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2013年8月19日
株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

２０１３年 全日本選手権 スーパーフォーミュラ第７戦 鈴鹿サーキット
チケット発売開始のご案内

2013鈴鹿2&4レース スーパーフォーミュラ スタートシーン

株式会社モビリティランドは、 11月9日（土）・10日（日）に鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）にて開催する「2013年 全日本
選手権 スーパーフォーミュラ第7戦」の観戦チケット、プレミアムエリアパスを9月8日（日）に発売開始いたします。
また、インディカー・シリーズ第3戦ロングビーチで日本人初のトップフォーミュラ優勝を達成した佐藤琢磨選手を応援する
「佐藤琢磨ファンチケット」、「佐藤琢磨ファンラウンジ」をMOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）で同日から発
売いたします。
観戦チケット、プレミアムエリアパス、佐藤琢磨ファンラウンジの詳細は次ページ以降をご確認ください。

開催概要
 大会名称 2013年 全日本選手権 スーパーフォーミュラ第7戦

 開 催 日 2013年11月9日（土）予選・10日（日）決勝

 主 催 名古屋レーシングクラブ（NRC）／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

 公 認 国際自動車連盟（FIA）／一般社団法人日本自動車連盟（JAF）

 後 援 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

 同時開催 2013年 フォーミュラチャレンジ・ジャパン（FCJ） 第10戦 第11戦 第12戦
2013 MUGEN POWER CUP CIVIC One Make Race 第5戦

佐藤琢磨選手と、2013鈴鹿2&4レース 佐藤琢磨ファンラウンジの様子
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９月８日（日）チケット発売開始！

●前売大人観戦券はゆうえんちモートピアパスポート付！●
● 最 終 戦 で も 佐 藤 琢 磨 フ ァ ン ラ ウ ン ジ を 限 定発 売！ ●

１,６００円
（入場のみ）

３,９００円
（ゆうえんちパスポート付）

中・高校生大人

観戦券（2日間有効） ※11月8日（金）も入場可

１５,６００円１３,２００円１０,５００円

５名４名３名

グループチケット（2日間有効）※11月8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

１,６００円４,２００円11月10日（日）決勝日

１,６００円（ゆうえんち入園料）11月 9日（土）予選日

中・高校生大人

観戦券

※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。

[価格は全て税込みです]

■佐藤琢磨 ファンチケット

★特典★
オリジナルグッズプレゼント！
※決定次第、ホームページ上でご案内いたします。

２,３００円
（入場のみ）

４,６００円
（ゆうえんちパスポート付）

中・高校生大人

観戦券（2日間有効） ※11月8日（金）も入場可

佐藤琢磨選手
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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）

１,５００円６,０００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。1

レースの裏側を見てみよう！！
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。

●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！
2コーナーイン側、S字コーナー、最終コーナーイン側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9日（土）、決勝日10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 （２日間有効 ※別途観戦券が必要） ★特典 ピットウォーク券付き

２５,０００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）

２,０００円１１月１０日（日）決勝日
無 料

２,０００円１１月 ９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]

■佐藤琢磨ファンラウンジ （２日間有効／観戦券込）

１０,０００円２７,０００円

Jr. ジュニア
子ども（３歳～小学生） １名様

佐藤琢磨ファンラウンジ
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

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ラウンジに、数量
限定で佐藤琢磨選手のファンラウンジを設けます！
トークショーや記念写真など、ここでしか経験できない、佐藤選手との触
れ合いのチャンス！

※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★
●佐藤琢磨選手トークショー
●オリジナルグッズ ※決定次第、ホームページ上でご案内いたします。

●スペシャルランチボックス（決勝日 11月10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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[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）

２５,０００円

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10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）
●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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[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10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 ３２,０００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。
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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８日（日）～１１月９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８日(日)～１１月９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８日(日)～１１月３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８日(日)１０：００～１１月３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


