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［２輪ロードレース ＪＳＢ１０００］ ［４輪 フォーミュラ・ニッポン］ 

国内最高峰レースの競演!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年、本格的なモータースポーツシーズンの始まりを告げる鈴鹿2&4レースは、鈴鹿サーキットを舞台に2輪、4輪

の国内トップクラスのレースが同時に開催されるビッグイベントであると同時に、1975年に初開催された長い歴史を

誇る伝統のイベントでもあります。モータースポーツファンのみならず、すべての人を魅了するフォーミュラ・ニッポン

の驚異的なスピードと、JSB1000の息詰まるデッドヒートを一度にお楽しみいただけます。 

また当日は家族みんなで楽しめる「Enjoy Honda 鈴鹿 2012」も開催いたします。2輪・4輪の最高峰レースや、

レジェンドF1マシンによる「F1夢の競演 中嶋悟×星野一義 最終決着！」、往年のロードレースマシンによるデモン

ストレーション走行など、イベントも盛りだくさんの鈴鹿2&4レースを、是非お楽しみください。 
 

 

 
 

 

 

 

 

2012年3月16日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

 

４/1４ SAT.・1５ SUN. 
予選 決勝 

開催概要 
■大会名称： 鈴鹿2＆4レース 

2012年 全日本選手権 フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サーキット 

2012 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 

■併催レース： 2012年 アチーブメント全日本フォーミュラ3選手権 第1戦＆第2戦 

Honda Sports ＆ Eco Program CR-Z 10リッターチャレンジ 

■主 催： （4輪）グループ.オブ.スピードスポーツ（GSS）／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 

（2輪）一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）／株式会社モビリティランド 

■公 認： （4輪）国際自動車連盟（FIA）／一般社団法人日本自動車連盟（JAF） 

（2輪）国際モーターサイクリズム連盟（FIM）／一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） 

■認 定： （4輪）株式会社日本レースプロモーション（JRP）／日本フォーミュラスリー協会（JF3A） 

■後 援： 文部科学省／観光庁／三重県／鈴鹿市／鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会／ 

一般社団法人鈴鹿市観光協会／鈴鹿商工会議所／東京中日スポーツ／中日スポーツ／中日新聞社
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フォーミュラ・ニッポン史上初！４人のチャンピオンが鈴鹿で初対決！！ 

歴史に残るバトルの行方は！？ 
 

2012年のフォーミュラ・ニッポンは歴史に残る戦いが展開されそうだ。2007年、

08年と2年連続シリーズチャンピオンを獲得した松田次生が3年ぶりに完全復帰。

さらには2009年ナカジマレーシングでチャンピオンに輝いたロイック・デュバルも

1年ぶりに復帰することとなった。昨年のチャンピオン、アンドレ・ロッテラー、一昨年

のチャンピオン、Ｊ.Ｐ.デ・オリベイラも参戦。4人ものチャンピオンが参戦することに

なった。フォーミュラ・ニッポンで4人のチャンピオン経験者が揃うのは1996年の

スタート以来初めてのこと。 

ロッテラー、オリベイラが昨年と同様にチーム・トムス、チーム・インパルからの参戦

なのに対し、デュバルはチーム・キグナス・スノコに移籍しての参戦となる。デュバル

はこれまでもチーム移籍初年度に優勝した実績があり、

強豪チームへの移籍となるだけに今年も優勝争いに

加わってくるはずだ。松田もブランクがあるとはいえ、

一昨年はシーズン途中から参戦した実績があり、

復帰するのは過去2回タイトルを獲った古巣のチーム

インパル。2人ともマイナスになる要素は何もない。

開幕戦の鈴鹿から実力発揮、チャンピオン対チャンピ

オンの激戦が見られるはずだ。 

 

 

簡単には勝たせない！ 

４チャンピオンズに小暮卓史、塚越広大、山本尚貴、伊沢拓也のＨｏｎｄａ勢が、 

さらにトヨタの中嶋一貴が挑む！！ 
 

チャンピオン4人がトヨタエンジンを搭載するのに対して、負けられないHondaエンジン勢の急先鋒がダンデイライアン・

レーシングの塚越広大、伊沢拓也と、チーム無限の山本尚貴、ナカジマ・レーシングの小暮卓史だ。小暮はフォーミュラ・

ニッポン通算7勝を記録しているHondaの陣営のエース。塚越は昨年予選PP（ポール・ポジション）1回、3位1回4位2回を

記録しランキング4位。山本は昨年の開幕戦鈴鹿で参戦2年目で初の予選PP獲得。伊沢も常に上位に食い込んでいる。

開幕前の鈴鹿合同テストでは塚越、山本、伊沢がトップ3を獲得するなど好調。小暮も含めて優勝を狙って開幕戦に

臨んでくる。 

そしてもう一人忘れてはならないのが中嶋一貴だ。2009年までのF1参戦を経て、昨年フォーミュラ・ニッポンにデビュー

するといきなり開幕戦で3位表彰台、第2戦で初優勝。最後まで僚友のロッテラーとタイトルを争ったのだ。Honda陣営の

精鋭4人、そしてトヨタのエース中嶋

一貴。彼らが4人のチャンピオンと

どう戦うのか、考えただけでもわく

わくする。毎年1秒差の中に10台

近くがひしめく接戦となる予選。

今年はそれがさらに激しくなるのは

確実。決勝も同じく最終ラップまで

勝敗の行方がわからない激戦が

見られそうだ。 

 フォーミュラ・ニッポン 

今大会の見どころ 

フォーミュラ・ニッポン（イメージ） 

松田次生 L・デュバル J.P・デ・オリベイラ A・ロッテラー 

塚越広大 伊沢拓也 山本尚貴 小暮卓史 中嶋一貴 
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Ｖ３チャンピオンを目指す秋吉耕佑 
 

MFJ全日本ロードレース選手権第2戦として、国内最高峰JSB1000クラスの単独開催となる鈴鹿

2&4レース。国内4大メーカーHonda、Kawasaki、Suzuki、Yamahaに加え、DucatiやBMW等の最新

4ストロークのスーパースポーツモデルが登場するクラスとして人気を博しているが、このクラスの

シリーズチャンピオンには、文部科学大臣杯が贈呈されることでも注目されている。 

昨年は、Honda CBR1000RRを駆る秋吉耕佑が2年連続チャンピオンを獲得。そして、鈴鹿サーキット

で行われた2大会3レースでは、2度のポールポジションと3勝を挙げており、相性は抜群だ。さらにこの

秋吉は、昨年の全日本ロードレースで、全8レース中6勝を記録しており、その速さは『韋駄天』の

愛称を持つほどで、今年もまた、秋吉がチャンピオン争いの中心人物となることは間違いない。 

 

 

秋吉に挑むはバージョンアップした高橋巧、柳川明、加賀山就臣、中須賀克行 
 

秋吉の対抗は、高橋巧、柳川明、加賀山就臣、中須賀克行の4人。Honda CBR1000RR

を駆る高橋は、2008年の全日本GP250チャンピオンで、昨年の全日本JSB1000では、

オートポリスで秋吉を破って優勝しており、今年、飛躍が期待されている。また、

Kawasaki ZX-10Rの柳川は、昨年は、シーズン前半をピレリタイヤで、シーズン後半を

ブリヂストンタイヤで戦った。このため、タイヤ特性とマシンとのマッチングに苦戦を強いら

れた感が強いが、今年は、スタートからブリヂストンタイヤでの勝負となった。シーズン

オフのテストでは、好タイムを連発していたとも伝えられており、鈴鹿制覇に向けて

虎視眈々といったところだ。 

一方、昨年から全日本に復帰して、Suzuki GSX-R1000を駆りJSB1000を戦っている加

賀山は、今年は、タイヤをダンロップにスイッチ。これにより、新たな戦いが待ち受けることになったが、そのライディング

は、“世界”で磨かれたハイレベルのもので、優勝争いの中で見せるパフォーマンスは注目の的だ。さらに、2008年～2009

年のJSB1000チャンピオンで、タイトル奪還を目指すYamaha YZF-R1の中須賀も手強い存在。今年は、タイヤをブリヂストン

にスイッチしており、これがうまく機能すれば、悲願でもある

鈴鹿サーキットフルコースでの優勝の可能性も高い。 

この5人が、鈴鹿2&4レースでの優勝候補の最右翼だが、

昨年の全日本ST600チャンピオンで、今年はJSB1000に

復帰する山口辰也（Honda CBR1000RR）、エヴァンゲリオンと

コラボレートとする芹沢太麻樹と出口修（Kawasaki ZX-10R）も

上位に絡んでくることが予想される。さらに、Ducati 1098Rを駆る

須貝義行や、昨年の世界耐久選手権シリーズのチャンピオン

酒井大作が自らチームを立ち上げBMW S1000RRで出場

するなど、外車勢の活躍にも注目が集まっている。 

 

 

 

ヨシムラＳＵＺＵＫＩ Ｒａｃｉｎｇ Ｔｅａｍの参戦が決定!!  
 

過去、鈴鹿8耐で4度の優勝を記録している名門チーム「ヨシムラSUZUKI Racing 

Team」が、昨シーズンST600クラスに参戦した津田拓也を起用し鈴鹿2＆4レースに参戦

する事が決定した。5度目の優勝を狙う今年の鈴鹿8耐に向けてのチーム力アップを

狙った参戦だ。 

 

 

 ＪＳＢ１０００ 

秋吉耕佑 

柳川明の走り 

高橋巧 加賀山就臣 中須賀克行 

※写真はすべて2011年に撮影

ヨシムラSUZUKI Racing Team 

※2011年鈴鹿8耐にて 
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鈴鹿サーキット５０周年ファン感謝デーで果たせなかった「Ｆ１夢の競演」の最終決着が２＆４レースで実現！ 

「夢のＦ１競演 中嶋悟×星野一義 最終決着！」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980年代の国内レースを圧巻した星野一義と中嶋悟。世界最高峰のF1の舞台で両雄が対決することを誰もが夢見た。

しかし現実は、中嶋は1987年日本人初のF1フル参戦を果たし、星野は日本一速い男として国内に君臨したため、再び

二人が交わることはなかった。 

夢のその対決がついに実現したのが2012年3月3日(土)・4日(日)に開催された

「鈴鹿サーキット50周年ファン感謝デー」の舞台だった。3日（土）に行われた

レジェンドF1マシンを操る二人の熱いドライビングは来場した多くの観客を感動

に包んだ。土曜日の初対決は中嶋が勝利、これに対し「明日は絶対勝つよ」と

誓った星野だったが、最終決戦となる4日（日）は天候不良により走行が中止され、

決着をつけることができなかった。代わりに行われたトークショーで二人は

「絶対に決着をつけよう！舞台は2&4レースの時がいいね！」とコメント。「夢の

F1競演 中嶋悟×星野一義」が鈴鹿2&4レースに舞台を移し「最終決着」をつける

こととなった。 

両雄がドライブするマシンはロータス100TとウィリアムズFW11。レジェンドF1

マシンをドライブする二人の熱いバトルに注目だ！ 

 

■日時 ： 4月15日（日） 
※詳細な開催時間は決定次第ホームページにてお知らせいたします。 

■場所 ： 国際レーシングコース（東コース） 
 

 

 

※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。 

Ｔｏｐｉｃｓ 

鈴鹿サーキット50周年ファン感謝デーでの二人のバトル。 

星野一義（左・ウィリアムズFW11）と中嶋悟(ロータス100T) 

星野一義 中嶋悟 

鈴鹿サーキット50周年ファン感謝デー

でのトークショーの様子 

鈴鹿サーキットホームページで

夢の競演ダイジェストを配信 !
http://www.suzukacircuit.jp/2and4/
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プレミアムエリアで快適観戦！ 
 

鈴鹿サーキットはワンランク上の観戦エリアとして、グランドスタンド上部の「VIPスイート・プレミアム」およびピットビル

2階の「ホスピタリティラウンジ」をご用意しています。どちらもモニター完備の室内観戦エリアに加え、生の迫力を感じて

いただける屋外観戦エリアも併設。さらにはスペシャルランチボックスやフリードリンク、専用駐車エリアなどの多彩な特

典が付き、快適な観戦環境をご提供いたします。 
 

 

■ＶＩＰスイート・プレミアム 
＜大人・子ども（3歳以上）共通／観戦券込＞ （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。 
 

 
 

スペシャルランチＢＯＸが５０周年記念メニューでリニューアル登場!!  
※決勝日 4月15日（日）のみ 

三重県産にこだわり抜いた季節の食材で鈴鹿サーキットの料理長が腕をふるった特別

お弁当です。ご期待ください！ フリードリンクにはワインが、デザートタイムにはアイス

クリームサービスが新しく加わりました。 
 

レーシングコース バスクルージング開催！ 

国際レーシングコース バスクルージングに、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。 
 

グリッドウォークが体験できる！ 

4月15日（日）フォーミュラ・ニッポン第1戦 スタート前に開催。レーススタート前の緊張感を

ドライバーと一緒にスターティンググリッド上で体感出来る！VIPスイートオリジナル特典です。 

 
 

 

料金 ご観戦エリア 特典 

 1名様 

３２，０００円 
ゆうえんちモート

ピアパスポート付 

・VIPスイート（4階・5階） 

※全席指定席 

・VIPテラス(3階) 

※自由席 

・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） 

●スペシャルランチボックス 

（決勝日 4月15日（日）のみ） 

●フリードリンク 

（ソフトドリンク・ビール・ワイン）

●デザートタイム 

（アイスクリームサービス） 

●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 

●V席入場可 

●グリッドウォーク 

（4/15（日）フォーミュラ・ニッポン第1戦） 

●レーシングコースバスクルージング 

●記念品  

●レースリザルトサービス（ブース内設置）
 

※4月8日(日)24:00までのお申込みとなります。 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）のみのお取り扱いになります。 

※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す。 

※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。 

VIPスイート（グランドスタンド上部）

スペシャルランチBOX 

[価格はすべて税込]

デザートタイム 
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■ホスピタリティラウンジ（2日間有効／観戦券込） 

■ファミリーラウンジ（2日間有効／観戦券込） 

 

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。 
 

 

※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。 

 

スペシャルランチＢＯＸが５０周年記念メニューでリニューアル登場!!  
※決勝日 4月15日（日）のみ 

ホスピタリティラウンジ」でしか食べられない特別メニューです。こだわり抜いた三重県産の

地元食材を使用し、グレードUPしました。また食後には地元の水谷養蜂園のハチミツを

使ったホスピタリティラウンジ限定デザートもお楽しみいただけます。 

 

レーシングコース バスクルージング開催！ 

国際レーシングコース バスクルージングに、ホスピタリティラウンジ

（ファミリーラウンジ含む）ご購入のお客様、皆様がご参加いただけ

ます。 
 

 

 

ファミリーラウンジに「Ｈｏｎｄａ Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｅｃｏプログラム」で使用するＣＲ－Ｚが登場！ 

2012年から開催されるプログラム「Honda Sports & Ecoプログラム」で実際に使用する

CR-Zをファミリーラウンジに展示いたします。 ※展示は4/15（日）のみとなります。 

 

 
 

 

料金 ご観戦エリア 特典 

ホスピタリティラウンジ 

1名様 ２５，０００円 
ゆうえんちモートピアパスポート付

・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） 

●スペシャルランチボックス 

特製デザート付 

（決勝日 4月15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 

●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 

●V席入場可 

●レーシングコースバス 

クルージング 

●レースリザルトサービス 

（ブース内設置） 

ファミリーラウンジ 

（中学生以上） 

1名様 ２５，０００円 
ゆうえんちモートピアパスポート付

ファミリーラウンジＪｒ． 

（3歳～小学生以下） 

1名様 ８，０００円 
入場のみ 

●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（お子さま全員がご参加いただけます） 
 

※4月8日(日)24:00までのお申込みとなります。 
※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）のみのお取り扱いになります。 
※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。 
※駐車券は1名様～4名様までのお申込みにつき、1台分となります。 
※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。

[価格はすべて税込]

スペシャルランチBOX 

ホスピタリティラウンジ室内 バルコニー席 

CR-Z 

バスクルージング(イメージ) 特製デザート 
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Ｈｏｎｄａロードレース名車デモンストレーションラン 
日本、そして世界のロードレース界で活躍してきたHondaの名車によりデモンストレーションランが実現！なつかしの

全日本ロードレースマシンから世界を戦ったマシンまで、1970年代～1980年代のマシンがロードレースの歴史を色鮮や

かによみがえらせます。 
 

【走行マシン・ライダー】 

 

 

 

 

 

 
 

■日時 ： 4月15日（日） 
※詳細な開催時間は決定次第ホームページにてお知らせいたします。 

■場所 ： 国際レーシングコース（東コース） 
 

 

２＆４レースピットウォーク 
全日本ロードレースやフォーミュラ・ニッポンのマシンとレーサー、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です。大好評のピット

ウォークを4月14日（土）・15日（日）のお昼の時間帯に開催します。2輪、4輪が

同時に楽しめるのは、2&4レースならでは。また小学生以下のお子さまは無料で

すので、この機会にぜひご参加ください。 
 

■日 時 ： 4月14日（土）・15日（日） 
※詳細な開催時間は決定次第ホームページにてお知らせいたします。 

■場 所 ： ピットロード 

■参加対象 ： ピットウォーク券、VIPスイート・プレミアム、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 

■ピットウォーク券 ： 大人（中学生以上）2,000円（税込）／子ども（小学生以下）無料 
※土・日別のチケットが必要です 

※ピットウォーク券の詳細は、各種チケットのページをご覧ください。 
 

 

 

２＆４レースキッズピットウォーク 
鈴鹿2&4レースではお子様も安心して無料で参加できるキッズピットウォークを

土曜日の夕方に開催いたします。2輪、4輪のマシンやドライバー、ライダーに

会えるチャンスは鈴鹿2&4ならでは。さらにマーシャルカーの展示など盛りだくさん

で開催します。 
 

■日 時 ： 4月14日（土）走行イベント終了後（17:10頃開始予定） 

■場 所 ： ピットロード 

■参加対象 ： 中学生以下のお子様と保護者 
※大人の方のみのご入場はできません。 

■参 加 料 ： 無料 
 

 

 

※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。 

イベント情報 

1975年CB500R ライダー：岡田忠之 1985年NS500 ライダー：伊藤真一 1989年NSR500 ライダー：宮城光 

過去のピットウォークの様子 

過去のキッズピットウォークの様子 
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２＆４レースレースクイーンフォトセッション 
モータースポーツに花を添えるレースクイーンによる、フォトセッションステージの

開催が決定いたしました。2輪と4輪のレースクイーンが一堂に会すのは、2&4

レースならではです。 

 

■日 時 ： 4月15日（日） 
※詳細な開催時間は決定次第ホームページにてお知らせいたします。 

■場 所 ： ピットビル2階 ホスピタリティラウンジ 

■参加対象 ： VIPスイート・プレミアム、ホスピタリティラウンジ、 

ホスピタリティテラスパスをお持ちの方 

 

 

 

 

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！ 

フォーミュラ・ニッポン決勝後ホームストレート開放 
「2012 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン開幕戦」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いたします。みんなで感動

の表彰式を体感しよう！ 

 

■日時 ： 4月15日（日）フォーミュラ・ニッポン決勝レース終了後 
※メインストレートへの入場は表彰式の準備が整ってからとなります。 

■場所 ： 国際レーシングコース メインストレート 

 

 

 

国際レーシングコースをマイバイクで無料走行！ 

サーキットクルージング 
お客様のバイクで国際レーシングコース（フルコース）を走行できるチャンスです。

レースの熱が冷めやらぬ、日曜日の全レース終了後に国際レーシングコースを

1周（先導車あり）、ご自身のバイクで走行いただけます。 
※サーキットクルージングは事前のお申込みとなります。当日のお申込みはございません

ので、予めご了承ください。 
 

■日 時： 4月15日（日）全レース終了後（17:00頃スタート予定） 
※レーススケジュール等により変更となる場合がございます。 

■場 所 ： 国際レーシングコース（フルコース） 

■募集人員 ： 100名 

■参 加 料 ： 無料 

■申込み方法 ： 鈴鹿サーキットホームページよりお申込みください。 

■申込み期間 ：3月30日（金）10:00～ 
※定員になり次第終了とさせていただきます。 

 

※集合場所、持ち物などの詳細はお申込みいただいた方にご案内いたします。 

 

 

 

 

※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。 

過去のレースクイーンフォトセッションの

様子 

※写真はイメージです

※写真はイメージです
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コチラレーシング特設テント 
ＧＰスクエアの特設テントで、お子さま向けイベントを多数開催！ 

GPスクエアにお子さま・ファミリー向けスペースが登場。ファンクラブの入会受付や、

お子さま向けイベントを開催いたします。さらにはコチラちゃんファンくらぶ、コチラ

レーシングファンクラブ会員の方限定で、フォーミュラ・ニッポン決勝レースの

グリッドキッズも募集いたします。 
※グリッドキッズは、当日入会の方もお申込みいただけます。 

 

【コチラレーシング特設テント】 

■日時 ： 4月14日（土）・15日（日）終日 

■場所 ： GPスクエア 

 

【グリッドキッズ】 ※応募多数の場合は抽選となります 

■受付日時 ： 4月14日（土） 

■受付場所 ： GPスクエア コチラレーシング特設テント 

■参加対象 ： コチラちゃんファンくらぶ（3歳以上）またはコチラレーシング

ファンクラブ会員のお子さまと同伴者様1名 

■当選発表 ： 厳正な抽選のうえ、15日（日）朝に当選発表をコチラレーシング

特設テントにて実施します。 

■実施場所 ： 国際レーシングコース メインストレート 

■実施時間 ： フォーミュラ・ニッポン決勝レーススタート前 
 

※チーム・選手の希望は第2希望まで承りますが、同じチーム・選手に多数のご応募があった場合、ご希望に添えない場合がございます

ので予めご了承ください。 

※1組とは、お子さま1名様とご同伴の1名様の合計2名様となります。 

※いかなる場合でも当選をお約束することはできません。 

 

 

山本尚貴選手に挑戦！ 
フォーミュラ・ニッポンに参戦する山本尚貴選手がゆうえんちののりものでタイム

アタック。そのタイムを越えることができるか挑戦していただけます。挑戦された

お客様は「山本尚貴チャレンジカード」（有料）を作成することが出来ます。 
 

■日 時 ： 4月14日（土）・15日（日） 

■対象機種 ： プッチグランプリ、ドリームR 
  ※ドリームＲは小学3年生以上で身長120cm以上の方がご乗車いただけます。 
 

【山本尚貴チャレンジカード作成】 

プッチグランプリ、ドリームRに乗車するともらえるライセンスを、園内「メンキョ

センター」「ライセンスセンター」でご提示ください。 

■カード作成料金：300円（税込） 
 

【山本尚貴チャレンジカード特典】 

11月3日（土）、4日（日）開催の「2012年全日本選手権 フォーミュラ・ニッポン最終戦

（鈴鹿サーキット）」にご招待 
※ご招待は小学生までのお子さまご本人のみが対象になります 

 

 

 

 

※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。 

※写真はイメージです

過去のグリッドキッズの様子 

プッチグランプリ 

ドリームR 
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２＆４レース優勝当てクイズ 
2012年シーズン開幕を迎えるフォーミュラ・ニッポンと、第2戦として開催される

JSB1000クラスの優勝を予想して、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。 
 

※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。 
 

【応募用紙入手方法】 

ホームページよりダウンロード、又は当日GPエントランス（レース場入場ゲート）

およびセンターハウス2Fにて配布いたします。 
 

■応募期間 ： 4月14日(土)のゲートオープンから4月15日(日)12:30まで 

■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 

■賞 品 ： ・鈴鹿サーキットゆうえんちモートピアパスポート  5組10名様 

 ・‟コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第35回大会 ペア観戦券 5組10名様 

 ・SUPER GT 第5戦 第41回インターナショナル 鈴鹿1000km ペア観戦券 5組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。 

 

 

ドライバー・ライダー応援＆鈴鹿サーキット開場５０周年メッセージ大募集！ 
2012年シーズンに掛けるドライバー、ライダーへのメッセージを大募集します。お寄せいただいたメッセージの一部は

サーキットビジョンなどでご紹介いたします。皆さまからの熱いメッセージをお待ちしております。 

また、2012年9月に鈴鹿サーキットは開場50周年を迎えます。日本のモータースポーツとともに歩んできた鈴鹿サーキットは、

これまで様々な歴史を重ねてきました。その鈴鹿サーキットで体感した想い出を募集します。応募された想い出コメントの

中から一部はサーキットビジョンで紹介させていただきます。 

 

■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。 

■応募期間 ： 3月16日（金）10:00～4月9日（月）24:00 

※お寄せいただいたメッセージの一部を鈴鹿2&4レース開催期間中に、サーキットビジョンにて紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。 

※画像はイメージです

「Ｅｎｊｏｙ Ｈｏｎｄａ 鈴鹿 ２０１２」 同日開催！ 
 

「すべてのHondaファンへ感謝の気持ちを込めて」をテーマに、もっとたくさんの人にHondaの想いを

知ってもらいたい、という願いがつまったイベント「Enjoy Honda」が鈴鹿2&4レースの併催イベントと

して開催されます。おとなも子どもも思う存分楽しめる、Hondaの想いが、ぎっしり詰まったイベント・

コンテンツが盛りだくさんです。 

 

詳細は以下ホームページをご覧ください 

http://www.honda.co.jp/enjoyhonda/suzuka/2012/ ※写真はイメージです
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３世代でご宿泊のお客様に朗報！ 
 

鈴鹿サーキットホテルに3世代でご宿泊されるお客さまに特典をご用意いたしました。是非この機会に鈴鹿サーキット

ホテルをご利用ください。 

 

【特典１】 記念フォトプレゼント！ 

宿泊記念にご家族の写真を撮影。チェックアウトの際にお渡しします。 

 

【特典２】 家族みんなで楽しくボウリング！ 

ご宿泊いただいた皆さまに、ボウリング優待券プレゼントいたします。 

 

のんびりホテルステイ 

チェックイン／チェックアウト時間変更でのんびりホテルステイをお楽しみいただけます。 
※14:00にお部屋に入ってのんびりとお過ごしいただけます。 

※11:00のチェックアウト後にすぐに温泉にお入りいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈｏｎｄａ Ｓｐｏｒｔｓ ＆ Ｅｃｏ Ｐｒｏｇｒａｍ ＣＲ－Ｚ １０Ｌ チャレンジ 
 

Honda CR-Z Sports & Eco仕様車で、使用できるガソリン量が決められたなか、

1周5.807kmのコースを8周、いかに速く走るかを競うスプリントレース『CR-Z 

10リッターチャレンジ』が鈴鹿サーキットで初開催されます。Honda IMAハイブリッド

のEco性能を最大限に引き出しながら、『操る』『磨く』『競う』まったく新しいモーター

スポーツです。 
 

詳細は以下ホームページをご覧ください 

http://www.honda-crz-se.jp/ 

インフォメーション 

※写真はイメージです
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■シーズンシート、好評発売中！ 

■観戦席はグランドスタンド（Ｖ２・Ｖ１）を含め、全席自由席！ 

■３，９００円（前売）で、レースも遊園地も楽しめる！ 
（ゆうえんちモートピパスポート１日分付） 

■子ども（３歳～小学生）はゆうえんち入園料で観戦できる！ 
 

 

 

 

 

 

 

■前売券 

観戦券（2日間有効）※4月13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 

３，９００円 １，６００円 
 

グループチケット（2日間有効）※4月13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 

１０，５００円 １３，２００円 １５，６００円 
 

Ｅｎｊｏｙ Ｈｏｎｄａ 鈴鹿 2012 前売券（2日間有効） 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 

同日開催の「鈴鹿２＆４レース」を自由席で観戦可（２日間） 
大人（中学生以上） 子ども（小学生） 幼児（3歳～未就学児） 

３，９００円 ３，２００円 ２，０００円 
 

 

■当日券 

観戦券 

 大人 中・高校生 

4月14日（土）予選日 ゆうえんち入園料（１，６００円） 

4月15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。 

 

チケット情報 

観戦券 
[価格はすべて税込]
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シーズンシートは、オーナー様が年間を通じてご利用いただける、記名式プラスチックパス。鈴鹿のレースが大好きという

お客様におすすめです。 
※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）のみのお取り扱いになります。（鈴鹿2＆4レースチケットページよりお申し込みください。）

なお、プラスチックパス記載名（ご人数様分）は、ご注文後に別途リクエストフォームにてお伺いいたします。 
 

■お申込み期間 ： 3月31日（土）24：00まで 
 

【対象レース】 

鈴鹿2&4レース 4月14日（土）・15（日） 

‟コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第35回大会 7月27日（金）～29日（日） 

SUPER GT 第5戦 第41回インターナショナル 鈴鹿1000km 8月18日（土）・19日（日） 

FIA世界ツーリングカー選手権シリーズ 日本ラウンド（WTCC） 

スーパー耐久シリーズ2012 第5戦 
10月20日（土）・21日（日） 

第44回MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 10月27日（土）・28日（日） 

フォーミュラ・ニッポン第7戦 鈴鹿サーキット 11月3日（土・祝）・4日（日） 
※D1グランプリ、F1日本グランプリは除く 

※イベントの日程、内容は変更になる場合があります。 

 

 

パノラマシーズンルーム（1室料金・観戦券込） 
4名様（プラスお子さま2名様）まで利用可 

３８０，０００円 
 

※お子さまの観戦券(入園券)は、別途お買い求めください。 

 

■特典 

・駐車券 ※交通教育センターまたはGPスクエア内/各レース1台 

・パドックパス付き 

・2012年F1日本グランプリチケット優先購入 
※優先購入特典は3月20日（火・祝）までにお申し込みいただいた方が対象となります。ご注文後にメールにてご案内いたします。 

 

 

 

Ｖ席シーズンシート 
V2指定席上段（2名セット・観戦券込） 

1コーナー側 中央 最終コーナー側 

７８，０００円 
 

■特典 

・座席エリアをお選びいただけます。 

（1コーナー側・中央・最終コーナー側） 
※各エリアには数に限りがあります。 

・駐車券 ※交通教育センターまたはGPスクエア内/各レース1台 

・2012年F1日本グランプリチケット優先購入 
※優先購入特典は3月20日（火・祝）までにお申し込みいただいた方が対象となります。ご注文後にメールにてご案内いたします。 

 

シーズンシート 
[価格はすべて税込]
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■ピットウォーク券（別途観戦券必要） 

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 

大人（中学生以上） 子ども 

4月14日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

4月15日（日）決勝日 ２，０００円 
 

※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。 

 

 

■パドックパス（2日間有効・別途観戦券必要） 

パドックでドライバー・ライダー、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）＞ 

パドックパスJr 
＜子ども（3歳～小学生）＞ 

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 
 

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。 

 

 

～プライベートな空間でレース観戦～ 

■パノラマルーム（別途観戦券必要） 

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、またお子さま連れの

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（プラスお子さま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 
 

※4月8日(日)24:00までのお申込みとなります。 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）のみのお取り扱いになります。 

激感エリア（イメージ）

[価格はすべて税込]

オプションチケット 

パノラマルーム 

※写真はイメージです
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■ホスピタリティテラス（2日間有効／観戦券込） 

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 

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 

●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。 

 

 

 

 

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 ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ 

３月１日より１万円の以上ご購入の送料が無料に！ 
※代引きの場合は別途代引き手数料300円が必要となります。 

 

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） 

4月8日（日） 24：00まで （24時間販売） 

■お電話による通信販売 ☎059-378-1100<通信販売専用電話>

（鈴鹿サーキットモビリティステーション） 
4月8日（日）16：00まで（10：00～16：00） 

■窓口での販売 

（鈴鹿サーキットモビリティステーション） 
4月14日（土）17：00まで（10：00～17：00） 

■プレイガイド・コンビニエンスストア 
販売期間：4月14日（土）まで販売 ※一部販売期間が異なる店舗がございます 

●ツインリンクもてぎチケットセンター 

●ローソンチケット ●イープラス ●電子チケットぴあ ●チケットボード（ケータイ電子チケット）  

●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。 

 

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） 
 

[価格はすべて税込]

ホスピタリティテラス 

バルコニー席からの眺め 

ホスピタリティテラスプラスチックパス


