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2013年7月26日
株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

2013 ＭＦＪ全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦

第45回 ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿

2013鈴鹿2&4レース JSB1000スタートシーン

株式会社モビリティランドは、鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）にて、11月2日（土）・3日（日）に「2013 ＭＦＪ全日本ロード
レース選手権シリーズ最終戦 第45回 ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿」を開催いたします。
国内最高峰のロードレースJSB1000クラスを筆頭に、MotoGPにも通じるJ-GP2、J-GP3クラス、ベテランから若手までが
しのぎを削るST600と、全日本ロードレースの全クラスが集結し最終戦を盛り上げます。
また、日曜日にはシーズンエンドパーティを開催いたします。パーティにはシーズンを戦い抜いたライダーも参加し、ファン
との交流がお楽しみいただけます。
なお前売観戦券の発売と、シーズンエンドパーティのお申込受付はいずれも9月1日（日）より開始いたします。

2012年のシーズンエンドパーティのオープニング

開催概要
 大会名称 2013 ＭＦＪ全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第45回 ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿

 開催クラス JSB1000、J-GP2、J-GP3、ST600

 開 催 日 2013年11月2日（土）予選・3日（日）決勝 ※JSB1000クラスは2レース制

 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、観光庁、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
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イベント情報

全日本ロードレース１年間の締めくくり、シーズンエンドパーティを開催！

11月3日（日）最終レース終了後、ピットビル2階ホスピタリティラウンジにてシーズンエンドパーティを開催いたします。
パーティには激闘の1年を走りきったライダーも参加。ライダー達がファンの皆様のテーブルに赴き、サインや歓談を行う
交流タイムをご用意します。また、ライダーのサイン入り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
実施いたします。2013年の締めくくりとなるファン交流シーズンエンドパーティに、ぜひご参加ください。

2012年のシーズンエンドパーティの様子

【参加予定選手】 ※50音順
秋吉耕佑選手、高橋巧選手、津田拓也選手、中須賀克行選手、柳川明選手、山口辰也選手、渡辺一樹選手

■日 時 11月3日（日） 受付17：00～ 開宴17：30 終宴19：30 （予定）

■会 場 鈴鹿サーキット ピットビル2階 ホスピタリティラウンジ

■料 金 大人…6,000円 中高生…3,000円 小学生…1,500円 幼児～未就学児…無料

※料金は1名あたり・立食ビュッフェ、ソフトドリンク各種 消費税込

■受 付 期 間 9月1日（日）10：00 ～ 10月27日（日）24：00
※定員に達し次第、受付を終了いたします。

■お申込方法 MOBILITY STATION（オンラインショップ）よりお申込ください。
http://www.mobilityland.co.jp/onlineshop/

■当日の受付 お申込受付完了の返信メールをプリントアウトして会場受付までお持ちください。

■精 算 方 法 クレジットカードでの事前精算となります。
※キャンセルにつきましては10月28日（月）17：00までにご連絡ください。

■お問合せ先 鈴鹿サーキット料飲課 059-378-8414 （10：00～17：00）
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バイク来場者専用のキャンプサイトエリアを設定し、お得にキャンプ
ができるプランを、MFJグランプリ開催時限定で販売いたします。
最大5名まで一緒に泊まれるテント・テントマット・シュラフ・ランタン
を鈴鹿サーキットが準備しますので、当日は手ぶらでキャンプをお楽
しみいただけます。
また、天然温泉「クア･ガーデン」の利用も可能。
サイトはバイク来場者専用なので、たくさんのバイク好き同士で交
流できます。その他、イベントも開催予定です。
1人で利用しても、5人で利用しても料金は一律料金。是非、バイク
仲間を誘ってレース観戦＆キャンプにご参加ください。

日 程 11月2日（土）の宿泊
申 込 受 付 9月1日（日）～
申 込 方 法 鈴鹿サーキットホームページ
料 金 １サイト10,000円（５名様まで利用可）

テント・テントマット・シュラフ・ランタン 付
参 加 条 件 MFJ－GP観戦券をお持ちの方で、

鈴鹿サーキットにバイクでご来場いただける方
（50cc以上） 写真はイメージです

●今年のMFJグランプリにはバイクで行こう！●

インフォメーション

■バイクDE手ぶらキャンプ

１０,０００円

１サイト
（５名様まで利用可）

■GPスクエアパーキング
グランドスタンドまで徒歩1分のGPスクエア内に、バイク専用駐輪場が設けます。是非バイクでご来場ください。

日 程 11月2日（土）・3日（日）
料 金 無料
受 付 方 法 当日、直接モータースポーツゲートへお越しください。
参 加 条 件 MFJ－GP観戦券をお持ちのバイクでご来場の方
※先着でご利用いただけます。満車になり次第、別途駐車場へのご案内となります。

■ツーリングバイクDEタイムアタック No.１決定戦

鈴鹿サーキットゆうえんち大人気アトラクション「ツーリングバイク」を使ってミニ鈴鹿サーキットでタイムアタック！
今回は予選と決勝に分かれてのチャレンジで、予選タイム上位10名が決勝ヒートに進出。上位10名によるNo.1を決
定します。見事優勝に輝いた選手へは、豪華賞品をプレゼントします。

開 催 日 時 11月2日(土)、3日(日)
参 加 資 格 3歳から小学生までのお子様・お一人1回限り・各日先着100名

※モートピアパスポートをお持ちのお客様限定

※当日現地で先着100名様に参加整理券を配布いたします

参 加 料 金 無料
開 催 場 所 レーシングシアター前広場
開 催 時 間 予選10：00～14：00 決勝15：00～ 予選上位10名によるタイムアタック
※各日100名先着順での受付となります。
※3歳から小学2年生まではキッズバイクＡライセンスまたはツーリングバイクライセンスが必要です。
※雨天、荒天の際はイベントを中止する場合がございます。予めご了承ください。 写真はイメージです

●ゆうえんちモートピアで、バイクに乗ろう！●
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９月１日（日）チケット発売開始！

●今年から、ファミリーで楽しめるパスポート1日付きの前売券が登場！●

●MFJグランプリは全席自由席!! グランドスタンドでの観戦が可能！●

1日 ６００円
※当日販売

1日 ８００円
※当日販売

１,６００円―レース観戦のみ

１,８００円３,０００円３,５００円３,５００円

レース観戦＋パスポート1日
（土・日いずれか）付き

3歳～未就学児小学生中・高校生大人

観戦券（2日間有効） ※11月1日（金）も入場可

１４,０００円１１,９００円９,４５０円

５名４名３名

グループチケット（2日間有効）※11月1日（金）も入場可
ゆうえんちモートピアパスポート1日付

■前売券

■当日券

６００円８００円１,６００円
４,０００円レース観戦のみ

２,０００円３,２００円４,２００円４,２００円
レース観戦
+パスポート11月3日（日）

決勝日

６００円８００円１,６００円
11月2日（土）予選日

3歳～
未就学児

小学生中・高校生大人

観戦券

ゆうえんち入園料

ゆうえんち入園料

ゆうえんち入園料

※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
※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。

８耐での先行発売決定！
前売観戦券の特別先行販売を ‟コカ・コーラ ゼロ” 鈴鹿８耐会場にて実施いたします。
特別先行販売の特典として、先着200名様に‟コカ･コーラ ゼロ” 鈴鹿８耐ライダーのサイン入り８耐ポスターをプレゼント！
この機会に是非、前売観戦券をご購入ください。

販売日時：7月27日（土）8：00～19：30 7月28日（日）6：30～20：30
券売場所：GPスクエア内 Team KAGAYAMA応援席グッズ引き換えテント
観戦券：大人3,500円 （モートピアパスポート1日券付き※土・日いずれか）

[価格は全て税込みです]



-5/9-

オプションチケット [価格は全て税込みです]

■パドックパス （２日間有効 ※別途観戦券が必要）

無料４,０００円

パドックパスJr.
子ども（３歳～小学生）

パドックパス
大人（中学生以上）

※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。

レースの裏側を見てみよう！！
パドックでライダー、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。

●入場可能エリア
・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ご入場いただけます。

●レースの迫力を激感エリアで体感！
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。

●ピットウォークへの参加が可能
予選日11月2日（土）、決勝日3日（日）に開催するピットウォークにご参加いただけます。

激感エリアイメージ
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[価格は全て税込みです]

■パノラマルーム （※別途観戦券が必要） ★特典 ピットウォーク券付き

１５,０００円

パノラマルーム（1室料金）
★グランドスタンド最上段のプライベート空間
４名様（＋お子さま2名様）までの利用可

●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、
居室面積9.9㎡（全室禁煙）、冷暖房完備

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。

※パノラマルームはMOBILITY STATION（オンラインショップ）PC・モバイルからのみのお申込となります。
※パノラマルームは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。

■ピットウォーク券 （※別途観戦券が必要）

１,２００円１１月３日（日）決勝日
無 料

１,２００円１１月２日（土）予選日

子ども大人（中学生以上）

ピットウォーク券

※小学生以下のお子さまは、無料でご参加いただけます。
※前売りピットウォーク券完売の場合、当日ピットウォークは販売いたしません。
※ピットウォーク時の脚立の持ち込みはご遠慮ください。

ピットウォークイメージ
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プレミアムエリア [価格は全て税込みです]

★特典★
●スペシャルランチボックス（決勝日 11月3日（日）のみ）
●フリードリンク（2日間対象）（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）、パドック、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、激感エリア入場可
●記念品
●レースリザルトサービス（ブース内）
●ゆうえんちモートピアパスポート1日分または天然温泉入浴券1回分

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

【入場可能エリア】
・VIPスイート（４階・５階） ※全席指定席
・VIPテラス(３階) ※自由席
・パドック
・ホスピタリティラウンジ（ピットビル２階） ※指定ブースのみ
・ホスピタリティテラス（ピットビル３階）

１名様 ２３,０００円

ＶＩＰスイート・プレミアム

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、ピットビルディング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パスです。さらにはスペシャルランチボックスやフリードリンク、専用駐車エリアなどの
多彩な特典が付き、快適な観戦環境をご提供いたします。

※奇数人数でお申し込みの場合、ペアシートの為、ご合席になる場合がございます。予めご了承ください。
※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。なお、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。
※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になります。
※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。
※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す。
※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。



-8/9-

[価格は全て税込みです]

■ホスピタリティラウンジ （２日間有効／観戦券込）

６,０００円２１,０００円

ホスピタリティラウンジJr. ジュニア
子ども（３歳～小学生） １名様

ホスピタリティラウンジ
大人 （中学生以上） １名様

【入場可能エリア】
・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
・激感エリア

ホスピタリティラウンジは、食事をしながらゆっくりと観戦いただけるホスピタリティルー
ムと、メインストレート側には、ピットレーンに張り出した屋外テラス席を設置。快適な観
戦とモータースポーツの生の迫力をピットビル上からご堪能いただけます。

※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。
※駐車券は1名様～4名様までのお申込みにつき、1台分となります。
※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。
※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。
※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。
※貸切やイベント利用等でご利用いただけないエリアがございます。予めご了承ください。

★特典★
●スペシャルランチボックス（決勝日 11月3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

●ピットウォーク（2日間）、パドック、ホスピタリティテラス、激感エリア入場可
●レースリザルトサービス（ブース内）
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■プレイガイド・コンビニエンスストア

販売期間：９月１日（日）～１１月２日（土） ※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 ●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 ●ミニストップ

※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。

■窓口での販売
鈴鹿サーキット モビリティステーション ９月１日(日)～１１月２日(土)  (１０：００～１７：００)

■お電話による通信販売
☎０５９-３７８-１１００ （通信販売専用電話） ９月１日(日)～１０月２７日(日)  (１０：００～１６：００)
鈴鹿サーキット モビリティステーション

★１万円以上のご購入で送料が無料！★
モビリティステーションでの１回のご注文金額の合計が、税込総額１０,０００円以上の場合は
送料が無料となります。（１０,０００円未満の場合は、全国一律５００円）

■オンラインショッピングサイト（ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ）
Ｐ Ｃ： http://mls.mobilityland.co.jp/ ９月１日(日)１０：００～１０月２７日(日) ２４：００ ２４時間販売
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）

※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 プロモーションパートナー

各種チケットの詳細、特典などについては、鈴鹿サーキットホームページにてご確認ください。

チケットのお求め


