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2012 AUTOBACS SUPER GT Round5 第41回インターナショナル ポッカ 1000km 
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４年ぶりに復活した伝統の鈴鹿１０００ｋｍレース 

公開公式テストで過酷かつ重要な戦いに向けた各チームの戦略が判明する！ 
 

今年で41回目の開催、国内の４輪レースでは最も長い歴史と伝統を誇る

「インターナショナル ポッカ 1000km」だが、1966年の初開催以来続けてきた

1000kmのレース距離が様々な事情から2009年、10年は700km、11年は

500kmのレース距離に変更された。それが４年ぶりに1000kmレースで争わ

れることになったのだ。SUPER GTシリーズは通常300kmのレース距離で

争われる。長いレースでも500kmだ。それが鈴鹿ではその2倍、通常レースに

比べても3倍以上のレース距離となる。当然マシンにかかる負担は大きくなり、

8月の暑さも戦いに大きな影響を与えることになる。しかも後半戦に突入する

シリーズ第5戦、タイトル争いの上でもまさに重要な戦いとなるわけだ。 

この過酷かつ重要な1戦をどう戦うのかを決めるのが、今回の公開公式

テスト。高温になる路面でタイヤはどこまで耐えられるのか？ 60度にも

達するコックピットでドライバーをどう冷却するのか？ そしてマシンの冷却、耐久性の向上は？ 様々な対策を行わ

なければならない。1000kmで争われていた時期は冷却の新アイテムが毎年のように登場していたが、はたして今年は？ 

ポッカ1000kmを制するための各チームの戦略が明らかになるはずだ。 

 

 

 

 

 

2012年7月18日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

予選 決勝

※写真はイメージです 

開催概要 
■大 会 名 称：2012 AUTOBACS SUPER GT Round5 第41回インターナショナル ポッカ 1000km 

■開 催 日：2012年8月18日（土）・19日（日） 

■併催レース：GT Asia Series 2012 Round 7 & Round 8 ／ Honda Sports & Eco Program CR-Z 10リッターチャレンジ 

■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 

■冠 協 賛：株式会社ポッカコーポレーション 

■公 認：国際自動車連盟（FIA） ／ 一般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 

■後 援：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 

公開公式テストを７月２０日（金）・２１日（土）に開催！ 
 

今回の公開公式テストでは1000km復活を記念して様々なイベントを開催。テスト中は一部のホスピタリティラウンジと

ホスピタリティテラスを無料開放いたします。21日（土）のお昼の時間には「コチラレーシング プレゼンツ ファミリー

ピットウォーク」を、セッション終了後には「コース開放」や「サーキットカート」でコース走行をお楽しみいただけます。

さらには夕刻に「1000km復活記念プレ花火」を開催いたします。 
 

公開公式テストはゆうえんち入園料でご入場いただけます 

料金（ゆうえんち入園料） 
大人 

（中学生以上） 
子供 

（小学生） 
幼児 

(３歳～未就学児) 

1,600円 800円 600円 

ポッカ1000km観戦券をお持ちの方は入場無料！
 

インターナショナル ポッカ 1000kmの観戦券、ま

たはSUPER GTサポーターズクラブの年間パス

をお持ちの方は無料でご入場いただけます。 
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■ＧＴ５００クラス■ 

レクサスＳＣ４３０連勝で幕を開けた２０１２シーズン。 

第３戦でＨｏｎｄａ勢のウィダーＨＳＶ－０１０が優勝！ 

ＳＣ４３０、 ＨＳＶ－０１０の対決に加わるのか!? ニッサンＧＴ－Ｒ勢の動向に注目！! 
 

昨年圧倒的な強さを見せたニッサンGT-Rだったが、今季の開幕戦を制したのが、

昨年不振にあえいだレクサスSC430の立川裕路／平手晃平組（ZENT CERUMO 

SC430）だった。続く第2戦も脇阪寿一／石浦宏明組（DNSO KOBELCO SC430）が

制してSC430が2連勝。昨年とは逆の展開でSC430の優位が続かと思われたが、

第3戦でHonda勢が逆襲。小暮卓史／C・ヴァン・ダム組（ウィダーHSV-010）がポール・

トゥ・フィニッシュを決めた。HSV-010は開幕戦、第2戦と伊沢拓也／山本尚貴組

（RAYBRIG HSV-010）が連続2位を記録しており、SC430対HSV-010の対決の様相

を呈してきた。だが今回の

公開公式テストで注目した

いのはニッサンGT-R勢だ。昨年はシリーズ全8戦でGT‐R勢は

5勝を記録する強さを見せただけに、このまま終わるはずはない。

ディフェンディングチャンピオンの柳田真孝／R・クインタレッリ組

（S Road REITO MOLA GT-R）を筆頭に、どんなパフォーマンス

を見せてくれるか楽しみだ。 

 
 

■ＧＴ３００クラス■ 

待望のハイブリッドＭＵＧＥＮ ＣＲ－Ｚ ＧＴ 

第４戦でのデビューを前に鈴鹿公開公式テストに登場！その実力は！？ 
  

今季の参戦が予定されていたHondaのハイブリッドカー、MUGEN CR-Z GTがついに

その姿を現した。7月4日にツインリンクもてぎでシェイクダウンテストを実施したもので、

武藤英紀、中嶋大祐がステアリングを握った。デビューは7月29日に決勝が行われる

第4戦（SUGO）で、当然ポッカ1000kmにも参戦する。その前に行われる鈴鹿公開公式

テストにも参加する予定だ。実績のある2.8リッターV6ターボエンジンに、最大50KWの

モーターを併用するもので、ツインリンクもてぎでは好タイムをマークしたものの、細かな

マイナートラブルもあったようで、本当の実力は鈴鹿で判明することになる。 

 
 

混戦続くＧＴ３００クラスは夏の鈴鹿に強い国産マシンのパフォーマンスに注目！ 

本番さながらのタイムアタック合戦が展開されそうだ 
  

開幕戦でアウディR8を駆る田中哲也／平中克幸組が優勝を

飾ると、第２戦は昨年のチャンピオン、BMW Z4 GT3の谷口信輝／

片岡龍也組、第3戦はポルシェ911GT3の影山正美／藤井誠暢組

が優勝と、FIA-GT3規格のマシンが3連勝を飾ったGT300クラス。

GT3規格では他にもランボルギーニGT3、メルセデスベンツSLS 

AMG GT3、アストンマーティンGT3なども上位を狙っており、

今後もヨーロッパのGT3マシンが強さを見せると思われるが、

ポッカ1000㎞で注目したいのは国産マシンだ。昨年、一昨年と夏の鈴鹿を制したのが山野哲也／佐々木孝太組の

レガシイB4でその前の08年、09年はニッサンZが優勝と、国産マシンが強さを見せるのだ。山野哲也組は新たにスバルBRZ

での参戦、他にガライヤ、紫電、GT3規格のニッサンGT‐Rも参戦。ヨーロッパ車勢対国産勢の対決の図式が出来

上がったと言っていいだろう。夏の鈴鹿でこの２大勢力が激突する。当然公開公式テストも力が入る。ポッカ1000km

前哨戦ともいえるタイムアタック合戦も見られそうだ。 

ニッサンGT-R 

Honda HSV-010 レクサスSC430 

MUGEN CR-Z GT 

BMW Z4 GT3 スバルBRZ 
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※ご好評につき下記のチケットおよび予約駐車場は完売となっています。（7月17日現在） 

「18日（土）ピットウォーク」、「19日（日）ピットウォーク」、「ホスピタリティテラス」、「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」、「パノラマルーム」、「ファミ得チケットV2席セット」 

 

■前売券 
観戦券（2日間有効） 

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 

５，５００円 １，６００円 
 

グループチケット（2日間有効） 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 

3名 4名 5名 

１４，８５０円 １８，７００円 ２２、０００円 
 

指定席券（日曜日のみ有効）※別途観戦券が必要です 指定券付き観戦券（指定席は日曜日のみ有効） 

V2指定席（3歳以上共通） B・Qエリアセット（大人） 

３，５００円 ６，０００円 
※V2指定席をお持ちの方は、B・Qエリアへの入場ができます。 ※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。 

 

Ｖ２指定席（Ｂ・Ｑエリア入場可）とポッカドリンク１本、三重地物一番メニュー ランチクーポンが付いたお得なチケット 

（MOBILITY STATIONのみで限定販売） 

Ｖ２指定席＋三重地物一番セット ※別途観戦券が必要です 

４，０００円 

【特典】 ・V2指定席（B・Qエリア入場可） ※別途観戦券が必要です。 

・ポッカドリンク1本付 

・三重地物一番メニュー ランチクーポン付 

<ランチクーポン 対象メニュー> 
【鈴鹿・とんてき串】三重県産牛ステーキ串 【鈴たこ】鈴たこ（ソースたこ焼きor塩たこ焼き） 

【松阪牛まん】さくらポーク翔雲餃子と特製翔雲唐揚げのセット 【伊賀牛バーガー】伊賀牛バーガーBOX 

【三重県産豚スペアリブ】三重県産豚スペアリブ 【三重地鶏チキンカバブDON】三重県産チキンカバブDON 

【鈴鹿産さくらポーク 広島焼き】さくらポーク 広島焼き 【松阪牛みや川】松阪牛すじどて煮丼 

【らー麺辛味噌とんこつ】三重県産地粉使用 辛味噌とんこつらー麺 

【伊勢茶塩やきそば】伊勢茶塩やきそばとソース焼きそばのハーフ＆ハーフセッ ト 

■ご利用場所：GPスクエア フードコート 

■ご利用日時：2012年8月18日（土）・19日（日）10：00～15：00 
 

<ドリンククーポン> 
■ご利用場所：GPスクエア フードコート入口 ポッカドリンク販売ブース 

■ご利用日時：2012年8月18日（土）・19日（日）10：00～15：00 

 

 
※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。  

※V2指定席、V1指定席をお持ちの方は、B・Qエリアへの入場ができます。 

※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。 

※V1席ファンシートにつきましては、ファンシートページをご覧ください。 

※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。 

チケット好評発売中！ 

[価格はすべて税込]
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■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V2席セットは完売いたしました。 

ファミ得チケット（2日間有効） 
Ｂ・Ｑエリアセット 

（エリア券は日曜日のみ有効） 
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) １４，０００円 

大人2人＋子ども2人(3歳～高校生) １６，８００円 

セット内容 

・レース観戦 

・ゆうえんちモートピアパスポート付（期間中いずれか1日のりもの乗り放題） 

・B・Qエリア入場可 

※エリア券は8月19日（日）のみ有効 
 

 

 

■当日券 

 
観戦券 Ｖ２指定席 

※別途観戦券が必要です 
Ｂ・Ｑエリア 

※別途観戦券が必要です 大人 中・高校生 

8月18日（土）予選日 ゆうえんち入園料（１，６００円） ― ― 

8月19日（日）決勝日 ６，５００円 １，６００円 ４，０００円 
１，５００円 

※当日販売のみ 

 

 

■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、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。 

ピットウォーク２日付き！！ 

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。  

※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  ・B・Q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。 

 

第2コーナー激感エリアの様子 

激感シャトルバスを運行 
 

激感エリアを巡回するシャトルバスが運行されます。

シャトルバスを使って激感エリアを効率よく回り、

迫力満点の走りを堪能しよう！ 
※「激感シャトルバス」のご利用はパドックに入場可能な

チケットをお持ちの方限定となります。 



 

 

〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992    TEL（059）378-1111  FAX（059）378-4568  URL http://www.suzukacircuit.jp/ 

- 5/6 - 

■ファンシート（MOBILITY STATIONのみで限定販売） 
 

ポッカ1000kmのV1席応援席！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！ 
 

※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。  

※V1席最上段にあるフェンスは、各メーカーの専用横断幕を設置する予定です。 

横断幕の設置をご予定される方につきましては、V2席最前列フェンスをご利用ください。 
 

ファンシート 

観戦券＋Ｖ１指定席セット 
（指定席券は日曜日のみ有効） 

Ｖ１指定席 
（指定席券は日曜日のみ有効）

※別途観戦券が必要です 

大人 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付

子ども（3歳～高校生） ３歳以上共通 

Ｈｏｎｄａファンシート ６，５００円 ２，６００円 ２，０００円 

ＡＲＴＡファンシート ６，５００円 ２，６００円 ２，０００円 

ＳＵＢＡＲＵファンシート ６，５００円 ２，６００円 ２，０００円 
※ARTAファンシート内はエリア席となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈｏｎｄａファンシート特典 
 

Ｈｏｎｄａオリジナルの応援グッズで熱い声援を送ろう！ 

応援ジャンボハンドプレゼント！ 
※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。 

※写真はイメージです。 
 

ドライバーがファンシートを訪問！ 

【訪問ドライバー】（予定） 
ラルフ・ファーマン選手（AUTOBACS RACING TEAM AGRI）、金石年弘選手（KEIHIN REAL RACING）、 

小暮卓史選手（ウイダー ホンダ レーシング）、道上龍選手（NAKAJIMA RACING）、伊沢拓也選手（TEAM KUNIMITSU） 

※訪問ドライバーは予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。 

応援ジャンボハンド 

ＡＲＴＡファンシート特典 
 

オリジナルの応援グッズで熱い声援を送ろう！ 
※ARTAファンシート内はエリア席となります。 

※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。 

※写真はイメージです。 
 

 

ＳＵＢＡＲＵファンシート特典 
 

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！ 
※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。 

※写真はイメージです。 
 

ドライバーがファンシートを訪問！ 

【訪問ドライバー】（予定） 
山野哲也選手（R&D SPORT）、佐々木孝太選手（R&D SPORT） 

※訪問ドライバーは予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。 



 

 

〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992    TEL（059）378-1111  FAX（059）378-4568  URL http://www.suzukacircuit.jp/ 

- 6/6 - 

観戦席マップ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

１万円の以上ご購入の送料が無料！ 
※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） 

8月12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） 

8月12日（日）16:00まで 

（受付時間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） 

8月18日（土）17:00まで 

（営業時間：10：00～17：00）

■プレイガイド・コンビニエンスストア 
販売期間：8月18日（土）まで ※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 ●チケットボード ●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。 
 

 

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） 


