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鈴鹿サーキット国際レーシングコース １周 5.807km

2007.5.1 配信

5/12 SAT. 
・ 予選 

２００７ 

13 SUN.
決勝 

●同日開催：ホンダ エキサイティングカップ ワンメイクレース 2007 ～インテグラ・西日本シリーズ～ 第３戦 ／ 2007フォーミュラ・トヨタ 第２戦 
2007ネッツカップヴィッツシリーズ関西シリーズ 第２戦 

●主  催：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 

ポルシェの牙城崩れる！ 
ST-1クラスはフェアレディＺ、ＢＭＷ・Ｚ４クーペを加えた三つ巴の大バトル実現！！

スーパー耐久の総合優勝を争うのがエンジン排気量3501cc以上のST-1クラス。この

クラスはポルシェ９１１ＧＴ３勢が強く、昨年まで３年連続シリーズを制覇していたが、4月

22日に決勝が行われた今季開幕戦、フェアレディＺ（308RS-C）の影山正美／青木孝行

／藤井誠暢組が参戦３年目で初の予選ポールポジションを獲得。決勝も雨の中を快走

して初優勝を飾ったのだ。クラス２位にも田中哲也組Ｚが食い込み１－２フィニッシュ。

昨年７戦全勝の強さでST-1クラスに君臨してきたポルシェ９１１ＧＴ３の牙城がついに突

き崩されたのだ。 

これで今シーズンはＺ対ポルシェの激突か？と思われたが、新たな強敵が加わった。

開幕戦で予選、決勝とも４位に食い込んだ柳田真孝／Ｆ・ハイルマン組のＢＭＷ・Ｚ４クーペだ。

マレーシアのハイルマンは昨年のアジア・ツーリングカー選手権ランク２位の実力派。

柳田もフォーミュラ・ニッポン、スーパーＧＴで活躍しており実績は十分。すでに3月20日

に鈴鹿で行われた公開テストデーでいきなり２番手の快走を見せており、今回はトップ争い

にからんできそうだ。ポルシェ９１１ＧＴ３勢も開幕戦で予選２番手につけた清水康弘／

竹内浩典組を筆頭に鈴鹿での巻き返しを狙っており、まさに三つ巴の大接戦が展開され

そうな勢いとなってきた。 

GT NET スーパー耐久シリーズ2007 第2戦 「スーパー耐久・鈴鹿500km」  決勝13日（日）13:30～（87周） 

ST-1クラス  

鈴鹿サーキットでは5月12日（土）・13日（日）、GT NETスーパー耐久シリーズ2007 第2戦

「スーパー耐久・鈴鹿500km」を開催。街で見かける人気のスポーツタイプ市販車をライト

チューンしたマシンで、国際レーシングコースを「500km」駆け抜ける耐久レースだ。今回は、

話題のBMWをはじめ、ポルシェ、フェアレディZ、ランサーエボリューション、インプレッサ、

RX-7、インテグラ、S2000など、一度は乗ってみたい憧れのマシンが続々登場！お気に入り

のマシンを応援するのも楽しい。 

また、フォーミュラ・ニッポンやSUPER GTでも活躍中の本山哲が「アラビアンオアシス

レーシングチーム」の総監督に就任。現役ドライバーが監督としてどんな采配をするの

か、早くも注目を集めている。 

観戦スタイルも色々。ゆうえんち「モートピア」ののりもの乗り放題「モートピアパスポート

（一部機種を除く。）」で観戦ができる（大人。高校生以下は入園料で可。）ほか、ファミリー

にはモートピアパスポート（いずれか一日のみ。）とS1・S2エリアがセットになった「ファミ得

チケット」がオススメ。ほかにも、スタートラインが間近に見える「V指定席」や、地上約25m

のワイドビューが楽しめる「VIPスイート」など、特典つき観戦チケットも人気。「パドックパス」

はＳ１・Ｓ２エリアおよびピット上への入場、ピットウォークへの参加に加え、メインストレート

エンドに飛び込むマシンの迫力を肌で感じることができる、スーパー耐久初の”激感エリア”への入場ができる。 

イベントも盛りだくさん！また、今回はピットウォーク、グリッドウォーク、パドック入場が小学生以下無料！ぜひ、ファミリーみんなで遊びにきてね！ 

影山正美（写真上左）／青木孝行(写真上右)

／藤井誠暢組のフェアレディＺ 

柳田真孝(写真上)／Ｆ・ハイルマン組

のＢＭＷ・Ｚ４クーペ 

清水康弘／竹内浩典(写真上)組のポルシェ９１１ＧＴ３ 
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ランサー先勝も速さはインプレッサに軍配！接戦続くST-2クラス。
ST-4クラスはシビック・タイプＲがデビューウィンを飾る！ 

ST-2クラス／ST-4クラス 

ST-3クラス 

エンジン排気量2001cc以上3500cc以下の４輪駆動車で争

われるのがST-2クラス。開幕戦は雨の中、４駆の強みを生か

して木下孝之／中谷明彦組のランサーエボリューションが

ST-1クラスを抜いて、初めて総合優勝を飾る快挙を達成。

そしてこれに続いたのがランサーエボリューションのワゴン

（西村元気組）だった。ライバル、インプレッサも開幕戦では

予選でクラスＰＰ（吉田寿博組）を獲得。決勝では勝てなかっ

たが、速さではライバルを上回ったインプレッサ。長年この

クラスで対決を続けてきたライバルだけに、２車の戦いは鈴鹿

でさらに激しさを増すのは間違いない。 

日本一速い男、本山哲が総監督として参戦！ 
混戦模様のST-3クラスは長島正明組のＺが先勝！！

フェアレディＺ、ＲＸ－７、ＮＳＸ、ＢＭＷ・Ｍ３と多彩な車種が激しい戦い

をくり広げるのが排気量2001cc以上3500cc以下の２輪駆動車で争われる

ST-3クラス。昨年はＲＸ－７がタイトルを獲得したが、今年は強敵が参戦

してきた。本山哲が総監督を務めるアラビアンオアシスＺだ。小林敬一

／安田裕信／菅原修一を起用。開幕戦では早くも本山効果で予選クラス

２番手をゲット。荒れた決勝は４位となったが、テクニカルコース鈴鹿で

は総監督の的確なアドバイスが生きるはずで、トップ争いに食い込んで

きそう。開幕戦で予選ＰＰを獲得したのがＲＸ－７の井入宏之組。決勝を

制したのが長島正明組Ｚと、今年もST-3クラスは大激戦区だ。 

エンジン排気量2000cc以下の車両で争われるST-4クラスはインテグラ同士の激しい戦いが続いてい

たが、今季開幕戦では新型のシビック・タイプＲ（玉本秀幸組）が予選クラス２番手から快走。シビックに

デビューウィンをもたらせた。インテグラ勢も実績のある鈴鹿ではそう簡単にトップの座を明け渡すことは

できない。ST-2クラス同様の接戦が見られそうだ。 

ST-2クラスのインプレッサ ST-2クラスのランサーエボリューション 

ST-4クラスのインテグラ 

アラビアンオアシスのフェアレディＺ 

アラビアンオアシスの本山哲監督

ＮＳＸ ＲＸ－７ 

インテグラ          / フォーミュラ・トヨタ          / Vitz          

インテグラ・西日本シリーズはここで第３戦を迎える。全8戦中4戦があこがれの鈴鹿サーキットで行われるシリーズだけあって、参加メン

バーも実力派ぞろい。毎回、激しいバトルを繰り返すレースは、見る側にとってもハラハラ、ドキドキの連続だ。 

全国を転戦するフォーミュラ・トヨタはフォーミュラレースの登竜門に位置し、このクラスからＦＣＪ（フォーミュラチャレンジ・ジャパン）、Ｆ３、

フォーミュラ・ニッポン、そして海外のフォーミュラレースなどに多くの選手がステップアップし活躍している。フォーミュラ・トヨタを制すること

が今後のカギを握ると言っても過言ではない。そのため、シリーズは混戦を極め、毎回抜きつ抜かれつのレースが展開される。 

スポーツカーレースの入門クラスに位置するＶｉｔzレースは全国５地域に分かれてシリーズが展開されているが、今回は関西シリーズの

第２戦が開催される。ナンバー付きの市販車で、改造はほぼ安全装置を付けただけに等しいこのマシンは、見た目はおとなしいものの、

その操作は非常に難しく、マシンよりもドライバーの腕が勝敗を左右する。 

決勝13日（日） 
10:00～（12周）

決勝13日（日） 
11:05～（8周） 

決勝13日（日） 
9:00～（7周） 

予選は二人のドライバーの合算タイム方式に変更！ 
これまでＳ耐の予選は、チームドライバーのうちで最も良いタイムでグリッ

ドが決まっていたが、2007年はＡドライバー・Ｂドライバー、二人の最速ラップ

を合計したタイムでグリッドが決定されることとなった。それぞれのドライバー

が30分の予選セッションを戦うことになるが、どちらのセッションも全力でのタ

イムアタック合戦となる。見る側にとっても気の抜けない予選セッションとなる

だろう。 
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鈴鹿サーキットの人気キャラクターコチラファミリーがコチラレーシング

としてスーパー耐久で盛り上がるレーシングコースに登場！パドックや

ピットウォークで、いつもとは違うかっこいいレーシングスーツを着た 

コチラファミリーに会えるかも。 

パドックではプートが設計・開発したコチラレーシ

ングのFE810も展示。 

ファミリーで楽しめるイベントもいっぱい！ 

★グリッドキッズ★ ★ファミリーバスツアー★ 

★S耐マシン展示・体験搭乗★ 
★ＤＳＣＣ フェアレディＺ パレード★ 

★ドライバートークショー★ ★キャンギャルオンステージ★ 

Topics 

大観衆の注目を浴びて、決勝レー

スの直前のマシンとドライバーに最

も近い場所に立つという絶好のチャ

ンス！お子様とご一緒にグリッド

ボードを提示するという大切な役目

を果たすことになるかも。各クラス

トップを示すボードをお持ちいただく

4組8名様を募集いたします。 ※写真はイメージです。 

■応募資格■  
●お子様 小学生限定（男女問いません）5/13に鈴鹿サーキットに

入園できるチケットが必要です。 

●同伴者 20歳以上の女性限定（ご家族、ご親戚、ご友人のお子

様等）5/13に有効な観戦券（当日券・前売り観戦券等）

が必要です。 

■応募方法■ 
●鈴鹿サーキット公式ホームページより応募。5月7日（日）10時まで。

■特 典■ 
●グリッドキッズ当選者の方には記念品ならびに5/13に有効の 

パドックパスを進呈。 
 

※応募者多数の場合は抽選となります。 

※当日は雨天でも実施いたします。 

★詳細は鈴鹿サーキット公式ホームページをご覧ください。 

レースの合間のインターバルに家族み

んなで走るバスツアーは思い出いっぱ

いのツアーになること間違いなし。また

ツアーには、鈴鹿出身のドライバーで、

今回のスーパー耐久、ＳＵＰＥＲ ＧＴの

３００クラス、今年からフォーミュラ・ニッ

ポンにも参戦している佐々木孝太選手

がガイドとして同乗予定！国際レーシン

グコースをプロならではの視点で説明し

てくれる。 

※写真はイメージです。 

■応募資格■  

●小学生以下のお子様とその同伴のご家族限定 

お子様は鈴鹿サーキットに入園できるチケットが必要です。 

同伴の方は5/13に有効な観戦券･パドックパスが必要です。 

※同伴者様１名につき、お子様２名まで乗車可能です。 

※ご入場に必要な入園券・観戦券・パドックパス・駐車料金などは各自

負担となります。 

■応募方法■ 
●鈴鹿サーキット公式ホームページより応募。5月7日（日）10時まで。 

 

※事前申込みが必要となります。 

※応募者多数の場合は抽選となります。 

※レースの進行スケジュールによりイベントが中止となる場合がござい

ます。 

★詳細は鈴鹿サーキット公式ホームページをご覧ください。 

本物のS耐マシンがパドックに登場。レーシングカー・S耐マシンを目

の前に見ることができ、レースの雰囲気を盛り上げる。しかも、小学生

以下のお子様はその迫力のマシンに体験搭乗できるチャンス！ 
 

※大人の方のパドックの入場はパドックパスが必要になります。 

★詳細は鈴鹿サーキット公式ホームページをご覧ください。 

13日（日）ピットウォークの時間に開催されるDSCC（ダットサンスポー

ツカークラブ）によるフェアレディＺのパレードは必見！ずらりと並んだ

フェアレディＺの美しさをご覧下さい。 

また、グランプリスクエアでの展示も行われます。 

グランプリスクエアステージでドライバー

トークショーを開催。レース前の出場選手の

“生の声”が聞けるチャンス！マシンのセッ

ティング、チームの作戦などのレース展開

を左右する情報が手に入るかも。 

※写真はイメージです。 
■日時：5月12日（土）時間未定 

5月13日（日）時間未定 
■参加予定ドライバー： 

柳田 真孝／Ｆ・ハイルマン／影山正美／青木孝行／藤井誠暢 

※ドライバーは変更になる場合がございます。 

各チームのキャンギャルが大集合！ 

厳しいレースの世界を華やかにするキャン

ギャルの楽しいトークを聞けるチャンス！ 

■日時：5月12日（土）14：20～14:50 

5月13日（日）14：30～15:30 

■場所：グランプリスクエア ステージ 

キャンギャルフォトセッション開催！ 
■日時：5月13日（日）9：30～10:10 

■場所：ホスピタリティブース 

※ご入場にはパドックパスが必要です。 

FE810とドライバーのバット 

★コチラレーシングがＳ耐に登場！★ 

※写真はイメージです。 

★ファンクラブ会員募集中！ 
詳しくは鈴鹿サーキット公式ホームページへ！ 
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●ファミリーで遊ぶならこれ！前売りファミ得チケット● 

●ピットウォーク 小学生以下無料！●

キッズ無料エリア拡大！ぐぐっとマシンや選手に接近しちゃおう！

★ピットウォーク券は特製カラビナ！ 
※小学生以下は無料開放のため、特製カラビナ 

ではありません。 

■販売時間：12日（土）、13日（日）ともゲートオープンより販売 

■販売場所：グランドスタンドS1席入口券売所 

●パドック入場 小学生以下無料！●
パドックパスのカードフェイスは、 

SUZUKA 500kmの公式ポスター 

をイメージしたデザイン。（シリア 

ルナンバー入り）・鈴鹿サーキット 

オリジナルストラップ（非売品） 

つき。 

※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。 

（当日、レース場入口指定席券売所にて、お渡しいたします。） 

パドックパス（税込） 

2日間有効・別途観戦券必要 
大人（中学生以上） 子供（小学生以下） 

6,000円 無料開放！ 

★特典：ピット上など、入場可能エリア拡大！ 
パドックパスをお持ちの方は第１コーナー手前イン側にある

新設「激感エリア」にもご入場いただけます。また、Ｓ１・Ｓ２

エリアおよびピット上ホスピタリティブースへのご入場、ピット

ウォークへのご参加も出来ます。 

★小学生以下は無料開放！ 
※お子様の安全を守るため、パドックへのご入場は大人の

方のご同伴にてお願いいたします。 

お昼のインターバルに実施するPITWALK

に参加してみよう！お目当てのドライバー

がPITから出て来てくれたらぜひサインを

お願いしよう！ 

小学生以下のお子様は無料でご参加い

ただけます。 
 

 

観戦券、Ｓ１・Ｓ２エリア券、 
パスポート付！ 

なんと！11,000円 （税込） 

前売りファミ得チケット（税込） 
S1･S2エリア券付き（決勝日のみ有効） 
パスポート付き（土･日いずれか１日） 

大人２名＋ 

子供（３歳以上高校生以下）１名

セット 

追加券 大人 
追加券 子供 

（３歳以上高校生以下）

11,000円 5,000円 3,000円 

ピットウォーク券（税込）別途観戦券必要 

 大人（中学生以上） 子供（小学生以下） 

土曜日 1,600円 無料開放！ 

日曜日 1,600円 無料開放！ 

●グリッドウォーク 小学生以下無料！●

レーシングマシンをもっと間近で見たい！決勝スタート前の緊張

感を肌で感じたい！普段は入ることのできない、決勝前のス

ターティンググリッドへ入場できるグリッドウォーク券を限定発売

いたします。 

小学生以下のお子様は無料でご参加いただけます。 

※写真はイメージです。 

グリッドウォーク券（税込） 

別途観戦券必要 
大人（中学生以上） 子供（小学生以下） 

2,000円 無料開放！ 

■販売時間：12日（土）、13日（日）ともゲートオープンより販売 

■販売場所：レース場入口指定席券売所 

Ｓ耐初登場！ 

間近で見られる興奮「激感エリア」 

ホームストレートエンドの「激感エリ

ア」がＳ耐初登場！第１コーナーに飛

び込むマシンを間近でご覧いただけ

ます。 

※ご入場にはパドックパスが必要です。

※各レーススタートから３周の間は安全

確保のためご入場いただけません。

※小学生以下のお子様は、大人の方

のご同伴が必要です。 

レースの楽しさ倍増！お得情報もいっぱい！ 

携帯ＦＭラジオ持参で「Ｐｉｔ－ＦＭ」を聞こう！ 
主要な観戦席に場内実況の音声をラジオの周波数に乗せ配信

する『Pit-FM』はレース観戦の定番だ。また今回は、レース初心

者にはわかりにくいペナルティやレース展開を、より分かりやす

く実況する『ビギナーおまかせ大放送774』をＳ耐初放送！ 

●周波数76.0MHz・・・・・・場内実況放送 
●周波数77.4MHz・・・・・・ビギナー観戦者用放送 
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〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992  
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お得なチケット、好評発売中！ 
前売り観戦券（税込） 

土・日２日間有効 
大人 

（パスポート付き） 
ペア（大人２名） 
（パスポート付き） 中高生 

3,800円 7,000円 1,600円 

前売り指定席券（税込） 
決勝日のみ有効・別途観戦券必要 

Ｖ席 Ｓ１・Ｓ２エリア 

3,000円 1,500円 

前売りエリア券付き観戦券（税込） 
S1･S2エリアは決勝日のみ有効 

大人観戦＋S1･S2エリア 5,000円 

当日観戦券（税込） 
 大人 中高生 

土曜日 ★ゆうえんち入園料 

日曜日 4,200円 ★ゆうえんち入園料

当日指定席券（税込） 
決勝日のみ有効・別途観戦券必要 

Ｖ席 Ｓ１･Ｓ２エリア 

3,500円 2,000円 

※観戦券(一部券種を除く)にセットされているパスポート(土・日いずれか１日
有効)は「ゆうえんちのりもの乗り放題モートピアパスポート」となります。 

※指定席券は決勝日のみ有効です。 
※ペアチケットは前売りのみの発売で、２名セットとなります。 
※エリア指定席券付き観戦券・ファミ得チケットは前売りのみの発売となります。 
※当日指定席券は、前売指定席券完売の際、販売いたしません。ご了承ください。
★ゆうえんち入園料 ： 大人（中学生以上）１，６００円、子供（小学生）８００円、

幼児（３才～未就学児）６００円 

パドックパス（税込） 
土・日２日間有効・別途観戦券必要 

大人（中学生以上） 小学生以下 

6,000円 無料 

※パドックパスをご購入いただいたお客様は激感エリア、ピット上ホスピ
タリティブース、S1･S2エリアへの入場、ピットウォークへのご参加がで
きます。 

※お子様の安全を守るため、大人の方とご同伴にてご参加ください。 

 

前売りファミ得チケット（税込） 
S1･S2エリア券付き（決勝日のみ有効） 
パスポート付き（土･日いずれか１日） 

大人２名＋ 

子供１名（３歳以上高校生以下）

セット 

追加券 大人 
追加券 子供 

（３歳以上高校生以下）

11,000円 5,000円 3,000円 

■ご案内： 
・高校生以下のお客様は、ゆうえんち入園料のみで本レースをご観戦いただけ
ます。 

・大人のお客様は、ゆうえんちのモートピアパスポートで、本レースをご観戦い
ただけます。 

ピットウォーク券（税込） 
別途観戦券必要 

 大人（中学生以上） 小学生以下 

土曜日 1,600円 無料 

日曜日 1,600円 無料 
※開催当日現地にて販売となります。前売り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。  
※お子様の安全を守るため、大人の方とご同伴にてご参加ください。  

チケットのお求めは 
■鈴鹿サーキットレースチケットセンター             5月12日（土）まで (販売時間 10:00～17:00) 

■鈴鹿サーキット電話通信販売  059-378-1100   5月6日（日）まで （販売時間 10:00～16:00） 

■インターネット SUZUKA ONLINE [http://www.suzukacircuit.jp/]  5月6日（日）まで （24時間受付） 

●電子チケットぴあ ●CN プレイガイド ●イープラス ●ローソンチケット ●am/pm ●サークルＫ ●ファミリーマート ●サンクス ●セブンイレブン 

●全国主要プレイガイド ●JTB ●近畿日本ツーリスト ●日本旅行 ●トップツアー ●名鉄観光 ●鈴鹿サーキット各営業所＜東京・名古屋・大阪・三重＞ 

※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。 

チケットに関するお問い合わせ：鈴鹿サーキットレースチケットセンター 059-378-1111（代） 

券種によってお取り扱いのない窓口もございます

VIPスイート（パーソナル販売）（税込） 
土・日２日間有効・観戦券込 

駐車券・スペシャルランチボックス（決勝日のみ）・フリードリンク・
大会公式プログラム・お土産付き 

1名様（３歳以上） 27,000円 
※ＶＩＰスイートは鈴鹿サーキット電話通信販売のみの取り扱いとなります。 

※駐車券は、４名様までのお申し込みにつき、１台分となります。 

※VIPスイート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（Ｖ席指定席ご購入者と共有）、Ｓ１・Ｓ２エリア、パドックエリ

ア（ピット上ホスピタリティブース、激感エリア含む）へご入場いただけ

ます。 

※グリッドウォーク、ピットウォークにご参加いただけます 

グリッドウォーク券（税込） 
別途観戦券必要 

大人（中学生以上） 小学生以下 

2,000円 無料 

※開催当日現地にて販売となります。前売り販売はございません。  
※グリッドウォーク時、マシンにお手を触れることはご遠慮ください。  
※お子様の安全を守るため、大人の方とご同伴にてご参加ください。   

スペシャルボックス（税込） 
人数分のピットウォーク券付き 

プログラム（1室１冊）付き 
別途人数分の観戦券必要 

1室/２名様まで 1室/３名様以上 

15,000円 25,000円 
※開催当日現地にて販売となります。前売り販売はございません。 
※１室６名様までのご利用となります。 
 


