真一 

Honda NSR250 

2001年WGP(GP250)

青山博一 

Honda RC212V 

2011年MotoGP 

チャンピオンマシン 

秋吉耕佑 

ヤマハYZR500 

【OW81】 

1985年WGP(GP500) 

河崎裕之 

ヤマハYZR500 

【OWF9】 

1995年WGP(GP500)

藤原儀彦 

ヤマハYZR250 

【OWL5】 

2000年WGP(GP250) 

中野真矢 

ヨシムラ・スズキ

S-GSX-R1000 

2011年鈴鹿8耐 

K・シュワンツ 

 

 

※各イベントの 新情報はホームページをご覧ください。 

※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。ご了承ください。 

 

レーシングコース走行イベント 

鈴鹿8耐＆全日本ロードレース 

※イメージです 

SUPER GT 

※イメージです 

フォーミュラ・ニッポン 

※イメージです 

Honda NSR500（1985年） 

ワイン・ガードナー氏も

来場決定！ 
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Ｆ１レジェンドデモラン 
日本中を巻き込んだF1ブームを演出した歴代のマシンが鈴鹿に集結。日本

ゆかりの豪華メンバーが過去のF1マシン走行をファンの前で披露いたします。 

 

 

■日時 ： 3月3日（土）14:00～14:45 

3月4日（日）15:30～16:15 

■場所 ： 国際レーシングコース（フルコース） 

 

【走行マシン・ドライバー】 

1989年 

マクラーレンMP4/5 

佐藤琢磨 

1989年 

ロータス101 

ジャン・アレジ 

1990年 

ラルースLC90 

鈴木亜久里 

1992年 

ミナルディM192 

中野信治 

2003年 

フェラーリF2003 

（ドライバー未定） 
※3月4日(日)のみ走行

 

 

夢のＦ１競演 中嶋悟×星野一義 
誰もが夢見た星野一義と中嶋悟のF1競演が、鈴鹿サーキット50周年ファン感謝デーの舞台で現実のものとなり

ます。1986年のF2 終戦、JAF鈴鹿GPレース以来、実に26年ぶりの両雄競演です。 

 

■日時 ： 3月3日（土）14:45～15:45 

3月4日（日）14:00～15:00 

■場所 ： 国際レーシングコース（東コース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８耐＆ＳＵＰＥＲ ＧＴトワイライトデモ走行＆花火パフォーマンス 
夏の2大耐久レース、‟コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレースと、SUPER GTのデモ走行を3月3日（土）の

夕刻に開催いたします。チェッカー後には大輪の花火が夕暮れの空に打ち上げられます。 

 

■日時 ： 3月3日（土）17:15～18:00 

■場所 ： 国際レーシングコース（東コース）   

 

 

 

 

 

 

 

 

※各イベントの 新情報はホームページをご覧ください。 

※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。ご了承ください。 

ウィリアムズホンダFW11 

ロータス101 

中嶋悟 

※写真はイメージです

星野一義 ロータス100T 
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フォーミュラ・ニッポン Ｒｄ．０ 
4月14日（土）・15日（日）の日程で開催される鈴鹿2&4レースでの開幕戦を

前に、ファン感謝デーの会場で「ラウンド ゼロ」としてデモンストレーション

レースを開催いたします。 

 

■日時 ： 3月4日（日）12:30～13:30 

■場所 ： 国際レーシングコース（フルコース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿１０００ｋｍ＆ＳＵＰＥＲ ＧＴデモ走行 
日本の耐久レースをけん引してきた鈴鹿1000kmを走った過去のマシンと、

SUPER GTの名車がデモ走行を行います。 

 

 

■日時 ： 3月4日（日）15:00～15:30 

■場所 ： 国際レーシングコース（東コース） 

 

 

【走行マシン・ドライバー】 

1968年 

S800 RSC 

(ドライバー未定) 

1985年～ 

ポルシェ962C 

荒聖治 

1992年 

ニッサンR92CP 

安田裕信 

2006年 

MOTUL AUTECH Z 

松田次生 

2012年 

TEAM KUNIMITSU 

山本尚貴 

2012年 

NAKAJIMA RACING 

道上龍 

2012年 

LEXUS TEAM ZENT CERUMO

平手晃平 

 

 

 

Ｄ１エクストリームデモ走行 
“いかにカッコよく走るか”を競うモータースポーツ「D1グランプリ」のマシンが

鈴鹿サーキットを走ります。信じられない動きで、驚きのドリフト走行をファン

の前で披露します。 

 

■日時 ： 3月3日（土）15:45～16:00 

3月4日（日）10:00～10:15 

■場所 ： 国際レーシングコース（東コース） 

 

 

※各イベントの 新情報はホームページをご覧ください。 

※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。ご了承ください。 

※写真はイメージです

ニッサンR92CP 

※写真はイメージです

フォーミュラ・ニッポン Ｒｄ．０に佐藤琢磨が参加！ 

今シーズン終盤、インディカーシリーズ終了後にフォーミュラ・ニッポンへのスポット参戦も予定されている

佐藤琢磨が、フォーミュラ・ニッポン Rd.0に参加いたします。また翌日の3月5日（月）に開催される公式

合同テストへの参加も決まりました。 
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スペシャルグリッドウォーク＆ピットウォーク 
通常のピットウォークに加え、グリッド上に整列したマシンもご覧いただけます。 

 

■日時 ： 3月3日（土）12:30～14:00 

3月4日（日）11:00～12:30 

■場所 ： ピットロード、メインストレート 

 

 

マイカーラン 
自分の愛車でサーキットを走行頂けるイベントです。 
※お申し込み受付は好評につき終了致しました。 

 

■日時 ： 3月4日（日）17:00～ 

■場所 ： 国際レーシングコース（フルコース） 

 

 

 

 

 

２０１２年ビッグレースのチケット先行販売を実施 
鈴鹿サーキット50周年ファン感謝デーの会場で、2012年に開催されるビッグレース（鈴鹿2&4レース、D1グランプリ、

鈴鹿8耐、SUPER GT第5戦 鈴鹿1000km、F1グランプリ、WTCC、MFJグランプリ、フォーミュラ・ニッポン 終戦）の

チケットを先行販売いたします。またご購入者の中から抽選でサーキットタクシーに同乗いただけます。この機会に

ぜひご購入ください。 
 

■日時 ： 3月3日（土）10:00～16:00  4日（日）10:00～16:00 

■場所 ：ホスピタリティラウンジ 
 

※チケット販売方法などの詳細はホームページをご覧ください 

 

 

【チケット先行販売特典】サーキットタクシー 
2012年ビッグレースの先行販売をご利用いただいた方を対象に、抽選で選ばれた

皆様がサーキットタクシーへご参加いただけます。サーキットタクシー走行車両は

「インパル2シーターFN06（フォーミュラ・ニッポン2シーターマシン）」「2011年IRC

仕様スバルインプレッサ」「スバルSTi DLインプレッサ」「無限CR-Z（10台）」「各種

スーパーカー」、さらには2輪レーシングマシンの「ドゥカティ」など、普段は体験する

事ができないマシンが勢ぞろいいたします。 
 

■日時 ： 3月3日（土）16:15～17:15 

3月4日（日） 8:30～9:30、13:30～14:00、16:30～17:00 

■場所 ： 国際レーシングコース（フルコース） 

 

 

※各イベントの 新情報はホームページをご覧ください。 

※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。ご了承ください。 

参加型イベント 

※写真はイメージです

※写真はイメージです

2011年IRC仕様 

スバルインプレッサ 

チケット先行販売 
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トークショー 
ライダー、ドライバー、ジャーナリストによるトークショーを開催。今シーズンの予想や裏話など、ここでしか聞けない

貴重な話が聞けるチャンスです。 

 

日時 参加ゲスト（予定） 

3月3日（土）12:30～13:00 河崎裕之、藤原儀彦、中野真矢 

3月3日（土）13:00～13:30 ケビン・シュワンツ 

3月3日（土）13:30～14:00 道上龍、塚越広大、伊沢拓也、山本尚貴 

3月4日（日）10:00～10:30 ジャン・アレジ、鈴木亜久里、中野信治、小倉茂徳 

3月4日（日）11:00～11:30 荒聖治、道上龍 

3月4日（日）11:30～12:00 河崎裕之、藤原儀彦、中野真矢、岡田忠之、伊藤真一 

3月4日（日）12:00～12:30 ケビン・シュワンツ 

3月4日（日）15:00～15:30 秋吉耕佑、青山博一、清成龍一、高橋巧、 
 

※ワイン・ガードナーのスケジュールは調整中です。 

 

■場所 ： パドックステージ 

 

 

 

モータースポーツ顕彰授与式 
20011年にモータースポーツの発展、振興、ファンの拡大につながる顕著な活躍、功績を残した個人・団体と、2012年

の飛躍が期待される方々に対して、ファンの皆様の前で表彰いたします。 

 

2011年モータースポーツ顕彰 
（2011年に顕著な活躍をした個人・団体など） 

秋吉 耕佑 

2011年モータースポーツ特別顕彰 
（2011年に特別な活躍をされた個人・団体など） 

尼崎市・小林可夢偉選手地元応援団

「可夢偉Dream Supporter’s AMA」 

2011年モータースポーツ功労顕彰 
（永年に渡りモータースポーツの発展に貢献された個人・団体など） 

水谷 勝 

2012年ライジングアワード・4輪 
（2011年の活躍と2012年に更なる活躍が期待される4輪選手） 

勝田 貴元 

2012年ライジングアワード・2輪 
（2011年の活躍と2012年に更なる活躍が期待される2輪選手） 

小島 一浩 

 

■日時 ： 3月4日（日）13:45～14:00 

■場所 ： ポディウム 

 

 

 

 

※各イベントの 新情報はホームページをご覧ください。 

※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。ご了承ください。 

 

セレモニー・トークショー 
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コチラレーシングカートオープニングセレモニー 
身長130cm（小学3年生以上）から本格的なモータースポーツ体験ができる新アトラク

ション「コチラレーシングカート」が登場いたします。そのオープン初日となる3月3日

（土）、カート時代に大活躍しトップドライバーまで駆け上がった中野信治、安田裕信、

山本尚貴、中嶋大祐らを招いて、オープニングイベントを開催いたします。 
※選手は変更となる場合がございます。 

 

■日時 ： 3月3日（土）8:45～9:30 

■場所 ： GPフィールド コチラレーシングカート 

 

 

コチラレーシング新車発表会 
コチラレーシングのマシン「FE-810」がリニューアル。そして、コチラレーシングのバス

「KR-1103」が新登場。皆様の前でコチラファミリーとスペシャルなゲストがお披露目

いたします。この走行には、鈴鹿サーキットレーシングスクール（SRS）の卒業生が

CR-Zと全日本ロードレースマシンで同走します。新車発表会では同走した卒業生の

紹介も行います。 

 

■日時 ： 3月3日（土）10:30～11:00 

■場所 ： 国際レーシングコース（東コース） 
 

【参加予定ライダー】 

清成龍一選手（FIMアジアロードレース選手権） 

藤井謙汰選手（MotoGP Moto3クラス） 

藤島翔太選手（全日本ロードレース選手権 ST600クラス） 

山本剛大選手（全日本ロードレース選手権 J-GP3クラス） 

【参加予定ドライバー】 

小林崇志選手（SUPER GT GT500クラス） 

野尻智紀選手（全日本F3選手権） 

平峰一貴選手（全日本F3選手権） 

黒崎駿選手（フォーミュラチャレンジジャパン） 

 

 

コチラレーシング プレミアムドライブ 
コチラちゃんファンくらぶ会員（3歳以上）、コチラレーシングファンクラブ会員限定の

プレミアムドライブを開催いたします。CR-Zのレーシングカーや、リニューアルした

コ チ ラ レ ー シ ン グ FE810 、 そ し て 新 登 場 の コ チ ラ レ ー シ ン グ カ ラ ー の バ ス

「KR-1103」（3月3日(土)のみ）に乗車いただけます。なお当日入会受付も行います。 

 

■日時 ： 3月3日（土）16:15～17:15 

3月4日（日）13:30～14:00 ／ 16:30～17:00 

■場所 ： 国際レーシングコース（フルコース） 

■対象 ： コチラちゃんファンくらぶ会員（3歳以上） 

コチラレーシングファンクラブ会員 
※当日入会された方もご参加いただけます。 

■定員 ： 3月3日（土）53名 3月4日（日）23名 
※先着順にて受付 

 

 

※各イベントの 新情報はホームページをご覧ください。 

※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。ご了承ください。 

キッズ、ファミリー向けイベント 

走行車両 

 CR-Zレース車両 

 コチラレーシングFE810 

 コチラレーシングバスKR1103 

コチラレーシングカート 

コチラレーシングFE810 

CR-Zレース車両 
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ゆうえんちで山本尚貴に挑戦 
山本尚貴選手がゆうえんちの乗り物でタイムアタック。そのタイムに勝てるか、挑戦していただけます。 

 

■日 程 ： 3月3日（土）・4日（日） 

■対 象 機 種 ： プッチグランプリ、ドリームR 

■対象者・料金 ： モートピアパスポートをお持ちの方 

※ドリームRは身長140cm以上の方がご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各イベントの 新情報はホームページをご覧ください。 

※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。ご了承ください。 

プッチグランプリ ドリームR 

３月３日（土）～４月８日（日） 「キッズモーターショー」を開催！ 
3月3日（土）～4月8日（日）の間、「コチラレーシングプレゼンツ キッズモーターショー2012」を初開催いたします。お子さま

に馴染みのある「ペダルカー」のイベントを中心に、あこがれのレーサーになりきる「なりきりレーサースタジオ」や、見て・

創って・楽しめる「トミカ・プラレールフェスティバル」など家族みんなで楽しめるイベントが盛りだくさんです。 

 
■日時 ： 3月3日（土）16:15～17:15 

3月4日（日）13:30～14:30 

■場所 ： GPスクエアを中心に園内一円 
【キッズモーターショー、主なイベント】 

 ペダルカーミュージアム 

 P1-GP in スズカ 

 ペダルカーで走ろう！ 

 なりきりレーサースタジオ 

 ツーリングバイク DE タイムアタック！ 

 トミカ・プラレールフェスティバル 

© ＴＯＭＹ  「トミカ」「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
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鈴鹿サーキット５０周年 モータースポーツファンサンクスパーティー 
50周年ファン感謝デーにも登場するドライバー、ライダーが参加してのパーティーを

開催いたします。サイン入りプレミアムグッズが当たる大抽選会やトークショーなど、

魅力満載のスペシャルパーティーです。 

 

■日時 ： 3月3日（土） 受付19:00 開宴19:30 終宴21:30 

■場所 ： S-PLAZA 2階 サクラホール 

■定員 ： 300名 

■料金 ： 大人（中学生以上）5,000円 

小学生2,000円 

幼児（3歳以上）1,000円 

■お申込み方法 ： オンラインショップ「MOBILITY STATION」よりお申込みください。 
※申込受付期間：2月29日（水）23:59まで 

 

 

 

サーキットクイーンパーティー 
2012年より活動するサーキットクイーン34期生のお披露目と、2010年から2年間

活動した32期生の卒業式を、お客様にもご参加いただけるパーティー形式で開催

いたします。サイン会やクイーンとのゲーム対決、ファッションショーなどのお楽しみも

満載です。 

 

■日時 ： 3月4日（日） 受付17:30、開宴18:00、終宴20:00 

■場所 ： S-PLAZA 2階 サクラホール 

■定員 ： 100名（ 少催行人数30名） 

■料金 ： 大人（中学生以上）4,000円 

小学生2,000円 

幼児（3歳以上）1,000円 

■お申込み方法 ： オンラインショップ「MOBILITY STATION」よりお申込みください。 
※申込受付期間：3月2日（金）23:59まで 

 

 

 

 

※各イベントの 新情報はホームページをご覧ください。 

※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。ご了承ください。 

 

パーティー 

※写真はイメージです

鈴鹿サーキットクイーン34期生

[価格はすべて税込]
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５０周年感謝デー限定 ラウンジで食べる特製ランチ 
ピットビル2階、ホスピタリティラウンジでのVIPサービスとして提供している特製ランチ

メニューが、開場50周年を迎える2012年、さらにグレードアップします。世界のVIPも

唸るシェフ渾身のメニューを一足先に、そしてお得にお楽しみください。 

 

■日時 ： 3月3日（土）11:00～14:00 

3月4日（日）11:00～14:00 

■場所 ： ホスピタリティラウンジNo.6 

■料金 ： 3,500円 

■お申込み方法 ： オンラインショップ「MOBILITY STATION」よりお申込みください。 
※申込受付期間：2月29日（水）17:00まで 

 

 

Ｓ－ＰＬＡＺＡダイニング 
開場50周年を記念して、ファン感謝デー限定のダイニングが登場いたします。三重県

食材にこだわった和洋中のメニューがずらり。鈴鹿産野菜をたっぷり使用したサラダ

ビュッフェもご用意しております。 

 

■日時 ： 3月3日（土）11:30～14:00（オーダーストップ13:30） 

3月4日（日）11:30～14:00（オーダーストップ13:30） 

■場所 ： S-PLAZA2階サクラホール 

■料金 ： 大人（中学生以上）1,600円 

小学生1,000円 

幼児300円 
※当日受付のみとなります。予約は承っておりません。 

 

 

完全予約制 「そら・たべよ」のランチビュッフェ 
ナチュラルビュッフェ「そら・たべよ」のランチ営業が、感謝デー限定で完全予約制と

なります。鈴鹿サーキット開場50周年を記念した特別メニューや春の新メニューなど、

60種類以上の本格和洋中スイーツメニューをお楽しみください。 

 

■日時 ： 3月3日（土）第1部11:00～12:30 第2部13:00～14:30 

3月4日（日）第1部11:00～12:30 第2部13:00～14:30 
※各回90分の入替制営業です。 

■場所 ： S-PLAZA1階そら・たべよ 

■料金 ： 大人（中学生以上）1,890円 

小学生1,360円 

幼児（3歳以上）630円 

■ご予約方法 ： 鈴鹿サーキット予約センターへお電話にてお申込みください。 

TEL：059-378-5489（平日9：00～19：00、土日祝9：00～17：30） 
※申込受付期間：3月1日（木）19:00まで 

グルメ 

※写真はイメージです

※写真はイメージです

※写真はイメージです

[価格はすべて税込]



 

 

〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992    TEL（059）378-1111  FAX（059）378-4568  URL http://www.suzukacircuit.jp/ 

- 12/12 - 

 

 

 

親子でバイクを楽しむ会 体験版 
通常1日コース（要事前予約）で行う「親子でバイクを楽しむ会」を、当日受付で参加

可能の「体験版」として開催いたします。通常は保護者の方も一緒にバイクに乗り

ますが、今回はお子様だけがバイクに乗りますので、保護者の方がバイクに乗った

ことがなくてもご参加いただけます。 

 

■日時 ： 3月3日（土）10:00～ 11:00～ 13:00～ 14:00～ 15:00～ 16:00～ 

3月4日（日）10:00～ 11:00～ 13:00～ 14:00～ 15:00～ 16:00～ 
※現地にて上記時間に受付を行います。 

※各回約1時間で終了予定です。 

■会場 ： 交通教育センター 

■定員 ： 各回10名（先着順・当日受付） 

■対象 ： 補助輪無しの自転車に乗れる小学生とその保護者の方（子供1名に対して保護者1名） 

■料金 ： 3,150円（1組） 

 

 

 

 

ＨＤＳスキッドコントロール 体験版 
クルマのスクール「HDSスキッドコントロール」は滑りやすい路面を使って、タイヤの

滑りの体験や滑りのコントロールをすることによって、街中でのスムーズで安全な運転

につなげて頂くスクールです。通常１日コース（要事前予約）ですが、当日受付で

気軽に参加できる約1時間の「HDSスキッドコントロール 体験版」をファン感謝デーで

特別開催します。 

 

■日時 ： 3月3日（土）10:00～ 11:00～ 13:00～ 14:00～ 15:00～ 16:00～ 

3月4日（日）10:00～ 11:00～ 13:00～ 14:00～ 15:00～ 16:00～ 
※現地にて上記時間に受付を行います。 

※各回約1時間で終了予定です。 

■会場 ： 交通教育センター 

■定員 ： 各回5名（先着順・当日受付） 

■対象 ： 普通四輪免許をお持ちの方 

■料金 ： 3,150円 
※スクール車両（CIVIC）をご用意致します。 

 

 

※各イベントの 新情報はホームページをご覧ください。 

※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。ご了承ください。 

 

 

 
 

交通教育センター体験プログラム 

※写真はイメージです

※写真はイメージです

[価格はすべて税込]


