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ＳＴ―1クラスはＢＭＷ Ｚ４Ｍクーペ勢、ニッサンＺ勢がガチンコ対決！ 

規定変更が予測不能の大接戦を演出！! 
昨年の圧倒的な速さ、強さから見ても、今シーズンはやはりBMW Z4Mクーペが優

勝を続けるだろう。誰もがそう思った。だがそれがシリーズ第２戦で覆った。昨年１勝

もできなかったフェアレディZが、王者BMW Z4Mクーペを打ち破ったのだ。今年は

最低重量の見直しがはかられることとなり、Z4MクーペとＺの差は70kgに。もちろん

重くなったのはZ4Mクーペ。 

開幕戦ツインリンクもてぎラウンドこそ、Z4Mクー

ペが1-2フィニッシュを飾ったが、第２戦でフェアレ

ディZ勢が巻き返しに出たのだ。しかもフェアレディZ

同士のトップ争いという展開に。勝ったのは横溝直

輝／佐藤公哉／田中哲也組。昨年ST-3クラスでチャ

ンピオンを獲得し、ST-1クラスに挑んできた前嶋秀

司／佐々木雅弘組が２位に食い込んだのだ。 

さて、第３戦の鈴鹿ラウンド、当然Z4Mクーペ勢が

黙っているはずはない。今年はドライバーの組み合わせを変えて昨年を上回るパフォーマンスを見せているだけになおさら

だ。もてぎで先勝した谷口信輝／柳田真孝／Ｆ・ハイルマン組、２位の片岡龍也／吉田広樹／Ｊ・アズミ組も当然優勝を狙っ

てくる。 

鈴鹿サーキット東コースではフェアレディZが速く、西コースではZ4Mクーペが速いと言う情報もある。となればなおさ

ら予測不可能と言っていい状況。トップで最終コーナーを立ちあがってきたZ4Mクーペを、東コースでフェアレディZが抜

き去る―。こんな光景が何度も何度も見られるかもしれない。 

2009/5/31 配信

スーパー耐久・鈴鹿500km

スーパー耐久シリーズ 2009 第３戦 

●大会名称 ： スーパー耐久シリーズ 2009 第3戦 スーパー耐久・鈴鹿500km 

●同日開催 ： 2009 フォーミュラ Enjoy 第2戦（土曜日決勝） 

 2009 NISSAN MARCH WEST Japan Series 第2戦 

 Lotus Cup Japan Series 2－イレブン・カップ 2009 第2戦 

 Lotus Cup Japan Series エリーゼS・カップ 2009 第2戦 

●主   催 ： 名古屋レーシングクラブ（NRC） ／ 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 

鈴鹿サーキット 国際レーシングコース １周 5.807km

6/6 SAT. ・ 7 SUN. 
予選 

決勝 

ST-1クラスに参戦する 

BMW Z4Mクーペ（上）と 

フェアレディZ（左） 
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ＳＴ―２クラスはランサーエボⅩが、 

ＳＴ－４クラスはシビックが巻き返し！ 

エボⅨ、インテグラとの互角の戦いが始まる 
ST-2クラス、ST-4クラスでも開幕戦とは大きく違った状況になった。第２戦でランサー

エボリューションⅩが、４クラスではシビックが優勝。この２車種は昨年苦戦を強いられて

いたのだ。やはり規定変更によるところが大きい。エボⅩは旧型エボIXより100kg近く重く、

これがエボⅨの大きなマージンとなっていたが、今年はエボⅩに対しウィンドウやドアの

材質変更が認められ軽量化に成功。これが影響して第２戦で佐々木孝太組エボⅩが優

勝。鈴鹿で新旧ランエボの互角の戦いが繰り広げられることになった。 

そしてこれはST-4クラスも同じだ。シビックに対してウィンドウ、ドアの材質変更が認め

られ約50kgの軽量化が可能に。これで軽さを売りとしていたインテグラとのパフォーマン

ス差は、一気に詰まることとなった。さらにはここにS2000が久々に加わり、ホンダ３車種

の激戦が展開されることになったのだ。 

 

 

激戦区ＳＴ－３クラスをさらに混沌とさせる最強トリオ、 

５ＺＩＧＥＮ ＮＳＸ吉本大樹／平中克幸／松浦孝亮 
車種のバラエティに富むST-3クラスは、もとより一番の激戦区と言っていい。開幕

戦でBMW・M3が勝てば、第２戦を制したのはフェアエディZ。予選PP（ポール・ポジショ

ン）は開幕戦がNSX、第２戦がRX-7といった状況。もともとの混戦にさらに拍車をかけ

ているのが5ZIGEN NSXの吉本大樹／

平中克幸／松浦孝亮組。３人ともフォー

ミュラ・ニッポン、SUPER GTを経験して

おり実績、実力とも十分。それは開幕戦

の予選PPが証明している。松浦は「こ

れまではクルマにトラブルがあった。それさえなければ優勝できる」と語っ

ており、鈴鹿で台風の目になるのは確実、クラス強豪勢とのバトルに注目

だ。 

 

 

新生鈴鹿ラウンドは２ディ開催。原点回帰の大接戦バトルが始まる！ 
昨年９月からこれまでにない規模の大改修工事が行われ、生まれ変わった

新しい鈴鹿サーキットの下で開催されるシリーズ第３戦。これまでのデータが

そのまま通用するとは言えなくなった。当然ここで問われるのはチームの適応

力と、ドライバーの柔軟性ということになるわけだ。スーパー耐久は今年からス

ケジュールを短縮し、日曜日のうちに予選と決勝レースを行うこととしているが、

例外として鈴鹿サーキットでは、従来どおり予選を土曜日（6月6日）に、決勝

レースを日曜日（6月7日）に行う。それまでの２戦とは異なり、練習走行にも十

分時間が充てられるため、入念にセッティングを進めていく様子も、観戦ポイン

トのひとつになるだろう。 

もうひとつ今年の注目はスポット参戦のチームが増えると予想されていること。シリーズ全戦に参戦するのではなく、それ

ぞれのコースを本拠地とするチームが、レギュラーのチームに胸を借りる、いやむしろ隅々まで知り尽くしたコースに全精力

を傾けることで、大どんでん返しもあるかも！まさにその様子はN1耐久と呼ばれたシリーズ黎明期に多く見られた光景で、さ

ながら原点回帰のようでもある。他では見られない、鈴鹿サーキットならではの、ハイレベルな接戦が展開されそうだ。

ST-2クラス 

ランサーエボリューションⅩ 

ST-4クラス シビック 

5ZIGEN NSX 

5ZIGEN NSXの松浦孝亮／平中克幸／吉本大樹
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イベント情報 

 

 

 

 

コチラレーシング in スーパー耐久 

小学生のみんなはコチラレーシングファンクラブブースに集まれ！
 

■日時：6月6日(土)、7日(日) 

■場所：GPスクエア（「レーシングコース同乗体験」は国際レーシングコース） 

■会員特典：  

 （1）FE-810搭乗体験【6日(土)開催】  

 （2）FE-810レーシングコース同乗体験（先着6名）【7日(日)開催】 

 （3）グリッドキッズ体験（先着3名）【7日(日)開催】 

 （4）ビジョン応援メッセージ体験（先着3名）【7日(日)開催】 

※各体験は6/6（土）ファンクラブブースにて

先着受付となります。 

※当日ファンクラブご入会でお名前と血液型

の刺繍入りキャップ or Tシャツとコチラ

レーシングフラッグをプレゼント！ 

※詳細はファンクラブブースでお問い合わせ

ください。 

『30の夢プロジェクト』とは・・・ 

鈴鹿サーキットのオリジナルキャラ

クター「コチラ」は、1979年に手塚治

虫先生の手により誕生しました。今

年は、「コチラ」の生誕30周年。9月

23日のコチラのお誕生日に向けて、

様々なスペシャルイベントを開催い

たします。 

ⓒTezuka Productions 

※ドライバーは安全上の理由

によりバットではありません。

ご了承ください。 

スーパー耐久オフィシャルステージ 
6月6日（土）・7日（日）の２日間、GPスクエアのスーパー耐久オフィシャルステージでは、ドライバートークショー、

キャンペーンギャルオンステージ、JUICYトーク＆ライブステージなどのイベントを開催いたします。 
 

 
ドライバートークショー 

７日（日） 9:15～9:45 平中克幸 松浦孝亮 吉本大樹 

 9:45～10:25 谷口信輝 柳田真孝 Ｆ・ハイルマン 

  片岡龍也 吉本大樹 Ｊ・アズミ 

キャンペーンギャルオンステージ 
 

スーパー耐久レースを彩る各チームの

キャンペーンガールがそろった華やかなス

テージを開催！ 

6日（土） 13:30～14:00 

7日（日） 14:45～15:30 

 

ＪＵＩＣＹトーク＆ライブステージ 
スーパー耐久イメージガール「JUICY」のオンステージ

を開催。スーパー耐久を彩るイメージガールの笑顔に

癒されてください。 
 

6日（土） 10:15～10:15 13:10～13:30 15:00～15:20

7日（日） 10:30～10:50 14:25～14:45 15:30～15:45

※開催時間、出演者などは変更になる場合がございます。 

★鈴鹿サーキットクイーントーク 

ステージも開催！ 
※開催時間などは現地でご確認ください 
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※ホスピタリティラウンジ、ホスピタリティテラスの詳細は、チケットページをご覧ください。 

ホスピタリティテラスでキャンペーンギャルフォトセッションを開催！ 
ピットビル３階ホスピタリティテラスで、レースに花を添えるキャンペーンギャルのフォトセッションを開催します。 

開催日時：6月7日（日）9:15～9:45 

※ホスピタリティテラスに入場できるパスが必要です 

ホスピタリティラウンジ 

フ ァ ミ リ ー ラ ウ ン ジ 

ホスピタリティテラス 
 

■ホスピタリティラウンジ・ファミリーラウンジへのアップグレード 

 大人（中学生以上） Ｊｒ（3歳～小学生） 

観戦券をお持ちのお客様 ２０，２００円 ５，２００円 

観戦券とパドックパスをお持ちのお客様 １４，２００円 ５，２００円 

観戦券とホスピタリティテラスをお持ちのお客様 １２，２００円 ３，２００円 
※決勝日のお食事をご用意しておりませんので場内使用可能の金券（大人3,000円、Ｊｒ1,000円）をお渡しいたします。 

※ご購入の際には、お持ちの観戦券・パドックパス（大人のみ）と引き換え販売になります。 

 

■ホスピタリティテラスへのアップグレード 

 大人（中学生以上） Ｊｒ（3歳～小学生） 

パドックパスをお持ちのお客様 ２，０００円 ２，０００円 
※ご購入の際には、お持ちのパドックパス（大人のみ）と引き換え販売になります 

 

※6月6日（土）・7日（日）ともゲートオープン時よりＧＰエントランスにて販売いたします。 

アップグレードプラン 

スーパー耐久「スーパー特典」 
■ホスピタリティラウンジにスーパー耐久ドライバーが訪問！撮影会も実施！ 
7日（日）、決勝日のレース前に、スーパー耐久注目ドライバーがピットビル２階ホスピタリティラウンジを特別訪問し

ます。訪問時には撮影会も実施予定。 

※ホスピタリティラウンジに入場できるパスが必要です 
 

開催日時：6月7日（日） 10:00～10:15 TEAM 5ZIGEN 

  10:20～10:35 TEAM TETSUYA 

  10:45～11:00 PETRONAS SYNTIUM TEAM 

※訪問ドライバーは各チーム所属のドライバーを予定しておりますが、スケジュールにより全員の訪問が出来ない

場合がございます。予めご了承ください。 

 

■サービスロードツアーに抽選でご招待 
ホスピタリティラウンジパス購入者への特別特典！新施設サービスロードからのコース見学ツアーに抽選で15名

様をご招待いたします。 
 

開催日時：6月7日（日） （開催時間は午前を予定しております） 

※当選者の発表および詳細は6月6日（土）ラウンジのお部屋でご案内いたします。 

※ホスピタリティラウンジパスを購入されたお客様の特典となります。 
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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 

３，８００円 ７，０００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 

６，０００円 

 

■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 

６月６日（土）予選日 ゆうえんち入園料（1,600円） 

６月７日（日）決勝日 ４，２００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。 

チケット好評販売中！ 
［価格はすべて税込］

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、本レースをご観戦いただます。 

 ・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。 



 

 

- 6/8 - 

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

 

■パドックパス（2日通し券） ※別途観戦券が必要です 

大人（中学生以上） 子ども（3歳～小学生） 

６，０００円 無料 

※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。 

※ホスピタリティラウンジ、ホスピタリティテラスへはご入場いただけません。 
 

■ピットウォーク券 ※別途観戦券が必要です 

 

 

 大人（中学生以上） 子ども（3歳～小学生） 

６月６日（土）予選日 １，６００円 
無料 

６月７日（日）決勝日 １，６００円 

※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：5月31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。 
 

■グリッドウォークパス（スーパー耐久クラススタート進行時のみ有効） ※別途パドックに入場できるパスが必要です。 

大人（中学生以上） 子ども（3歳～小学生） 

３，０００円 無料 

※開催当日現地にて発売となります。前売り販売はございません。  

※販売枚数は400枚限定（土曜日販売200枚・日曜日販売200枚）各日ともゲートオープンより先着順にて販売いたします。  

※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。  

※グリッドへのご入場は6月7日（日）スーパー耐久クラス決勝レーススタート進行時のみ（約15分程度）となります。  

※小学生以下のお子様は保護者の同伴が必要です。  

※グリッド上への脚立の持込はご遠慮下さい。  

※グリッドウォークパスの購入はパドックに入場できるパス（ホスピタリティラウンジ・ホスピタリティーテラス・パドックパス・ゲストパスなど）

をお持ちの方のみとなります。 
 

 

 

 

 

［価格はすべて税込］

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 

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 

１３，０００円 １５，８００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。 

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 

その他にも抽選でビジョン応援メッセージや 

グリッドキッズにも参加できるよ！ 
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［価格はすべて税込］

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)、にもご入場いただけ

るようになりました。 

【ＶＩＰスイート・プレミアム特典】 
 スペシャルランチボックス（決勝日6/7（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） 
 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 
 グリッドウォーク（6月7日（日）スーパー耐久決勝レース
スタート進行時（約15分間）のみとなります。） 

 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：5月31日（日）24:00まで 

※３歳以上有料となります。 

（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スイートのお客様の 

ご利用エリアとなりました。 

ＶＩＰスイート・プレミアム 

ＶＩＰスイート・プレミアム 
＜大人(中学生以上)＞ 

（2日間有効・観戦券込み） 

ＶＩＰスイート・プレミアム
＜子ども(3歳～小学生)＞

（2日間有効・観戦券込み）

２７，０００円 １３，５００円 

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）

２４，０００円 ２４，０００円 ６，０００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
 ホスピタリティテラス入場可（２日間対象） 
 パドック入場可（２日間対象） 

 ピットウォーク（２日間対象） 

 激感エリア入場 

 V2・V1エリア入場 

 スペシャルランチボックス（決勝日6/7（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 

 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：5月31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 
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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 6月6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） 
5月31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/ 

5月31日（日）24:00まで（24時間受付） 

6月6日（土）まで販売（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） 

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）＞ 

８，０００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 

※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：5月31日（日）24:00まで 

※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］


