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会場 ： 鈴鹿サーキット国際レーシングコース（東コース 2.243km） 

同日開催 ： スーパー耐久シリーズ２０１１ 鈴鹿３００ｋｍ（フルコース 5.807km） 
 

 

ＷＴＣＣ初の鈴鹿ラウンドはコース全域がオーバーテイクポイント！ 

第１、第２コーナーで、Ｓ字で、逆バンクでサイド・バイ・サイドのバトルが展開される 
 

初めて鈴鹿サーキットで開催されるWTCC日本ラウンド。しか

も用いられるのはグランドスタンドを供える東コースとあって、約

30分のスプリントレースながら、激しいバトルを何度も繰り返し見

られることとなる。スプリントレースだから物足りない……という

ことは、絶対にありえないのがWTCCだ。２レース開催されるのも

理由のひとつだが、そのインターバルは１時間にも満たず。む

しろ緊張感が保たれながら、２度目のスタートシーンを楽しめる

ことになる。レース１のスタートから、レース２のゴールまで、

ずっと手に汗握る展開が続くのだ。 

東コースは追い抜きが難しいと言われているがWTCCなら話は

別だ。今年から採用された1.6ℓターボエンジンは300馬力オー

バー。これをコンパクトなマシンに搭載するためストレートで

スリップストリームが効く。第１、第２コーナーはもちろん、最終

コーナーとなるショートカットでも隙あらばマシンの鼻先をねじ

込んでくる。さらにＳ字や逆バンクでもＷＴＣＣマシンなら縁石を

またぐどころか、ダートにタイヤを落としてでもインにねじ込んでくるはず。つまりコース全域がオーバーテイクポイントと

なって、サイド・バイ・サイドの戦いを楽しめるはずだ。 

レースに挑むマシンは４タイプ。すでにマニュファクチャラータイトルを決めているシボレーはクルーズ1.6Ｔを、そして

BMWは320TC、セアトはレオン1.6T、ボルボはC30。さらに同じ車種でもそれぞれの車両に個性があって、セクションごとに

有利不利が分かれることもある。ストレート最速はBMW、コーナー立ち上がりに優れるのはセアト、そしてシボレーは希代

のコーナリングマシン。フル参戦は今年初めてのボルボは、まだまだ発展途上ながらオールマイティというのがここまでの

評価。それが正しいか、実際にその目で確かめてほしい。 

2011年10月18日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

２０１１ ＦＩＡ 世界ツーリングカー選手権シリーズ 日本ラウンド

ＷＴＣＣ ＫＥＮＷＯＯＤ Ｒａｃｅ ｏｆ Ｊａｐａｎ

10/22 SAT. 23 SUN. 

※写真はイメージです 
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実績十分！吉本大樹、新井敏弘、加納政樹。 

ＷＴＣＣの猛者に３人のサムライが挑む！ 
 

注目したいのがスポット参戦する３人の日本人ドライバーだ。その

ひとりが新井敏弘。世界に知られたラリードライバーであり、2005年

と2007年にPWRC（プロダクションカー・ワールド・ラリー・チャンピオ

ンシップ）で王座を獲得している実力派だ。近年はスーパー耐久でレー

スにも出場しているし、シボレーワークスからの出場となるだけに、

大暴れは必至だ。 

そしてSUPER GT、スーパー耐久で活躍中の吉本大樹も、セアト・

レオンをドライブすることとなった。かつてＧＰ２など海外レースにも

豊富な出場経験があるだけに、日本と異なるレーススタイルはむしろ

お手の物。セアト勢のトップには立つと鼻息も荒い。もうひとりは

WTCC日本ラウンドに３年連続の出場となる加納政樹。かつてATCC

（アジア・ツーリングカー・チャンピオンシップ）で腕を磨いてきたドライ

バーだけに期待も膨らむ。彼らがWTCCの強豪ベテラン勢を相手にどんな戦いを見せてくれるのか、実力派揃いなだけに

いきなりの上位バトルもありそうだ。 

 

 

 

ドライバーズタイトルは「ミューラー」「ハフ」「メニュ」３人の争い 

これに絡むのが元Ｆ１ドライバー「ガブリエル・タルキーニ」 

１９９９年フォーミュラ・ニッポンチャンピオン「トム・コロネル」 

そして鈴鹿育ちの「谷口行規」だ！ 
 

WTCCは予選が２回行われるが、その１回目の上位10台は決勝レース２を

リバースグリッドでスタートする。つまり予選10番手のドライバーがポール・

ポジションに、予選トップのドライバーが10番手のグリッドにつく。また、２回目

の予選に挑めるのは、１回目の上位10位までで、この順位が決勝レース１の

トップ10グリッドになる。この独自の予選システムもレースを盛り上げる大きな

要素となっている。マニュファクチャラーズタイトルは決まったがドライバーズタ

イトルはまだ。候補はシボレーのイヴァン・ミューラー、ロバート・ハフ、アラン・メ

ニュの３人に絞られた。 

 

惜しくもチャンピオン獲得の権利は失ったが日本でもなじみ深いドライバー

も多い。トム・コロネルは1999年のフォーミュラ・ニッポン王者、当時の熱い走り

を記憶しているファンも多いはず。そして、ガブリエル・タルキーニとティエゴ・

モンテイロはF1経験者。特にタルキーニは今年49歳の大ベテランながら、

2009年にWTCC最年長チャンピオンに輝いている。スプリントだからこそ活き

るのは、体力ではなくて技の方だ。もちろん、忘れてはならない存在が日本人

ドライバーとして初めてフル参戦を果たした谷口行規だ。今年は初めて走る

コースに手を焼いていたが、鈴鹿は谷口にとってホームコース。しかもデビュー

が鈴鹿クラブマンレースとあって、東コースでの貴重な実戦経験も持っている。

WTCC日本ラウンドの台風の目となるのは間違いないだろう。 

トム・コロネル 谷口行規 

吉本大樹 新井敏弘 

2010年日本ラウンドでのロバート・ハフの走り 
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ＷＴＣＣとスーパー耐久が同日開催！  

見どころ満載のスーパー耐久も見逃すな！！ 
 

WTCCと同日開催されるのが、多彩な車種が参戦し、毎回激しいバトル

を見せるスーパー耐久だ。舞台はWTCCの東コースとは異なり、フルコース

が用いられる。今シーズン全6戦中第4戦と、後半戦の重要な一戦となる

だけに、どのチームも一歩も引けない戦いとなるだろう。さらに世界戦の

WTCCと併催され注目度も高いため、ドライバー達は自分の実力をアピール

できる絶好の機会でもある。そのため、いつも以上に激しい戦いとなる事

が予想される。 

今シーズン新設されたST-Xクラスは今大会では開催されず、事実上

の総合優勝争いとなるST-1クラス（3500cc以上）は、最強マシンBMW 

Z4Mクーペ4台が参戦する。同じマシンでの戦いは、ドライバーやチーム

の実力が、他のクラス以上に試されることになる。 

3500cc以下の四輪駆動車によって争われるST-2クラスは、ランサー

エボリューションの新旧対決にスバル・インプレッサも加わり、より戦い

が加熱している。 

ST-3クラスは3500cc以下の二駆によって争われ、車種のバラエティには最も富んでいる。フェアレディZ、RX-7、そしてNSX

がしのぎを削る中、今シーズン新たに戦いに加わったレクサスIS350は、WTCCにもスポット参戦する吉本大樹がドライブする。

1日で東コースとフルコースの両方をどう攻略するかにも注目だ。 

2000cc以下の車両によって争われるST-4クラスは、Honda車の独壇場。

しかしながら、インテグラとS2000、シビックも参戦し、それぞれ個性に満

ちており、コースやコンディションの違いで有利・不利がはっきり分かれ

る。ここ鈴鹿サーキットでは、どのHonda車が強さを見せるのか注目だ。 

2シーズン目のST-5クラスは、1500cc以下の車両が対象。今シーズン

はヴィッツRSに加えフィットRSも戦列に加わり、ここまでヴィッツ2勝、

フィット1勝とほぼ互角。鈴鹿でも激しい優勝争いが繰り広げられるだろう。 

なお、レースは300kmで争われ、途中2回のピットストップが義務付け

られている。耐久レースということを忘れさせるほど、刺激的な戦いとな

るに違いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＷＴＣＣ開催概要 
■大会名称 ： 2011 FIA 世界ツーリングカー選手権シリーズ 日本ラウンド 

WTCC KENWOOD Race of Japan 

■主 催 ： 【プロモーター】株式会社モビリティランド 

【オーガナイザー】鈴鹿モータースポーツクラブ（SMSC） 

■公 認 ： 国際自動車連盟（FIA） ／ 一般社団法人日本自動車連盟（JAF） 

■場 所 ： 鈴鹿サーキット国際レーシングコース 東コース（1周：2.243km） 

スーパー耐久開催概要 
■大会名称 ： スーパー耐久シリーズ2011 鈴鹿300km 

■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 

■公 認 ： 一般社団法人日本自動車連盟（JAF） 

■場 所 ： 鈴鹿サーキット国際レーシングコース フルコース（1周：5.807km） 

2010年 スーパー耐久 鈴鹿500kmスタートシーン 

ST-1クラスのBMW Z4Mクーペ 
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ＷＴＣＣの情報は鈴鹿サーキットホームページをチェック！！ 

http://www.suzukacircuit.jp/ 
 

 

各ラウンドのハイライト、谷口行規選手のインタビュー、日本ラウンドの

見どころ、観戦ポイント、参戦チーム＆ドライバー紹介、エントリーリスト、

イベント情報、さらにはレースアナウンサーのピエール北川氏による

「ピエール北川のWTCCなるほど！コラム」など、鈴鹿サーキットホーム

ページにはWTCCの情報がいっぱいだ。観戦前に、是非チェックしよう！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※レーススケジュールならびに天候等によりイベント内容は変更、中止となる場合がございます。 

 

イベント情報 

Ｆ１ドライバー小林可夢偉選手が来場！ 
10月7日(金)～9日(日)の日程で開催されたF1日本グランプリ。決勝レースは惜しくも13位に

終わったが、予選Q1では全体のトップタイムを記録するなどの活躍を見せた小林可夢偉

選手が、WTCCにスポット参戦する吉本大樹選手の応援に駆け付け、WTCC日本ラウンド

オープニングセレモニー＆アトラクションに登場し、応援団長としてエールを送る。 

 

■オープニングセレモニー＆アトラクション日時：10月23日（日） ピットウォーク時間帯 

ＷＴＣＣ＆スーパー耐久 Ｗピットウォーク・特別サイン会 
世界選手権を戦うWTCCとスーパー耐久のドライバーやマシンを間近で見ることが

できるチャンスです。さらに、23日（日）のピットウォークでは、WTCCとスーパー耐久の

ドライバーがずらりと勢ぞろいしての特別サイン会の開催が決定！Wピットウォーク

ならではのサイン会にもぜひご参加ください。 

 

■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 

10月22日（土）予選日 10:20～11:20 ２，０００円(税込) 
無料 

10月23日（日）決勝日 12:30～13:30 ２，０００円(税込) 
※ピットウォーク時に、脚立のお持込はご遠慮ください 
 

■当日券販売場所：ピットウォーク券売所 

■特別サイン会開催時間：10月23日(日)12:30～12:50 

※写真はイメージです 
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※レーススケジュールならびに天候等によりイベント内容は変更、中止となる場合がございます。 

コチラレーシング＆ＳＲＳブース登場！ 
SRS（鈴鹿サーキットレーシングスクール）の車両に搭乗体験できたり、コチラレーシングファンクラブの当日入会も受付！

コチラファミリーも遊びにくるぞ！ 
 

コチラファンクラブ会員限定グリッドキッズ！ 

スーパー耐久決勝のグリッドキッズをファンクラブ会員限定で募集！！ 

■定 員：5組10名様限定 

■受付日時：10月22日（土）9:00～14:00 

■受付場所：GPスクエア内 コチラレーシングブース 

■当選発表：10月22日（土）16:00 コチラレーシングブースにて 
※定員を超えた場合は抽選となります。 

※当日入会の方も参加できます。 

※会員の方は受付時に会員証の提示をお願いします。 

ＷＴＣＣ日本ラウンドは魅力的なセレモニー＆アトラクションが盛りだくさん！

是非グランドスタンドでご覧ください！ 
 

WTCC日本ラウンドでは色々なコラボレーションイベントが開催されます。その中でも、日曜日のピットウォーク中

に開催されるオープニングアトラクションはサウンドとモータースポーツの融合やフラッグによる華やかな演出に

注目！「格闘技レース」ともたとえられるWTCCを見事に書道によるロゴとして表現した「格闘技レース」フラッグ

も登場します。 
 

 

 

 

 

■龍谷大学 吹奏楽部とのコラボレーションが決定！ 

全日本吹奏楽コンクールや数々のイベントで華々しい活躍を果たしている「龍谷大学 

学友会 学術文化局 吹奏楽部」と鈴鹿サーキットのコラボレーションが決定。10月23

日（日）ピットウォーク時間帯にメインストレートで国際色豊かなフラッグとともに展開

するパフォーマンスや場内での演奏を披露します。 
 

■新井敏弘選手が走りで大会セレモニーを盛り上げます！ 
2005年、2007年にはPWRCでタイトル獲得を果たすなど、世界に名だたるドライバーであ

る新井選手が、国際レーシングコースメインストレートを舞台にデモンストレーションラン

を行います。龍谷大学吹奏学部の演奏とリンクした、これまでとは一味違うコラボレー

ションランでそのテクニックを披露します。 
 

■大会公式ロゴ「格闘技レース」フラッグが登場！ 
WTCC日本ラウンド全体を「格闘技レース」というコンセプトのもと展開し、この

コンセプトを日本の伝統文化である書道により表現したのが大会公式ロゴです。こ

の大会公式ロゴをあしらったフラッグがWTCC日本ラウンドに登場し大会セレモ

ニーを演出します。また、当日はWTCCの持つ激しさと繊細さを表現した題字を

作成してくれた小林やよいさんも会場に登場し、決勝レースに挑むドライバー・

チームにエールを送ります。 

※写真はイメージです 

※写真はイメージです 

2010年スーパー耐久グリッドキッズ

の様子 

■日時：10月23日（日） ピットウォーク時間帯 

■場所：鈴鹿サーキット国際レーシングコースメインストレート一帯 
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※レーススケジュールならびに天候等によりイベント内容は変更、中止となる場合がございます。

ドラゴンゲートが鈴鹿サーキットに登場！ 
神戸に本拠地を置く、幅広い層に人気のプロレス団体「ドラゴン

ゲート」が鈴鹿サーキットに来場。WTCCでは「格闘技レース」の

コンセプトのもとコラボレーションイベントを展開します。10月23日

（日）の決勝日にはスペシャルマッチや選手とのファンの集いイベント

を開催。また、特別コラボ企画として、ファストフード店舗にて「ドラ

ゲー選手おすすめコラボメニュー」の販売も行います。 

 

■ＤＲＡＧＯＮ ＧＡＴＥスペシャルマッチ 

GPスクエアにリングが登場！10月23日(日)にドラゴンゲートの選手による

プロレスパフォーマンスを開催いたします。「格闘レース」WTCCの観戦と

併せて、ドラゴンゲートの試合も見よう！ 
 

日時：10月23日（日） 11:00～、12:30～ 

場所：GPスクエア 特設リング 
 

【参加選手】 YAMATO選手 望月成晃選手 斎藤了選手  

 堀口元気選手 ドン・フジイ選手 

 神田裕之選手 “ハリウッド”ストーカー市川選手   

 

■ドラゴンゲートファン感謝の集い  

スペシャルマッチに登場した選手も参加する「ドラゴンゲートファンの集い」の当日販売を、スペシャルマッチ

会場横にて行います。 
 

料 金：6,000円(税込) 

販売場所：DRAGON GATEスペシャルマッチ会場横 

販 売 日：10月23日（日） 

開 催 日：10月23日（日） 19:00～ 

定 員：150名 （定員となり次第発売終了となります） 

会 場：鈴鹿サーキット内 S-PLAZA2階サクラホール 
 

 

■ドラゲー選手コラボメニューが登場！  
ファストフードにドラゲー選手コラボメニューが登場！ 

ドラゲー選手おすすめコラボメニューをオーダーしてくれたお客様3名様に直筆サインをプレゼント！！ 

 

※詳細はホームページおよび観戦ガイドをご覧ください。 

 

三重美少女図鑑のモデルの皆さんがＷＴＣＣグリッドガールとして登場！ 
「街に美少女を増やそう」という独自のコンセプトで、全国で展開している美少女図鑑。 

三重県では三重美少女図鑑として色々な活躍を行っています。そんな彼女たちが

「WTCC Race of Japan」のグリッドガールをつとめてくれることになりました。 

世界選手権レースのグリッドガールと地元三重美少女図鑑というこれまでにないコラボ

レーションや決勝日のセレモニー出演など、大会により一層の花を添えてくれる存在とし

て活躍してくれるでしょう。 
※写真はイメージです 

※写真はイメージです 



 

 - 7/13 - 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※レーススケジュールならびに天候等によりイベント内容は変更、中止となる場合がございます。 

スーパー耐久 レースクイーンオンステージ 
レースを華やかに彩るスーパー耐久各チームのレースクイーンや鈴鹿サーキット

クイーンのステージを開催！さらにはレースクイーンのトーク、ライブステージなども

行われる。 
 

■日時：10月22日(土)、23日（日） 

■場所：GPスクエア スーパー耐久オフィシャルステージ 
※ステージスケジュール、出演者は、ホームページおよび観戦ガイドをご覧ください。 

 

※写真はイメージです 

スーパー耐久サービスロードツアー 
鈴鹿サーキット国際レーシングコース（東コース）のコースサイドに設置されているの

がサービスロード。サービスロードは緊急車両などの通路として使用される場所で、

超至近距離からサーキットを全開で走行するマシンを堪能できると大好評のイベント

です。 

今回のサービスロードツアーはスーパー耐久、決勝レース中に開催！ド迫力の

スタートから、1コーナーへの飛び込み、リズミカルなS字の走行などモータースポーツ

の魅力を再発見できるぞ！ 
 

■日時：10月23日（日） 
※VIPスイートプレミアム・ホスピタリティラウンジ（ファミリーラウンジを含む）をご購入のお客様の中から各5名様、計10名様が

抽選でご参加いただけます。 

※写真はイメージです 

マシンの走行を間近で見られる「激感エリア」で観戦しよう！ 
パドックシャトル＠激感を運行！ 
超接近＆スプリントバトルのWTCCを間近で体感できるのが激感エリア。 

1コーナー手前イン側及び2コーナーイン側、S字コーナーに加え、東コースショート

カットイン側にも激感エリアが新設されます。 

また今回、コース内に4箇所設けられている激感エリアを巡回する「パドックシャトル

＠激感」が運行されます。シャトルバスを使って激感エリアを効率よく回り、超接近戦

＆スプリントバトルのWTCCを存分に楽しもう！ 
 

※激感エリアへの入場、および「パドックシャトル＠激感」のご利用は、VIPスイート・ホスピタリ

ティラウンジ・ホスピタリティテラス・パドックパスをお持ちの方限定となります。 
 

■シャトルバス乗車場所： ・センターハウス前 

 ・Cパドック入口（1コーナー・2コーナー激感エリア共通乗り場） 

 ・BパドックSMSC前（S字乗り場） 

 ・Eパドック（最終コーナー乗り場） 

■シャトルバス運行時間： 14：30～16：30 

東ショートカットイン側激感エリア 

レースクイーンオンステージ＠ホスピタリティテラスを開催！ 
ピットビル3階のホスピタリティテラスで、レースクイーンオンステージを開催いたします。 

■日時：10月23日（日）8:20～9:00 

■場所：ピットビル3Fホスピタリティテラス 
※ご入場にはVIPスイート、ホスピタリティラウンジ、ホスピタリティテラスのいずれかのパスが必要です。 
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※レーススケジュールならびに天候等によりイベント内容は変更、中止となる場合がございます。 

ＷＴＣＣ＆スーパー耐久応援メッセージ大募集！ 
WTCCとスーパー耐久に参戦するドライバーやチームに熱いメッセージを届けよう！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！ 
※応援メッセージの内容が公序良俗に反する場合は、ベスト・オブ・メッセンジャー対象外とさせていただく場合がございます。 
 

■応募方法：鈴鹿サーキットホームページよりご応募ください。 

ＷＴＣＣレース１・レース２＆スーパー耐久ＳＴ－１クラス予想で超難関！ 

優勝者予想クイズに参加しよう！ 
鈴鹿サーキットで初開催となるWTCCを制するのはどのマシンだ！？日本ラウンドで開催されるレース1とレース2の

優勝者、さらにはスーパー耐久のST-1クラス優勝チーム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

プレゼントが当ります。 
 

■用紙入手方法 ： 鈴鹿サーキットホームページよりダウンロード、または当日現地にて下記の場所で 

配布いたします。 

 ・GPエントランス（レース場入場ゲート） ・センターハウス2F 

■応 募 期 間  ： 10月22日（土）のゲートオープンから10月23日（日）スーパー耐久決勝レーススタートまで 

■投 函 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 

 ※10月23日（日）スーパー耐久決勝レーススタートまで設置 

■賞 品 ： ・WTCC日本ラウンド優勝ドライバーサイン入りプログラム 3名様 

 ・スーパー耐久鈴鹿ラウンド優勝ドライバーサイン入りプログラム 3名様 

 ・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 

■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。 

マーシャルカー体験搭乗 
ゆうえんちメインゲート入ってすぐにある広場「ウェルカムひろば」にてレース時に

活躍するマーシャルカー（Honda NSX）を展示！小学生以下のお子さまはコクピット

体験搭乗を開催！ 

■日時：10月22日(土)、23日（日） 

■場所：ゆうえんち ウェルカム広場 

■対象：小学生以下のお子さま限定 
※写真はイメージです 

モータースポーツランドでドライバー気分！ 
ゆうえんちにある「モータースポーツランド」にて観戦券をご提示いただくとレーシング

カートB（3周）通常1,500円のところ1,200円でご乗車いただけます。この機会に是非

ご体験ください。 
 

■日時：10月22日(土)、23日（日） 

■場所：モータースポーツランド 

■料金：1,200円 (税込) ※レーシングカートB 3周 
※写真はイメージです 
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前売観戦券はゆうえんちモートピアパスポート（土曜日・日曜日いずれか1日）付き！ 

ご家族みんなでお得に観戦！「ファミ得チケット」 

お友達を誘って観戦しよう！グループチケットで最大２０％オフ！ 
 

※ＶＩＰスイート・プレミアムは完売いたしました。 

 

■前売券 

観戦券（2日間有効）※10月21日（金）も入場可 

大人 中・高校生 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 入場のみ 

５，０００円 １，６００円 
 

グループチケット（2日間有効）※10月21日（金）も入場可 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 

3名 4名 5名 

１３，５００円 １７，０００円 ２０，０００円 
 

指定席券（日曜日のみ有効）※別途観戦券が必要です 

V2席（3歳以上共通） V1エリア（3歳以上共通） 

２，０００円 １，０００円 
 

ファミリーでお得に観戦！ファミ得チケット（MOBILITY STATIONのみで限定販売！） 

ファミ得チケット（2日間有効） 
※10月21日（金）も入場可 

観戦券セット 
Ｖ２指定席セット 

（指定席は日曜日のみ有効） 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 

大人2人＋子ども1人(3歳～高校生) １１，４００円 １６，２００円 

大人2人＋子ども2人(3歳～高校生) １３，６００円 ２０，０００円 
 

ファミ得チケット限定オリジナルグッズプレゼント！（お子様のみ）＜ファミ得限定オリジナルペットボトルホルダー＞ 
 

■当日券 

 
観戦券 指定席券※別途観戦券が必要です 

大人 中・高校生 V2席（3歳以上共通） V1エリア（3歳以上共通）

10月22日（土）予選日 ゆうえんち入園料（１，６００円） ― ― 

10月23日（日）決勝日 ６，０００円 １，６００円 ２，５００円 １，５００円 
 

※ファミ得チケットはMOBILITY STATIONのみの限定販売となります。 

※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・エリア券は決勝日のみ有効です。  

※V1エリアに席番の指定はありません。  

※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 

のでご了承ください。  

※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。  

※V1エリアのご入場には、V2指定席券をお持ちの方および高校生以下の方もV1エリア券が必要となります。 

 

 

チケット情報 

[価格はすべて税込]
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■パドックパス（2日間有効・別途観戦券必要） 

有名選手に会えるかも！？ピット裏のパドックライフを楽しもう！ 

土曜日、日曜日のピットウォークに参加でき、さらには第１コーナー、第２コーナー、S字、東コースショートカットイン側

に設けられた激感エリアにも入場できる！ 

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）＞ 

１０，０００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。  

※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。  

※V1エリア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。 

 

★ご入場エリア 
・パドック  ・ピットウォーク  ・激感エリア 

★特典 
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。 

 

■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！マシンやドライバーを撮影したい！ 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 

10月22日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

10月23日（日）決勝日 ２，０００円 
 

当日券販売場所：ピットウォーク券売所 
 

※ピットウォーク時に、脚立のお持込はご遠慮ください。 

 

■～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 

３０，０００円 
 

 

当日券販売場所：GPレセプション 
 

★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 

 

 

※写真はイメージです 

第2コーナー激感エリアの様子 

[価格はすべて税込]
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■ホスピタリティラウンジ（2日間有効／V1エリア入場券込） 

 

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。 
 

観戦券をお持ちの方対象に、当日アップグレード販売いたします 

ホスピタリティラウンジ  
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） 

当日アップグレード価格 

２４，５００円 
 

当日アップグレード価格 

２４，５００円 

当日アップグレード価格 

７，２００円 
 

アップグレード販売場所：GPレセプション 
 

※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。なお大人のお客様だけでのご利用は出来ません。 

※観戦券をお持ちでない場合は、入場ゲートにて観戦券を購入いただき、GPレセプションにて

アップグレードをご利用いただけます。 

※パドックパスからのアップグレードも可能です。詳しくはGPレセプションにてご案内させていた

だきます。 

 

ご観戦エリア 

・ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階） 

 

ホスピタリティラウンジご購入のお客様全員がご参加いただけるイベントを開催！ 

・国際レーシングコース バスクルージング （10月23日（日）開催イベント）  

 

当日抽選で当たる！！サービスロードツアー体験（10月22日（土）スーパー耐久時開催イベント） 

ホスピタリティラウンジご購入のお客様の中から（5名様×2回）抽選でサービスロードツアーにご招待！ 
※当選者の発表は10月22日（土）ホスピタリティラウンジにて掲示させていただきます。 

 

★特典 
●園内でご利用いただけるお食事ご利用券 

●フリードリンク（2日間対象）（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 

●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 

●V1エリア入場可 

●バスクルージング 

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

 

※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。  

※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。 

 

[価格はすべて税込]
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■ホスピタリティテラス（2日間有効／観戦券・V1エリア入場券込） 

 

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1日付 入場のみ 

１８，０００円 ２，８００円 
 

 

観戦券をお持ちの方対象に、当日アップグレード販売いたします 

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） 

当日アップグレード価格 

１３，０００円 

当日アップグレード価格 

２，０００円 
 

アップグレード販売場所：GPレセプション 
※当日、観戦券をお持ちでない場合は、入場ゲートにて観戦券を購入いただき、GPレセプション

にてアップグレードをご利用いただけます。 

 

★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1日付）※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 

●V1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。 

[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

■オンラインショッピングサイト（MOBILITY STATION） 

Ｐ Ｃ http://mls.mobilityland.co.jp 

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

（鈴鹿サーキット オンラインショッピングサイト） 

【取扱券種】  
観戦券（大人・中高生・グループ）／ファミ得チケット（観戦券セット） 

※クレジットカードでの事前精算、チケット現地渡しにて 

10月21日（金）16：00まで受付いたします。 

■窓口での販売 

（鈴鹿サーキットモビリティステーション） 

10月22日（土）まで ※営業時間10：00～17：00 

【取扱券種】 
観戦券（大人・中高生・グループ）／ファミ得チケット（観戦券セット） 

指定席券／ホスピタリティテラス／パドックパス 

■プレイガイド・コンビニエンスストア 
販売期間：6月4日（土）～10月22日（土） ※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 ●イープラス ●電子チケットぴあ ●ツインリンクもてぎチケットセンター 

●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  

※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。 
 

※Ｖ２指定席、Ｖ１エリア、ホスピタリティテラス、パドックパスは、ローソン・ローソンチケットのみでの取り扱いと 

なります。 
 

鈴鹿サーキット プロモーションパートナー  
 

チケットに関するお問い合わせ：鈴鹿サーキットモビリティステーション 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！ 


