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   ２００９年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

シリーズのカギを握る鈴鹿＆もてぎラウンド。 

第２戦、第３戦で見えてくる今年のタイトル争い、ルーキーの実力！! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松田次生が無敵の強さを見せて２年連続ドライバーズチャンピオンに輝いたフォーミュラ・ニッポン2008シーズン。

当然松田は３連覇を狙って今シーズンに臨むわけだが、ライバルも黙ってはいない。昨年の雪辱を晴らそうと意気

込んでいるのだ。松田最大のライバルと言っていい小暮卓史、松田のチームメイトながら強敵のＢ・トレルイエ、

さらには４年ぶりのフォーミュラ・ニッポン復帰となったＲ・ライアン、昨年ルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝いた平手

晃平らが鈴鹿、もてぎでの優勝を狙う。 

フォーミュラ・ニッポンは今年も全８戦で争われるが鈴鹿サーキット（第２戦・第５戦）、ツインリンクもてぎ（第３戦・

第６戦）が半分の４戦を占めるだけに、重要な戦いとなる。第２戦、第３戦で好結果を残せば、後半の第５戦、第６戦

を優位に戦えることになる。これこそがタイトル獲得の大きな要素となるわけだ。そしてもうひとつ、高速コーナー

から低速コーナーまであらゆる要素を含んだ鈴鹿サーキット。高速からのフルブレーキングでコーナーに侵入する

テクニカルなツインリンクもてぎ。両サーキットはまさにその実力が試されるコースでもある。ルーキーたちにとって

は最初の試練とも言えるのがこの第２戦、第３戦なのだ。 

ニューマシンの導入でさらなる激戦が予想される2009年シーズン。ベテラン、若手、そして超強力と言われる

ルーキーたちがどんな戦いを見せてくれるのか、実に楽しみだ。 

第３戦 ツインリンクもてぎ 
ツインリンクもてぎ ロードコース １周 4,801km 

第２戦 鈴鹿サーキット 
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース １周 5.807km 5/16 SAT. ・ 17 SUN. 

2009/3/3 配信

予選 決勝 

5/30 SAT. ・ 31 SUN. 
予選 決勝 
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６００馬力以上、時速３００ｋｍオーバー。 

新生フォーミュラ・ニッポン異次元のバトルがさく裂する！ 
2009年、フォーミュラ・ニッポンは新しい時代を迎える。 

マシン、エンジンともに一新されパワー、スピード、そしてパフォー

マンスのすべてがバージョンアップされるのだ。まずはこれまで通りトヨタ、

ホンダの２社が供給するエンジン。Ｖ型８気筒、3000ccから、同じＶ型

８気筒ながら排気量は3400ccにアップされ、パワーは600馬力以上に

達している。これまで経験したことのないハイパワーでレースが戦われる

ことになったわけだ。シャーシ（車体）も新たにこれまでより一回り大きい

FN09となり、フロントの２枚ウィング、独特の形状をしたリアウィング、

ボディラインが目を引く。これによってダウンフォースが増加。さらに

オーバーテイクボタンも搭載され、豪快に前車を追い抜くシーンが多く

見られることになりそうだ。また昨年末に行われたテスト走行では早くも

時速315kmもの最高速を記録、鈴鹿・もてぎでの戦いはファンに大迫力

で迫ってくるはずだ。 

 

新・旧フォーミュラ・ニッポンマシン比較 

 
昨年までのマシン 

FN06 

ニューマシン 

FN09 
車両全長 4,667mm 4,775mm 

車両最大幅 1,800mm 2,000mm 

リアウィング幅 1,000mm 1,220mm 

フロントウィング幅 1,450mm 1,800mm 

車両重量 660kg 670kg 

エンジン排気量 3,000cc 3,400cc 

気筒数 V型8気筒 V型8気筒 

エンジン出力 550馬力 600馬力以上 

回転数制限 10,300回転 10,700回転 

 

 

生まれ変わった鈴鹿サーキットを新生フォーミュラ・ニッポンが疾走。 

新しい時代の幕開けを告げる！ 
生まれ変わるのはフォーミュラ・ニッポンだけではない。鈴鹿サーキットもこの春、新しくなる。昨年９月から

始まった大改修工事は４月上旬に完成する。３階建てのピットビル、センター

ハウスが新築され、観客席も新たに巨大なグランドスタンドが完成。イベント

スペースの拡張、歩行者専用通路を新設するなど、観戦のための環境、

快適性が大きく向上した。 

――生まれ変わった鈴鹿サーキットで、新しいフォーミュラ・ニッポンが異次元

のハイスピードバトルを展開する―― 

モータースポーツ新時代の幕開けを予感させる一戦となりそうだ。 

フォーミュラ・ニッポン ニューマシン FN09 

新ピットビル(左)と新グランドスタンド 

イメージ 
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塚越広大、国本京佑…今年も強力ルーキー続々！ 

強豪ベテラン勢との対決に注目!! 
昨年は平手晃平、伊沢拓也、Ｒ・ストレイト、松浦孝亮、石浦宏明ら

５人の強力ルーキーが参戦。平手、松浦が初優勝（ともに２レース制の

第２レースで記録）を飾り、ストレイトも表彰台に上るなど揃って大活躍

したが、今年はさらに強力なルーキーたちが参戦しそうだ。まだ正式発表

はないものの、2月17日から行われたフォーミュラ・ニッポンのニューマシン、

シェイクダウンテストでは昨年のマカオGP、Ｆ３世界一決定戦と言われる

激戦を制した国本京佑、昨年ともにヨーロッパのユーロF3を戦った塚越

広大、大嶋和也が参加。彼らはそのまま今シーズンを戦うと予想されて

いる。中でも第２戦鈴鹿、第３戦もてぎでの注目は塚越だ。04年にSRS-F

（鈴鹿サーキットレーシングスクール・フォーミュラ）を卒業しスカラシップ

を獲得。翌年フォーミュラ・ドリームで全戦優勝の偉業を達成し、全日本F3でも大活躍した実績の持ち主で、栃木県の出身。

つまり鈴鹿サーキットも、地元ツインリンクもてぎも塚越にとってはまさにホームコース。ここでライバルに遅れをとる

わけにはいかないのだ。 

また昨年のルーキー平手晃平、伊沢拓也、石浦宏明らも引き続き参戦すると見られており、まさに強力な若手・ルーキー

の布陣だ。だがベテラン勢も強い。昨年フォーミュラ・

ニッポン史上初の２年連続ドライバーズチャンピオン

に輝き、３連覇を狙う松田次生を筆頭に、最速男の

異名をとる小暮卓史、06年の覇者Ｂ・トレルイエらは

今年も健在。新進気鋭の若手・ルーキー対強豪ベテ

ラン勢との戦いは、これまで見たことのない激しい

ものとなるのは間違いないだろう。彼らがどんなバ

トルを披露してくれるのか、期待はふくらむばかりだ。 

 

 

 

 

フォーミュラ・ニッポン第２戦 鈴鹿サーキット 開催概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォーミュラ・ニッポン第３戦 ツインリンクもてぎ 開催概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
塚越広大 国本京佑 

 
小暮卓史 平手晃平 

 
松田次生 

●大会名称：2009年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第２戦 鈴鹿サーキット 

●同日開催：2009年 全日本フォーミュラ３選手権 第５戦＆第６戦 

2009年 フォーミュラチャレンジ・ジャパン 第３戦＆第４戦 

ホンダ エキサイティングカップ ワンメイクレース 2009～シビック・インターシリーズ～ 第3戦／～シビック・西日本シリーズ～ 第3戦 

●主  催：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 

●公  認：国際自動車連盟（ＦＩＡ） ／ 社団法人 日本自動車連盟（ＪＡＦ） 

●後  援：東京中日スポーツ ／ 中日スポーツ ／ 中日新聞社  

●大会名称：2009年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第３戦 ツインリンクもてぎ 

●同日開催：2009年 フォーミュラチャレンジ・ジャパン 第５戦＆第６戦 

ホンダ エキサイティングカップ ワンメイクレース 2009 ～シビック・東日本シリーズ～ 第２戦 

●主  催：エムオースポーツクラブ（Ｍ．Ｏ．Ｓ．Ｃ） ／ 株式会社 モビリティランド 

●公  認：社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ） 

●後  援：宇都宮市 ／ 茂木町／ 宇都宮観光コンベンション協会 
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第２戦鈴鹿サーキット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月17日（火） チケット販売開始！ 
［価格はすべて税込］

ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮだけの 

特別キャンペーン！ 

MOBILITY STATION（オンラインショッピング

サイト）でファミ得チケットを買うと、コチラ

レーシングのぬいぐるみが手に入る！ 

 

■前売観戦券 ファミ得チケット Ｖ２・Ｖ１エリアセット 

（２日通し券・エリア席は決勝日のみ有効） 

大人2名＋ 

子ども１名（3歳～高校生） 

大人2名＋ 

子ども２名（3歳～高校生）

ゆうえんちモートピアパスポート付 
チララのフラワーワゴンにも乗れるよ！ 

１６，０００円 １８，８００円 

※セットされているパスポート（レース開催日いずれか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。 

パドック、ホスピタリティラウンジにも入れる最高級の観戦環境を提供 
 

 
 

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。新施設のオープンに伴い、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、新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ようになりました。 

ＶＩＰスイート・プレミアム 
（2日間有効・観戦券込み・３歳以上共通料金）

３２，０００円 

【ＶＩＰスイート・プレミアム特典】 
 スペシャルランチボックス（決勝日5/17（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） 

 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（5/17 フォーミュラ・ニッポン決勝レース前のみ）

 ＶＩＰテラス入場可（２日間対象） 

 パドック入場可（２日間対象） 

 激感エリア入場 

 ホスピタリティラウンジ入場可（２日間対象） 

 ホスピタリティテラス入場可（２日間対象） 

 記念品 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）から 

お申込みください。 

受付期間：3月17日（火）10:00～5月10日（日）24:00まで 

※３歳以上共通料金となります。（飲料・食事など特典内容は大人同様となります）

※駐車券は1名様～4名様までのお申込1件につき1台分となります。 

※ホスピタリティラウンジ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。 

※お申込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、 

車いす観戦指定席のお客様のご利用エリアとなりました。 

ＶＩＰスイート・プレミアム 

魅力いっぱいのファミリー向けチケットはコレ!! 

ファミ得チケット 
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新ピットビルディング２階に新設されたワンランク上の観戦空間 
 
 

新ピットビルディング2階に設けられたホスピタリティラウンジはハイグレードな観戦ルームに

加えて、ピットレーンに張り出した屋外テラス席を設置。鈴鹿サーキットはおもてなしの心とと

もに、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 

ホスピタリティラウンジ
＜大人向け＞ 

（2日間有効・観戦券込み）

ファミリーラウンジ 
＜大人(中学生以上)＞ 

（2日間有効・観戦券込み）

ファミリーラウンジJr 
＜子ども(3歳～小学生)＞

（2日間有効・観戦券込み）

３０，０００円 ３０，０００円 ８，０００円 

【ホスピタリティラウンジ特典】 
 駐車券（専用駐車エリア） 

※ファミリーラウンジJrには付きません 

 パドック入場可（２日間対象） 

 ピットウォーク（２日間対象） 

 スペシャルランチボックス（決勝日5/17（日）のみ） 

 フリードリンク（ソフトドリンク・ビール） 

 大会公式プログラム 

※ファミリーラウンジJrには付きません 

 V2・V1指定エリア入場 

 激感エリア入場 

 専用プラスチックパス 

※ファミリーラウンジJrには付きません 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）から 

お申込みください。 

受付期間：3月17日（火）10:00～5月10日（日）24:00まで 

※駐車券は1名様～4名様までのお申込1件につき1台分となり

ます。（ファミリーラウンジJrには付きません） 

※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。 

※お申込後のキャンセルは一切できません。 

※屋外席は自由席となります。 

※ファミリーラウンジはご家族でご観戦いただける共有ラウンジ

です。 

 
※イラストはイメージです 

新ピットビルディング3階からの眺望と生の迫力を体感できる空間 

 
新ピットビルディング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 

ホスピタリティテラス 
（2日間有効・別途観戦券必要） 

＜大人（中学生以上）＞ 

ホスピタリティテラスJr 
（2日間有効・別途観戦券必要）

＜子ども（3歳～小学生）＞ 

１４，０００円 ２，０００円 
【ホスピタリティテラス特典】 

 ピットウォーク（2日間対象） 

 パドック入場可（2日間対象） 

 V2・V1指定エリア入場 

 激感エリア入場 

 専用プラスチックパス 

※Jrには付きません 

※ホスピタリティテラスのご購入には観戦券が別途必要です。 

※３歳以上有料となります。（特典内容は大人同様となります） 

※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。 

 

※イラストはイメージです 

ホスピタリティテラスは別 途 観 戦 券 が必 要 です 

［価格はすべて税込］
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レーシングマシンをもっと間近でみたい！マシンやキャンペーンギャルを撮影したい！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 

 大人（中学生以上） 子ども 

５月１６日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

５月１７日（日）決勝日 ２，０００円 

※写真はイメージです 

※ピットウォーク券のご購入には観戦券が別途必要です。 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト※PC・モバイルサイト） 

からお申込みください。 

受付期間：3月17日（火）10:00～5月10日（日）24:00まで 

※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。 

※グリッドウォーク券の一般発売はいたしません。 

今年よりピットウォーク券はMOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）にて前売販売いたします 

 

パノラマルーム＆Ｖ席、シーズンシート、好評発売中！ 
シーズンシートは1レースずつ使用できるチケット制。レースが大好きというお客様はもちろん、取引先様の接待や従業員様

の福利厚生、各種会員特典、販売促進などにもご利用いただけます。 

※パノラマルームは新グランドスタンドＶ席上部に位置する見晴らしのいいプライベート空間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パノラマルーム V席シーズンシート 

パノラマルーム利用１室４名まで／観戦券込

ワンドリンク付（4名×8レース） 

駐車券付（各レース1台） 

Ｖ指定席最上段２名セット／観戦券込

ワンドリンク付（2名×8レース） 

駐車券付（各レース1台） 

４７５，０００円 １２０，０００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） 

からお申込みください。受付期間：4月12日（日）24:00まで 

【対象レース】 
 ケーヒン 鈴鹿2&4レース オープニングスペシャル［4/18（土）・19（日）］ 

 フォーミュラ・ニッポン 第2戦鈴鹿サーキット［5/16（土）・17（日）］ 

 スーパー耐久・鈴鹿500km［6/6（土）・7（日）］ 

 鈴鹿300km耐久ロードレース［6/13（土）・14（日）］ 

 フォーミュラ・ニッポン 第5戦鈴鹿サーキット［7/11（土）・12（日）］ 

 ‟コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第32回大会［7/23（木）～26（日）］ 

 第38回インターナショナル ポッカ1000km［8/22（土）・23（日）］ 

 第41回MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿［10/31（土）・11/1（日）］ 

Ｆ１日本グランプリレースのチケットを優先的にゲット！ 

シーズンシート（パノラマ、Ｖ席）をお申し込みいただいたお客様は 10月2日～4日開催のＦ１日本グランプリレースの

チケットを優先的にご購入いただけます。  

パノラマルームからの眺め 

※イラストはイメージです 

［価格はすべて税込］
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■前売観戦券（2日通し券） 

大人 ペア（大人２名） 中・高校生 

ゆうえんちモートピアパスポート付 入場のみ 

５，５００円 １０，０００円 １，６００円 

 

■前売エリア付観戦券（２日通し券） 

Ｖ２・Ｖ１エリア付観戦券 
（エリア席は決勝日のみ有効） 

ゆうえんちモートピアパスポート付 

７，５００円 

 

■フォーミュラ・ニッポン シリーズセット券  鈴鹿サーキットで開催される２レースのセット券をご用意しました。 

対象レース： 全日本選手権フォーミュ・ニッポン第2戦 鈴鹿サーキット ＜5月16日(土)・17日(日)＞ 

 全日本選手権フォーミュ・ニッポン第5戦 鈴鹿サーキット ＜7月11日(土)・12日(日)＞ 

シリーズ２セット 
～２レースで2,000円お得～ 

９，０００円 
 

【特典】 

●第2戦のパドックパスもしくはV2・V1エリア500円割引のお得なクーポン付き 

●第5戦のパドックパスもしくはV2・V1エリア500円割引のお得なクーポン付き 

※クーポンは、レース当日ゆうえんちメインゲート横特設受付または各入場ゲートにてお渡しいたします。 

 

■前売指定席券（決勝日のみ有効） ※別途観戦券が必要です 

Ｖ２・Ｖ１エリア 

２，５００円 
 

 

■当日観戦券 

 大人 中・高校生 

５月１６日（土）予選日 ゆうえんち入園料（1,600円） 

５月１７日（日）決勝日 ６，５００円 １，６００円 
 

 

■当日エリア券（決勝日のみ有効） ※別途観戦券が必要です 
 

Ｖ２・Ｖ１エリア 

３，０００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 

※高校生以下の方はV2・V1エリアへ無料でご入場いただけます。 

※観戦券（一部券種を除く）にセットされているパスポート（レース開催日いずれか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のみの発売で、２名セットとなります。 

※V2・V1エリア付観戦券は前売のみの発売となります。 

※前売指定席券完売の場合、当日指定席券は販売致しません。お早めにお求めください。 

 

［価格はすべて税込］
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■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。  

※パドックパスをご購入いただいたお客様は激感エリアへのご入場、ピットウォークもお楽しみいただけます。   

※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。   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［価格はすべて税込］

鈴 鹿 、もてぎのチケット・グッズが同 時 に買 えるオンラインショップ  

詳 しくは http://mls.mobi l i ty land.co. jp/にアクセス！ 

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

■鈴鹿サーキットレースチケットセンター 3月17日(火)～5月16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（通販専用） 
3月17日(火)～5月10日（日）まで（販売時間 10:00～16:00） 

■MOBILITY STATION （オンラインショッピングサイト） 

ＰＣ    http://mls.mobilityland.co.jp/ 

モバイル http://mls.mobilityland.co.jp/ mobile/
3月17日(火)10:00～5月10日（日）24:00まで（24時間受付） 

3月17日(火)～5月16日（土）（一部販売期間が異なる店舗がございます。） 
●電子チケットぴあ ●CNプレイガイド ●ローソンチケット ●イープラス 

●セブン-イレブン ●ローソン ●ファミリーマート ●サークルＫ・サンクス ●am/pm  

※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） 

ご案内：大人のお客様は、ゆうえんちモートピアパスポートでは、本レースをご観戦いただけません。 

●レース決勝日のゆうえんちモートピアパスポートをお持ちの大人のお客様が、本レースご観戦をご希望の場合

は、別途追加料金2,300円にてご観戦いただけます。 

●中・高校生のお客様は、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。 
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第３戦ツインリンクもてぎ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■前売観戦券（2日通し券） 

大人 
(高校生以上） 

子ども 
(３歳～中学生） 

ファミリー 
（大人２名＋子ども２名＋駐車券１台分）

５，０００円 ５００円 １１，０００円 
 

※前売観戦券・駐車券の販売期間は3月21日(土)から5月29日(金)となります。 

※子ども券にはプッチタウンの無料乗車券が付きます。 

 

 

■当日観戦券 

 
大人 

(高校生以上） 
子ども 

(３歳～中学生） 

５月３０日（土）予選日 ３，０００円 ５００円 

５月３１日（日）決勝日 ６，０００円 ５００円 
 

※子ども券にはプッチタウンの無料乗車券が付きます。 

 

3月21日（土） チケット販売開始！ 

フォーミュラ・ニッポン第３戦は「栃木県感謝デー」！ 

「とちぎ和牛カップ」 マスターズ・オブ・フォーミュラ開催！ 

チーム監督や往年の名ドライバーによるミニレース、「栃木和牛カップ」

マスターズ・オブ・フォーミュラが5月31日（日）、フォーミュラ・ニッポン第３戦

決勝が行われる日のピットウォーク時に、ツインリンクもてぎ西コースで

開催される。使用マシンはモテラだ。元Ｆ１ドライバーや、海外で、国内で、

激しい戦いを繰り広げてきたドライバーたちは、当時にタイムスリップした

熱い走りで、なつかしの名勝負を見せてくれるかもしれない。 

■３１日（日） ピットウォーク中開催 

※当日の天候やレース進行状況になどより、スケジュールの変更、中止する場合がございます。 

とちぎ和牛を使ったスペシャルメニューも登場予定！ 
詳細は後日ホームページにてご案内します。 ※写真はイメージです 

［価格はすべて税込］
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■前売駐車券 

４輪・バス ２輪 コースサイド 

１，０００円 ５００円 ３，０００円 
 

※前売駐車券の販売期間は3月21日(土)から5月29日(金)となります。 

 

 

■当日駐車券 

 ４輪・バス ２輪 コースサイド 

５月３０日（土）予選日 ２，０００円 ５００円 
４，０００円 

５月３１日（日）決勝日 ２，０００円 １，０００円 
 

※コースサイド駐車券にて、ロードコース外周（Ｓ字～Ｖ字～ヘアピン手前）脇のコースサイド駐車場に駐車出来ます。 

※コースサイド駐車場は観戦エリア内となるため、別途観戦券が必要です。 

※前売４輪駐車券をお持ちのお客様は、当日、差額にてコースサイド駐車券に変更できます。 

※コースサイド駐車券は前売券が完売となった場合、当日券の販売はいたしません。 

※コースサイド駐車場は観戦エリア内のため夜間の留め置きは出来ません。ステイエリアはＰ32となります。 

また、翌日の入場の際の入場待機場所はＰ２となります。 

 

 

■パドックパス（2日通し券） ※別途観戦券が必要です 

パドックパス（３歳以上共通） 

５，０００円 

※パドックパスの販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話）及びMOBILITY STATION、チケットぴあ、ローソンチ

ケット、CNプレイガイド、ｅ+（イープラス）およびコンビニエンスストアとなります。 

※3,000枚の限定販売となります。また、前売で完売の場合、当日券の販売はいたしません。 

※安全なレース運営のため、ピットボックス上部へは終日レース関係者以外の立入をお断りさせていただいております。 

あらかじめご了承ください。 

 

 

■ピットウォーク ※別途観戦券が必要です 

 大人（３歳以上） 

５月３０日（土）予選日 １，０００円 

５月３１日（日）決勝日 １，０００円 
※ピットウォークの販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話）及びMOBILITY STATIONのみとなります。  

※各日2,000枚の限定販売となります。 また、前売で完売の場合、当日券の販売はいたしません。 

［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

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 3月21日(土)10:00～5月29日(金)17:00まで 

（営業時間：3月 平日10:00～16:00 土日祝10:00～16:30 ／ 4～5月 平日9:30～17:00 土日祝9:30～17:30）

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売 

0285-64-0080 
3月21日(土)10:00～5月24日(日)17:30まで 

（営業時間：3月 平日10:00～16:00 土日祝10:00～16:30 ／ 4～5月 平日9:30～17:00 土日祝9:30～17:30）

■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ）

ＰＣ    http://mls.mobilityland.co.jp/ 

モバイル http://mls.mobilityland.co.jp/ mobile/ 

3月21日(土)10:00～5月24日(日)24：00まで 

（24時間受付） 
 

5月29日(金)まで販売 
 

●チケットぴあ ●ローソンチケット ●e+ ●CNプレイガイド 
●Hondaウエルカムプラザ青山 
●道の駅もてぎ（栃木県茂木町） ●STEP-１（栃木県茂木町） ●道の駅はが（栃木県芳賀町）  
●鈴鹿サーキットレースチケットセンター 
●三菱UFJニコスチケットサービス（三菱UFJニコス カード会員専用） 
●セブンイレブン ●ローソン ●ファミリーマート ●サークルＫ ●サンクス ●am/pm（一部店舗を除く） 

チケットに関するお問い合わせ：ツインリンクもてぎチケットセンター 0285-64-0080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴 鹿 、もてぎのチケット・グッズが同 時 に買 えるオンラインショップ  

詳 しくは http://mls.mobi l i ty land.co. jp/にアクセス！ 


