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大 迫 力 の 

スタートシーン ×２ 
大接戦

バ ト ル ×２ 
感 動 の 

ゴールシーン ×２ 
最終戦鈴鹿ラウンドはスプリント２レース 
 

いよいよ2010フォーミュラ・ニッポンも最終戦を迎えることになった。2年ぶりに国内最高峰の舞台に復帰したJP・デ・

オリベイラ（Mobil1 TEAM IMPUL）が第２戦で優勝を飾れば、第3戦では若手の平手晃平（Mobil1 TEAM IMPUL）が、第5戦

も若手の大嶋和也（PETRONAS TEAM TOM'S）が優勝するなど、今年も数々のドラマを生んだフォーミュラ・ニッポン。

だがその最後にシーズン最大のドラマが生まれようとしている。鈴鹿サーキットで行われる最後の戦いは2レース制で

争われるのだ。レース1（20周）、レース2（28周）ともに独立した戦いでそれぞれにポイントが与えられ、さらにはそれぞれ

の優勝者にボーナスポイント3ポイントが与えられるため、チャンピオン争いも

最後の最後まで分からない状況。走る選手たちはもちろん、観る側も一瞬た

りとも気の抜けないラストラウンドとなりそうだ。 

 

ＪＰ・デ・オリベイラ、Ａ・ロッテラー、小暮卓史ら６人 

が獲得の権利を残して鈴鹿に乗り込んでくる！ 

チャンピオン争いは最後の最後、レース２ 

最終ラップまでもつれ込みそうな大接戦！ 
 

今年のフォーミュラ・ニッポン、シリーズチャンピオン争いはこれまでに

ない大接戦となり、最終鈴鹿ラウンドで決着することになった。開幕戦鈴

鹿で優勝を飾り、その後も上位入賞を重ねポイントランクトップに立って

いた小暮卓史（NAKAJIMA RACING）が第6戦でまさかのリタイア。この

レースを制したのはA・ロッテラー（PETRONAS TEAM TOM'S）で今季初

優勝。 

この結果開幕戦か

ら小暮卓史、JP・デ・

オ リ ベ イ ラ （ Mobil1 

TEAM IMPUL）、平手晃平（Mobil1 

TEAM IMPUL ） 、 L ・ デ ュ バ ル

（DOCOMO TEAM DANDELION 

RACING）、大嶋和也（PETRONAS 

TEAM TOM'S）、そしてＡ・ロッテ

ラーと、6戦して6人のウィナーを出す大混戦。チャンピオン争いもロッテラーとオリ

ベイラが36ポイントの同点トップ。小暮卓史が5ポイント差の31、L・デュバルが8ポイ

ント差の28ポイントで続き、平手晃平（24ポイント）、大嶋和也（21ポイント）まで、なんと

6人もがタイトル獲得の可能性を残して鈴鹿に乗り込んでくることになったのだ。 

 

 

      

2010/10/24 配信

11/6 SAT. ・ 7 SUN. 
予選 決勝 

２０１０年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン最終戦

JP・デ・オリベイラ Ａ・ロッテラー 小暮卓史 

L・デュバル 平手晃平 大嶋和也 

ドライバーズランキング 
Pos. ドライバー ポイント 

1 JP・デ・オリベイラ 36 

2 A・ロッテラー 36 

3 小暮 卓史 31 

4 L・デュバル 28 

5 平手 晃平 24 

6 大嶋 和也 21 

7 山本 尚貴(R) 17 

8 石浦 宏明 15 

9 塚越 広大 9 

10 K・コッツォリーノ(R) 8 

11 伊沢 拓也 7 

12 平中 克幸 4 

13 井口 卓人(R) 3 

14 松田 次生 1 

- 井出 有治 0 

(R)=ルーキー 

最終戦獲得ポイント 
 PP 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

レース1 1 5+3 4 3 2.5 2 1.5 1 0.5

レース2 1 5+3 4 3 2.5 2 1.5 1 0.5



 

- 2/11 - 

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

タイトルのために優勝は絶対条件！ 

参戦１００戦目を迎える松田次生も絡んで、し烈なトップ争いが展開される！! 
 

この最終戦の優勝は通常のレースより大きなものとなる。優勝にボーナスポイント3がプラスされる

からだ。優勝は通常の10ポイントの半分の5だが、ここに3ポイントが加わり、2位（4ポイント）との差は

4ポイント。優勝と2位のポイント差が通常の2から倍の4ポイントに広がるだけに、タイトル争いのドライ

バーたちは優勝のみを見据えて鈴鹿に乗り込んでくるはず。 

さらにこの争いに割って入ってくると予想されるのが地元三重県出身で、今大会でフォーミュラ・ニッポン

参戦100戦目を迎える松田次生だ。07年、08年とフォーミュラ・ニッポン史上初の2年連続チャンピオンに

輝きながら、今シーズンは様々な事情でシートを失っていた。だが近藤真彦監督率いるKONDO 

RACINGがシリーズ第4戦から復帰することになり、松田がそのドライ

バーを務めることになったのだ。わずかなテスト走行のみで臨んだ第4戦、

松田はその実力を見せつけた。予選でいきなり8位に食い込み、第5戦では決勝8位、早くも

ポイントゲットだ。 

鈴鹿サーキットはSRS-F（鈴鹿サーキットレーシングスクール フォーミュラ）からそのキャ

リアをスタートさせた松田にとってホームコース。まさに凱旋レースと呼べるもの。これまで

好成績を残してきた鈴鹿で負けるわけにはいかないのだ。タイトル争いの6人、そして松田。

負けられない「7人」の戦いはフォーミュラ・ニッポンの歴史に残る激しいものとなりそうだ。 

 

 

 

山本尚貴か、Ｋ・コッツォリーノか！？それとも井口卓人か！！ 

ルーキーたちの戦いも最終決着。 

誰がルーキー・オブ・ザ・イヤーの栄冠を手にするのか！？ 
 

今年のフォーミュラ・ニッポンには実力派の3人のルーキーが参戦している。

昨年のF3、Nクラスでシリーズチャンピオンを獲得した山本尚貴（NAKAJIMA 

RACING）、同じくF3のC（チャンピオン）クラスでランク2位、4位を獲得した井口卓人

（DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING）、ケイ・コッツォリーノ（Team LeMans）だ。 

そして彼らは周囲の期待に応えて見せた。山本尚貴が開幕戦でいきなり

7位に入り初ポイント（8位までに与えられる）を獲得すると第2戦5位、第3戦7位、

第4戦4位と連続ポイントゲット。コッツォリーノも第3戦で初ポイントゲットの8位

入賞すると、第5戦7位、第6戦4位と、徐々に本来の力を見せ始めた。そして出遅

れていた井口卓人も、第6戦で初ポイント獲得の6位フィニッシュ。彼らにとって 

 

 

 

最終戦は2度目の鈴鹿サーキット。すでに

チームにも自分自身にもコース攻略のデー

タは蓄積されている。当然今季最高の成績、

つまり表彰台を狙ってくるはずだ。2レース

制のため彼らが狙うルーキー・オブ・ザ・

イヤーの称号も3人ともにチャンスがある。

チャンピオン争いとともに彼らの戦いにも注

目したい。 

 

 

 

松田次生 

松田次生（KONDO RACING）の

走り 

山本尚貴 

ケイ・コッツォリーノ 井口卓人 
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ピットウォーク開催！ 
レースファンにおなじみのピットウォーク。 

マシンやドライバー、そしてレースに花を添えるレースクイーンを間近で見ら

れるチャンス！大好評のピットウォークを11月6日（土）・7日（日）のお昼の時

間帯に開催します。また小学生以下のお子様は無料でご参加いただけます

ので、この機会にぜひご参加ください！ 

 

■日時： 11月6日（土）12:05～12:45  11月7日（日）12:30～13:30 

■場所： ピットレーン  

■料金： 大人（中学生以上） 2,000円  

 子ども（3歳～小学生） 無料 

※写真はイメージです 

レースクイーンフォトセッション開催！ 
フォーミュラ・ニッポンのレースシーンを華やかに彩るレースクイーンによる

フォトセッションを開催！ 
 

■日時： 11月7日（日）8:20～8:40 

■場所： ピットビル3Fホスピタリティテラス 
 

※ご覧いただくには、ホスピタリティラウンジ、ホスピタリティテラス、VIPスイートのパスを 

お持ちの方が対象となります。 

［価格はすべて税込］

2010年2&4レース、レースクイーン

フォトセッションの様子 

佐藤琢磨選手が来場！! 
長年F1シーンで大活躍し、今シーズンはインディカーシリーズに参戦している佐藤琢磨

選手がフォーミュラ・ニッポン最終戦に来場、様々なイベントに登場します 
 
 

キッズピットウォーク開催！！ 
お子さま連れの方のみが参加できる「キッズウォーク」が11月6日（土）の予選終了後に行われます。 
 

■日 時： 11月6日（土）15:50～16:20 
※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。 

※入場方法については、当日場内にて看板等でご案内いたします。  

■場 所： ピットレーン  

■料 金： 無料  

■参加対象者： 中学生以下のお子様とその保護者 
※大人のみのご入場はできません。 ※写真はイメージです 

イベント情報！ 
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※イベントの内容は変更になる場合がございます。 

コチラレーシングブースがＧＰスクエアに登場！ 
GPスクエアにお子様・ファミリー向けスペースが登場！ 

コチラレーシングファンクラブの入会受付や、お子様向けイベントを開催 

いたします。 

 

■場所： GPスクエア  

■日時： 11月6日(土)・7日(日) 

【フォーミュラ・ニッポン決勝 グリッドキッズ募集】 
（コチラレーシングファンクラブ限定） 

・受付方法：11月6日（土）中にコチラレーシングブースで受付 

・対 象：コチラレーシングファンクラブ会員ご本人と保護者1名様のペア 

・定 員：15名 

※6日（土）に定員に足りなかった場合は、7日（日）先着順にて受付いたします。 

※コチラレーシングファンクラブ会員で7日（日）13：00にコチラレーシングブースに集合

できる方が条件となります。 

※定員を超えた場合は抽選となります。  

 

コチラレーシングブースでは、他にもキッズイベントを多数開催予定！ 

※写真はイメージです 

フォーミュラ・ニッポンの締めくくり、シーズンエンドパーティを開催！！ 
今年もフォーミュラ・ニッポンの最終戦後にシーズンエンドパーティを開催

します！ 

11月7日（日）に国際レーシングコースパドックにある「ホスピタリティラウン

ジ」でドライバーとの交流を図りませんか？ドライバーのサイン入りグッズ

などのプレミアムグッズが当たる大抽選会をはじめ、シリーズ表彰なども

パーティ内で開催される！ 
 

■日時： 11月7日（日） 17:30受付開始、18:00～20:00予定 

■場所： 鈴鹿サーキット ホスピタリティラウンジ（ピット2F） 

■人数： 100名様（2010シリーズパドックパスをご購入のお客様を除きます。） 

■料金： 大人（中学生以上）8,000円、小学生4,000円、幼児（3歳以上）1,000円 

■形式： 立食ビュッフェパーティスタイル、ソフトドリンク飲み放題付き 

■内容： 表彰セレモニーやご参加の皆様への抽選会など 

※写真はイメージです 

未体験観戦ゾーン！サービスロードツアーに参加しよう！ 
どの観戦席よりも間近で、しかもレーサーと同じ目線の高さで走行と眺めを

体験できます。普段と異なる視点でのレース観戦で、新たなモータースポー

ツの魅力を感じることが出来るかも！？ 

■日 時：11月7日（日） 11:40～12:10 

■申込方法：ホスピタリティラウンジをご購入いただいたお客様の中から抽選 

■定 員：10名を予定 

■料 金：無料 
※ホスピタリティラウンジに関する詳細は、8ページをご覧ください。 ※写真はイメージです

好評につき、受付は

終了いたしました 

［価格はすべて税込］
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※イベントの内容は変更になる場合がございます。 

レース２終了後の表彰式をメインストレートから祝福しよう！ 
「2010 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン最終戦 鈴鹿サーキット」決勝

レース2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： 11月7日（日） 決勝レース2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。 

※レース1およびサポートレースでのメインストレート開放は行いません 

※写真はイメージです 

優勝当てクイズに参加し、素敵なプレゼントをゲットしよう！！ 
最終戦鈴鹿でのチャンピオン争いに注目が集まる中、予想難易度もアップ！ 

「2010 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン最終戦 鈴鹿サーキット」各決勝

レースの優勝ドライバー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： 【事前入手】 ホームページよりダウンロードしてください 

【現地入手】 GPエントランス（レース場入場ゲート）にて配布 

いたします 

■応募期間： 11月6日(土)のゲートオープンから、 

11月7日(日)フォーミュラ・ニッポン、レース1開始1時間前まで 

■投函場所： GPエントランス（レース場入場ゲート）付近 

■賞 品： 1. 鈴鹿サーキット フラワーガーデンホテルペア宿泊券 1組様 

2. 鈴鹿サーキット ゆうえんちモートピアパスポート 5名様 

3. 2010年「2010 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン最終戦 

鈴鹿サーキット」優勝選手サイン入りプログラム 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。 

応援メッセージ大募集！届けよう、大好きな気持ちを！熱き声を！ 
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"に選ばれた方に、「特別ピット訪問権」をプレゼント！ 

また、お寄せいただいたメッセージの一部をなんと！サーキットビジョンなど

でご紹介いたします！あなたのメッセージが読まれるチャンスかも！？皆さま

からの熱い熱いメッセージをお待ちしております！ 

 

■お申込み期間：10月24日（日）23：59まで 

■お申込み方法：ホームページよりお申込みください。 
  

※「特別ピット訪問権」に当選された方には事前にご連絡させていただきます。 

※ご参加には、別途「2010年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン最終戦」レース観戦券が必要です。 
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観戦席はグランドスタンド（Ｖ１・Ｖ２）を含め、全席自由席！ 

観戦券はお求めやすい３，９００円！（大人・ゆうえんちモートピアパスポート付） 

さらに！２０１０年Ｆ１日本ＧＰ観戦券をお持ちの方は２，０００円！! 
 

ゆうえんちモートピアのパスポート（土曜日・日曜日いずれか一日有効）がついて、さらにはグランドスタンドV1・V2席

でも観戦できる前売観戦券が3,900円（大人）と、お求めやすくなりました。また2010年のF1日本グランプリ観戦券をお

持ちの方は特別優待価格2,000円（大人・ゆうえんちモートピアパスポートなし・Webからの事前申し込み必要）でご購

入いただけます。 

 

■前売券 

観戦券（2日間有効）※11月5日（金）も入場可 

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 

３，９００円 ７，０００円 １，６００円 
 

■当日券 

観戦券 

 大人 中・高校生 

11月6日（土）予選日 ゆうえんち入園料（１，６００円） 

11月7日（日）決勝日 ４，２００円 １，６００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  

※大人観戦券・ペアチケット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。   

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チケット好評発売中！ 

２０１０年Ｆ１日本ＧＰ観戦チケットをお持ちの方は 

フォーミュラ・ニッポン最終戦の観戦料金が２，０００円！!
「２０１０Ｆ１日本グランプリを見て、フォーミュラ・ニッポンも楽しんじゃおうキャンペーン！」 

2010年F1日本グランプリの観戦チケットをお持ちのお客様は、フォーミュラ・ニッポン最終戦の観戦料金がなん

と2,000円の特別優待価格でご覧いただけます。 ※事前WEB登録が必要です。 

 

■登録方法： ホームページよりご登録ください。 

■登録期間： 11月5日(金)24:00まで 

■引換方法： お申し込み後に届く確認メールをプリントアウトしていただき、「2010F1日本グランプリ観戦チケット（実

券）」とともに、「2010F1日本グランプリを見て、フォーミュラ・ニッポンも楽しんじゃおうキャンペーン！」

特設受付会場（メインゲート横に設置）までお持ちください。 
 

※当日「2010F1日本グランプリ観戦チケット（実券）」をお持ちいただけない方はキャンペーン対象外となりますので、ご注意ください。 

※「2010F1日本グランプリ観戦チケット（実券）」１枚に対して大人１名様のみ有効となります。 

※鈴鹿サーキット「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 シーズンシート券」をすでにお持ちのお客様は、

フォーミュラ･ニッポン パドックパス(当日引き換え)を4,000円の特別価格でご購入もしくはピットウォーク(日曜日)にご参加頂け

ます（いずれか１点）。ご登録時に「フォーミュラ･ニッポンシリーズセット券、シーズンシート券」の欄にチェックを入れてください。

※詳細はホームページをご覧ください 



 

- 7/11 - 

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

■ＶＩＰスイート・プレミアム＜大人・子ども（3歳以上）共通＞ （2日間有効） 

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 
ゆうえんちモートピアパスポート付 

３２，０００円 
 

★ご観戦エリア 
・VIPスイート（グランドスタンド4階・5階） ※全席指定席 

・VIPテラス（グランドスタンド3階） 

・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） 
 

 

Ｃｈｅｃｋ！! 
 

■「グリッドウォーク」・「バスツアー」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。 
 

■駐車場が近っ！ 

VIPスイートのお客様は駐車した目の前にVIPスイートがあります。 

こちらの駐車エリアはお車でも、バイクでも駐車可能です。 
 

 

★特典 
●スペシャルランチボックス 

（決勝日 11月7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）  

●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  

●激感エリア入場可 

●グリッドウォーク（11月7日（日）フォーミュラ・ニッポン最終戦） 

●記念品  

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

 

★ＶＩＰスイート・プレミアムパス 入場可能エリア 

VIPスイート 

（4階・5階） 

VIPテラス

(3階) 

ホスピタリティ

ラウンジ 

ホスピタリティ

テラス 
パドック

ピット 

ウォーク 

FN最終戦レース前 

グリッドウォーク 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
※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。  
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■ホスピタリティラウンジ＜大人（中学生以上）＞ （2日間有効） 

ピットレーンに張り出した屋外観戦席も楽しめる。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 
ゆうえんちモートピアパスポート付 

２５，０００円 
 

■ファミリーラウンジ（2日間有効） 

ご家族専用ラウンジでのご観戦、ファミリーでゆっくりレースを楽しもう！  
※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。 

ファミリーラウンジ 

（中学生以上） 

ファミリーラウンジＪｒ． 

（3歳～小学生以下） 
ゆうえんちモートピアパスポート付 入場のみ 

２５，０００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） 

・ホスピタリティテラス（ピットビル3階） 
 

Ｃｈｅｃｋ！! 
 

■バスでのコース走行開催！ 

ホスピタリティラウンジご購入のお客様、皆様がご参加いただけます。 
 

■サービスロードツアーを抽選でご招待！ 

コースから最も近いサービスロードから迫力ある走行をご覧いただけます！ 
 

■駐車場が近っ！ 

ホスピタリティラウンジのお客様はVIPスイート横のパドック通路からアクセスできて便

利です。こちらの駐車エリアはお車でも、バイクでも駐車可能です。 

 

 

★特典 
●スペシャルランチボックス（決勝日 11月7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  

●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専用、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） 

 

※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。  

※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。  
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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。 

ホスピタリティテラス 

（中学生以上） 

ホスピタリティテラスＪｒ． 

（3歳～小学生以下） 
ゆうえんちモートピアパスポート付 入場のみ 

１７，９００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）  

●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。  

※ 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。 

 

 

 

～プライベートな空間でレース観戦～ 

■パノラマルーム ※別途観戦券が必要です 

パノラマルームはグランドスタンド最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） 

4名様（プラスお子様2名様）まで利用可 

２５，０００円 
 

ご観戦エリア 
パノラマルーム（グランドスタンド最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 パノラマルーム 
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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 

６，０００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 

 

 
 

Ｃｈｅｃｋ！! 
 

■レースの裏側を見てみよう！！  

パドックでドライバー、レースクイーンに間近で会えたり、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。 
 

■レースの迫力を激感エリアで体感しよう！ 

1コーナー手前イン側・2コーナーイン側・S字コーナーの激感エリアにご入場いただけます。 

※安全確保のため、一部エリアへは各レース決勝時スタート～3周目までは入場を制限させていただきます。

ご了承ください。  

 

★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。 

・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。 

 

※ パドックパスのご購入には観戦券が別途必要です。  

※ ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階）およびホスピタリティテラス（ピットビル3階）には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。 

 
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 

11月6日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

11月7日（日）決勝日 ２，０００円 
 

※ピットウォーク時に、脚立のお持込はご遠慮ください。 

 

 

 

※写真はイメージです 

※写真は激感エリアのイメージです 
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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 11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） 
10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） 10月31日（日）24:00まで（24時間受付） 

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

１１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。） 
●ローソンチケット ●電子チケットぴあ ●イープラス ●CNプレイガイド 

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

●ツインリンクもてぎチケットセンター 

※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！ 


