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2012 AUTOBACS SUPER GT Round5 第41回インターナショナル ポッカ 1000km 

 

８/１８ SAT. １９ SUN. 
 

 

 

 

 

好調ＳＣ４３０、ＨＳＶ―０１０が夏の鈴鹿で対決！ 

シリーズ中最も激しく、過酷な戦いが始まる！! 
 

2012SUPER GTシリーズも前半戦が終了。いよいよ天王山とも

いうべきインターナショナル ポッカ 1000kmを迎えることになる。

今シーズンはここまでレクサスSC430の好調ぶりが目立ち、

これをHonda HSV-010が追う展開となっている。昨年はシリーズ

を通して1勝のみだったSC430勢が今年は大変身。開幕戦で

立川裕路／平手晃平組(ZENT CERUMO SC430)が、続く第2戦も

脇阪寿一／石浦宏明組(DENSO KOBELCO SC430)が優勝。

第4戦でも今度は伊藤大輔／大嶋和也組(ENEOS SUSTINA 

SC430)が優勝。2位に中嶋一貴／L・デュバル組(PETORONAS TOM'S SC430)が入り、SC430の圧勝。 

一方SC430を追うのがHSV-010陣営だ。第3戦で小暮卓史／C・ヴァン・ダム組(ウイダーHSV-010)がポール・トゥ・

フィニッシュを決め、開幕戦、第2戦はSC430との接戦の末、伊沢拓也／山本尚貴組(RAYBRIG HSV-010)が連続2位を

記録。現在シリーズポイントは立川／

平手組がトップ、以下脇阪／石浦組、

伊沢／山本組、伊藤／大嶋組、小暮／

ヴァン・ダム組、中嶋／デュバル組と続いて

いる。ポッカ 1000km、まずはランキング

上位を占めるSC430、HSV-010両陣営

の対決に注目だ。 

 

 

全チーム７００ｋｍから先は未知の領域 

４年ぶりの１０００ｋｍレースは横一線に並んでのスタートとなる 
 

後半戦の開幕となるポッカ 1000kmがタイトル争いのカギを握ることになる。ここで多くのポイントを稼いだチームが、その

後のタイトル争いに生き残ることができるからだ。では誰が、どのチームが強いのか?と言うことになるが、それが分から

ない。と言うのも夏の鈴鹿ラウンドは09年、10年と700kmのレース距離に変更され、昨年は500kmの距離で戦われた

からだ。今年は伝統の1000kmが4年ぶりに復活。全チーム700kmから先は未知の領域となる。 

それ以前のGTカ―の1000kmレースの記録を見てみるとHSV-010の前身のNSXが4勝、SC430と前身のスープラが4勝

と互角。しかしレース距離が短かったとはいえ昨年、一昨年とHSV-010の小暮卓史組が2連覇を飾っており、夏の鈴鹿に

強いHSV-010を証明している。つまり今年はSC430、HSV-010勢が横一線でスタートを切ると言っていい状況。4年ぶりの

1000kmを誰が制するのか!2012シーズン最も重要な戦いとなるのだけは間違いない。 

2012年8月13日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

予選 決勝

現在ランキングトップのZENT CERUMO SC430。 

立川(左)と平手 

ランキング2位の 

DENSO KOBELCO SC430

ランキング3位の 

RAYBRIG HSV-010 

第3戦で優勝した 

ウイダーHSV-010 
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タイトルをあきらめたわけではない！ 

鈴鹿テストでも好調だったＧＴ－Ｒ勢が狙うポッカ １０００ｋｍからの大逆転！ 
 

気になるのはGT-R勢だ。昨年はシリーズ全8戦中5勝を

記録する強さで、柳田真孝／R・クインタレッリ組(S Road 

REITO MOLA GT-R)がチャンピオンを獲得したが、今年はここ

まで第2戦の本山哲／M・クルム組(MOTUL AUTECH GT-R)、

第4戦の柳田／クインタレッリ組の3位が最高位という結果。

それでも柳田は不調ではないと言う。「結果は残っていないが

GT-Rは速さもあるし調子はいい。かみ合っていないだけ」だと。

確かに事前に鈴鹿サーキットで行われた公式テスト(7月20日・

21日)でも柳田／クインタレッリ組GT-Rが2日間連続でトップタイムを記録。さらに第4戦ではともにリタイアとなったが

本山／クルム組、松田次生／JP・デ・オリベイラ組(カルソニックIMPUL GT-R)が予選2位、3位を記録するなど、速さを

見せている。そしてGT-R勢を後押しするのが06年(トレルイエ／星野／デュフォア組ニッサンZ)、08年(松田／フィリップ組

GT‐R)の優勝。「けっして諦めたわけではない」。GT-R勢はこの鈴鹿から、ポッカ 1000kmからの奇跡の大逆転タイトル

を狙う。 

 

 

混戦続くＧＴ３００クラス。アウディ、ＢＭＷ、ポルシェに挑むＢＲＺ。 

さらにはハイブリッドのプリウス、ＣＲ－Ｚも上位を狙う！ 
 

ヨーロッパ車を中心としたGT3規格のマシン

が強さを見せる今シーズン。開戦でアウディ

R8-LMSを駆る田中哲也／平中克幸組が

優勝を飾ると、第2戦は昨年のチャンピオン、

BMW Z4 GT3の谷口信輝／片岡龍也組が

優勝。第3戦はポルシェ911GT3Rの景山正美

／ 藤 井 誠 暢 組 が 優 勝 。 第 4 戦 は 同 じ

FIA-GT3規格のGT‐R関口雄飛／千代勝正組(S Rord NDDP GT-R)が優勝を飾った。 

この戦いに割って入りそうなのが山野哲也／佐々木孝太組だ。昨年、一昨年とスバル・レガシイB4で優勝を飾っており、

今年はBRZに乗り換えたものの「レガシイ同様重心が低いので鈴鹿のコースにも長いレース距離にも有利」と言う。さらに

ハイブリッド車にも注目だ。今年は新田守男／嵯峨宏紀組プリウスが参戦しており、第4戦からはHonda CR-Zも武藤英紀

／中嶋大祐のドライブで参戦している。このハイブリッド対決、第4戦予選でプリウスが3位、CR-Zが10位に食い込む速さを

披露。ポッカ 1000kmでも上位に食い込んで

くることが予想されており、まさに役者が

揃った感じだ。分かっているのは最後の1周

まで決着がつかないような、大接戦となりそう、

ということだ。 

 

 

 

 

 

 

 
 

開催概要 
■大 会 名 称：2012 AUTOBACS SUPER GT Round5 第41回インターナショナル ポッカ 1000km 

■開 催 日：2012年8月18日（土）・19日（日） 

■併催レース：GT Asia Series 2012 Round 7 & Round 8 ／ Honda Sports & Eco Program CR-Z 10リッターチャレンジ 

■主 催：関西スポーツカークラブ（KSCC） ／ 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） ／ 一般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 

■後 援：三重県 ／ 鈴鹿市 ／ 鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会 ／ 一般社団法人鈴鹿市観光協会 ／ 

鈴鹿商工会議所 

S Road REITO MOLA GT-R MOTUL AUTECH GT-R 

アウディR8-LMS BMW Z4 GT3 ポルシェ911GT3R 

スバルBRZ トヨタ プリウス Honda CR-Z 
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オープンピット 
 

予選日の早朝、公開車検中のピットレーンを開放いたします。予選に向けて着々と

準備を進めるマシンが置かれたピットを見学でき、近くでSUPER GTマシンをじっくり

見るチャンスです。 
 

■開催日時：8月18日（土） 7：45～8：25 

■開催場所：ピットレーン 
※パドックに入場可能なパスをお持ちの方がご参加いただけます。 

※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。 

 

ピットウォーク 
 

間近でマシンを見ることができるピットウォーク。チームスタッフ、ドライバー、

キャンペーンギャルもピットからファンサービスを行います。SUPER GTの魅力に

グッと近づけるチャンスです。 
 

■開催日時： 8月18日（土） 12：50～13：40 

8月19日（日） 10：00～11：00 

■開催場所：ピットレーン 
※前売ピットウォーク券は完売いたしました。ピットウォークへのご参加にはパドックパスを 

ご購入ください。 

※ピットウォーク時に、脚立のお持込はご遠慮ください。 

 

トランスフォーマー × キッズウォーク 
 

ピットウォークは混雑していて、子どもと一緒に参加するのは心配というご家族に

朗報です。SUPER GTではもうおなじみの、お子さま連れのお客様のみが参加

いただけるGTキッズウォークが土曜日の予選終了後に行われます。 
 

■開催日時：8月18日（土） 17：55～18：35 

■開催場所：ピットレーン 

■対 象：中学生以下のお子様と保護者の方（2名様まで） 
※入場整理券の配布はございません。 

※レーススケジュールの都合により、時間変更・中止になる場合がございます。 

 

鈴鹿サーキット開場５０周年 ～ポッカ １０００ｋｍ復活祭！～ 
 

1000km復活祭記念花火の打ち上げも決定！ 

鈴鹿サーキット開場50周年と、ポッカ 1000kmの復活を記念して、「ポッカ 1000km復

活祭」を開催します。国際レーシングコースを、鈴鹿1000kmのレジェンドマシンが

デモ走行を行い、レジェンドドライバーによるトークショーを行います。また、イ

ベントのフィナーレには、1000km復活祭記念花火を打ち揚げます。 
 

■開催日時：8月18日（土） 18：30～20：00（予定） 

■開催場所：国際レーシングコース、グランドスタンド 

■デモ走行車両：スカイライン2000GT-Rレーシング(1971年) 

フェアレディ240Z-R(1973年) 他 

 

※写真はイメージです。 

イベント情報 

レーシングコースイベント
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決勝レース終了後にメインストレートを開放！！ 
 

SUPER GT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。感動の表彰式、そして勝者、全てのドライバー・チームの健闘

を称える花火の打ち上げも行います。 
 

■開催日時：8月19日（日） SUPER GT決勝レース終了後 

■開催場所：メインストレート 
※レーススケジュール、天候等の都合により時間変更・中止になる場合があります。 

※コース側からパドックへリアへの入場はできません。 

 

 

記者会見映像のビジョン上映 
 

SUPER GTシリーズ最長距離を戦い抜いたドライバー達がポッカ 1000kmを振り

返る、記者会見の模様をサーキットビジョンにて上映いたします。 
 

■開催日時：8月19日（日） SUPER GT決勝レース表彰式終了後 

■開催場所：グランドスタンド前サーキットビジョン 
※記者会見会場からのライブ中継放送を行います。 

 

 

 

 

 

コチラレーシングの「キッズドリームプロジェクト」 
 

優勝するチームを予想して投票。見事優勝チームを当てた子さまには、スペシャル特典をプレゼントいたします。

また、応募者全員の中から抽選で豪華商品も当たります。さらには、応募していただいたお子さま全員に、コチラ

レーシングフラッグもプレゼントいたします。 
 

■開 催 日：8月18日（土）・19日（日） 

■開催場所：GPスクエア特設ブース 

■応募期間：8月18日（土）～19日（日） 決勝レーススタート前まで 
※定員に達し次第終了となります。 

■定 員：先着1,000名様 

■対 象：小学生以下のお子さま 

 

 

ＫＩＤＳ集合「コチラレーシングブース」で楽しもう！ 
 

GPスクエアに「コチラレーシングブース」が登場。お子さまやファミリーで体験で

きるイベントが盛りだくさんです。コチラレーシングフォーミュラFE-810の搭乗体

験や、応援しているチームのマシンを描いたり、応援しているチーム・ドライバー

へのメッセージを書いた、世界に一つだけのうちわを作るコーナーもございま

す。 
 

■開 催 日：8月18日（土）・19日（日） 

■開催場所：GPスクエア特設ブース 

■料 金：オリジナルうちわデザイン 100円（300枚限定） 
※FE-810体験搭乗は無料でご利用いただけます。 

 

※写真はイメージです。 

ＧＰスクエアイベント

[価格はすべて税込]
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コチラレーシングプレゼンツ 「びしょぬれ ＷＩＮＮＥＲＳ ＰＨＯＴＯ ＴＩＭＥ」 
 

コチラレーシングがCOOL DOWNできるエリアをオープン。巨大シャンパンキャノン

と一緒に、写真撮影していただけます。 
 

■開催日時：8月18日（土）・19日（日） 13:00～、15:00～、17:00～ 

■開催場所：レーシングシアター前芝生広場 

 

 

スミヤヤスヒトぬりえコンテスト＆原画作品展 
 

KONDO RACINGのデザイナーで、イラストレーターとしても知られるスミヤヤスヒト

先生のぬりえコンテストを今年も開催いたします。ここでしか買えない限定グッズ

の販売もおこないます。 
 

■開 催 日：8月18日（土）・19日（日） 

■開催場所：GPスクエア特設ブース 

■料 金：無料 

■ぬりえコンテスト応募対象：小学生以下 

 

 

疾風伝説 ＬＥＧＥＮＤ ｏｆ ＳＵＺＵＫＡ１０００ｋｍ 
 

鈴鹿1000km復活を記念し、マツダ767B、

MCSグッピーやマーチ74Sなど、数々の名

シーンを歴史に刻んだレジェンドマシンを展示

いたします。 
 

■開 催 日：8月18日（土）・19日（日） 

■開催場所：GPスクエア特設ブース 

 

 

 

ゆうえんちで遊んで「ＧＴライセンス」をゲットしてポッカ １０００ｋｍを見に行こう！ 
 

ゆうえんちモートピア内の「プッチグランプリ」、「コチラドライビングスクール」、

「コチラレーシングカート」、「アクロエックス」、「ドリームR」、「エネワン」のうち、

いずれかをご利用いただくとポッカ GTライセンスが作成できる紙ライセンスが

もらえます。これを「ライセンスセンター」「メンキョセンター」に持っていくと写真入り

「ポッカ 1000kmスペシャルライセンス」が作成できます。 
 

■開 催 日：8月19日（日）まで 

■開催場所：ゆうえんちライセンスセンター、メンキョセンター 

■ライセンス特典：1．決勝日（8月19日）の入園無料 

2．決勝日（8月19日）17:00以降のレース観戦可能 

3．決勝日（8月19日）モートピアサマーパスポートを半額にて販売 

 （大人：2,500円 小学生：1,900円 幼児：1,250円） 
※ライセンス特典の対象は、小学生までのお子さまと、その同伴者となります。 

（大人の方だけでのライセンス特典は受けられません） 

※いずれの特典も本人を含め5名様まで有効です。 

※観戦はV2席（グランドスタンド上段）からとなります。（V2席が満席になった場合は、その他観戦席からの観戦となります） 

 

※写真はイメージです。 

モートピアイベント

※デザインは変更となる場合が 

ございます。 

[価格はすべて税込]
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インターナショナル プッチ ポッカ １０００ｍ開催！ 
 

ゆうえんちモートピア内の「プッチグランプリ」で、お子さま向けに「ポッカ 

1000km」ミニ版レースを開催。親子対抗で、本番レースさながらレース中のピット

インでドライバー交代も行います。 
 

■開催日時：8月18日（土）・19日（日） 各日14：00～、14：30～、15：00～ 

■開催場所：ゆうえんちモートピア内「プッチグランプリ」 

■受付時間：各日9：30～ 

■受付場所：ゆうえんちモートピア内「メンキョセンター」 

■参加資格：小学生以下のお子さまと保護者 各回10組 

■料 金：2,000円（1組） 

■賞 典：1位～3位の方に記念トロフィ、参加者全員に限定記念ライセンス・ポッカドリンク製品 

 

 

ＳＵＰＥＲ ＧＴドライバータイムアタックチャレンジ 
 

GPフィールド内「アドバンスカート」で、カルソニックIMPUL GT-RからSUPER GTに参戦している、三重県出身の松田次生

選手がタイムアタック。松田選手のタイムをクリアされたお客様には、松田選手のサイン入りグッズをプレゼントいたします。 
 

■開 催 日：8月18日（土）・19日（日） 

■開催場所：ゆうえんちモートピア GPフィールド内「アドバンスカート」 

■参加資格：ポッカ 1000km観戦券お持ちのお客様 

■料 金：1,600円（5周）／1人、2,500円（10周）／1人 

 

 

プールで涼みながらレース情報をキャッチ！「プール ＤＥ ポッカ １０００ｋｍ」 
 

プールエリア（流水プールエリア）に場内実況の音声と、レース映像モニター、順位

確認ができる計時モニターを設置。観戦券をお持ちのお客様はレース開催期間中

1,000円でプールへ入場いただけます。 
 

■開催日時：8月18日（土）・19日（日）9：00～17：00（プール営業時間） 

■開催場所：プールエリア（流水プール） 

■料 金：観戦券をお持ちのお客様は1,000円でプール入場可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真はイメージです。 

[価格はすべて税込]

新しいモータースポーツ体感アトラクション 

「レーシングシアター」 
 

世界初の体感音響システムによる本格レース体験アトラクションを中心に

モータースポーツをリアルに感じるアクティビティが勢揃い。一歩進んだ

モータースポーツの世界を体感していただけます。この「レーシングシアター」

はPokka1000km観戦券（大人）をお持ちの方はレース期間中無料でご利用

いただけます。 

 

■営業時間：8:30～20:00 
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指定席券は、スムーズに入場できる前売でのご購入がオススメ！ 
 

 

 
 

※ご好評につき下記のチケットおよび予約駐車場は完売となっています。（8月13日現在） 

「18日（土）ピットウォーク」、「19日（日）ピットウォーク」、「ホスピタリティテラス」、「VIPスイート・プレミアム」、 

「ホスピタリティラウンジ」、「ファミリーラウンジ」、「パノラマルーム」、「ファミ得チケットV2席セット」、「SUBARUファンシート」 

 

 

 

■前売券 
観戦券（2日間有効） 

大人 中・高校生 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 入場のみ 

５，５００円 １，６００円 
 

グループチケット（2日間有効） 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 

3名 4名 5名 

１４，８５０円 １８，７００円 ２２、０００円 
 

指定席券（日曜日のみ有効）※別途観戦券が必要です 指定券付き観戦券（指定席は日曜日のみ有効） 

V2指定席（3歳以上共通） B・Qエリアセット（大人） 

３，５００円 ６，０００円 
※V2指定席をお持ちの方は、B・Qエリアへの入場ができます。 ※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。 

 
※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・エリア指定券は決勝日のみ有効です。  

※V2指定席、V1指定席をお持ちの方は、B・Qエリアへの入場ができます。 

※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。 

※V1席ファンシートにつきましては、ファンシートページをご覧ください。 

※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。 

 

 

■当日券 

 
観戦券 Ｖ２指定席 

※別途観戦券が必要です 
Ｂ・Ｑエリア 

※別途観戦券が必要です 大人 中・高校生 

8月18日（土）予選日 ゆうえんち入園料（１，６００円） ― ― 

8月19日（日）決勝日 ６，５００円 １，６００円 ４，０００円 
１，５００円 

※当日販売のみ 

 

 

チケット好評発売中！ 

[価格はすべて税込]
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■ファミリーでお得に観戦！ファミ得チケット （MOBILITY STATIONのみで限定販売） 

※ファミ得チケットV2席セットは完売いたしました。 

ファミ得チケット（2日間有効） 
Ｂ・Ｑエリアセット 

（エリア券は日曜日のみ有効） 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 

大人2人＋子ども1人(3歳～高校生) １４，０００円 

大人2人＋子ども2人(3歳～高校生) １６，８００円 

セット内容 

・レース観戦 

・ゆうえんちモートピアパスポート付（期間中いずれか1日のりもの乗り放題） 

・B・Qエリア入場可 

※エリア券は8月19日（日）のみ有効 
 

 

 

■パドックパス（2日間有効・別途観戦券必要） 

パドックでドライバー、レースクイーンに間近で会えたり、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。 

ピットウォーク２日付き！！ 

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。  

※ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階）およびホスピタリティテラス（ピットビル3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。 

 

★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 
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。 

 

第2コーナー激感エリアの様子 

激感シャトルバスを運行 
 

激感エリアを巡回するシャトルバスが運行されます。

シャトルバスを使って激感エリアを効率よく回り、

迫力満点の走りを堪能しよう！ 
※「激感シャトルバス」のご利用はパドックに入場可能な

チケットをお持ちの方限定となります。 
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■ファンシート 

※前売券の販売は終了いたしました。当日券のみの販売となります。 
※SUBARUファンシートは完売いたしました。 

 

ポッカ 1000kmのV1席応援席！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！ 
 

※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席最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席最前列フェンスをご利用ください。 
 

ファンシート当日券 
※別途観戦券が必要です 

Ｖ１指定席（日曜日のみ有効） 

３歳以上共通 

Ｈｏｎｄａファンシート ２，５００円 

ＡＲＴＡファンシート ２，５００円 
※ARTAファンシート内はエリア席となります。 

※Hondaファンシート、ARTAファンシートは残席がある場合のみV1指定席各ファンシートとして2,500円で販売いたします。 

完売次第終了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈｏｎｄａファンシート特典 
 

Ｈｏｎｄａオリジナルの応援グッズで熱い声援を送ろう！ 

応援ジャンボハンド＆キャップをプレゼント！ 
※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。 

※写真はイメージです。 
 

ドライバーがファンシートを訪問！ 

【訪問ドライバー】（予定） 
ラルフ・ファーマン選手（AUTOBACS RACING TEAM AGRI）、金石年弘選手（KEIHIN REAL RACING）、 

小暮卓史選手（ウイダー ホンダ レーシング）、道上龍選手（NAKAJIMA RACING）、伊沢拓也選手（TEAM KUNIMITSU） 

※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。 

応援ジャンボハンド 

ＡＲＴＡファンシート特典 
 

オリジナルの応援グッズで熱い声援を送ろう！ 
※ARTAファンシート内はエリア席となります。 

※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。 

※写真はイメージです。 
 

 

キャップが追加になりました！
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観戦席マップ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ 

１万円の以上ご購入の送料が無料！ 
※代引きの場合は別途代引き手数料300円が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

■オンラインショッピングサイト（MOBILITY STATION） 

Ｐ Ｃ http://mls.mobilityland.co.jp 

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

（鈴鹿サーキット オンラインショッピングサイト） 

8月12日（日）24：00まで（24時間販売） 
※前売観戦券はクレジットカードでの事前精算、

チケット現地渡しにて8月17日（金)16:00まで受付

いたします。 

■お電話による通信販売 ☎059-378-1100<通信販売専用電話> 

（鈴鹿サーキットモビリティステーション） 

8月12日（日）16:00まで 

（受付時間10：00～16：00）

■窓口での販売 

（鈴鹿サーキットモビリティステーション） 

8月18日（土）17:00まで 

（営業時間：10：00～17：00）

■プレイガイド・コンビニエンスストア 
販売期間：8月18日（土）まで ※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 ●イープラス ●電子チケットぴあ ●チケットボード ●ツインリンクもてぎチケットセンター 

●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  

※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。 
 

 

鈴鹿サーキット プロモーションパートナー  
 

 

チケットに関するお問い合わせ：鈴鹿サーキットモビリティステーション 059-378-1111（代） 


