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最新情報 
 

 

ＳＵＰＥＲ ＧＴ戦国バトル勃発！！！ 

ＨＳＶ－０１０ ＧＴ、ＧＴ－Ｒ、ＳＣ４３０戦力拮抗！ 

選ばれし者たちのハイスピードバトルが幕を開ける！！ 
 

 
 

国内GTレースの頂点に君臨するSUPER GTシリーズが2010年、新しい時代に突入する。Hondaが満を持して

ニューマシンHSV-010 GTをシリーズに投入。ニッサンGT-Rが新エンジンを搭載して参戦してきたのだ。これでレクサス

のSC430を加え、3メーカーがフロントエンジンリア駆動のFR方式、V型8気筒3400ccエンジンのSUPER GT規定投入に

合致。同じ条件のもとに雌雄を決することになった。 

開幕前に行われた一連の合同テストではSC430、GT-R、HSV-010が日替わりでトップタイムを記録するなど、まさに

3メーカーの力が拮抗。しかも早々に驚異的な1分51秒台に突入。昨年の鈴鹿第2戦で記録した予選PP(ポール・

ポジション)タイム1分53秒487を大きく上回る速さだった。鈴鹿サーキットでの今季開幕戦は誰が勝ってもおかしくない

状況。しかもそれが未知の領域でのハイスピードで争われるのだ、今季SUPER GT開幕戦は、日本はもちろんのこと、

まさに世界が注目する1戦となる。 

 

 

2010/3/17 配信

HSV-010 GT-R SC430 

2009年第2戦のスタートシーン 

開催概要 
■大会名称：2010 AUTOBACS SUPER GT Round1 SUZUKA GT300km 

■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) ／ 社団法人日本自動車連盟(JAF)  

■認 定：株式会社 GTアソシエイション 

■併催レース：ホンダ エキサイティングカップ ワンメイクレース 2010～シビック・インターシリーズ／西日本シリーズ～第1戦 
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脇阪寿一組 ｖｓ 伊藤大輔組（ＳＣ４３０）  エース本山哲組に松田次生が挑む（ＧＴ－Ｒ） 

最速チーム小暮卓史組に若さで挑む伊沢拓也＆山本尚貴（ＨＳＶ－０１０） 

ライバル対決と同時に陣営内のバトルにも注目！！ 
 

鈴鹿開幕戦で注目されるのは、やはり

昨年のチャンピオンSC430の脇阪寿一／A・

ロッテラー組(PETRONAS TOM'S SC430)だ。

同じくSC430の伊藤大輔／B・ビルドハイム組

(ENEOS SC430)とともにテストでは終始トップ

タイム争いを展開していたほど。GT-R勢では

一昨年のチャンピオン本山哲／B・トレルイエ

組(MOTUL AUTECH GT-R)が健在で、今年

もタイトル争いに加わりそうな勢いだが、同じ

GT-R勢で存在感を見せつけたのが松田次生

／R・クインタレッリ組(カルソニック IMPUL GT-R)だ。闘将星野一義監督の元で気迫の走りを見せる松田次生が、移籍して

きたクインタレッリを引っ張る形で好タイムを連発。チームIMPULに加わって今年で5年目、松田にとってはチャンピオンを

狙う年と言っていいだろう。 

そして開幕直前となった3月の鈴鹿合同テストではHSV-010の

小暮卓史／L・デュバル組(ウイダー HSV-010)がトップタイムを

マークだ。Hondaの秘密兵器ともいえるHSV-010がいよいよ本領

発揮だ。5台が参戦するHSV-010勢の中で小暮組とともに注目な

のが若手コンビの伊沢拓也／山本尚貴組(RAYBRIG HSV-010)。

伊沢が3年目、そして山本はルーキーながらHonda勢の中では

も勢いがあり、開幕戦で周囲が驚く速さを見せるかもしれない。

同じ陣営内での、そしてライバルとのバトル。今年のSUPER GTは

まさに目の離せない対決が続きそうだ。 

 

新チーム、海外チームも参戦。 

２５台がエントリーのＧＴ３００クラスは今年も大激戦、大混戦必至！ 
 

 

 

 

 

 

多彩な車種が参戦し、毎年タイトル争いが僅差のまま 終戦までもつれ込むのがGT300クラスだ。レクサスIS350、

RX-7、フェラーリ、ガライヤ、紫電、フェアレディZ、ポルシェ、ランボルギーニなどがトップ争いを展開してきたが、その

混戦にさらに拍車をかけるのが新たなチャレンジャーだ。 

まずはマレーシアの新チームが参戦予定で、国内からはベテラン松田秀士と昨年、一昨年と紫電をドライブしてタイトル争い

を繰り広げた吉本大樹の強力コンビがステアリングを握るアストンマーティンが参戦する。すでに合同テストでクラス4番手

タイムをマークするなど、その実力の一端を披露しており、開幕戦鈴鹿から上位に食い込んできそうだ。 

そして直前の合同テストで速さを見せたのが、吉本が昨年まで在籍し、

06年、07年と２年連続チャンピオンチームと同ポイントを獲得しながら、

上位入賞回数の差で無念の涙をのんだ紫電。これまでチームをけん引

してきた加藤寛規の速さは健在で、開幕ダッシュを狙っている。 

この紫電に続いたのが昨年のチャンピオン、IS350の織戸学／片岡

龍也組、フェラーリF430の田中哲也／平中克幸組。やはり今シーズンも

大混戦となるのは確実。GT500にも勝る激戦が鈴鹿からスタートする。 

ガライヤ レクサスIS350 フェラーリF430 紫電 RX-7 

アストンマーティン（左）と吉本大樹 

SC430勢、脇阪寿一(左)と伊藤大輔 GR-R勢、本山哲(左)と松田次生 

HSV-010勢、左から小暮卓史、伊沢拓也、山本尚貴 
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イベント情報 

「キッズエンジョイスペース」がＧＰスクエアに登場！ 
GPスクエアにキッズ向けスペースが登場！ファミリーの拠点として、学習をテーマに様々な

イベントを開催いたします。当日はコチラレーシングファンクラブ入会も行います。会員にな

れば、バットのFE810でコースを走れるチャンスやパドック見学ツアーなどに参加できるか

も！？さらにはコチラファミリーも登場予定！家族みんなで「SUZUKA GT300km」を楽しも

う！！ ※写真はイメージです 

激感スカイデッキ 
コースサイドに設置されたスカイデッキにご乗車いただき、上空10m～20mの高さから、まさに未体験

ビューの世界をお楽しみいただけます！ 

※ご利用はパドックへ入場可能なパスをお持ちの方が対象となります。 

■日時： 3月20日（土）予選日 9：00（GT公式練習）～16：25（GTノックアウト予選） 

 3月21日（日）決勝日 8：30（GTフリー走行）～16：00（GT決勝（チェッカーまで）） 

■受付： パドック内センターハウス2階インフォメーション受付カウンター 

■料金： 500円/1名・1回（約15分程度） 激感スカイデッキ 

キッズウォークがビックになって楽しさＵＰ！ 

ＧＴキッズウォーク 
ピットウォークは混雑していて子供と一緒は心配という家族連れに朗報！

SUPER GTではもうおなじみの、お子様連れの方のみが参加できるGTキッズ

ウォークが、3月20日（土）の全セッション終了後に行われます。さらにはピッ

ト周辺ではオフィシャル活動の実演、マーシャルカー展示、ドクターヘリ見学

会など、体験と学習をキーワードに魅力的なイベントを多数開催いたします。 
 

■開催日時：3月20日（土） 16：55～17：40 

■開催場所：ピットロード・ホームストレート上 

■対 象：中学生以下のお子様と保護者の方 

■料 金：無料 

※時間が終了しましたら、係員の誘導に従い速やかにご退場をお願いいたします。 

※大人のみのご入場はできません。 

2009年ケーヒン鈴鹿2&4レースでの

キッズウォークの様子 

フリー走行前の緊迫したピットの雰囲気を体験できるチャンス！SUPER GTの公開車検も見学できるぞ！ 

ＯＰＥＮ ＰＩＴ（公開車検） 
走行前の緊迫したピット内の状況と、SUPER GT車両がピット内で受ける公開

車検をピットレーンから見学できます（ピットウォーク形式）。OPEN PITへの

参加は、パドックに入場可能なパスをお持ちの方限定です。 
 

■開催日時：3月20日（土） 7:40～8:20 

■開催場所：ピットロード 

■対 象：パドックに入場可能なパスをお持ちの方 

■料 金：無料 

※イベント内容、時間等は変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

2009年ケーヒン鈴鹿2&4レースでの

公開車検の様子 
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シーズン幕開けを告げる２０１０ ＳＵＰＥＲ ＧＴ開幕前夕祭「Ｔｗｉｌｉｇｈｔ ｐａｒｔｙ」を開催！ 
 

2010年シーズン幕開けを告げるイベント「2010 SUPER GT開幕前夕祭

『Twilight party』」を3月20日（土）に開催。Twilight partyではトークショーを

はじめとして、シーズン幕開けにふさわしい様々なイベントを開催予定！ 

 

■日 時：3月20日（土） 18：00～19：00 

■場 所：国際レーシングコース・グランドスタンド前 

 

 

 

【ＳＵＰＥＲ ＧＴドライバートークショー】 

2010 SUPER GT開幕戦鈴鹿の決勝レースを間近に控えたドラ

イバーの生の声が聞けちゃう！ 緊張感もひとしおの開幕レー

ス直前だから、いつもとは違ったトークが聞けちゃうかも。 

■ドライバートークショー出演予定 

◆小暮卓史選手（GT500クラス ウイダー ホンダ レーシング） 

◆松田次生選手（GT500クラス TEAM IMPUL） 

◆平手晃平選手（GT500クラス LEXUS TEAM SARD） 
 

 

 

【ＳＵＺＵＫＡ ＧＴ３００ｋｍ ＆ シリーズ大予想！】 

SUPER GTの解説でおなじみのモータースポーツジャーナリスト高橋二朗氏を迎えての

開幕戦鈴鹿＆2010シリーズ大予想。SUPER GTを知り尽くした高橋さんだからこその鋭い

予想が期待されます。どんな開幕戦とシリーズ展望が飛び出すかこうご期待！ 

 

 

 

 

 

 

【鈴鹿サーキットクイーン３２期生お披露目式】 

この度、新たに鈴鹿サーキットクイーンに選ばれた32期生と、今年で2年目を

迎える31期生、そして、SUZUKA GT300kmで鈴鹿サーキットクイーンの活動

を終える30期生、新旧の鈴鹿サーキットクイーンが勢ぞろいして、32期生の

お披露目を行います。 

※写真はイメージです 

小暮卓史選手 平手晃平選手 

高橋二朗氏 

※イベント内容、時間等は変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

松田次生選手 

2009年のサーキットクイーン新旧交代

式の様子 
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VIPスイートプレミアム、ホスピタリティラウンジ限定イベント 

サーキットサファリ＆サービスロードツアー 
SUPER GTマシンが走る鈴鹿サーキット国際レーシングコースに、バスに乗って

コースインする「サーキットサファリ」。通常は緊急車両などの通路として使用され

るサービスロードを見学する「サービスロードツアー」。マシンを間近で感じること

ができるイベントをVIPスイート・プレミアム、ホスピタリティラウンジご購入の方限

定で開催いたします。 

※VIPスイート・プレミアム、ホスピタリティラウンジご購入の方の中から抽選でご参加いただけます。 

2010 SUPER GTシリーズを占う重要な開幕戦を制するのはどのチームだ！ 

優勝当てクイズ 
3月21日（日）に行われる「2010 AUTOBACS SUPER GT Round1 SUZUKA GT300km」決勝レースの優勝者 

（GT500／GT300）を予想してください。見事正解された方の中から抽選で豪華プレゼントが当たります。 

 

■応募用紙設置場所： GPエントランス（レース場入場ゲート）／センターハウス2Fインフォメーション 

 ※事前にホームページからのダウンロードも可能です 

■応 募 期 間： 3月20日(土)のゲートオープンから、3月21日(日) 14:00までご応募できます。 

■投 函 場 所： GPエントランス（レース場入場ゲート）付近／センターハウス2Fインフォメーション 

 ※3月21日(日) 14:00まで設置 

■賞 品： 1. 2010年 SUPER GT Round6 ホスピタリティラウンジパス（観戦券付） 1組2名様 

 2. 2010年 SUPER GT Round6 ペアチケット+パドックパス 5組10名様 

 3. 2010年 SUPER GT Round1 優勝ドライバーサイン入りグッズ 10名様 

■当 選 発 表： 当選者は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。  

 ※投函 BOXにご応募いただいた正解者の中から抽選いたします。 

 ※会場にお越しになられない方のご応募はできません。 

過去のサーキットサファリの様子

※イベント内容、時間等は変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

決勝レースの表彰式が終わっても楽しみはまだまだ終わらない！ 

優勝ドライバー記者会見映像 
メディア関係者しか入れないレース後の記者会見では、各クラス優勝チームの

ドライバーが記者の質問に応えてレースを振り返る。この記者会見の模様を

サーキットビジョンで放送！ 

 
※写真はイメージです 

レース終了後の表彰式をメインストレートから祝福しよう！ 

メインストレート開放 
「2010 AUTOBACS SUPER GT Round1 SUZUKA GT300km」決勝レース終了

後、グランドスタンド前のゲートをオープンしメインストレートを開放！みんな

で感動の表彰式を体感しよう！ 

 

■日時：3月21日（日） 決勝レース終了後  

※メインストレートへのご入場は表彰式の準備が整ってからとなります。 
※写真はイメージです 



 

- 6/13 - 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※イベント内容、時間等は変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

※イベントの 新情報は鈴鹿サーキットホームページをご覧ください。 

SKE48のメンバーがはじめて国歌斉唱に挑戦！ 
 

名古屋に拠点を置く地元人気アイドルグループ「SKE48」が鈴鹿

サーキットモータースポーツ応援団に就任！SUZUKA GT300kmで

は、SKE48のメンバーがはじめて国歌斉唱に挑戦し、レースに挑む

チーム、そして来場いただいた全てのみなさまを応援します！ 

 

 

■国歌斉唱メンバー：出口陽さん、佐藤実絵子さん、古川愛李さん(予定) 

■日 時：3月21日(日) 13:55頃(予定) 

 

左から出口陽さん、佐藤実絵子さん、古川愛李さん

ＳＫＥ４８参加イベント 

ＳＫＥ４８ on Air～こちら鈴鹿放送室デス～ 
初めて見るGTレースのドキドキ感とワクワク感を彼女たちの視点からトーク！ SKE48のメンバーが、

挑戦するみんなへ鈴鹿サーキット放送室から応援エールを送ります。 

■日時：3月21日（日） ピットウォーク時間帯 

熱い応援メッセージを各チームやドライバーに送ろう！ 

応援メッセージ大募集！ 
応募いただいたメッセージの一部をサーキットビジョンなどでご紹介いたします。さらには応援メッセージをいただい

たお客様の中から、栄えある“ベスト・オブ・メッセンジャー”に選ばれた方は、応援メッセージを書いていただいた

チームへの「特別ピット訪問権」をプレゼント！皆様からの熱いメッセージをお待ちしております。 

 

■お申込み方法：ホームページよりお申込みください。 

■お申込み期間：3月18日（木）16:00まで 

 

ここに来ればすべてわかる！  

イベントインフォメーションブース 
イベントインフォメーションブースは、場内で行われるイベントのご案内を初め、各

イベントの参加受付、リザルト情報など、様々な情報の総合案内所としての機能を

持ったスペースです。鈴鹿サーキットに来たら、まずはイベントインフォメーション

ブースへ行こう！ 
 

■イベントインフォメーションブース設置場所 

●GPレセプション   ●グランドスタンド手前（1コーナー側・ 終コーナー側）   ●センターハウス2階 

※写真はイメージです 
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※3月21日(日)決勝日のピットウォーク券完売いたしました。 

※カップルシートは完売いたしました。 

 

■前売券 

観戦券（2日間有効） 

※3月19日（金）も入場可 エリア指定券付き観戦券 
（観戦は２日間有効・エリア指定席は決勝日のみ有効） 

指定席券 
（決勝日のみ有効） 

※別途観戦券が必要です大人 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 B・Qエリアセット Ｖ２席 

５，５００円 １０，０００円 １，６００円 ６，０００円 ３，５００円 
 

■当日券 

 
観戦券 

指定席券 

※別途観戦券が必要です 
エリア指定券 

※別途観戦券が必要です

大人 中・高校生 Ｖ２席 B・Qエリア 

3月20日（土）予選日 ゆうえんち入園料（1,600円） ―― ―― 

3月21日（日）決勝日 ６，５００円 １，６００円 ４，０００円 １，５００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  

※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－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・エリア指定券は決勝日のみ有効です。   

※高校生以下の方は、B・Qエリアへ無料でご入場いただけます。  

※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。  

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

 

■前売観戦券 ファミ得チケット（2日間有効・エリアおよび指定席は決勝日のみ有効） 

 

ファミ得チケット 

大人2名＋子ども（3歳～高校生）１名 大人2名＋子ども（3歳～高校生）２名 
ゆうえんちモートピア パスポート付 

観戦券＋B・Qエリアセット １４，０００円 １６，８００円 

観戦券＋V2指定席セット ２０，０００円 ２５，６００円 
 

※V2指定席セットはMOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からご購入いただけます。 

 

■カップルシート（大人2名<男女カップル>セット・V2指定席上段付き・2日間有効） 

カップルシートは完売いたしました 

カップルシート 

ゆうえんちモートピア パスポート付 

１８，０００円 
 

★B・Qエリア席入場可 

★ランチクーポン付＜ご利用日時 3月20日（土）・21（日） 10：00～15：00 いずれか1回＞  

★カップルシートオリジナルタンブラープレゼント！ 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からご購入いただけます。 

チケット好評発売中！ 
［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は、本レースをご観戦いただけません。 

●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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■ファンシート（2日間有効・指定席は決勝日のみ有効観戦券＋Ｖ１指定席セット） 

SUZUKA GT300kmのV1席は全面応援席化！お気に入りのメーカーをみんなで一緒に応援しよう。みんなの声援が

ひとつになれば、きっとドライバーにも届くはず。白熱のピットを前にファン同士一丸となって盛り上がろう！ 
 

※V1席は席番指定席となります。 

※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、お申し込みください。 

 

Ｈｏｎｄａファンシート 
Hondaオリジナルの応援グッズで熱い声援を送ろう！マフラータオル＆携帯電話用ステッカープレゼント！ 

Ｈｏｎｄａファンシート 
（観戦券＋Ｖ１指定席セット） 

大人 子ども（3歳～高校生） 

ゆうえんちモートピア パスポート付 入場のみ 

６，５００円 ２，６００円 
 

※グッズの引き換えは決勝日のみとなります。 

※グッズは変更となる場合がございます。 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）から 

ご購入いただけます。 

 

 

 

ＬＥＸＵＳファンシート 
LEXUSファンシート（限定1,000名様）ご購入の方にLEXUSキャップ＆応援小旗をプレゼント！ 

ＬＥＸＵＳファンシート 
（観戦券＋Ｖ１指定席セット） 

大人 子ども（3歳～高校生） 

ゆうえんちモートピア パスポート付 入場のみ 

６，５００円 ２，６００円 
 

※グッズの引き換えは決勝日のみとなります。 

※グッズは変更となる場合がございます。 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からご購入いただけます。 

 

 

 

 

ＳＵＢＡＲＵファンシート 
SUBARUオリジナルの応援グッズで熱い声援を送ろう！Proud Of BOXERグッズプレゼント！ 

ＳＵＢＡＲＵファンシート 
（観戦券＋Ｖ１指定席セット） 

大人 子ども（3歳～高校生） 

ゆうえんちモートピア パスポート付 入場のみ 

６，５００円 ２，６００円 
  

※グッズの引き換えは決勝日のみとなります。 

※グッズは変更となる場合がございます。 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）から 

ご購入いただけます。 
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～最上級のレース観戦～ 

■ＶＩＰスイート・プレミアム（2日間有効） 

グランドスタンド上部からゆったり観戦できる屋内と迫力を堪能できる屋根付き屋外スペースが用意されています。 

ＶＩＰスイート・プレミアム 
（観戦券込み・３歳以上共通料金） 

ゆうえんちモートピア パスポート付 

４７，０００円 
 

★グリッドウォーク開催！ 
VIPスイート・プレミアムご購入のお客様、皆様がご参加いただけます。  

 

★サーキットサファリ体験（40名様）・サービスロードツアー体験（5名様）抽選でご招待！ 
VIPスイート・プレミアムご購入のお客様の中から抽選となります。  

※当選者の発表は、各参加券の発送をもって代えさせていただきます。 
 

★ご観戦エリア 
VIPスイート（3階・4階・5階 ※全席指定席）・ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階）・ホスピタリティテラス（ピットビル3階） 

 

★特典 
●スペシャルランチボックス（決勝日 3月21日（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） 

●公開車検見学 

●パドック入場可（2日間対象） 

●ホスピタリティラウンジ入場可 

●ホスピタリティテラス入場可 

●VIPテラス入場可 

●B・Qエリア入場可 

●激感エリア入場可 

●グリッドウォーク（3月21日（日）SUPER GT 第1戦鈴鹿GT300ｋｍ決勝レース前のみ ）  

●記念品  

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からご購入いただけます。 

※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。   

※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。）  

※レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートはレース開催日（土・日）のいずれか1日有効となります。  

※駐車券は1名様～4名様までのお申込につき、1台分となります。尚、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。  

※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。  

※お申し込み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（4階・5階）への飲食物のお持込みはご遠慮ください。  

※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。   

 

VIPスイート 
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～ハイグレードな観戦スタイル～ 

■ホスピタリティラウンジ（2日間有効） 

ピットビル2階の室内観戦エリア。ピットレーンに張り出した屋外テラス席でのご観戦も楽しめます。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 
＜大人（中学生以上）＞ 

（観戦券込み） 

ゆうえんちモートピア パスポート付 

４０，０００円 
 

★ご観戦エリア 
ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階） 

 

★特典 
●スペシャルランチボックス（決勝日 3月21日（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 

●公開車検見学 

●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） 

 

 

 

 

 

●B・Qエリア入場可 

●激感エリア入場可 

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

 

■ファミリーラウンジ（2日間有効） 

ホスピタリティラウンジのファミリー専用エリアでゆっくりレースを楽しもう！ 

ファミリーラウンジ 
＜大人(中学生以上)＞ 

（観戦券込み） 

ファミリーラウンジJr 
＜子ども(3歳～小学生)＞ 

（観戦券込み） 
ゆうえんちモートピア パスポート付 入場のみ 

４０，０００円 ８，０００円 
 

★ご観戦エリア 
ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階） 

 

★特典 
●スペシャルランチボックス（決勝日 3月21日（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） ※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 

●Jr.パスはコチラレーシングパスケース付 

●公開車検見学 

●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） 

●B・Qエリア指定席入場可 

●激感エリア入場可 

●レースリザルトサービス（ブース内設置）  

●ファミリーバックヤードツアー（サーキットの裏側を覗いてみよう）

※当日受付（定員になり次第受付終了いたします） 

●「GT王になろう」冊子配布 

 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からご購入いただけます。 

※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だけでのご利用は出来ません。 

※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。  

※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。  

※レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートはレース開催日（土・日）のいずれか1日有効となります。  

※お申し込み後のキャンセルは一切できません。  

※子ども料金には専用エリア駐車券、大会公式プログラム・ゆうえんちモートピアパスポートは付きません。  

※室内へ飲食物のお持ち込みは出来ませんので予めご了承ください。  

※屋外観戦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出来ません。  

※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、ファミリーラウンジパスとあわせてご提示が必要に

なります。 

ホスピタリティラウンジ 
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■ホスピタリティテラス（2日間有効） 

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。 

※今年より観戦券込の料金になりました。 

ホスピタリティテラス 
＜大人（中学生以上）＞ 

（観戦券込み） 

ホスピタリティテラスJr 
＜子ども（3歳～小学生）＞ 

（観戦券込み） 

ゆうえんちモートピア パスポート付 入場のみ 

２３，５００円 ２，８００円 
 

★ご観戦エリア 
ホスピタリティテラス（ピットビル3階） 

 

★特典 
●レース観戦券込パス 

（ゆうえんちモートピアパスポート付）※Jrにはつきません  

●パドック入場可（2日間対象）  

●ピットウォーク（2日間対象） 

●公開車検見学 

●B・Qエリア指定席入場可 

●激感エリア入場可 

●Jr.パスはコチラレーシングパスケース付 

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

 

※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。  

※レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートはレース開催日（土・日）のいずれか1日有効 

となります。  

※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。 

 

 

■パノラマルーム 

パノラマルームはグランドスタンド 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コースを廻る観戦のベースキャンプにも、またお子様連れの

ご家族にもおすすめです。 

パノラマルーム 
（1室料金） 

別途観戦券必要 

4名様（プラスお子様2名様）まで利用可 

４０，０００円 
 

★ご観戦エリア 
パノラマルーム（グランドスタンド 上段のプライベート空間） 

 

★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 

●冷暖房完備 

●居室面積9.9㎡（全室禁煙）  
 

★特典 
●ピットウォーク券付き 

 
※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からご購入いただけます。 

 

パノラマルーム 

ホスピタリティテラス 
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■パドックパス（2日間有効） 

パドックでドライバー、キャンペーンギャルに身近に会えたり、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。 

パドックパス 
＜大人（中学生以上）＞ 

別途観戦券必要 

パドックパスJr 
＜子ども（3歳～小学生）＞ 

別途観戦券必要 

１０，０００円 １，５００円 
 

★ご入場エリア 
パドック／ピットウォーク／激感エリア 

 

★特典 
●特製カード型パドックパス枚数限定販売！ 

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 

パドックパスを限定販売します。 

・パドックパスのカードフェイスは、公式ポスターをイメージしたデザイン。  

・鈴鹿サーキットオリジナルストラップ（非売品）つき。  

・パドックパスにはシリアルナンバーがついています。  

※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。 

※パドックパスJrは特製カード型パドックパスではありません。 

 

※ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階）、ホスピタリティテラス(ピットビル3階)へご入場いただけません。 

※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。 

 

 
 

■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。 

3月21日(日)決勝日のピットウォーク券は完売いたしました 

 
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月20日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

3月21日（日）決勝日 ２，０００円 
※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は販売いたしません。 

※ピットウォーク時に、脚立のお持込はご遠慮ください。 

 

★ピットウォーク開催日時 
3月20日(土) 11:55～12:55 

3月21日(日) 11:10～12:20 

 

 

 

 

 

※写真はイメージです 

激感エリアの様子 
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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

■鈴鹿サーキットレースチケットセンター 3月20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14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/ 
※前売観戦券は、クレジットカードでの事前精算、チケット現地渡しにて3月19日（金）16：00まで受付いたします。

３月２０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） 

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！ 


