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ＪＳＢ１０００ 

大逆転もありえる２レース制の最終戦！！ 

８耐リベンジ、そしてチャンピオンをかけた戦い！！ 
 

鈴鹿8耐で強さと速さを併せ持つ“韋駄天”ぶりを完全復活させた秋吉耕佑（Honda）。

まさに全日本シリーズ前半戦を怪我で棒に振ったうっぷんを晴らすような完勝劇だったが、

同時にこれは、全日本シリーズ後半戦では、チャンピオン争いを展開する中須賀克行

（Yamaha）と高橋巧（Honda）にとって、大きな脅威となるだろう。 

鈴鹿8耐のトップ10トライアルで最速タイムをマークした中須賀は、全日本シリーズ

でも、その前半戦で、すでに自身のシーズン最多タイとなる2勝を挙げており絶好調だ。

だが、中須賀は、ここ鈴鹿サーキット・フルコースで、まだ勝利がない。中須賀自身、

鈴鹿サーキットで勝って、初めてトップライダーとして認められると語っており、MFJ-GP

には並々ならぬ意気込みで対峙してくることは間違いない。 

この中須賀とチャンピオン争いを繰り広げているのが高橋巧だ。今年の鈴鹿8耐では、

初参戦以来続いていた連続表彰台記録が途切れたが、それだけに鈴鹿サーキットを

舞台にしたMFJ-GPは雪辱戦となり、自然と気合いが入ることは間違いない。 

そしてこの二人の前に立ちはだかるのが秋吉だ。中須賀と高橋にとって、最終戦

MFJ-GPは、チャンピオンのかかった雌雄決着の一戦となる。だが、ここで秋吉の後ろで

ゴールしたとなれば、チャンピオンになったとしても素直に喜べないだろう。秋吉を抑え、

そして鈴鹿サーキットを制することに全勢力を集中してくることは間違いなく、だからこそ、

この一戦で大きなドラマが誕生する可能性も高い。 

もちろん、中須賀、高橋、秋吉に加え、加賀山就臣（Suzuki）、柳川明（Kawasaki）も

勝利に向けて虎視眈々であり、一年を締めくくる最大級のバトルが展開されることは

必至の情勢だ。なお、このMFJ-GPは、全クラスで通常ポイントに3ポイントが加算される

ボーナスポイント制が導入されている。また、JSB1000クラスのみ2レース制で行われる

ため、両レースを制すると一挙56ポイント獲得となり、これが白熱のドラマに拍車をかける

ことにもなっている。 

2012年8月26日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

２０１２年 ＭＦＪ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦

第４４回 ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿

10/２７ SAT. ・ ２８ SUN.
予選 決勝 ２０１２ 

秋吉耕佑 

2012鈴鹿2&4レース、JSB1000スタートシーン 

中須賀克行 

高橋巧の走り 
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ＳＴ６００そしてＪ－ＧＰ２、Ｊ－ＧＰ３も大混戦の決着戦 
 

ST600クラスでは、タイ人ライダーのデチャ・クライサー（Yamaha）がポイントリーダーでシリーズ前半を折り返した。

デチャはこれまで、全日本選手権にスポット参戦しては好成績を残してきたが、今年はフルエントリー。走り慣れたオート

ポリスでは、2レース制の両レースで優勝を遂げるなど、初のタイ人チャンピオンに向けて加速している。デチャにとって

鈴鹿サーキットは憧れの地であり、優勝でチャンピオンを勝ち取りたいところだ。 

J-GP2クラスでは、関口太郎（Honda）がベテランの巧みさを随所に発揮して、3レースを終えた段階でポイントリーダーに

立つ。渡辺一樹（Kawasaki）、浦本修充（Honda）もそれぞれ勝利を挙げているが、ノーポイントレースが響いてランキング

では低迷。しかし、勢いでは関口を脅かす存在であり、MFJ-GPでの戦いが注目される。 

J-GP3クラスは、Honda NSF250Rのほぼワンメーク状態であり、こうしたことから毎レースで接戦・激戦が繰り広げられて

いる。また、ユースライダーの台頭も目立っており、ベテランと若手ライダーが入り乱れてのチャンピオン決定戦は、まさに

MFJ-GPの醍醐味とも言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デチャ・クライサー(左) 

（スーパーバイクレースinもてぎ） 

関口太郎（もてぎ2&4レース） J-GP3スタートシーン（もてぎ2&4レース）

●大会名称：2012年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第44回 MFJ グランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 

●開催クラス：JSB1000、ST600、J-GP2、J-GP3 

●主  催：株式会社モビリティランド ／ 財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） 

●公  認：国際モーターサイクリズム連盟(FIM) 

●後 援：文部科学省 

ＣＢＲ２５０Ｒ ＣＵＰをＭＦＪグランプリ予選日、１０月２７日（土）に開催！
 

ＣＢＲ２５０Ｒ ＣＵＰとは 
全国15のサーキットでシリーズ戦が開催され、各シリーズの上位ライダーが集まり日本代表を決める「グランド

チャンピオン大会」が12月8日（土）・9日（日）に鈴鹿サーキットで開催される。そして日本代表になると翌年のCBR250

アジアドリームカップに参戦（15歳～25歳に限る）。さらにアジアドリームカップで優秀な成績を収めると世界選手権

Moto3クラスへのスポット参戦の可能性が与えられるなど、確実なステップアップシステムが整えられている。 
 

■大会名称：2012 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 併催 CBR250R CUP 

■決勝レース：10月27日（土） 
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全日本ロードレースの締めくくり、シーズンエンドパーティーを開催！！ 

 

10月28日（日）最終戦レース終了後、ピットビル2階ホスピタリティラウンジにてシーズンエンドパーティーを開催

いたします。パーティーには激闘の1年を走りきったライダーも参加。ライダー達がファンの皆様のテーブルに赴き、

サインや歓談を行う交流タイムもご用意。またライダーのサイン入り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実施しいたます。2012年の締めくくりとなる、ファン交流シーズンエンドパーティーに、ぜひご参加

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加予定選手】 ※50音順 

秋吉耕佑選手・加賀山就臣選手・高橋巧選手・中須賀克行選手・柳川明選手・山口辰也選手 
 

■日 時 ： 10月28日（日） 17:00 受付、開宴 17:30、終宴 19:30（予定） 

■会 場 ： 鈴鹿サーキット ピットビル2階 ホスピタリティラウンジ 

■料 金 ： お1人様（立食形式ビュッフェ料理・ソフトドリンク各種・消費税込） 

大人 6,000円、中高生 3,000円、小学生 1,500円、幼児 無料 
※未就学のお子様は、無料で参加いただけます。 

■お申し込み期間 ： 8月26日（日）10:00～10月21日（日）23:59  
※定員になり次第、受付を終了いたします。 

■お申込み方法 ： MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）よりお申し込みください。 

http://www.mobilityland.co.jp/onlineshop/ 

■当 日 の受 付 ： 申込後お送りする返信メールをプリントアウトの上、会場受付（鈴鹿サーキット ピットビル2階 

ホスピタリティラウンジ）にお持ちください。 

■お支 払 方 法 ： クレジットカードでの事前精算となります。 

キャンセルにつきましては、10月22日（月）17:00までにご連絡ください。10月22日（月）以降のキャン

セルは承りかねますのでご了承ください。 

■お 問 合 せ 先 ： 鈴鹿サーキット料飲課 TEL 059-378-8414（10:00～17:00） 

 

イベント情報 

2011年のシーズンエンドパーティーの様子 



 

 

〒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/ 

- 4/8 - 

 

 
 

 

 

今年から大人券に「ゆうえんちモートピアパスポート」が付きます！！ 
 

■前売観戦券（2日間有効）※10月26日（金）も入場可 

大人 (高校生以上） 

※ゆうえんちモートピア 

パスポート1日分付 

中・高校生 
※入場のみ 

グループチケット ※ゆうえんちモートピアパスポート1日分付 

3名 4名 5名 

３，５００円 １，６００円 ９，４５０円 １１，９００円 １４，０００円 

 

■当日観戦券 

 大人 中・高校生 

１０月２７日（土）予選日 ゆうえんち入園料（1,600円） ゆうえんち入園料（1,600円） 

１０月２８日（日）決勝日 ４，０００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  

※本レースは、ゆうえんちモートピアパスポートでご観戦いただけます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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<小学生以下>2名様）まで利用可 

１５，０００円 
※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）PC・モバイルサイトから

のみのお申し込みとなります。 

 

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 

８月２６日（日）チケット発売開始！ 

レースをとことん楽しみたい！ 

［価格はすべて税込］
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■パドックパス（2日通し券） ※別途観戦券が必要です 

パドックでライダー、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)＞ 

４，０００円 無料 
 

ご観戦エリア 

・ホスピタリティテラス（ピットビル3階） 

・パドック 

・ピットウォーク 

・激感エリア 
 

パドックパスでホスピタリティテラスも入場可能！ 
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に、パドックパスで入場可能！ 

 

スーパーバイクレースin鈴鹿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。  
 

ピットウォークにご参加いただけます。 
パドックパスをお持ちの方は10月27日（土）・決勝日10月28日（日）開催のピットウォークにご参加いただけます。 

 

※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）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 ※別途観戦券が必要です 

レーシングマシンをもっと間近でみたい！マシンやレースクイーンを撮影したい！ 

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。 

 大人（中学生以上） 子ども（3歳～小学生） 

１０月２７日（土）予選日 １，２００円 
無料 

１０月２８日（日）決勝日 １，２００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。 

 

［価格はすべて税込］

過去の激感エリアの様子 

ホスピタリティテラス 

過去のピットウォークの様子 
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メインスタンド上部の快適空間 

■ＶＩＰスイート・プレミアム（2日間有効） ＜大人・子ども（3歳以上）共通＞ ※レース観戦券込 

 

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 

２３，０００円 

 

ご観戦エリア 

・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 ※指定ブースのみ） 

・ホスピタリティテラス（ピットビル3階） 

・パドック 

・激感エリア 
 

 

 

特典 
●スペシャルランチボックス 

（決勝日 10月28日（日）のみ） 

●フリードリンク(ソフトドリンク・ビール・グラスワイン) 

※ドリンクサービスはVIPスイート内のみとなります。 

●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） 

●グリッドウォーク（予定） 

●パドック入場可 

●VIPテラス入場可 

●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  

●激感エリア入場可 

●記念品  

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

●ゆうえんちモートピアパスポート1日分 
 

 

※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。） 

※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。また、2枚購入で別々のお車でお越しの場合などは、 

もう1台分進呈させていただきますので、お手数ですがご連絡ください。 

※ホスピタリティラウンジ、ホスピタリティテラス、VIPテラスでのお食事対応はいたしておりません。ご入場のみとなりますので、 

あらかじめご了承ください。 

※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となります。 

プレミアムエリア 

VIPスイート 

［価格はすべて税込］

スペシャルランチＢＯＸが５０周年記念にちなんでリニューアル登場！ 
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！！ 
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鈴鹿サーキットの新しい観戦スタイル。ピットビル２Ｆ 「ホスピタリティラウンジ」 

■ホスピタリティラウンジ（2日間有効） ※レース観戦券込 

 

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。 

 

ホスピタリティラウンジ 
大人（中学生以上） 

Ｊｒ．ジュニア 
（3歳～小学生以下） 

２１，０００円 ６，０００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、※指定ブース内 全席自由席） 

・ホスピタリティテラス（ピットビル3階） 

・パドック 

・ピットウォーク 

・激感エリア 

 

 

 

特典 
●スペシャルランチボックス 

（決勝日 10月28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 

●ピットウォーク（2日間対象） 

●パドック入場可  

●ホスピタリティテラス入場可  

●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） 

 

※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。 

※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。 
 

ホスピタリティラウンジ 

［価格はすべて税込］

スペシャルランチＢＯＸが５０周年記念にちなんでリニューアル登場！ 
三重県産にこだわり抜いた季節の食材で作った「ホスピタリティラウンジ」でしか食べ

られない特別お弁当です。ご期待ください！！ 
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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26日（日）10:00～10月21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26日（日）～10月21日（日） 

（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26日（日）～10月27日（土） 

（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26日（日）～10月27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 ●チケットボード（携帯電子チケット） 

●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） 


