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2015年4月30日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

2015 AUTOBACS SUPER GT Round5

第44回 インターナショナル SUZUKA 1000km

8月29日（土）・30日（日）開催のご案内

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2015年8月29日（土）・30日（日）に、「2015 AUTOBACS 

SUPER GT Round5 第44回 インターナショナル SUZUKA 1000km」を開催いたします。

世界共通規則に合わせたGT500新型マシン2年目となる今シーズンは見どころが豊富です。ドライバーでは、前年チャンピオンの松田

次生／ロニー・クインタレッリに、開幕戦優勝のアンドレア・カルダレッリ／平川亮ら有力ドライバーが挑みます。また、F1でも優勝経験の

あるヘイキ・コバライネンが参戦するなど、ドライバーのレベルはさらに上がりました。マシンも前年チャンピオンのNISSAN GT-Rに挑む、

LEXUS RC F、Honda NSX CONCEPT-GTが好調で、3メーカー横一線の混戦が期待されます。

本大会は、伝統の1000kmという距離で開催され、薄暮でのレースクライマックス、夕闇のチェッカーというドラマチックなゴールシーンをご

覧いただけます。

夏休み最後の週末、隣接するプールや遊園地、豊富な場内イベントとともに、迫力のレースを満喫できる、夏の鈴鹿サーキットならで

はの一戦です。

2014年鈴鹿1000kmスタートシーン 2014年鈴鹿1000kmのGT500クラスで優勝したPETRONAS TOM'S RC F

開催概要開催概要開催概要開催概要

■大会名称 2015 AUTOBACS SUPER GT Round5 第44回 インターナショナル SUZUKA 1000km

■開催日程 2015年8月29日（土）予選

8月30日（日）決勝 ※決勝レーススタート時間 12:25（予定）

■会 場 鈴鹿サーキット 国際レーシングコース フルコース（5.807km）

■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

■公 認 国際自動車連盟（FIA）／一般社団法人日本自動車連盟（JAF）

■後 援 経済産業省／国土交通省／三重県／鈴鹿市／自由民主党モータースポーツ振興議員連盟／

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

ドライバー・マシンのレベルが拮抗し、見どころ豊富なシリーズ最長距離の熱戦ドライバー・マシンのレベルが拮抗し、見どころ豊富なシリーズ最長距離の熱戦ドライバー・マシンのレベルが拮抗し、見どころ豊富なシリーズ最長距離の熱戦ドライバー・マシンのレベルが拮抗し、見どころ豊富なシリーズ最長距離の熱戦

プール・ゆうえんプール・ゆうえんプール・ゆうえんプール・ゆうえんちちちち・場内イベントとともに迫力のレースを満喫できる夏の鈴鹿サーキットならではの一戦・場内イベントとともに迫力のレースを満喫できる夏の鈴鹿サーキットならではの一戦・場内イベントとともに迫力のレースを満喫できる夏の鈴鹿サーキットならではの一戦・場内イベントとともに迫力のレースを満喫できる夏の鈴鹿サーキットならではの一戦
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今シーズンの見どころ

元元元元F1F1F1F1ドライバーのコバライネンが参戦。ドライバーのコバライネンが参戦。ドライバーのコバライネンが参戦。ドライバーのコバライネンが参戦。LEXUSLEXUSLEXUSLEXUS・・・・NSXNSXNSXNSX陣営はラインナップを変更し、王者陣営はラインナップを変更し、王者陣営はラインナップを変更し、王者陣営はラインナップを変更し、王者GTGTGTGT----RRRR陣営に挑む陣営に挑む陣営に挑む陣営に挑む

1966年の初開催から、今年で44回目の開催となる鈴鹿1000kmは、SUPER GTシリーズ最長のレース距離で行われます。真

夏の暑さをはじめ過酷な環境で戦うこともあり、シリーズの中でも特別な1戦として、激しい戦いが展開されます。

2015年は、昨年よりスタート時間が10分遅くなり、薄暮でのレースクライマックス、夕闇のチェッカーというドラマチックなゴールが期

待できます。

昨年チャンピオンのMOTUL AUTECH GT-R

昨年シリーズチャンピオンを獲得したNISMO（松田次生／ロニー・クインタレッリ）をはじめ

とするNISSAN GT-R陣営は、多くのチームが昨年のラインナップを継続して、シリーズに臨

みます。そんなGT-R陣営のなかで、近藤真彦監督率いるKONDO RACINGから、新た

にGT500クラスに参戦するルーカス・オルドネスには注目が集まります。レースゲームプレー

ヤーからステップアップしレースデビューを果たしたオルドネスは、昨年GT300クラスでの優勝

も果たしています。

LEXUS RC F陣営では、シーズン終盤のタイトル争いの末、2位、3位となったTOM’Sが、

昨年1勝を挙げたベテランの伊藤大輔と、2勝を記録したジェームス・ロシターのコンビ、平

川亮とアンドレア・カルダレッリのコンビで戦います。そして、チームSARDには、2007年から7

年間に渡ってF1で戦い、優勝経験もある、ヘイキ・コバライネンが参戦します。

序盤の出遅れが響き、第5戦の山本尚貴組の優勝のみと物足りない1年となった

Honda NSX CONCEPT-GT勢は、タイトル奪還を目指して、車両の改良を進めると同

時に、ほとんどのチームでドライバーラインナップを変更。山本が移籍し、昨年GP2シリーズ

に参戦した伊沢拓也とコンビを組むTEAM KUNIMITSUや、昨年F1マクラーレンのテストド

ライバーを務めたオリバー・ターベイを招いた、道上龍監督率いる新チーム、ドラゴ・モ

デューロなど、活躍が期待されるラインナップです。

チャンピオンチームがマシンを変更。多彩な車種が熱戦を繰り広げるチャンピオンチームがマシンを変更。多彩な車種が熱戦を繰り広げるチャンピオンチームがマシンを変更。多彩な車種が熱戦を繰り広げるチャンピオンチームがマシンを変更。多彩な車種が熱戦を繰り広げるGT300GT300GT300GT300クラスクラスクラスクラス

GT300クラスでは、昨年のチャンピオン、グッドスマイルレーシング（谷口信輝／片岡龍也）が、マシンをBMW Z4からメルセデス・ベ

ンツSLSに変更。同ポイントでランク2位となったGAINER DIXCEL SLS（平中克幸／ビヨン・ビルドハイム）と同じマシンを使用する

ことになり、さらに激しい戦いが期待されます。

一方で、昨年のトヨタ86に続いて、マザーシャシー（専用モノコック）を使用したロータスがデビュー。今期開幕戦で優勝（PRIUS）、

2位（CR-Z）と好調なハイブリッド車など、多彩な車種が、熱戦を繰り広げます。

ヘイキ・コバライネン

難しいコンディションの開幕戦は難しいコンディションの開幕戦は難しいコンディションの開幕戦は難しいコンディションの開幕戦はKeePerKeePerKeePerKeePer TOMTOMTOMTOM’’’’S RC FS RC FS RC FS RC Fが制し、開幕戦連覇が制し、開幕戦連覇が制し、開幕戦連覇が制し、開幕戦連覇

4月5日（日）に岡山国際サーキットで行われた開幕戦は、微妙に天候が変化する状況

のなかで行われました。

ウエット路面でスタートとなった決勝レース。ポールポジションからスタートしたKeePer

TOM’S RC Fのアンドレア・カルダレッリが、序盤はトップを守るも、路面が乾きだすとNSX

CONCEPT-GT勢がペースアップ。初参戦のドラゴ・モデューロが一時トップを走るなど、

トップが何度も入れ替わる激しい戦いとなりました。

雨が強まったレース終盤、ペースを上げたKeePer TOM’S RC Fの平川亮が再度トップ

を奪い、そのままゴール。チームは開幕戦連覇、平川は初優勝を飾りました。

開幕戦優勝のKeePer TOM’S RC F

©GTA

©GTA

©GTA
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場内イベントのご案内

前夜祭（鈴鹿前夜祭（鈴鹿前夜祭（鈴鹿前夜祭（鈴鹿1000km1000km1000km1000km××××F1F1F1F1日本グランプリ）日本グランプリ）日本グランプリ）日本グランプリ）

決勝前日の8月29日（土）には、国際レーシングコース・ホームストレート（グランドス

タンド前）にて前夜祭を開催いたします。今年は開催まで1ヶ月に迫ったF1日本GPを

記念して、SUPER GTシリーズでも活躍するレジェンドF1ドライバーによるトークイベン

トや、夕闇の中を往年のF1マシン「ティレル019」が駆け抜ける「レジェンドF1マシントワ

イライトデモラン」、小林可夢偉選手のトークショーも開催いたします。

また、前夜祭のラストには、鈴鹿1000km決勝を翌日に、そしてF1日本GPを1ケ月

後に控えた、ドライバー・チームに向けたエールの花火を打ち上げます。

前夜祭イメージ

（写真は2014年の様子です）

コチラレーシングの「コチラレーシングの「コチラレーシングの「コチラレーシングの「NSXNSXNSXNSX ファミリースペシャル」ファミリースペシャル」ファミリースペシャル」ファミリースペシャル」

夏休み開催ならではのイベントとして、歴代のNSX同乗走行体験や記念撮影コーナーなどのファミリー向け体験イベントを開

催いたします。また、2015年F1日本グランプリのテーマである「JAPAN RISING」ロゴをプリントしたNSXには、ご来場の皆様から

マクラーレン・ホンダチームに向けた応援メッセージをご記入いただきます。皆様のメッセージを載せたNSXは、前夜祭でコースを

走行し、花火とともにエールを送ります。

レースの合間にプールやゆうえんレースの合間にプールやゆうえんレースの合間にプールやゆうえんレースの合間にプールやゆうえんちちちちでも楽しめるでも楽しめるでも楽しめるでも楽しめる

鈴鹿1000kmは6時間にもおよぶ耐久レースなので、夏の鈴鹿サーキットならではの、

レース＋プール＋ゆうえんちという楽しみ方もおすすめです。

滝や洞窟、水の大砲、波の上のアスレチックなど、冒険の仕掛けがいっぱいのプー

ル「アクア・アドベンチャー」には、挑戦する楽しさに協力するミッションが加わりパワー

アップしたスライダー「パワーバトルスライド」が、この夏新たに登場します。

また、ゆうえんちモートピアには、2015年3月に登場した「アクロエックス エボリューショ

ン」、「アドベンボート フロンティア」をはじめ、自分で運転し、ミッションにチャレンジする

アトラクションが多くあります。アトラクションの多くは、水着のままで乗車することもでき、

着替えの時間を気にせず楽しむこともできます。

7月4日に登場する「パワーバトルスライド」

（イメージ）

アクロエックス エボリューション



-4/8-

チケットのご案内

６月２1日（日）オンラインチケット発売開始 ※窓口販売は6月20日（土）より

本レースのチケットは、6月21日（日）より、鈴鹿サーキットオンラインショッピングサイト「MOBILITY 

STATION」にて発売いたします[窓口販売は6月20日（土）より]。

今年は大人だけでなく、お子さまにもモートピアパスポート（のりもの乗り放題1日券）付の料金を新設

し、鈴鹿サーキットならではの楽しみ方として、レース＋遊園地をご利用いただけます。

ファミリーでお得に観戦できる、のりもの乗り放題1日券付の「ファミ得チケット」（MOBILITY STATION

限定販売）や、5名で最大5,700円お得となる「グループチケット」も販売いたします。

また、最終コーナーから1コーナーまでを見渡せる眺望を快適な観戦環境で楽しめる新ステイタスエリ

ア「ホスピタリティテラス “Special”」や、各チーム・メーカーの応援席（ファンシート）も販売を予定してお

り、詳細については決定次第ご案内いたします。

■前売券

６６６６００円００円００円００円８８８８００円００円００円００円１１１１,,,,７７７７００円００円００円００円観戦券のみ観戦券のみ観戦券のみ観戦券のみ

５５５５,,,,７００円７００円７００円７００円

（パスポート付のみ）

大人

４４４４,,,,０００００００００円０円０円０円

中・高校生

３３３３,,,,１１１１００円００円００円００円

小学生

２２２２,,,,００００００円００円００円００円

幼児

（３歳～未就学児）

モートピアパスポート（モートピアパスポート（モートピアパスポート（モートピアパスポート（1111日付）日付）日付）日付）

観戦券（２日間有効）観戦券（２日間有効）観戦券（２日間有効）観戦券（２日間有効）

２２２２２２２２,,,,８８８８００円００円００円００円１１１１９９９９,,,,４４４４００円００円００円００円１５１５１５１５,,,,４４４４５０円５０円５０円５０円

５名５名５名５名４名４名４名４名３名３名３名３名

グループチケット（２日間有効）グループチケット（２日間有効）グループチケット（２日間有効）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

６６６６,,,,２２２２００円００円００円００円

Ｂ・ＱＢ・ＱＢ・ＱＢ・Ｑエリア付き観戦券エリア付き観戦券エリア付き観戦券エリア付き観戦券

（エリアは決勝日のみ有効）

３３３３,,,,６６６６００円００円００円００円

Ｖ２Ｖ２Ｖ２Ｖ２----１・２・３１・２・３１・２・３１・２・３指定席券指定席券指定席券指定席券

（エリアは決勝日のみ有効）

※別途観戦券が必要 ※３歳以上共通

３エリアのいずれかから選択いただけます３エリアのいずれかから選択いただけます３エリアのいずれかから選択いただけます３エリアのいずれかから選択いただけます

３０３０３０３０,,,,６６６６００円００円００円００円２１２１２１２１,,,,７７７７００円００円００円００円

大人２人＋子ども(３歳～高校生)２人

【駐車場（３Ｐ）付】

２２２２４４４４,,,,９９９９００円００円００円００円１１１１８８８８,,,,８８８８００円００円００円００円

大人２人＋子ども(３歳～高校生)１人

【駐車場（３Ｐ）付】

２２２２６６６６,,,,４４４４００円００円００円００円１１１１７７７７,,,,５５５５００円００円００円００円大人２人＋子ども(３歳～高校生)２人

２０２０２０２０,,,,７７７７００円００円００円００円１４１４１４１４,,,,６６６６００円００円００円００円大人２人＋子ども(３歳～高校生)１人

Ｖ２指定席Ｖ２指定席Ｖ２指定席Ｖ２指定席

セットセットセットセット

（指定席は決勝

日のみ有効）

※Ｖ２のエリア

選択は不可

Ｂ・ＱエリアＢ・ＱエリアＢ・ＱエリアＢ・Ｑエリア

セットセットセットセット

（エリアは決勝

日のみ有効）

ファミ得チケット（ファミ得チケット（ファミ得チケット（ファミ得チケット（２２２２日間有効）日間有効）日間有効）日間有効）

ゆうえんちモートピアパスポート1日付

《価格は全て税込みです》

※Ｖ２指定席セット（ファミ得チケット）はオンラインショッピングサイト（MOBILITY STATION）限定販売

※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

１１１１,,,,７７７７００円００円００円００円

中・高校生

８８８８００円００円００円００円

８８８８００円００円００円００円

小学生

６６６６００円００円００円００円

幼児

（３歳～未就

学児）

大人

１１１１,,,,６６６６００円００円００円００円４４４４,,,,１１１１００円００円００円００円６６６６００円００円００円００円

６６６６,,,,７７７７００円００円００円００円

（ゆうえんちモートピア

パスポート１日付）

８月３０日（日）

――ゆうえんち入園料（１１１１,,,,７７７７００円００円００円００円）８月２９日（土）

Ｂ・Ｑエリア券

※別途観戦券が

必要

Ｖ２指定席券

※３歳以上共通

※別途観戦券が

必要

観戦券

■当日券

※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
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★特典★

●スペシャルランチボックス（決勝日 8月30日（日）のみ）

●フリードリンク（2日間対象）（ソフトドリンク・ビール・グラスワイン）

VIPスイート、ホスピタリティラウンジにて利用可能

（ワインはVIPスイートのみとなります）

●駐車券（専用駐車エリア）※駐車券付のパスをお申込のお客様のみ

●大会公式プログラム

●オープンピット見学

●ピットウォーク、パドック、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、B・Qエリア、激感エリア入場可

●グリッドウォーク（鈴鹿1000km決勝レース前のみ）

●記念品

●レースリザルトサービス（ブース内）

●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）

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

【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

・ホスピタリティテラス（ピットビル３階）※指定ブース

※ホスピタリティテラス“Special”はご利用いただけません

４４４４９９９９,,,,０００円０００円０００円０００円

ＶＩＰスイート・プレミアムＶＩＰスイート・プレミアムＶＩＰスイート・プレミアムＶＩＰスイート・プレミアム

ゆうえんちモートピアパスポート付

グランドスタンド上部に位置し、東コースの大部分を見渡すことができるVIPスイート。VIPスイート・プレミアムはVIPス

イート、VIPテラス、パドックをはじめ、ピットビルディングのホスピタリティテラス（3階）、ホスピタリティラウンジ（2階）にも

ご入場いただけるプレミアムパスです。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。

・サーキットサファリ・サーキットサファリ・サーキットサファリ・サーキットサファリ（抽選にて40名様）

高速走行中のSUPER GTをバスの中から間近で体験いただけます。

開催日：8月29日（土）※予定

※時間はタイムスケジュール決定次第、ホームページにてご案内いたします

※当選者の発表は、パス送付時の参加タグ発送をもって代えさせていただき

ます

・グリッドウォーク・グリッドウォーク・グリッドウォーク・グリッドウォーク

SUPER GT決勝レース前のグリッドウォークにVIPスイート・プレミアムをご購

入のお客様全員がご参加いただけます。

開催日：8月30日（日）

※サーキットサファリイメージ

※奇数人数でお申し込みの場合、ペアシートの為、ご相席になる場合がございます。予めご了承ください

※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

※駐車券を希望されるお客様は、駐車券付のパスをお買い求めください。なお、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

《価格は全て税込みです》

■【新エリア】ホスピタリティテラス “Special”

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隣接した、最終コーナー側エリアを、新エリアとして販売い

たします。このエリアは、日立オートモティブシステムズシケイン～最終コーナー～1コーナーや、逆バンク～ダンロップ

コーナーまでを見渡せる眺望と、専用観戦エリアなどの快適な観戦環境をご提供いたします。なお、「ホスピタリティテ

ラス “Special”」の料金などの詳細は、決定次第ご案内いたします。
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■ホスピタリティラウンジ （２日間有効／観戦券込）

８８８８,,,,３３３３００円００円００円００円４４４４２２２２,,,,０００円０００円０００円０００円４４４４２２２２,,,,０００円０００円０００円０００円

ファミリーラウンジＪｒ．ファミリーラウンジＪｒ．ファミリーラウンジＪｒ．ファミリーラウンジＪｒ．

（３歳～小学生以下）（３歳～小学生以下）（３歳～小学生以下）（３歳～小学生以下）

ファミリーラウンジファミリーラウンジファミリーラウンジファミリーラウンジ

（中学生以上）（中学生以上）（中学生以上）（中学生以上）

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ホスピタリティラウンジホスピタリティラウンジホスピタリティラウンジ

ゆうえんちモートピアパスポート付

《価格は全て税込みです》

【ご観戦エリア】 ・ホスピタリティラウンジ（ピットビル２階）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

※ホスピタリティテラス“Special”はご利用いただけません

★特典★

●【抽選】サーキットサファリ

高速走行中のSUPER GTをバスの中から間近で体験いただけます

開催日：8月29日（土）予定 ※時間はタイムスケジュール決定次第、ホームページにてご案内いたします

※当選者の発表は、パス送付時の参加タグ発送をもって代えさせていただきます

●スペシャルランチボックス＆デザート［決勝日8月30日（日）のみ］ ●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※駐車券付のパスをお申込のお客様のみ） ※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●オープ

ンピット見学●ホスピタリティテラス、パドック、ピットウォーク、B・Qエリア、激感エリア入場可●レースリザルトサービス（ブース内）

●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）

★ファミリーラウンジ限定特典★

●Jr.パスのご希望者にゆうえんちモートピアパスポートプレゼント

※8月29日（土）・30日（日）のどちらか1日※当日のラウンジ内受付カウンターにて受付をいたします

ホスピタリティラウンジは、食事をしながらゆっくりと観戦いただけるホスピタリ

ティルームと、メインストレート側には、ピットレーンに張り出した屋外テラス席を

設置。快適な観戦とモータースポーツの生の迫力をピットビル上からご堪能い

ただけます。

※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

※駐車券を希望されるお客様は、駐車券付のパスをお買い求めください

※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でき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できません

※お申し込み後のキャンセルは一切できません

■ホスピタリティテラス （２日間有効／観戦券込）

２２２２,,,,９９９９００円００円００円００円２２２２４４４４,,,,２２２２００円００円００円００円

ホスピタリティテラスホスピタリティテラスホスピタリティテラスホスピタリティテラスJr.Jr.Jr.Jr. （３歳～小学生）（３歳～小学生）（３歳～小学生）（３歳～小学生）

ホスピタリティテラスホスピタリティテラスホスピタリティテラスホスピタリティテラス （中学生以上）（中学生以上）（中学生以上）（中学生以上）

ゆうえんちパスポート１日付

【ご観戦エリア】 ・ホスピタリティテラス（ピットビル３階）

※ホスピタリティテラス“Special”はご利用いただけません

★特典★★特典★★特典★★特典★

●専用プラスチックパス ●パドック入場可 ●ピットウォーク ●オープンピット見学 ●B・Qエリア入場可 ●激感エリア入場可

●レースリザルトサービス（ブース内） ●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

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。

※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

※ファミリーラウンジは大人のお客様のみでのご利用はできません

※3歳未満のお子さまがご一緒の場合は、ファミリーラウンジ（大人券）で3歳未満のお子さまとご一緒にご利用いただけます

※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

※ホスピタリティテラスでのお食事対応はいたしておりません

※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
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■パドックパス （２日間有効 ※別途観戦券が必要）

●ご入場可能エリア（２日間有効）

・パドック

・ピットウォーク

・激感エリア

・Ｂ・Ｑエリア

・オープンピット見学

１１１１,,,,６６６６００円００円００円００円１０１０１０１０,,,,３３３３００円００円００円００円

パドックパスJr.

＜子ども（３歳～小学生）＞

パドックパス

＜大人（中学生以上）＞

■ピットウォーク券 （※別途観戦券が必要）

無 料２２２２,,,,１１１１００円００円００円００円８月３０日（日）決勝日

無 料２２２２,,,,１１１１００円００円００円００円８月２９日（土）予選日

子ども大人 （中学生以上）

ピットウォーク券

※オンラインショッピングサイト（MOBILITY STATION）限定販売です

※小学生以下のお子さまは、無料でご参加いただけます

※前売りピットウォーク券完売の場合、当日ピットウォークは販売いたしません

ピットウォークイメージ

《価格は全て税込みです》

※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

※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

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。

特典として、レースの迫力を体感できる「激感エリア（2コーナーイン側・S字コーナー・最終コーナーイン側）」にご入場い

ただけます。

また、前売りにてご購入のお客様には、シリアルナンバー付の特製カード型パドックパスを事前送付いたします。

※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。

■パノラマルーム （２日間有効 ※別途観戦券が必要） ★特典 ピットウォーク付き

６６６６７７７７,,,,０００円０００円０００円０００円

パノラマルーム（1室料金）

★グランドスタンド最上段のプライベート空間

４名様（＋お子さま2名様）までの利用可

●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 ・居室面積9.9㎡（全室禁煙）

・冷暖房完備

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、さまざまな観戦エリアでお楽しみいただく際の荷物保管スペース、

またお子さまとご一緒のご家族にもおすすめです。特典としてピットウォークに参加することができます。

※パノラマルームは数に限りがございます。完売の際はご了承ください
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■プレイガイド・コンビニエンスストア

販売期間：６月２１日（日）～８月２９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。

※Ｖ２指定席、Ｂ・Ｑ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。

■窓口での販売

鈴鹿サーキット モビリティステーション ６月２０日(土)～８月２９日(土)  (１０：００～１７：００)

■お電話による通信販売

☎０５９-３７８-１１００ （通信販売専用電話） ６月２１日(日)～８月２３日(日)  (１０：００～１７：００)

鈴鹿サーキット モビリティステーション

★１万円以上のご購入で送料が無料に！★

モビリティステーションでの１回のご注文金額の合計が、税込総額１０,０００円以上の場合は

送料が無料となります。（１０,０００円未満の場合は、全国一律５２０円）

■オンラインショッピングサイト（ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ）

Ｐ Ｃ： http://mls.mobilityland.co.jp ６月２１日(日)１０：００～８月２３日(日) ２３：５９ ２４時間販売

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）

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）

鈴鹿サーキット プロモーションパートナー

各種チケットの詳細、特典などについては、鈴鹿サーキットホームページにてご確認ください。


