
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２０１４年全日本チャンピオンを手にするのは誰か? 

全クラスのランキングが決定する最終戦 
 
株式会社モビリティランドは、鈴鹿サーキット（三重県）にて11月1日（土）・2日（日）に2014年MFJ全日本ロードレー

ス選手権シリーズ第8戦（最終戦）第46回 MFJ グランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿を開催します。 

日本最速のスプリントライダーを決めるMFJ全日本ロードレースは、鈴鹿8耐で優勝しているライダーが多く参戦

し、日本国内のサーキットを転戦して行われる選手権で、JSB1000、ST600、J-GP2、J-GP3の4クラスが開催されま

す。そしてMFJグランプリでは、各クラスの1位から25位までのライダーが獲得する通常の25・22・20・18・16・15～1の

シリーズポイントに3点のボーナスポイントが加算されます。さらにJSB1000は2レース制で行われ、両レースで優勝

すれば28ポイント×2レースで合計56ポイントの大量得点となることから、大逆転の可能性を秘めたレースとして注目

を集めています。 

なお前売りチケットは現在発売中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年9月7日 

株式会社モビリティランド 

鈴鹿サーキット 

２０１４年 ＭＦＪ 全日本ロードレース選手権シリーズ第８戦 

第４６回 ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 

11/1 SAT. ・ ２ SUN. 

 
 

予選 決勝 ２０１４ 

●大会名称：2014年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦 第46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、ST600、J-GP2、J-GP3 

●主  催：株式会社モビリティランド ／ 一般財団法人 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 

●11月2日（日）決勝レーススタート時刻（予定） ： 10:15 ST600（12周） 

   11:15 JSB1000レース1（15周） 

   12:20 J-GP3（12周） 

   14:15 J-GP2（15周） 

   15:20 JSB1000レース2（15周） 

2013年 JSB1000レースシーン 2013年 J-GP2スタートシーン 

2013年 ST600スタートシーン 2013年 J-GP3レースシーン 
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JSB1000のシーズン前半は、同クラスで3連覇を

目指す中須賀克行（ヤマハ）が開幕戦の鈴鹿2&4

レースで優勝して好スタートを切りました。しかし、

オートポリス、ツインリンクもてぎで連勝した高橋巧

（Honda）がポイントランキングで中須賀を逆転。さら

にシリーズ前半を締めくくるスポーツランドSUGOで

は加賀山就臣（スズキ）が優勝し、津田拓也（ヨシム

ラ）、渡辺一樹（カワサキ）、柳川明（カワサキ）を交

えて大混戦の様相を呈しています。そして昨年の

J-GP2チャンピオンで、今年からJSB1000を戦って

いる19歳の野左根航汰（ヤマハ）も、どこまでランキ

ングを上げるか注目されるところです。 

鈴鹿サーキットを得意とし、“コカ・コーラ ゼロ”鈴

鹿8時間耐久ロードレースで2連覇を遂げた高橋が

MFJグランプリでも優位と言えますが、連覇を狙う

中須賀も準備を整えてくるでしょう。 

国内最高峰JSB1000をはじめ、J-GP2、ST600、

J-GP3の各ライダーが、どのようなランキングで最

終戦MFJグランプリを迎えるのか。そしてどのような

戦いを演じるのか。今シーズンのチャンピオンおよ

び最終ランキングを決する戦いを、今大会でお楽し

みいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリーズ前半戦をポイントリーダーで 

終えた高橋巧 

3連覇に挑む中須賀克行 

シリーズ前半戦の 

SUGOで優勝した 

加賀山就臣 

ヨシムラ60周年を 

チャンピオン獲得で 

飾りたい津田拓也 

悲願の8耐参戦で、 

マシンのポテンシャル 

アップが注目される 

柳川明 

JSB1000で2年目の 

シーズンを迎えている 

渡辺一樹 

JSB1000ルーキーの 

野左根航汰 

見どころ 
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■前売観戦券（2日間有効）※10月31日（金）も入場可 

 大人 中・高校生 小学生 3歳～未就学児 

レース観戦（土・日） 

＋ 

ゆうえんちモートピア 

パスポート1日付き 

３，６００円 ３，６００円 ３，１００円 １，９００円 

レース観戦のみ ― １，７００円 

ゆうえんち 

入園料 

1日８００円 
※当日販売 

ゆうえんち 

入園料 

1日６００円 
※当日販売 

 

※モートピアパスポート通常価格・・・→中・高校生（4,300円）、小学生（3,300円）、3歳～未就学児（2,100円） 

※入場料・・・→中・高校生（1,700円）小学生（800円）、3歳～未就学児（600円） 

 

■グループチケット（2日間有効）※10月31日（金）も入場可 

グループチケット ※ゆうえんちモートピアパスポート1日分付 

3名 4名 5名 

９，７５０円 １２，３００円 １４，４００円 

 

■当日観戦券 

 大人 中・高校生 

１１月１日（土）予選日 ゆうえんち入園料（1,700円） ゆうえんち入園料（1,700円） 

１１月２日（日）決勝日 ４，１００円 ゆうえんち入園料（1,700円） 
 

※3歳～高校生以下の方の当日券はゆうえんち入園料です 

中高校生／1,700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 

※当日券に、ゆうえんちモートピアパスポートは付きません 

 
■応援席 

今年もカワサキライダーのグッズ付きスペシャル応援チケットを販売いたします。 

詳細が決まり次第、鈴鹿サーキットホームページでご案内いたします。 

 

９月７日（日）チケット発売開始！ 

［価格はすべて税込］ 
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プライベートな空間でレース観戦 

■パノラマルーム ※別途観戦券が必要です 

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（1室料金） 

4名様（プラスお子様<小学生以下>2名様）まで利用可 

１５，５００円 
※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト） 

PC・モバイルサイトのみで販売いたします 

 

ご観戦エリア 
パノラマルーム（グランドスタンド最上段のプライベート空間） 

 

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  ●冷暖房完備 

 ●居室面積9.9㎡（全室禁煙）  
 

特典 ●ピットウォークにご参加いただけます（パドックへは入場できません） 

 

 

 

■パドックパス（2日通し券） ※別途観戦券が必要です 

パドックでライダー、キャンペーンギャルに身近に会えたり、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。 

 

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)＞ 

４，２００円 無料 
 

ご観戦エリア 
・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、パドックパスで入場可能！ 

 

スーパーバイクレースin鈴鹿の迫力を激感エリアで体感しよう！ 
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。 
 

ピットウォークにご参加いただけます。 
パドックパスをお持ちの方は11月1日（土）・決勝日11月2日（日）開催のピットウォークにご参加いただけます。 

 

※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 

 

レースをとことん楽しみたい！ 
［価格はすべて税込］ 

過去の激感エリアの様子 

ホスピタリティテラス 
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■ピットウォーク券 ※別途観戦券が必要です 

レーシングマシンをもっと間近でみたい！マシンやレースクイーンを撮影したい！ 

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。 

 大人（中学生以上） 子ども（3歳～小学生） 

１１月１日（土）予選日 １，３００円 
無料 

１１月２日（日）決勝日 １，３００円 
 

※前売ピットウォーク券は完売する場合があります。お早めにご購入ください 

前売ピットウォーク券が完売の場合は、当日ピットウォーク券の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 

 

 

 

 

メインスタンド上部の快適空間 

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

 

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を 

ご利用いただけます。 
 

ＶＩＰスイート・プレミアム 

２４，０００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） 

・パドック 

・激感エリア 
 

特典 
●スペシャルランチボックス 

（決勝日 11月2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) 

●駐車券（専用駐車エリア）※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） 

●グリッドウォーク（予定） 

●パドック入場可 

●VIPテラス入場可 

●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  

●激感エリア入場可 

●記念品  

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

●ゆうえんちモートピアパスポート、または 

クア・ガーデン入浴券（期間中いずれか1日） 
 

※ペアシートの為、奇数人数でお申込みいただくと、ご相席と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です）  

※レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートまたは入浴券は、レース開催日（土・日）のいずれか1日有効です 

※駐車券はご希望の方のみに発行いたします。購入時に選択してください 

※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 

※駐車券エリアは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テラスでのお食事には対応いたしておりません。ご入場のみ可能ですので、

予めご了承ください 

※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です 

※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 

※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 

プレミアムエリア 

VIPスイート 

［価格はすべて税込］ 

過去のピットウォークの様子 

 

〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992    TEL（059）378-1111  FAX（059）378-4568  URL http://www.suzukacircuit.jp/ 

- 5/7 - 



 

 

■ホスピタリティラウンジ（2日間有効） ※レース観戦券込 

 

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。 

 

ホスピタリティラウンジ 
大人（中学生以上） 

Ｊｒ．ジュニア 
（3歳～小学生以下） 

２１，６００円 ６，２００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、※指定ブース内 全席自由席） 

・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 

 

特典 
●スペシャルランチボックス 

（決勝日 11月2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）※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  

●ホスピタリティテラス入場可  

●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） 

●ゆうえんちモートピアパスポート1日分 

 

※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です 

※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日有効です 

※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 

※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 

※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 

［価格はすべて税込］ 
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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） 

9月7日（日）10:00～10月26日（日）24:00まで 

（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） 
9月7日（日）～10月26日（日）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） 

9月7日（日）～11月1日（土）10:00～17:00 

■プレイガイド・コンビニエンスストア 
販売期間：9月7日（日）～11月1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。 
 

 

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 059-378-11００ 
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