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２０１７ ＡＵＴＯＢＡＣＳ ＳＵＰＥＲ ＧＴ Ｒｏｕｎｄ ６ 

第４６回 インターナショナル ＳＵＺＵＫＡ １０００ｋｍ 

"ＳＵＺＵＫＡ １０００ｋｍ ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ" 
８月２６日（土）・２７日（日） 開催のご案内 

 

 

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2017年8月26日(土)・27日(日)に「2017年

AUTOBACS SUPER GT Round 6 第46回インターナショナル SUZUKA 1000km "SUZUKA 1000km THE FINAL"」
を開催します。 

「インターナショナル SUZUKA 1000km」は、1966年から続く国内で最も長い歴史を誇る自動車レースで、ツー

リングカーやグループC、ヨーロッパGTなどが夏の鈴鹿サーキットを舞台に熾烈な戦いを繰り広げて参りました。

2018年からは、新たにGT世界一決定戦とも言える「第47回サマーエンデュランス 鈴鹿10時間耐久レース」(仮

称)として開催されることになり、2006年から続いたSUPER GTシリーズの1戦として、そして1000kmというレース

距離での開催は本年で最後となります。 

なお、本レースの前売チケットは、5月20日（土）より窓口販売を、21日（日）よりMOBILITY STATION（オンライン

ショッピングサイト）およびお電話での通信販売を開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

開催概要 
■大会名称 ： 2017 AUTOBACS SUPER GT Round 6 第46回 インターナショナル SUZUKA 1000km "SUZUKA 1000km THE FINAL" 
■開催日程 ： 2017年8月26日（土）・27日（日） 

■会 場 ： 鈴鹿サーキット 国際レーシングコース フルコース（1周：5.807km） 

■主 催 ： 関西スポーツカークラブ（KSCC）／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 ： 経済産業省、国土交通省、三重県、鈴鹿市、自由民主党モータースポーツ振興議員連盟、 

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 

2017年4月19日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

2016年のスタートシーン（GT500クラス） 
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【ＧＴ５００クラス】 

３メーカーともに新型車両を投入したＧＴ５００クラスの戦いに注目 
2017年SUPER GTシリーズGT500クラスの注目は規定変更による新型車両の投入だ。3メーカーともにニューマシ

ンを開発。昨年元F1ドライバーのヘイキ・コバライネンが平手晃平とともに初のシリーズチャンピオンに輝いたLEXUS

陣営はテストから好調で、開幕戦でKeePer TOM'S LC500（平川亮/ニック・キャシディ組）が優勝。以下6位までを

LEXUS LC500勢が占める圧勝となった。 

一方、Honda陣営はTEAM MUGENに中嶋大祐が移籍、小林崇志が5年ぶりにGT500クラスに復帰するなど、ドライ

バーラインアップを変更。新型NSX-GTはシーズン前テストでは時にLEXUS勢をしのぎ、開幕戦ではARTA NSX-GT

（野尻智紀/小林崇志組）がポールポジションを獲得し、その速さを見せつけた。NISSAN陣営も2017年モデルGT-R

投入に加え、TEAM IMPULにF3で活躍したヤン・マーデンボローが加入。数々の実績を残したジョアオ・パオロ・デ・オ

リベイラが古巣、近藤真彦監督率いるKONDO RACINGに復帰するなど、ドライバーラインアップを変更。開幕戦では

MOTUL AUTECH GT-R（松田次生/ロニー・クインタレッリ組）の7位が最高位であったが、第2戦以降の巻き返しが期

待されており、真夏の天王山となるSUZUKA 1000kmでは3メーカーの戦いに注目が集まる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林可夢偉のスポット参戦が決定 

ＳＵＺＵＫＡ １０００ｋｍだけの第３ドライバーにも注目 
SUPER GTシリーズの中で最長となるSUZUKA 1000㎞は通常レースの3倍以上の距離を走行

する。そのため、SUZUKA 1000kmのみ第3ドライバーの登録が認められる。今年は小林可夢偉

が、関口雄飛/国本雄資組（WedsSport ADVAN LC500）に加入しスポット参戦することが発表さ

れている。過去にはビッグネームの「第3ドライバー」が優勝の原動力になったこともあり、

1000kmのレース距離での開催が今年で最後になることから、さらなる第3ドライバーのエント

リーにも期待が高まる。 
 

【ＧＴ３００クラス】 

日欧のスーパーカー対決。新たな世界統一戦に向けての多彩な車種の戦い 
昨年、GT300クラスではマザーシャシーを使用するJAF-GT規定車両が強さを見せた。今年は、メルセデスSLS、

BMW M6、アウディR8 LMS、ポルシェ911、ランボルギーニ、GT-R、RC F、そして新たに参戦するベントレーなど、GT3

規定のスーパーカー勢が開幕戦でトップ3を占め、幸先よいスタートを切った。 

GT300クラスに参戦するGT3規定のマシンは、2018年から始まる「鈴鹿10時間耐久レース」への参戦も想定されて

おり、新たなGTカーの世界統一戦につながる海外スーパーカーと国産車両の対決にも、より一層注目が集まる。 
 

 

 

 

 

 

  

レース紹介・見どころ 

2016年のチャンピオン 

DENSO KOBELCO SARD RC F

開幕戦で優勝した 

KeePer TOM'S LC500 

開幕戦でポールポジション 

を獲得したARTA NSX-GT 

開幕戦NISSAN GT-R勢トップの 

MOTUL AUTECH GT-R 

マザーシャシーを使用する 

VivaC 86 MC 

小林可夢偉 

開幕戦のGT300クラスの戦い 

 

GT3規定のRC Fとメルセデス

SLSらによるバトル 
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５月２１日（日）オンラインチケット発売開始 

※窓口販売は5月20日（土）より 
 

 

■前売観戦券 
観戦券（2日間有効） 

 大人 中・高校生 小学生 
幼児 

（3歳～未就学児） 

レース観戦（土・日） ＋ 

モートピアパスポート1日付 
５，７００円 ４，０００円 ３，１００円 ２，０００円 

観戦券のみ ー １，７００円 ８００円 ６００円 

 

B・Qエリア付き観戦券 
（2日間有効・エリアは決勝日のみ有効） 

※高校生以下はエリア券不要 

V2指定席券 
（別途観戦券が必要・指定席は決勝日のみ有効） 

※3歳以上共通 

  

６，５００円 ３，６００円 
 

※車椅子エリア（V2・V1・Bスタンド内）を決勝日にご利用希望の方は、前売指定席券をご購入の上、決勝日当日にレース

ゲート横GPレセプションまでお越しください 

 

■Ｖ１アウトレット指定席観戦セット 
フェンス、サーキットチャレンジャーステーションなどにより、視界の悪いお席をアウトレット価格で販売いたします 

Ｖ１アウトレット指定席観戦セット 
（2日間有効・指定席は決勝日のみ有効） 

セット内容：観戦券+V1指定席（B・Qエリア入場可） 

大人 子ども（3歳以上） 

６，２００円 ２，７００円 
 

※MOBILITY STATIONでの限定販売 

 

■Ｖ２アウトレット指定席 
看板などで表彰台が見えにくく、雨・風の影響を受けやすいお席をアウトレット価格で販売いたします 

Ｖ２アウトレット指定席 
（別途観戦券必要・決勝日のみ有効） 

大人・子ども（3歳以上）共通 

１，８００円 
 

※MOBILITY STATIONでの限定販売 

 

  

[価格はすべて税込]

チケットのご案内 

座席指定が可能になりました 
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■グループチケット 
大人同士で集まると最大で1名あたり1,140円お得 

グループチケット（2日間有効） 

3名 4名 5名 

１５，４５０円 １９，４００円 ２２，８００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1,700円、小学生800円、3歳〜未就学児600円） 

※グループ券につきましては、大人のみを対象とさせていただきます 

 

■ファミ得チケット 
ファミリーでお得に観戦。高校生以下と一緒なら最大2,800円お得 

ファミ得チケット（2日間有効） モートピアパスポート1日付 

 
B・Qエリアセット 

（エリアは決勝日のみ有効） 

V2指定席セット 
（指定席は決勝日のみ有効） 

大人2人＋子ども（3歳〜高校生）1人 １４，６００円 ２０，７００円 

大人2人＋子ども（3歳〜高校生）2人 １６，５００円 ２６，４００円 

大人2人＋子ども（3歳〜高校生）1人 

【駐車場（P3）付】 
１８，８００円 ２４，９００円 

大人2人＋子ども（3歳〜高校生）2人 

【駐車場（P3）付】 
２０，７００円 ３０，６００円 

 

※前売のみでの販売となります 

※「V2指定席セット」と「B・Qエリアセット（駐車場付）」は、オンラインショッピングサイト（MOBILITY STATION）のみの限定販売 

「B・Qエリアセット（駐車場なし）」はオンラインショッピングサイト（MOBILITY STATION）、窓口、電話での販売となります 

※ファミ得V2指定席セットのエリア指定・座席指定はできません 

※駐車場の詳細については、11ページをご確認ください 
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■ファンシート 
お気に入りのメーカー・チームをみんなで一緒に応援できるファンシートを販売いたします 

※応援旗や声を出しての応援がある場合もございます。ご了承の上、お申込ください 

※V1最上段にあるフェンスには、各メーカー・チームの専用横断幕を設置する予定です。横断幕を設置ご希望の方は、V2席

最前列フェンスをご利用ください 
 

ＳＵＢＡＲＵ、ＬＥＸＵＳ、ＡＲＴＡ、Ｈｏｎｄａ、各Ｖ１ファンシート 

 大人 子ども 

観戦券＋V1セット＋応援グッズセット 
（観戦券は2日間有効・V1は決勝日のみ有効） 

６，７００円 ２，７００円 

V1セット＋応援グッズセット 
（V1は決勝日のみ有効） 

２，１００円 
 

■お申し込み：オンラインショッピングサイト（MOBILITY STATION） 5月21日（日）11:00〜8月16日（水）23:59 （24時間販売） 

※完売次第終了となります 

※座席指定購入は、5月21日（日）13:00〜の販売となります 
 

ＬＥＸＵＳ Ｖ２ファンシート 

 大人 子ども 

観戦券＋V2セット＋応援グッズセット 
（観戦券は2日間有効・V1は決勝日のみ有効） 

９，３００円 ５，３００円 

V2セット＋応援グッズセット 
（別途観戦券必要・V1は決勝日のみ有効） 

３，６００円 
 

■お申し込み：オンラインショッピングサイト（MOBILITY STATION） 5月21日（日）11:00〜8月16日（水）23:59 （24時間販売） 

※完売次第終了となります 

※座席指定購入は、5月21日（日）13:00〜の販売となります 
 

ＨｏｎｄａプレミアムＶ１ファンシート 

 大人 子ども 

観戦券＋V1セット＋応援グッズセット 
（観戦券は2日間有効・V1は決勝日のみ有効） 

８，８６０円 ４，８６０円 

V1セット＋応援グッズセット 
（別途観戦券必要・V1は決勝日のみ有効） 

４，２６０円 
 

■お申し込み：オンラインショッピングサイト（MOBILITY STATION） 5月21日（日）11:00〜8月16日（水）23:59 （24時間販売） 

※完売次第終了となります 

※座席指定購入は、5月21日（日）13:00〜の販売となります 

  



 

-6/11- 

東京オフィス 〒107-0062 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル9F TEL：03-5770-6432 FAX：03-5770-6435 E-mail media@mobilityland.co.jp 

鈴鹿サーキット 〒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/ 

■ＶＩＰスイート・プレミアム（2日間有効／観戦券込） 

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。さらには鈴鹿サーキットホ

テルの料理長によるスペシャルランチやフリードリンク、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・プレミアム＜大人・子ども（3歳以上）共通＞ 

４９，０００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 

 ・ホスピタリティテラス（ピットビル3階）※指定ブース 

  ※ホスピタリティテラス“Special”はご利用いただけません 

 ・激感エリア 
 

★特典★ ●スペシャルランチ（決勝日8月27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・グラスワイン） 

   VIPスイート、ホスピタリティラウンジにて利用可能（ワインはVIPスイートのみでのご提供となります） 

 ●2輪・4輪専用駐車券（専用駐車エリア）※駐車券付のパスをお申込のお客様のみ 

 ●大会公式プログラム 

 ●オープンピット見学 

 ●ピットウォーク、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、B・Qエリア、激感エリア入場可 

 ●グリッドウォーク（SUZUKA 1000km決勝レース前のみ） 

 ●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（期間中の1日のみ有効） 
 

※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） 

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

※駐車券を希望されるお客様は、駐車券付のパスをお買い求めください。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 

※お食事にアレルギーのある方は事前にご連絡をお願いいたします 

※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 

※ホスピタリティラウンジ（指定ブース）、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 

※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 

※お申し込み後のキャンセルは一切できません 

 

サーキットサファリ（抽選にて40名様） 
高速走行中のSUPER GTをバスの中から間近で体験いただけます 

開催日：8月26日（土）※予定 

※時間はタイムスケジュール決定次第、ホームページにてご案内いたします 

※当選者の発表は、パス送付時の参加タグ発送をもって代えさせていただきます 

 

グリッドウォーク 
SUPER GT決勝レース前のグリッドウォークにVIPスイート・プレミアムをご購入のお客様 

全員がご参加いただけます。 

開催日：8月27日（日） 

 

  

[価格はすべて税込]

VIPスイート室内

VIPスイート外観

サーキットサファリ（イメージ）
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■ホスピタリティラウンジ（2日間有効／観戦券込） 

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。快適な環境でモー

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。 
 

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） 

４２，０００円  ４２，０００円 ８，３００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 

※ファミリーラウンジは大人のお客様のみでのご利用はできません 

※3歳未満のお子さまがご一緒の場合は、ファミリーラウンジ（大人券）で3歳未満のお子さまとご一緒にご利用いただけます 
 

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 

※ホスピタリティテラス“Special”はご利用いただけません 

 

★特典★ 
●スペシャルランチボックス&デザート［決勝日8月27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) 

●2輪・4輪専用駐車券（専用駐車エリア※駐車券付のパスをお申込のお客様のみ） ※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 

●オープンピット見学 

●ホスピタリティテラス、パドック、ピットウォーク、B・Qエリア、激感エリア入場可 

●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（期間中の1日のみ有効） 

 

★ファミリーラウンジ限定特典★ 
●Jr.パスのご希望者にゆうえんちモートピアパスポートプレゼント 

※8月26日（土）・27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受付をいたします 

 

※駐車券を希望されるお客様は、駐車券付のパスをお買い求めください 

※特典の駐車券は駐車エリアにご入場いただく際、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 

※お食事にアレルギーのある方は事前にご連絡をお願いいたします 

※ラウンジ・屋外テラス席への飲食物のお持ち込みはご遠慮ください 

※屋外テラス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 

※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 

※ホスピタリティラウンジ・ファミリー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 

 

サーキットサファリ（抽選にて40名様） 
高速走行中のSUPER GTをバスの中から間近で体験いただけます。 

開催日：8月26日（土）※予定 

※時間はタイムスケジュール決定次第、ホームページにてご案内いたします 

※当選者の発表は、パス送付時の参加タグ発送をもって代えさせていただきます 

 

  

[価格はすべて税込]

ホスピタリティラウンジ室内 屋外テラス 
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■ホスピタリティテラス “Ｓｐｅｃｉａｌ”（2日間有効／観戦券込み） 
 

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

スに隣接した最終コーナー側エリアを、ご好評につき今

年も販売いたします。このエリアは、日立オートモティブ

システムズシケイン～最終コーナーや逆バンク～ダン

ロップコーナーまでを見渡せる眺望と、専用観戦エリアの

限定販売なので、ゆったりとした快適な観戦環境をご提

供いたします。また、各ブースには、タイミングモニター、

レース映像モニターを設置しております。 
 

ホスピタリティテラス “Special” 

大人 （中学生以上） 

ホスピタリティテラス “Special” 

Jr. （3歳～小学生） 

３３，０００円 ７，０００円 
 

※決勝ゴール時点で、表彰式開催のため、ホームストレート側の観覧座席（表彰台の上の部分）でご観戦の方にはお席の移動

をお願いいたします 

 

★特典★ 
●ペットボトルドリンク飲み放題付き（27日（日）決勝レース中） ※ホスピタリティテラス“Special”ブースにて配布します。 

●オープンピット見学 

●パドック、ピットウォーク、B・Qエリア、激感エリア入場 

●レースリザルトサービス（3階テラス4番階段内） 

●ゆうえんちモートピアパスポート（期間中の1日のみ有効） 
 

※ホスピタリティテラス“Special”でのお食事対応はいたしておりません 

※ホスピタリティテラス“Special”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 

 

 

■ホスピタリティテラス（2日間有効／観戦券込み） 
 

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。 
 

ホスピタリティテラス 大人 （中学生以上） ホスピタリティテラス Ｊｒ． （3歳～小学生以下） 

２４，２００円 ６，２００円 
 

ご観戦エリア 
・ホスピタリティテラス（ピットビル3階） 

※ホスピタリティテラス“Special”はご利用いただけません 
 

★特典★ 
●オープンピット見学 

●パドック、ピットウォーク、B・Qエリア、激感エリア入場 

●レースリザルトサービス 

●ゆうえんちモートピアパスポート（期間中の1日のみ有効） 
 

※ホスピタリティテラスでのお食事対応はいたしておりません 

※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 

※お申し込み後のキャンセルは一切できません 

※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“Special”からの眺望イメージ 

（ストレート／S字コーナー） 

［価格はすべて税込］

ホスピタリティテラス 

バルコニー席からの眺め 
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■パノラマルーム （2日間有効 ※別途観戦券が必要） 

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、さまざまな観戦エリアでお楽しみいただく

際の荷物保管スペースがあり、お子さまとご一緒のご家族にもおすすめです。特典としてピットウォークやグ

リッドウォークに参加することができます。 

 

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）まで利用可 

９０，０００円 
 

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 
 

★特典★ 
●2輪・4輪専用駐車券（専用駐車エリア※駐車券付のパスをお申込のお客様のみ） 

●グリッドウォーク（SUZUKA 1000km決勝レース前のみ） 

●ピットウォーク 

 

 

■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。 
 

★入場可能エリア ・パドック  ・ピットウォーク  ・激感エリア 

※予選日8月26日（土）・決勝日27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 
＜大人（中学生以上）＞ 

パドックパスＪｒ． 
＜子ども（3歳～小学生）＞ 

１０，８００円 １，６００円 
 

※別途、観戦券が必要です 

※前売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 

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！そんな方は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（3歳〜小学生） 

8月26日（土）予選日 ２，１００円 
無料 

8月27日（日）決勝日 ２，１００円 
 

※別途、観戦券が必要です 

※MOBILITY STATION(オンラインショッピングサイト)のみで販売いたします 

※ピットウォークへは、脚立・傘はお持込いただけません 

※小学生以下のお子さまの入場の際は、中学生以上の方の同伴が必要です 

※ピットウォークは予告なく時間が変更、または中止になる場合がございます 

※前売ピットウォーク券完売の場合は、当日ピットウォーク券は販売いたしません  

[価格はすべて税込]

ピットウォーク（イメージ） 

激感エリア（イメージ） 
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■当日券 

 

観戦券 

大人 中・高校生 小学生 
幼児 

（3歳～未就学児） 

8月26日（土）予選日 
当日入園券にて観戦可 

１，７００円 １，７００円 ８００円 ６００円 

8月27日（日）決勝日 
６，７００円 

（モートピアパスポート1日付） 

当日入園券にて観戦可 

１，７００円 ８００円 ６００円 
 

 

 

 

オンラインショッピングサイト 

ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮが新しくなりました 
・スマートフォンでより買いやすく！ 

・指定席の座席選択が可能に！ 

・ファミリーマート受取りで送料無料に！ 
 

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） 

PC・スマートフォン https://online.mobilityland.co.jp 

5月21日（日）10:00～8月27日（日）決勝スタートまで 

（24時間販売） 

※券種により、販売開始時間が異なります 

5月21日（日） 10:00〜 VIPスイート、ホスピタリティラウンジ 

 11:00〜 観戦券、V1/V2指定席券、B・Qエリア券、ホスピタリティテラス/ホスピタリティテラス"Special"、 

  パドックパス、ピットウォーク券、パノラマルーム、駐車券 

 ※13:00〜 座席指定の購入が可能となります 

■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 

5月21日（日）11:00～8月18日（金）17:00 

(10:00〜17:00） 

■窓口での販売 

鈴鹿サーキットモビリティステーション 

5月20日（土）10:00～8月26日（土）17:00 

(10:00〜17:00） 

■プレイガイド・コンビニエンスストア 

販売期間：5月21日（日）11:00～8月26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 

●ローチケＨＭＶ ●セブンチケット ●電子チケットぴあ ●イープラス ●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  
 

 

各種チケットの詳細、特典などについては、鈴鹿ウェブサイトをご覧ください 
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５月２０日（土）前売駐車場販売開始 
 

第46回 インターナショナル SUZUKA 1000kmでは、人気の高い鈴鹿サーキット正面駐車場の一部を前売とし、

MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト、電話通信販売、モビリティステーション窓口）で販売いたします。 
 

■販売窓口 
販売窓口 販売開始日時 

モビリティステーション窓口 5月20日（土） 10:00〜 

MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト） 
5月21日（日） 11:00〜 

電話通信販売【専用電話 059-378-1100】 
 

先着順販売です。販売予定数に達し次第終了いたします 
 

■前売普通車駐車券（2日間有効） 

販売エリア（駐車券） 価格 路面状況 
最寄りゲートまでの 

参考距離 

正面駐車場 

P3（ファミ得チケット購入の方） ※ ４，２００円 舗装 メインゲート（約390m） 

P4 ※ ４，２００円 舗装 メインゲート（約550m） 

P6 ※ ４，２００円 舗装 メインゲート（約560m） 

P7 ４，２００円 舗装 メインゲート（約700m） 

P7（ロングサイズ） ※ ５，２００円 未舗装 メインゲート（約800m） 

臨時駐車場 南コース駐車場 ※ ４，２００円 未舗装 西ストレートゲート（至近） 
 

・P3駐車場は、ファミ得チケットを購入された方のオプション販売となります 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）のみで販売いたします 
 

駐車スペースに関するご注意 
・ご利用いただける車両の大きさは5m×2.5mまでとなります。（P7･ロングサイズを除く） 

・P7（ロングサイズ）は、ご利用いただける車両の大きさは8m×2.5mまでとなります 

・駐車場はすべて指定エリアであり、駐車位置、枠は指定されません 

・南コース駐車場のシャトルバス送迎はございません 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【当日駐車場や駐車場利用・販売に関する注意事項などの詳細は、鈴鹿サーキットウェブサイトをご覧ください】 

[価格はすべて税込]

鈴鹿サーキット直営駐車場のご案内 

■正面駐車場詳細マップ ■直営駐車場マップ 


