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　コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐、チケット発売中!”

前売観戦券（7月23日（木）～26日（日）期間中有効） ※料金はすべて税込

※3才～高校生の方は、各日とも遊園地入園料（3才～未就学児／600円・小学生／800円・中高校生／1,600円）で、自由席にてご観戦いただけます。

5,500円 10,000円 20,000円 1,600円
大　人 ペア（大人2名） ファミ得（大人2名+子ども1名）

23,000円
ファミ得（大人2名+子ども2名） 中・高校生（入場のみ）

8,000円 6,000円
V1席

10,000円
A・B・Q・Rエリア

前売指定席券（期間中の土・日有効、別途観戦券必要）

※V2・V1指定席券をお持ちの方は、A・B・Q・Rエリアにも入場できます。
※A・B・Q・Rエリアに席番の指定はありません。
※３才以上のお子様が指定席に入る場合は、指定席券と観戦券又は遊園地入園料が必要となります（A・B・Q・Rエリアのみ高校生以下の方は指定席券は不
要です）。

※自由席・指定席の一部には、団体専用席、メーカー・チーム応援専用席、シーズンシートがあらかじめ区画されている場合があります。ご了承ください。

V2指定席券のご呈示で、Ｖ2席内専用コーナーにご用意したコカ・
コーラ製品を無料でお飲みいただけます。

日時：7月26日（日）決勝レース開催中
※V2指定席券をご呈示いただいた方に限ります。
※コカ・コーラ製品は一部に限定させていただきます。
※ご希望の商品が品切れになる場合もございます。

V2指定席券には、なんと「V2スペシャルランチチケット（1枚）」も
付いてくる！
このランチチケットが利用できるのは、V2席裏にある各人気ショッ
プ。しかもこのチケットでしか食べられない限定メニューなのです！

■観戦席・指定席図

交通教育センター 会場

水浴び
スプラッシュ観戦席

ライダー専用
キャンプ観戦席

V2席の特典が、パワーアップ！！
（グランドスタンド上段席）

目の前に広がるのは、メインストレートコースと新しくなったばかりのピットビル。
最終コーナーから第１コーナー、そしてピットロードまで見渡すことができる。
スタート直前のグリッドや、ピットクルーの緊張感まで伝わってくる！
3基の大型ビジョンで、レースの状況もしっかりチェック。
大型の屋根の下、ゆったりシート＋ドリンクホルダーで、快適観戦！

魅力いっぱい！ 新生V2席

新生V2席

8時間限定、
コカ・コーラ製品飲み放題！

「V2スペシャルランチ」が
付いてくる！

日時：7月24日（金）～26日（日）の、いずれか1日
★メニュー・店舗など詳しくは、6月26日（金）に8tai.comにて発表

8時間限定!!
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家族で遊ぶならコレ!!
※子どもは、3才～高校生となります。

観戦券、A・B・Q・Rエリア席、モートピアパスポート（1日分）がついて

大人2名
＋

子ども1名 円（税込）20,000
大人2名
＋

子ども2名 円（税込）23,000

大人2名
＋

子ども1名 円（税込）33,000
大人2名
＋

子ども2名 円（税込）43,000
観戦券、V2指定席、A・B・Q・Rエリア席、モートピアパスポート（1日分）がついて

前売り
ファミ得チケット

ファミ得チケット（7月23日（木）～26日（日）期間中有効）

※ファミ得チケットは、大人2名＋子ども1名または大人2名＋子ども2名のセットで、観戦券＋A・B・Q・Rエリア席＋モートピアパスポート券（1日分）がついています。

※ファミ得チケットのV2指定席セットは、MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）とローソンチケットのみでの販売となります。

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観戦席を設
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。

※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23日（土）10:00～7月17日（金）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。
※屋外観戦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。

●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・パドック・ピットウォーク入場可（4日間対象）
●スペシャルランチボックス（7/26（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
●A・B・Q・Rエリア入場可
●激感エリア入場可
●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

ホスピタリティラウンジ
<大人向け>

（3日間有効・観戦券込み）

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

【ホスピタリティラウンジ特典】

ホスピタリティラウンジ

45,000円

ファミリーラウンジ
<大人（中学生以上）>
（3日間有効・観戦券込み）

45,000円

ファミリーラウンジJr.
<子ども（3歳～小学生）>
（3日間有効・観戦券込み）

8,000円

写真はイメージです

V2V2指定席セット指定席セットV2指定席セット

A・B・Q・Rエリアエリア席セット席セットA・B・Q・Rエリア席セット
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★お得な観戦チケットつきツアーも開催!
　お問い合わせ：株式会社モビリティランド トラベルセンター…q03-3278-0808

※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。

●ピットウォーク（4日間対象）
●パドック入場可（4日間対象）
●A・B・Q・Rエリア入場可
●激感エリア入場可
●専用プラスチックパス
※Jr.には特典は付きません。

ホスピタリティテラス
<大人（中学生以上）>

（4日間有効・別途観戦券必要）

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

【ホスピタリティテラス特典】

ホスピタリティテラス

32,000円

ホスピタリティテラスJr.
<子ども（3歳～小学生）>
（4日間有効・別途観戦券必要）

2,000円

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屋外観戦席をご用意しております。

写真はイメージです

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）からお申込みください。
　●受付期間／7月17日（金）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スイートのお客様のご利用エリアとなりました。

●スペシャルランチボックス（7/25（土）・26（日）の2日間のみ）
●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
●ホスピタリティテラス・パドック・ピットウォーク入場可（4日間対象）
●ホスピタリティラウンジ・VIPテラス入場可（3日間対象）
●記念品

VIPスイート・プレミアム
（3日間有効・観戦券込み・3歳以上共通料金）

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

【VIPスイート・プレミアム特典】

VIPスイート・プレミアム

62,000円

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。

写真はイメージです

◆先着200名様限定とさせていただきます。
◆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

◆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（8耐ヤ
ング割0円キャンペーン併用可 ※18～22歳に限ります）。

Lady's限定 ホスピタリティテラスプラン
1名様／16,000円（観戦券別）
★通常の特典にプラスして、
　Lady'sテラスがご利用いただけます。 

※詳細は、P10を参照ください。
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ピットウォーク券（7月23日（木）～26日（日）、別途観戦券必要）
※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／7月17日（金）24:00まで
※前売りピットウォーク券が完売の場合、当日ピットウォーク券の販売はございません。
※販売場所／ピットウォークチケットBOX2,000円 無料

大人（中学生以上） 3才～小学生

特製カード型パドックパス限定販売（7月23日（木）～26日（日）期間中有効、別途観戦券必要）
鈴鹿サーキットロゴ入りストラップがセットになった特製プラスチックパスを限定販売します。

1ピットウォークにご参加いただけます。
2A・B・Q・Rエリア席でもご観戦いただけます。
3激感エリアにもご入場いただけます。
●鈴鹿サーキットオリジナルストラップ（非売品）付き。

※3才～小学生のパドックパスJr.は、特製カード型ではありません。15,000円 1,500円
パドックパス／中学生以上 パドックパスJr.／3才～小学生

限定販売

前売販売

パドックパス
購入特典

※募集期間内でも販売台数が完売した時点で予約を終了いたします。
※お申し込みの方に確認書をお送りいたします、ご案内にしたがって、代金をお振込みください。
※振込み手数料は、お客様でご負担ください。
※ご来場の際にはお申し込み確認後、郵送いたします確認書と振込みの控えをお持ちください（２台で、ご到着が別の場合、確認書と振込み控えを、おのおのお持ちください）。
受付で枠番号の駐車券を発行いたしますので、入退場の時はダッシュボードにお示しください。駐車は指定の枠番号にお停めください。
※本駐車券でのクアガーデン、レストランのご利用特典は受けられま
せん。ご了承ください。
※転売・権利の譲渡等を目的としたお申し込みは固くお断りいたします。
※予約駐車場は、7月24日（金）午前７時にオープン予定しています。さら
に早いご到着の方は仮駐車スペースでお待ちいただく場合があります。
※ご来場後車両ナンバーが変っての再入場は、そのつど係員にお申
し付けください。駐車券のナンバーを変更し、再発行いたします。
※お連れ様と隣同士の駐車枠のご希望にはそいかねます。ご了承ください。
※車椅子ご利用の方もお申し込みいただけますが、駐車枠は5ｍ×2.5
ｍとなります。なお当日受付の車椅子駐車場は、別途正面ゲート近く
にあります。
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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

■鈴鹿サーキット電話通信販売 10：00～16：00／7月17日（金）までq059-378-1100

■チケットサービス

■MOBILITY STATION [http://mls.mobilityland.co.jp/] 7月17日（金）24:00まで（24時間受付）

■プレイガイド・コンビニエンスストア 7月25日（土）まで

10：00～17：00／7月25日（土）まで

チケットに関するお問い合わせ：

券種によってお取り扱いのない窓口もございます。

（一部販売期間が異なる店舗がございます）

鈴鹿サーキットレースチケットセンター　q059-378-1111（代）

お問い合わせ

興行の成立・
払い戻しについて

●電子チケットぴあ　●セブン－イレブンネット　●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。

●決勝日のメインレース(8耐)がスタートした時点をもって本興行は成立となります。
●興行が不成立の場合は、所定の条件で払い戻しをいたします。
●前売券は決勝日の興行が不成立の場合のみ払い戻しの対象となり、木曜日・金曜日・土曜日の興行が不成立の場合は、払い
戻しの対象にはなりません。
●ご購入いただいたチケットは、払い戻し・変更等、事情の如何に関わらず再発行はいたしかねます。

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.mobilityland.co.jp/にアクセス！

※6月22日（月）～24日（水）は休業

※6月22日（月）～24日（水）は休業＜通信販売専用電話＞

MUFGカード、MUFGカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレスカード、DCカード、UFJカード、NICOS各会員様用
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公共交通機関

近　

鉄
京都駅（八木駅のりかえ）

平田町駅

白 子 駅難 　 波 　 駅

難 　 波　駅

名 古 屋 駅

名 古 屋 駅
鈴鹿サーキット
稲 生 駅

津　

駅

１時間１０分 タクシー１０分

快速「みえ」で４５分

１時間3０分
近鉄線（特急）

５０分 近鉄線（特急）

JR経由
伊勢鉄道

徒歩２０分

２０分
伊勢鉄道

タクシー１０分
バス１５分

３.５km

１.３km

６.２km

４０分（特急）

１時間４０分（特急）

２時間（特急）

鈴
鹿
サ
ー
キ
ッ
ト

■お車をご利用の場合

※鈴鹿ICは混雑する場合があります。事前情報をご確認の上、ご来場ください。

◎名古屋から約50km。東名阪自動車道「鈴鹿IC」より約13km。
　伊勢湾岸道「みえ川越IC」より国道23号経由で約32km。
　国道23号線「サーキット道路入口」（寺家五丁目交差点）にて右折。
◎大阪から約150km。名阪国道「関IC」から県道144号線経由で約16km。
　名神高速道路から新名神高速道路「亀山IC」、「亀山スマートIC」から、県道144号線経由で約18km。

道路案内図

関I.C.
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「8tai.com」
鈴鹿8耐の最新情報はここでチェック!
今年の鈴鹿8耐は、まず「www.8tai.com」にアクセス！
8耐フリークから8耐初心者まで役立つ情報いっぱい!
もちろんレースやイベントの最新情報も盛りだくさんです。




