
 

２０１３ 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 
 

１１/９ SAT. １０ SUN. 
会場：鈴鹿サーキット国際レーシングコース（5.807km） 

 

 

栄冠は誰の手に！？ 

初タイトルに向けて山本尚貴が最後の戦いに挑む！！ 
 

今年から名称をスーパーフォーミュラに替えた国内トップフォーミュラは、いよいよ

シーズン最後の戦いを迎えることになった。注目のチャンピオン争いはアンドレ・

ロッテラー（PETRONAS TEAM TOM'S）が37ポイント、ロイック・デュバル(KYGNUS 

SUNOCO Team LeMans)が31ポイント、山本尚貴(TEAM無限)が24ポイント。この3人

がタイトルの可能性を残しているがロッテラー、デュバルの2人はWEC(世界耐久

選手権)参戦のため欠場が決まっており、デュバルはロッテラーを上回ることができず

脱落。山本だけが逆転タイトルをかけて臨むことになる。 

山本とロッテラーの差は13ポイント。逆転タイトルに向けてのハードルは高いが、

それを実現する力はある。「欠場するドライバーにタイトルを持って行かれる

のは悔しい。トップの2人がいてもいなくても関係ない。鈴鹿で優勝する。ただそれ

だけです。」そう言い切った山本。鈴鹿でレース人生最高の戦いを見せてくれる

はずだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予選 決勝 

逆転チャンピオンを目指す 

山本尚貴 

山本尚貴（手前）と、現在ランキングトップのA・ロッテラー 

開催概要 
■大会名称 ： 2013 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 

■併催レース ： 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 

■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） 

■認 定 ： 株式会社日本レースプロモーション（JRP） 

■後 援 ： 経済産業省／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 

2013年10月30日 

株式会社モビリティランド 

鈴鹿サーキット 
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今季開幕戦、第６戦に続いて佐藤琢磨が参戦！ 

ホームコース鈴鹿で表彰台を目指す 
 

アメリカ・インディカーシリーズで今年日本人ドライバー初優勝の快挙を達成した佐藤琢磨。

昨年の最終戦、今年の開幕戦に続いてホームコース鈴鹿サーキットに凱旋する。チームは

好調山本尚貴と同じTEAM無限。今年の鈴鹿開幕戦ではノックアウト方式の予選でQ3に進出

し6位入賞。さらに今年は第6戦にも出場し再びQ3に進出する予選8位を獲得。決勝は痛恨の

エンストでノーポイントに終わったが、その実力を見せつけた。琢磨自身も「スタートで遅れて

しまったが、決勝レースのペースは良かった。データも収集でき最終戦の鈴鹿につながる」と

自信ありの様子。タイトルを狙う山本にとっても実績十分の琢磨の存在は心強いはずだ。

山本と2人揃って上位争いに絡んできそうだ。 

 

 

鈴鹿ラウンドだけの２レース制が山本のタイトル獲得を後押しする 
 

最終鈴鹿ラウンドは20周と28周の2レース制で行われる。大迫力のスタートシーン

が2度見られると同時に、スプリントレースならではの接戦も展開される。与えられる

チャンピオンシップポイントは通常の半分だが優勝のみにボーナスポイント3点が与え

られ8ポイントとなり、これが山本のタイトル獲得を後押しする。 

予選PP（ポール・ポジション）に1ポイントが与えられるため、2戦連続PPから優勝

すれば最大18ポイント獲得できるのだ。ロッテラーとの差は13ポイント。山本の逆転

タイトルの条件は2戦連続PPを獲得してレース1優勝、レース2、2位。2連勝ならPP

がなくても逆転できる。ロッテラー、デュバルがいないとはいえ、強力なライバルたち

が顔をそろえる中で山本がどんなレースを見せてくれるか注目したい。 
 

■獲得ポイント（第1レース、第2レース共通） 

順位 優勝 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 PP 

獲得ポイント 5+3 4 3 2.5 2 1.5 1 0.5 1 
 

■第６戦終了時点ポイントランキング（トップ3） 

ランキング ドライバー ポイント 差 備考 

1位 A・ロッテラー（PETRONAS TEAM TOM'S） 37 - 最終戦欠場 

2位 L・デュバル（KYGNUS SUNOCO Team LeMans） 31 6 最終戦欠場 

3位 山本尚貴（TEAM無限） 24 13  
 

■山本尚貴チャンピオン獲得条件 

予選 決勝 チャンピオン 

PPなし 

（0ポイント） 

優勝2回 

（8+8=16ポイント） 
＋１６ポイントで、チャンピオン獲得 

優勝と2位 

（8+4=12ポイント） 
+12ポイントでチャンピオン獲得ならず 

PP1回 

（1ポイント） 

優勝2回 

（8+8=16ポイント） 
＋１７ポイントで、チャンピオン獲得 

優勝と2位 

（8+4=12ポイント） 

+13ポイントで同ポイントととなるが、入賞回数の差でチャンピオン

獲得ならず 

PP2回 

（2ポイント） 

優勝2回 

（8+8=16ポイント） 
＋１８ポイントで、チャンピオン獲得 

優勝と2位 

（8+4=12ポイント） 
＋１４ポイントで、チャンピオン獲得 

優勝と3位 

（8+3=11ポイント） 

+13ポイントで同ポイントととなるが、入賞回数の差でチャンピオン

獲得ならず 

 

佐藤琢磨 

山本尚貴 
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雪辱に燃える 

中嶋一貴、伊沢拓也、小暮卓史、松田次生が優勝のみを狙って鈴鹿に挑む！ 
 

鈴鹿で初タイトルに挑む山本尚貴だが、それを阻むライバルは多い。まずは昨年のチャンピオン中嶋一貴

（PETRONAS TEAM TOM'S）だ。今シーズンも1勝を記録したがタイトル争いからは脱落しただけに、この鈴鹿で

雪辱を狙っている。今シーズン開幕戦の鈴鹿で優勝を飾った伊沢拓也（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）、

その伊沢と第6戦で激しいトップ争いを演じた小暮卓史

（NAKAJIMA RACING）も優勝候補だ。さらに開幕戦

鈴鹿で2位に入った松田次生（Lenovo TEAM IMPUL）

も予選からトップ争いに絡んでくるのは間違いない。

言い換えれば誰が勝ってもおかしくない状況。山本

尚貴、佐藤琢磨を加えた戦いは今シーズン最も激し

いものとなりそうだ。 

 

 

 

現行ＳＦ1３ラストレース。来年から新スーパーフォーミュラスタート 

新型車両ＳＦ14テスト走行開催 
 

スーパーフォーミュラは来年からシャシー、エンジンとも一新される。今回の

鈴鹿ラウンドが現行車両SF13のラストレースとなるとともに、来年の鈴鹿開幕戦は

ニューマシンSF14初めてのレースとなる。SF14はさらにF1に近いフォルムを持ち、

Honda、トヨタが新たに開発した2000㏄直噴ターボエンジンを搭載。軽量化と空力

性能の向上で、よりハイスピードなバトルが期待されている。そのSF14のテスト

走行が11月7日、8日に鈴鹿サーキットで開催される。 

 

 

 

 

 

 

ＦＣＪ最後の戦い、チャンピオンを決める３レース開催 
 

若手育成レースFCJ（フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン）の今シーズン最終

ラウンド第10戦、11戦、12戦が開催される。ここまで２勝を記録した篠谷大幹が

42ポイントでランクトップ。これを3勝をマークした高橋翼、1勝の山下健太、優勝

こそないものの確実に上位入賞を重ねた石川京侍、2勝の坪井翔が追う展開。

篠谷から坪井までは12ポイント差。この5人に平等にチャンピオンの可能性が

あると言っていい接戦だ。 

そして2006年にスタートしたFCJはこの戦いで8年の歴史に幕を閉じる。来年

からは各地のサーキットで開催されているF4が若手育成の役割を担うことに

なったのだ。これまで数多くのトップドライバーを輩出してきたFCJ、誰が最後の

栄冠を勝ち取るか注目したい。 

 

 

 

中嶋一貴 伊沢拓也 小暮卓史 松田次生 

SF14 
ＳＦ１４テスト走行スケジュール 

■11月7日（木）9:00～11:00／14:00～16:00  ■11月8日（金）9:15～11:45 

 

FCJ 
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＜マシン走行＆展示イベント＞ 
 

ＳＦ１４デモンストレーションラン ＆ シーズンエンドセレモニー 
 

スーパーフォーミュラの決勝Race2の表彰式後に、SF14のデモンストレーション

ランを開催。トヨタ・Honda両メーカーのエンジンを積んだSF14が登場します。 

また最終戦参加ドライバーフルラインナップでシーズンエンドセレモニーを開催

いたします。 
 

■日時：11月10日（日）15:45～ 
 ※スーパーフォーミュラ決勝Race2表彰式終了後 

■場所：メインストレート 

 

 

特別展示「フォーミュラの進化」～新たなる速さへの挑戦！～ 
 

フォーミュラ・ニッポン、そしてスーパー

フォーミュラで活躍したマシンを特別展示い

たします。2014年から導入される新型車両

SF14もご覧いただけます！ 
 

■日程：11月9日（土）・10日（日） 

■場所：GPスクエア特設テント 

■展示マシン： SF14 

 SF13（トヨタテストカー） 

 FN06（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 

 

 

＜トークショー＞ 
 

スーパーフォーミュラドライバートークショー with歴代ドライバー 
 

スーパーフォーミュラの現役ドライバーそして歴代ドライバーによるトークショーをグ

ランドスタンド前で開催いたします。 
 

■日時：11月9日（土）16:10～16:30 

■場所：グランドスタンド前 

■ゲスト： 中嶋一貴選手（PETRONAS TEAM TOM'S） 

 松田次生選手（Lenovo TEAM IMPUL） 

 本山哲氏（GTドライバー GT500 MOLA） 

 

歴代ドライバートークショー 
 

ホスピタリティラウンジで、フォーミュラ・ニッポンで活躍した歴代ドライバーによる特別なトークショーを開催いたし

ます。 
 

■日時：11月10日（日）9:00～9:30 

■場所：ホスピタリティラウンジ No.7 

■ゲスト： 井出有治氏 

 ヒロ松下氏（スーパーフォーミュラマシン SF13コンストラクター スイフト社CEO） 
※VIPスイート、ホスピタリティラウンジ、パドックパスのいずれかのパスをお持ちの方が参加いだたけます 

 

イベント情報 

松田次生選手 

SF14 

SF14 SF13（PETRONAS 

TEAM TOM'S） 

※イメージです。 

FN06 

（DOCOMO TEAM 

DANDELION RACING） 
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佐藤琢磨トークショー 
 

スーパーフォーミュラ最終戦にスポット参戦する佐藤琢磨選手によるトーク

ショー。最終戦への思いを語っていただきます。 
 

■日時：11月9日（土）15:30～16:00 

■場所：GPスクエア特設テント 

■ゲスト：佐藤琢磨選手 

 
 

 

スーパーフォーミュラ スペシャルトークショー 
現在スーパーフォーミュラで活躍している現役によるスペシャルトークショーを開催

いたします。 
 

■日時：11月9日（土） 12:00～12:30 

■場所：GPスクエア特設テント 

■ゲスト： 松田次生選手（Lenovo TEAM IMPUL） 

 平手晃平選手（P.MU/CERUMO・INGING） 

 塚越広大選手（HP REAL RACING） 

 伊沢拓也選手（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 

 

 

 

 

 

＜参加型イベント＞ 
 

 

サーキットサファリ 
 

鈴鹿サーキット初！フォーミュラマシンでのサーキットサファリを開催いたします。

スーパーフォーミュラの迫力の走りを、バスの中から間近でご覧いただけます。 
 

■日時：11月9日（土）10:40～10:50 

■場所：国際レーシングコース 
※VIPスイート・ホスピタリティラウンジいずれかのパスをお持ちの方の中から抽選でご

参加いただけます。 

 

 

 

レースクイーンフォトセッション 
 

スーパーフォーミュラの各チームレースクイーンによるフォトセッションをピットビル

2階ホスピタリティラウンジで開催。レースを彩る彼女達の姿をカメラに収める

チャンスです。 
 

■日時：11月10日（日）8:30～9:00 

■場所：ホスピタリティラウンジ No.4 
※VIPスイート、ホスピタリティラウンジ、パドックパスのいずれかのパスをお持ちの方

が参加いだたけます 

 

 

※写真はイメージです 

鈴鹿1000kmのサーキットサファリの

様子 

佐藤琢磨選手 

※写真はイメージです 
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ピットウォーク 
 

マシンやドライバー、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

ピットウォーク。3歳～小学生のお子さまは参加無料です。 
 

■日時：11月9日（土）12:50～13:40／10日（日）12:35～13:25 

■場所：ピットレーン 

■料金：各日2,000円※小学生以下無料 
※ピットウォーク券は前売です。詳細はチケット情報のページをご覧ください。 

 

 

キッズピットウォーク＆キッズ限定サイン会 
 

お子さま連れの家族には安心して参加いただけるキッズピットウォークがおすすめ

です。さらにキッズピットウォーク参加者限定のドライバーサイン会も開催いたし

ます。 
 

■日時：11月9日（土）16:30～17:00（サイン会は16:45～） 

■場所：ピットレーン 

■料金：無料 

■対象：中学生以下のお子さまとその保護者 

 
 

フォーミュラマシン解体ショー 
 

2013年スーパーフォーミュラ現行マシンのSF13のテストカーを解体しながら

パーツの役割や開発秘話を解説。タイヤやカウルだけでなくミッションまで取り

外します。 
 

■日時：11月10日（日） 11:30～ 

■場所：GPスクエア特設テント 

■マシン：SF13（トヨタテストカー） 

 

 

 

フォーミュラマシン なりきり搭乗体験 
 

お子さま用のレーシングスーツに身を包んで、GPスクエアに展示中のフォーミュラ

マシン（FN06車両）に搭乗いただけます。 
 

■日程：11月9日（土）・10日（日） 

■場所：GPスクエア特設テント 

■料金：無料 

■対象：小学生以下のお子さま 

 

※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 

※写真はイメージです 
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※パノラマルームは完売いたしました。 

 

 

■前売観戦券 

観戦券（2日間有効）※11月8日（金）も入場可 

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 

３，９００円 １，６００円 
 

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 

3名 4名 5名 

１０，５００円 １３，２００円 １５，６００円 
 

■佐藤琢磨ファンチケット 

佐藤琢磨ファンチケット（2日間有効）※11月8日（金）も入場可 

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 

４，６００円 ２，３００円 
 

★オリジナルグッズプレゼント！＜グッズが選べる2つのプラン＞ 

 
■オリジナルプラスチックパス 

■クッション 

 
■オリジナルプラスチックパス 

■マグカップ 

※デザイン・仕様等は変更になる場合がございます。 
 

■当日券 

 
観戦券 

大人 中・高校生 

11月9日（土）予選日 ゆうえんち入園料（１，６００円） 

11月10日（日）決勝日 
４，２００円 

ゆうえんちパスポート1日付 
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 

※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。 

[価格はすべて税込] 

チケット好評発売中！ 
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■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。 

 

スーパーフォーミュラは特別に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！ 

 

★ご入場エリア ・パドック  ・ピットウォーク  ・激感エリア 

※予選日11月9日（土）・決勝日11月10日（日）開催のピットウォークにご参加いただけます。 

 

★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。 

●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。 

 

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）＞ 

６，０００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。 

※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（MOBILITY STATIONのみで限定販売！） 

レーシングマシンをもっと間近でみたい！マシンやドライバーを撮影したい！ 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。 

 
ピットウォーク券 
別途観戦券必要 

大人（中学生以上） 子ども 

11月9日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

11月10日（日）決勝日 ２，０００円 
 

※ピットウォーク時に、脚立のお持込はご遠慮ください。 

 

 

[価格はすべて税込] 

ピットウォーク（イメージ） 

ホスピタリティテラス 

バルコニー席からの眺め 

激感エリア（イメージ） 
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■ＶＩＰスイート・プレミアム（2日間有効／観戦券込） 

（MOBILITY STATIONのみで限定販売！） 

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＜大人・子ども（3歳以上）共通＞ 
ゆうえんちモートピアパスポート 又は 天然温泉クア・ガーデン当日入浴券付 

３２，０００円 
 

ご観戦エリア 

・VIPスイート（4階・5階） ※全席指定席 

・VIPテラス(3階) ※自由席 

・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） 

 
 

グリッドウォークが体験できる！ 

11月10日（日）のスーパーフォーミュラ最終戦 決勝スタート前のスターティンググリッドを体感いただけます。 
 

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（ソフトドリンク・ビール・グラスワイン） 

●駐車券2（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（2日間対象） 

●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 

●VIPテラス入場可  

●激感エリア入場可 

●グリッドウォーク 

（11月10日（日）スーパーフォーミュラ最終戦） 

●記念品  

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

 

※ペアシートの為、奇数人数でお申込いただいた場合、ご相席となる場合がございます。あらかじめご了承ください。  

※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。   

※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。）  

※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。  

※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

予めご了承ください。  

※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。 

[価格はすべて税込] 
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■ホスピタリティラウンジ（2日間有効）（MOBILITY STATIONのみで限定販売！） 

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。 
 

Jr.パスのお子さまにもゆうえんちモートピアパスポートプレゼント！ 
※11月9日（土）・10日（日）のどちらか1日 

※当日のラウンジ内受付カウンターにてお申し付けください。 

ホスピタリティラウンジ 

（中学生以上） 
 

ファミリーラウンジ大人 

（中学生以上） 

ファミリーラウンジＪｒ． 

（3歳～小学生以下） 

ゆうえんちモートピアパスポート付  ゆうえんちモートピアパスポート付 

２５，０００円  ２５，０００円 ８，０００円 
 

 

 

※ファミリーラウンジはご家族でご観戦のお客様皆様の共有ラウンジ

です。ご家族単位でのお部屋ではございません。なお大人のお客

様だけでのご利用は出来ません。 
 

 

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 
 

★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）※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 

●ホスピタリティテラス入場可（2日間対象） 

●パドック入場可（2日間対象） 

●ピットウォーク（2日間対象）  

●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） 

 

※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。 

※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。 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[価格はすべて税込] 

ホスピタリティラウンジ室内 バルコニー席 
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■佐藤琢磨ファンラウンジ（2日間有効）（MOBILITY STATIONのみで限定販売！） 

佐藤琢磨選手ファンが一体となって応援できるファンラウンジをピットビル 

2階ホスピタリティラウンジ内にご用意いたしました。 
 

Jr.パスのお子さまにもゆうえんちモートピアパスポートプレゼント！ 
※11月9日（土）・10日（日）のどちらか1日 

※当日のラウンジ内受付カウンターにてお申し付けください。 

佐藤琢磨ファンラウンジ大人 

（中学生以上） 

佐藤琢磨ファンラウンジＪｒ． 

（3歳～小学生以下） 
ゆうえんちモートピアパスポート付 

２７，０００円 １０，０００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 
 

★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）※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 

●ホスピタリティテラス入場可（2日間対象） 

●パドック入場可（2日間対象） 

●ピットウォーク（2日間対象）  

●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） 

●佐藤琢磨トークショー 

●佐藤琢磨オリジナルグッズ 

 

※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。 

※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。 

※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。 

 

佐藤琢磨ファンラウンジ特典 
★オリジナルグッズプレゼント！ 

＜グッズが選べる2つのプラン＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ファンイベントがいっぱい！ ＜佐藤琢磨選手のトークショーや集合写真撮影会などにご参加いただけます。＞ 

 

 

 

 

 

 

佐藤琢磨選手 

 
■オリジナルプラスチックパス 

■クッション 

■飾り扇子 

 
■オリジナルプラスチックパス 

■マグカップ 

■記念プレート 

※デザイン・仕様等は変更になる場合がございます。 

2013年 鈴鹿2&4レースのファンイベントの様子 
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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） 

11月3日（日・祝）24:00まで販売 

（24時間販売） 

■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） 

11月3日（日・祝）まで販売 

営業時間：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） 

11月9日（土）まで販売 

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：11月9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 ●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。 
 

 

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） 
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