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２０１３ ＦＩＡ 世界ツーリングカー選手権シリーズ ＪＶＣ ＫＥＮＷＯＯＤ 日本ラウンド 
2013 FIA World Touring Car Championship JVC KENWOOD Race of Japan 

9/21 SAT. 22 SUN. 
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２０１３ 第６戦 （フルコース 5.807km） 
 

 

 

ツーリングカーバトルの競演！ＷＴＣＣ、スーパー耐久同時開催！! 
 

 

株式会社モビリティランドは、鈴鹿サーキット(三重県鈴鹿市)にて、9月21日(土)・22日(日)に、「2013 FIA 世界

ツーリングカー選手権シリーズ JVC KENWOOD 日本ラウンド」(WTCC)と「スーパー耐久シリーズ2013 第6戦」

を同時開催いたします。 

激しいバトルで知られ、格闘技レースの異名をとるWTCCと、多彩な車種が6つのクラスに分かれて激戦を

繰り広げるスーパー耐久シリーズ。2大ツーリングカーレースにご注目ください。 

前売チケットは5月25日(土)に券売開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年5月21日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

予選 決勝

2012年WTCCレースシーン 2012年スーパー耐久レースシーン 

ＷＴＣＣ開催概要 
■大会名称 ： 2013 FIA 世界ツーリングカー選手権シリーズ JVC KENWOOD 日本ラウンド 

 （英文表記） 2013 FIA World Touring Car Championship JVC KENWOOD Race of Japan 

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

■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） 

■会 場 ： 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） 

■開催日程 ： 2013年9月21日(土)・22日(日) 

スーパー耐久開催概要 
■大会名称 ： スーパー耐久シリーズ2013 第6戦 

■公 認 ： 一般社団法人日本自動車連盟（JAF） 

■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 

■会 場 ： 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） 

■開催日程 ： 2013年9月21日(土)・22日(日) 
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昨年鈴鹿でデビューしたＨｏｎｄａシビックが第５戦で初優勝＆表彰台独占の快挙！ 

期待される母国凱旋優勝！！ 
 

昨年鈴鹿ラウンドでデビューしたHondaシビックが、今年は開幕戦からトップ争い

を展開。イタリアで行われた開幕ラウンドのレース2（第2戦）でG・タルクィーニが

Hondaシビック初表彰台となる3位に食い込むと、続くモロッコラウンドでは予選で

タルクィーニが初のPP（ポール・ポジション）を獲得。決勝レースは2位に終わった

が、その勢いは止まらない。スロバキアでの第3ラウンド、予選でタルクィーニ、

T・モンテイロ、N・ミケリスとHondaシビック勢がトップ3を独占すると、決勝レース1

（第5戦）はその順位の

ま ま フ ィ ニ ッ シ ュ し て

初優勝。表彰台を独占

する快挙を達成した。 

ハンガリーラウンドでも母国戦となるミケリスが予選2位から

レース1（第7戦）2位表彰台を記録した。現在チャンピオン

争いはトップY・ミューラー（シボレー）をタルクィーニが追う

展開。Hondaシビック母国凱旋優勝とともにタイトル争いも

期待される鈴鹿ラウンドとなる。 

 

 

東コース全体がパッシングポイント！ 

Ｈｏｎｄａシビック、ＢＭＷ、シボレーなど５車種による超接近戦が展開される 
 

FIA(国際自動車連盟)が設定した世界選手権はF1、WEC（世界耐久

選手権）、WRC（世界ラリー選手権）、そしてWTCCの4シリーズ。WTCC

は今年はヨーロッパを中心に各国で開催され、ロシアでも初めて開催

されることになった。鈴鹿サーキットは今年で3年目の開催となるが、

見どころは超接近戦の激しいバトル。接触寸前、時に接触してしまう

こともあるが承知の上。キャリア豊かなトップドライバーたちが揃って

おり、ハイレベルな攻防が繰り広げられるのだ。 

これはエンジン、車両重量、タイヤ（ヨコハマのワンメイク）などで

イコールコンディションが保たれ、２レース制の決勝はペースカーが先導

するローリングスタートと、グリッドに静止してからダッシュするスタン

ディングスタートの両方が採用され、車種や駆動方式で差が出ないように

配慮されているためだ。結果としてこれが大接戦を呼ぶことになる。1周約2.2kmの鈴鹿サーキット東コースが舞台と

なるが第1コーナーはもちろん、S字コーナーでのサイド・バイ・サイド、 終コーナーでもバトルシーンが見られる

はずだ。今年はHondaシビック、シボレー・クルーズ、セアト・レオンWTCC、BMW 320TC、ラーダ・グランタ・スポーツ

の5車種が参戦し、激戦を展開している。 

 

 

ＷＴＣＣ 

第5戦で優勝したタルクィーニ(右)と 

2位のモンテイロ 

第5戦で表彰台を独占したHondaシビックの走り。優勝した

タルクィーニ(左)と、2位・3位になったモンテイロ・ミケリスの

バトル(右) 

2012年日本ラウンドでのバトル 

Hondaシビック シボレー・クルーズ セアト・レオンWTCC BMW 320TC ラーダ・グランタ・スポーツ
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耐久が超スプリントレースに！ 

40分×３レースで開催のスーパー耐久。ＧＴ３クラスの攻防に注目！ 
 

スーパー耐久は通常3時間、 長は7時間の耐久レースだが、この鈴鹿ラウンドだけは大きく違う。昨年、各1時間

の2レースが行われたが、今年はさらに短く40分の3レース、WTCC同様の超スプリントバトルが繰り広げられること

になる。 

ここで注目されるのがGT3クラスのバトルだ。今年は参加台数が5車種、8台が参戦。昨年の覇者PETRONAS 

SYNTIUM TEAMは、今年もメルセデスベンツSLS AMG GT3の2台体制。谷口信輝組と片岡龍也組が挑む。開幕戦

の予選でフロントローを独占したニッサンGT-Rは、星野一樹／青木孝行／尾本直史組(GTNET MOTOR SPORTS)

と、千代勝正／藤井誠暢／GAMISAN組(KONDO RACING)がドライブする。KONDO RACINGは、メカニックやチーム

マネジメントに学生が参加する日産自動車大学校との共同プロジェクトも見逃せない。ほかにポルシェ911GT-3Rが

2台、アウディR8 LMS１台が挑む。ポルシェの1台は世界的なラリーストTOSHI ARAI（新井敏弘）がYUKE TANIGUCHI

（谷口行規）と峰尾恭輔と組む豪華チームだ。 

昨年は1時間レースでドライバー交替のためのピットインが行われたが、今年はピットインが行われない予定。速い

GT3クラスのマシンがどんなバトルを見せてくれるのか？スーパー耐久初の超スプリント戦は注目の戦いだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各クラスで激戦必至！ランサー対インプレッサのＳＴ－２、フェアレディＺ対レクサス

のＳＴ－３、Ｈｏｎｄａ勢にトヨタ８６が挑むＳＴ－４。ＳＴ－５はフィット、ヴィッツ、デミ

オの三つ巴！ 
 

スーパー耐久はエンジン排気量や駆動方式でクラスが分られ、それぞれのクラスで激戦が展開されている。排気量

3500cc以上のST-1クラスはBMW Z4 Mクーペ2台のエントリー。3500cc以下の四輪駆動車で争われるST-2クラスは

三菱ランサーエボリューションとスバル・インプレッサの戦いで、今年は女性ドライバー神子島みかの参戦が注目

されている。同じく3500cc以下の二輪駆動車で争うST-3クラスは、ニッサン・フェアレディZ勢とレクサス勢の対決。 

2000cc以下の車両で争われるST-4クラスは、 多エントリーの激戦区で、インテグラ、S2000、シビックのHonda勢に

トヨタ86が挑む展開。1500cc以下の車両によって争われるST-5クラスはHondaフィット、トヨタ・ヴィッツ、そしてマツダ・

デミオの三つ巴の戦い。鈴鹿戦は超スプリントだけにこれまでと違った展開になるのは確実。果たしてどのような結末

が待ち受けているのだろうか。 

 

スーパー耐久 

メルセデスベンツSLS AMG

GT3 

ニッサンGT-R BMW Z4 GT3 ポルシェ911GT-3R 

ST-1 

BMW Z4 Mクーペ 

ST-2 

三菱ランサーエボリューション 

ST-3 

ニッサン・フェアレディZ

ST-4 

Honda S2000(手前)と 

トヨタ86 

ST-5 

Hondaフィット 
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第２回 ＳＵＺＵＫＡユーロカーズミーティングを開催 
 

エントリーの多くがヨーロッパ車というWTCCならではのイベントとして、ヨーロッパ車が大集結のイベント「第2回 

SUZUKAユーロカーズミーティング」を今年も開催します。 

自動車雑誌とのタイアップにより、新車・旧車・カスタムカー・スーパーカーなど様々なカテゴリーのヨーロッパ

車がGPスクエアに勢揃いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■日程：9月21日（土）・22日（日） 

■場所：GPスクエア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＧＰスクエアを開放！ファミリーでモータースポーツイベントを楽しもう！！ 
＜ゆうえんち入園料でＧＰスクエアのイベントをご覧いただけます＞ 

 

今年のWTCC／スーパー耐久では、「ゆうえんちモートピア」にご来場のお客様にも、モータースポーツの

雰囲気を楽しんでいただけるように、観戦ゲートの位置を変更し、GPスクエアまでゆうえんち入園料のみで

ご入場いただけるようにいたします。（※レース観戦には別途観戦券が必要となります。） 

GPスクエアで展開されるヨーロッパ車が大集結のイベント「第2回 SUZUKAユーロカーズミーティング」を

はじめ、メーカーブースでのイベントやモータースポーツグッズのショッピング、レースの時にだけ出店される

フードメニューなど、普段の鈴鹿サーキットとは一味違う雰囲気をお楽しみいただくことができます。 

その場で観戦券を購入することもできるので、そのまま本物のレースを楽しむこともできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※V2・V1エリアは指定席入口で観戦券を拝見いたします 

イベント情報 

2012年のSUZUKAユーロカーズミーティングの様子 

GPエントランス 

（従来の観戦ゲート）

第2回 SUZUKAユーロ

カーズミーティング 

会場 

終コーナー・西コース・ 

逆バンク・S字方面へ 

1・2コーナー 

（A・Bエリア）方面へ 

メインゲート・ 

ゆうえんちモートピア方面より 

新設観戦ゲート 

フード
 コート

フードコート 

※観戦券を拝見いたします。 
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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！ 
 

■前売券 

観戦券（2日間有効）※9月20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 
 

500枚限定 Ｈｏｎｄａサポーターズチケット（観戦券＋Hondaサポーターズチケット セット券） 

（2日間有効。エリアは日曜日のみ有効）※9月20日（金）も入場可。 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 

６，０００円 
※エリアはV1、V2いずれかに設置予定です。 
 

グループチケット（2日間有効）※9月20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 
 

エリア券（日曜日のみ有効）※別途観戦券が必要です 

V2・V1・A・Bエリア（大人） 

１，０００円 
※高校生以下の方はV2・V1・A・Bエリアへ無料でご入場いただけます。 
 

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！） 

前売ファミ得（2日間有効） 
※9月20日（金）も入場可 

観戦券セット 
Ｖ２・Ｖ１・Ａ・Ｂエリア券セット 

（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) １１，４００円 １３，０００円 

大人2人＋子ども2人(3歳～高校生) １３，６００円 １５，２００円 
 

■当日券 

 
観戦券 Ｖ２・Ｖ１・Ａ・Ｂエリア券

※別途観戦券が必要です 大人 中・高校生 

9月21日（土）予選日 ゆうえんち入園料（１，６００円） ― 

9月22日（日）決勝日 
６，０００円 

ゆうえんちパスポート1日付
１，６００円 １，５００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 

※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。 

※エリア券は決勝日のみ有効です。 

※V2・V1・A・Bエリアに席番の指定はありません。 

※高校生以下の方は、V2・V1・A・Bエリアへ無料でご入場いただけます。 

※自由席・エリア席の一部には、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。 

５月２５日（土） チケット発売開始！ 

[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） 

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。 

WTCCでは 終コーナーイン側にも激感エリアを設定。迫力のコーナーリング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）＞ 

１０，０００円 １，５００円 
 

予選日9月21日（土）・決勝日9月22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）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。 

※V2・V1・A・B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。 

●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 

9月21日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

9月22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。 

 

 

 

 

■～プライベートな空間でレース観戦～ パノラマルーム （2日間有効・別途観戦券必要） 

（MOBILITY STATIONのみで限定販売！） 

パノラマルームはグランドスタンド 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 
 

 

★ご観戦エリア パノラマルーム（グランドスタンド 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 

[価格はすべて税込]

激感エリア（イメージ） 

ピットウォーク（イメージ） 

今レースのピットウォーク前売り券につきましては、引換券とさせていただきます。 レース当日引換えをお願い致します。

また、前売り販売にて完売の場合につきましては、当日販売はございません。 

パノラマルームからの景色 
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■ＶＩＰスイート・プレミアム（2日間有効／観戦券、V2・V1・A・Bエリア入場券込） 

（MOBILITY STATIONのみで限定販売！） 

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＜大人・子ども（3歳以上）共通＞ 
ゆうえんちモートピアパスポート 又は 天然温泉クア・ガーデン当日入浴券付 

３４，０００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） 

・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ＢＯＸ ※決勝日 9月22日（日）のみ 

鈴鹿サーキットホテルの料理長が腕をふるった特別なお弁当です。味と

色彩をお楽しみください。ビールやワインも楽しめるフリードリンクは2日間

ご利用いただけます 
 

グリッドウォークが体験できる！ 

9月22日（日）、スーパー耐久シリーズ2013第6戦(第1レース)、WTCC(レース1・レース2)のレーススタート

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。 
 

特典 
●スペシャルランチボックス（決勝日 9月22日（日）のみ）

●フリードリンク2日間（ソフトドリンク・ビール） 

●駐車券2日間（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 

●V2・V1・A・Bエリア入場可 

●グリッドウォーク 

（スーパー耐久シリーズ2013第6戦・WTCC決勝レース） 

●記念品  

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

 

※ペアシートの為、奇数人数でお申込みいただくと、ご相席となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

※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又は入浴券はレース開催日（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。 

[価格はすべて税込]

VIPスイート（グランドスタンド上部）
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■ホスピタリティラウンジ（2日間有効／観戦券、V2・V1・A・Bエリア入場券込） 

（MOBILITY STATIONのみで限定販売！） 

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 

（中学生以上） 
 

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  ゆうえんちモートピアパスポート付 入場のみ 

２９，５００円  ２９，５００円 ８，０００円 
 

※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。 
 

 

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 

・ホスピタリティテラス（ピットビル3階）※指定ブース 
 

スペシャルランチＢＯＸ ※決勝日 9月22日（日）のみ 

味・色彩にこだわった季節感あふれるお料理をお楽しみいただけます。 

 「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 
 

★特典 
●スペシャルランチボックス（決勝日9月22日（日）のみ） 

●デザート 

●フリードリンク2日間（ソフトドリンク・ビール） 

●駐車券2日間（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 

●V2・V1・A・Bエリア入場可 

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

●専用パス 
 

※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]

ホスピタリティラウンジ室内 バルコニー席 
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■ホスピタリティテラス（2日間有効／観戦券、V2・V1・A・B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 
 

★ご観戦エリア 

・ホスピタリティテラス（ピットビル3階）※指定ブース 
 

★特典 
●専用パス 

●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 

●V2・V1・A・Bエリア入場可 

●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 

（期間中の1日のみ有効）※Jr.にはつきません 

 

※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。 

※子ども料金にはゆうえんちモートピアパスポートは付きません。 

 

 

 

 

観戦席マップ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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 
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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） 

5月25日（土）10:00～9月15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） 

5月25日（土）～9月15日（日）10:00～16:00 

※6月18日（火）～6月20日（木）を除く 

■窓口での販売 

（鈴鹿サーキットモビリティステーション） 

5月25日（土）～9月21日（土）10:00～17:00 

※6月18日（火）～6月20日（木）を除く 

■プレイガイド・コンビニエンスストア 
販売期間：5月25日（土）～9月21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 ●ミニストップ 

※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） 

 

 

 

 

 

 


