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2014年2月20日
株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

鈴鹿２＆４レース 開催概要およびチケット発売のご案内

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、２０１４年４月１２日（土）・１３日（日）に、
「鈴鹿２＆４レース」を開催いたします。２輪の国内最高峰クラスである全日本ロードレース「JSB1000クラ
ス」と、２０１４年から新型車両で競われる、国内トップフォーミュラ（４輪）「スーパーフォーミュラ」の開幕戦と、
Hondaの２輪・４輪・汎用製品を、見て・遊んで・体感できる「Enjoy Honda」を同日開催いたします。

なお、前売りチケットは、２０１４年３月１日（土）から発売します。

■２０１４ ＭＦＪ全日本ロードレース選手権シリーズ第１戦

全日本ロードレースJSB1000クラスは、Honda、ヤマハ、スズキ、カワサキ、ドゥカティ、BMW、KTMなど
国内外メーカーの大排気量スポーツバイクと、国内のトップライダーがエントリーする国内最高峰のロード
レースです。

２０１３年の全日本ロードレースJSB1000クラスで２年連続４度目のチャンピオンを獲得し、ヤマハのMotoGP
テストライダーも務める中須賀克行選手（ヤマハYSPレーシングチーム）、昨年の鈴鹿8時間耐久ロードレース
で優勝し、全日本ロードレースでは最終戦までチャンピオン争いを展開した高橋巧選手（MuSASHi RT ハルク
プロ）、昨シーズンからフル参戦を再開し、鈴鹿8耐では2位表彰台を獲得し、今年創立60周年を迎えるヨシム
ラスズキシェルアドバンスから津田拓也選手、そして、昨年は、チャンピオン中須賀選手と1ポイント差の
ランク2位となったTeam GREENの柳川選手など、国内のトップライダーがエントリーします。

昨年の鈴鹿２＆４レースでは、最大決勝出走台数の４４台を上回り、またシーズンを通しても最多の５３台
が予選に出走しました。今年は、鈴鹿８耐制覇を最大の目標としているF.C.C.TSR Hondaから秋吉耕佑選手
が、本大会へのスポット参戦を表明をしているのを筆頭に、年間エントリーライダーと共に多数の鈴鹿８耐参
戦予定チームのスポット参戦が予想されます。年間チャンピオンに向けての戦いはもちろん、鈴鹿８耐の前
哨戦となる鈴鹿２＆４レースは、周回数２０周（2013年は15周）で開催されます。

2013年鈴鹿2&4レース スタートシーン

2013年鈴鹿2&4レース表彰式シーン スポット参戦する秋吉耕佑選手2013年チャンピオンの中須賀克行選手
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２０１４年のスーパーフォーミュラは、新レギュレーションが導入され、新型エンジン、新型シャシーでのレース
となります。「Quick & Light（俊敏&軽量）」のコンセプトのもとイタリアのダラーラ社が開発したシャシーに、従来
のV型８気筒３.４リッター自然吸気エンジンに変わり、Honda、TOYOTAが新たに開発した、排気量２リッター直
列４気筒直噴ターボエンジン「NRE（ニッポン・レース・エンジン）」、そしてカーボンブレーキなどを組み合わせた
「SF14」で競われます。

今シーズンは、世界最高峰のフォーミュラレース「F1」に6シーズン参戦経験があるヴィタントニオ・リウッツィ
選手（イタリア）や、2001年にフォーミュラ・ニッポン（現スーパーフォーミュラ）に参戦しF1参戦経験もあるクマー
ル・ラム・ナレイン・カーティケヤン選手（インド）、全日本F3チャンピオンの中山雄一選手、同じくF3ランキング4
位の野尻智紀選手が新たに参戦することが決定しました。

また、2013年初代スーパーフォーミュラ年間チャンピオンを獲得した山本尚貴選手、チャンピオン獲得経験の
ある、ロイック・デュバル選手、ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ選手、アンドレ・ロッテラー選手、中嶋一貴選手な
どの国内のトップフォーミュラドライバーも2013年に引き続き参戦します。

鈴鹿サーキットで、F1マシンのタイムに肉迫すると予想される新型マシンの「SF14」、そして、その「SF14」を操
る国内トップフォーミュラドライバーの2014年チャンピオンに向けた戦いが、レース距離２５０ｋｍで競われる鈴
鹿２＆４レースで幕を開けます。

■２０１４年 全日本選手権 スーパーフォーミュラ第１戦

■エントリーリスト（２月７日現在 ※当社調べ）

「SF14」走行シーン
2013年チャンピオンの山本尚貴選手

No. ドライバー 出身地 チーム エンジン

1 山本尚貴 栃木県 TEAM MUGEN Honda HR-414E

2 中山友貴 石川県 TEAM MUGEN Honda HR-414E

3 ジェームス・ロシター イギリス KONDO RACING TOYOTA RI4A

7 平川亮 広島県 KYGNUS SUNOCO Team LeMans TOYOTA RI4A

8 ロイック・デュバル フランス KYGNUS SUNOCO Team LeMans TOYOTA RI4A

10 塚越広大 栃木県 HP REAL RACING Honda HR-414E

11 ヴィタントニオ・リウッツィ イタリア HP REAL RACING Honda HR-414E

18 中山雄一 東京都 KCMG TOYOTA RI4A

19 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ ブラジル TEAM IMPUL TOYOTA RI4A

20 クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン インド TEAM IMPUL TOYOTA RI4A

31 中嶋大祐 愛知県 NAKAJIMA RACING Honda HR-414E

32 小暮卓史 群馬県 NAKAJIMA RACING Honda HR-414E

36 アンドレ・ロッテラー ドイツ PETRONAS TEAM TOM'S TOYOTA RI4A

37 中嶋一貴 愛知県 PETRONAS TEAM TOM'S TOYOTA RI4A

38 石浦宏明 東京都 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA RI4A

39 国本雄資 神奈川県 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA RI4A

40 野尻智紀 茨城県 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR-414E

41 武藤英紀 東京都 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR-414E

62 嵯峨宏紀 愛知県 TOCHIGI Le Beausset Motorsports TOYOTA RI4A
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３月１日（土） チケット発売開始！
●消費税率改定に伴い、3月31日（月）23：00に一旦販売を休止し、4月1日（火）10：00に消費税率

改訂後の価格にて販売を再開いたします。
●各料金の（ ）内は、２０１４年４月１日以降の料金です

■前売観戦券（２日間有効） ※４月１１日（金）も入場可

１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円
（１（１（１（１,,,,７００円）７００円）７００円）７００円）

３３３３,,,,９９９９００円００円００円００円
（４（４（４（４,,,,０００円）０００円）０００円）０００円）

中・高校生
（入場のみ）

大人
（ゆうえんちモートピアパスポート１日付）

観戦券（２日間有効）観戦券（２日間有効）観戦券（２日間有効）観戦券（２日間有効）

１５１５１５１５,,,,６６６６００円００円００円００円
（（（（１１１１６６６６,,,,０００００００００円０円０円０円））））

１１１１３３３３,,,,２２２２００円００円００円００円
（（（（１１１１３３３３,,,,６０６０６０６００円０円０円０円））））

１１１１００００,,,,５００５００５００５００円円円円
（（（（１１１１００００,,,,８８８８０００００円０円０円０円））））

５名４名３名

グループチケット（２日間有効）グループチケット（２日間有効）グループチケット（２日間有効）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

《価格は全て税込みです》

中・高校生大人

ゆうえんち入園料ゆうえんち入園料ゆうえんち入園料ゆうえんち入園料
（１,７００円）

４４４４,,,,３３３３００円００円００円００円
（ゆうえんちモートピアパスポート１日付）

４月１３日（日）決勝日

ゆうえんち入園料ゆうえんち入園料ゆうえんち入園料ゆうえんち入園料（１,７００円）４月１２日（土）予選日

観戦券観戦券観戦券観戦券

■当日観戦券

※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／1,700円・小学生／800円・3歳～未就学児／600円

●ご入場可能エリア（２日間有効）
・パドック
・ピットウォーク
・激感エリア１１１１,,,,５００円５００円５００円５００円 （１（１（１（１,,,,６００円）６００円）６００円）６００円）６６６６,,,,０００円０００円０００円０００円 （６（６（６（６,,,,２００円）２００円）２００円）２００円）

パドックパスパドックパスパドックパスパドックパスJr.Jr.Jr.Jr.
＜子ども（３歳～小学生）＞

パドックパスパドックパスパドックパスパドックパス
＜大人（中学生以上）＞

無無無無 料料料料２２２２,,,,０００円０００円０００円０００円 （２（２（２（２,,,,１００円）１００円）１００円）１００円）

子ども（３歳～小学生）大人 （中学生以上）

ピットウォーク券ピットウォーク券ピットウォーク券ピットウォーク券（各日）（各日）（各日）（各日）
※ピットウォーク券のご購入には観戦券が別途必要です。
※前売にて完売した場合は、当日販売はございません。
※ピットウォーク時に、脚立のお持込はご遠慮ください。

※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。

■オプションチケット

２２２２５５５５,,,,０００円０００円０００円０００円 （２５（２５（２５（２５,,,,８００円）８００円）８００円）８００円）

パノラマルームパノラマルームパノラマルームパノラマルーム（1室料金）
４名様（＋お子さま2名様）まで利用可

・ピットウォーク券付き

※パノラマルームのご購入には観戦券が別途必要です。
●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

※パノラマルームは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。

３３３３,,,,９９９９００円００円００円００円 （４（４（４（４,,,,０００円）０００円）０００円）０００円）

応援グッズ・ゆうえんちモートピアパスポート１日付

カワサキ応援カワサキ応援カワサキ応援カワサキ応援チケットチケットチケットチケット（２日間有効）（２日間有効）（２日間有効）（２日間有効） 大人大人大人大人 その他特典などにつきましては、決定次第後日鈴鹿サーキットウェブ
サイトにてご案内いたします。
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★特典★
・スペシャルランチBOX（決勝日4月13日（日）のみ）
・フリードリンク（ソフトドリンク・ビール・グラスワイン）
・専用駐車場（1台分）※ご希望者のみ
・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）
・グリッドウォーク（4月13日（日）スーパーフォーミュラ第1戦）
・サーキットサファリ体験（ご購入いただいた方全員が対象）

※実施日：4月13日（日）9：50-10：00（予定）
・記念品
・レースリザルトサービス（ブース内設置）

■ＶＩＰスイート・プレミアムＶＩＰスイート・プレミアムＶＩＰスイート・プレミアム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）
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

【ご観戦エリア】
・VIPスイート（4階・5階）※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）
・ホスピタリティテラス（ピットビル3階）

３２３２３２３２,,,,０００円０００円０００円０００円 （３３（３３（３３（３３,,,,０００円）０００円）０００円）０００円）

ＶＩＰスイート・プレミアムＶＩＰスイート・プレミアムＶＩＰスイート・プレミアムＶＩＰスイート・プレミアム （３歳以上共通）

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。

※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。
※専用駐車場ご利用の際は、駐車券とVIPスイートパスの両方をご提示ください。
※レース観戦券に付随のゆうえんちパスポート又は天然温泉クアガーデン券はレー
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。
※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・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。

■ホスピタリティラウンジホスピタリティラウンジホスピタリティラウンジホスピタリティラウンジ （２日間有効／観戦券込） ゆうえんちモートピアパスポート付

８８８８,,,,０００円０００円０００円０００円 （８（８（８（８,,,,３００円）３００円）３００円）３００円）２５２５２５２５,,,,０００円０００円０００円０００円 （２５（２５（２５（２５,,,,８００円）８００円）８００円）８００円）２５２５２５２５,,,,０００円０００円０００円０００円 （２５（２５（２５（２５,,,,８００円）８００円）８００円）８００円）

ファミリーラウンジＪｒ．ファミリーラウンジＪｒ．ファミリーラウンジＪｒ．ファミリーラウンジＪｒ．
（３歳～小学生以下）

ファミリーラウンジファミリーラウンジファミリーラウンジファミリーラウンジ
（中学生以上）

ホスピタリティラウンジホスピタリティラウンジホスピタリティラウンジホスピタリティラウンジ
（中学生以上）

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★
・スペシャルランチBOX（決勝日4月13日（日）のみ）
・フリードリンク（ソフトドリンク・ビール）
・専用駐車場（1台分）※ご希望者のみ ※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日間対象）
・パドック入場可（2日間対象）
・レースリザルトサービス（ブース内設置）

★抽選特典★
・サーキットサファリ体験（抽選で40名様）

※実施日：4月13日（日）9：50-10：00（予定）

【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
・ホスピタリティテラス（ピットビル3階）※指定ブース

※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。

※専用駐車場ご利用の際は、駐車券とホスピタリティラウンジパスの
両方をご提示ください。

※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。
※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。
※室内へ飲食物のお持ち込みはできませんので予めご了承ください。
※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。
※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できません。
※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

■ホスピタリティテラスホスピタリティテラスホスピタリティテラスホスピタリティテラス （２日間有効／観戦券込）

２２２２,,,,８００円８００円８００円８００円 （２（２（２（２,,,,９００円）９００円）９００円）９００円）１７１７１７１７,,,,９９９９００円００円００円００円 （１８（１８（１８（１８,,,,５００円）５００円）５００円）５００円）

ホスピタリティテラスホスピタリティテラスホスピタリティテラスホスピタリティテラスJr.Jr.Jr.Jr.
（３歳～小学生）

ホスピタリティテラスホスピタリティテラスホスピタリティテラスホスピタリティテラス （中学生以上）
ゆうえんちパスポート１日付

【ご観戦エリア】
・ホスピタリティテラス（ピットビル３階）

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は、自然光を活かし、開放的な空間とするために壁を設置せずに、コースが見渡せ
る場所となります。2階席のホスピタリティラウンジ同様にテラス席をご用意しております。

※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。（Jr.にはつきません）
※お申し込み後のキャンセルは一切できません。
※ホスピタリティテラスは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。
※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。

《価格は全て税込みです》
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■プレイガイド・コンビニエンスストア

販売期間：３月１日（土）１０：００～４月１２日（土） ※販売窓口により取り扱い券種、および販売終了日時が異なります。
●ローソンチケット ●イープラス ●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 ３月３日(月)１０：００～４月１２日(土)  (１０：００～１７：００)

※３月１日（土）・２日（日）は、鈴鹿サーキットモータースポーツファン感謝デー特別販売としてホスピタリティラウンジにて
販売いたします。

■お電話による通信販売（鈴鹿サーキットモビリティステーション）
☎０５９-３７８-１１００ ３月１日(土)１０：００～４月６日(日)  (１０：００～１６：００)

■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ（オンラインショッピングサイト）
Ｐ Ｃ： http://mls.mobilityland.co.jp ３月１日(土)１０：００～４月６日(日) ２３：５９
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）

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）

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、鈴鹿サーキット公式ウェブサイトにてご確認ください。

■■■■消費税率改定に伴い、消費税率改定に伴い、消費税率改定に伴い、消費税率改定に伴い、3333月月月月31313131日（月）日（月）日（月）日（月）23232323：：：：00000000に一旦販売を休止し、に一旦販売を休止し、に一旦販売を休止し、に一旦販売を休止し、4444月月月月1111日（火）日（火）日（火）日（火）10101010：：：：00000000に消費税率改訂後のに消費税率改訂後のに消費税率改訂後のに消費税率改訂後の
価格にて販売を再開いたします。価格にて販売を再開いたします。価格にて販売を再開いたします。価格にて販売を再開いたします。

開催概要開催概要開催概要開催概要
■大会名称 ： 鈴鹿2＆4レース

2014年 全日本選手権スーパーフォーミュラ第1戦 鈴鹿サーキット
2014 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦

■併催レース ： 2014年 全日本フォーミュラ3選手権 第1戦&第2戦
Honda Sports & Eco Program CR-Z 10リッターチャレンジ

■主 催 ： （4輪）グループ・オブ・スピードスポーツ（GSS）/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
（2輪）一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）/株式会社モビリティランド

■公 認 ： （4輪）国際自動車連盟（FIA）/一般社団法人日本自動車連盟（JAF）
（2輪）国際モーターサイクリズム連盟（FIM）/一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）

■認 定 ： （4輪）株式会社日本レースプロモーション（JRP）/日本フォーミュラスリー協会（JF3A）
■後 援 ： 経済産業省/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


