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2015年7月3日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

２０１５年 ＭＦＪ 全日本ロードレース選手権シリーズ第９戦

第４７回 ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿

１０月３１日（土）・１１月１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10月31日（土）・11月1日（日）に、「2015年MFJ全日本

ロードレース選手権シリーズ第9戦 第47回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿」を開催いたします。

日本最速のスプリントライダーを決めるMFJ全日本ロードレース選手権シリーズは、日本国内のサーキットを舞台に、JSB1000、

ST600、J-GP2、J-GP3の4クラスが開催されます。最終戦となる鈴鹿サーキットでのMFJグランプリは、最終戦のボーナスポイントが加

算され、とくにJSBクラスは2レース制となるため、最大で56ポイントを獲得できることから、大逆転の可能性を秘めたレースとして注目を

集めています。

なお、本レースの前売チケットは、9月6日（日）より発売を開始し、ゆうえんちモートピアパスポート（大人4,300円 子ども3,300円 幼児

2,100円）でも観戦できます。

開催概要開催概要開催概要開催概要

■大会名称 2015年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第9戦 第47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／J-GP2／J-GP3 ／ST600

■開催日程 2015年10月31日（土）予選

2015年11月1日（日）決勝

■会 場 鈴鹿サーキット 国際レーシングコース フルコース（5.821km）

■主 催 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 国際モーターサイクリズム連盟（FIM）

■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

2015年鈴鹿2&4レース JSB1000クラススタートシーン
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レース紹介・見どころ

JSB1000クラスは、鈴鹿サーキットで幕を明け、開幕戦鈴鹿2&4レースは、津田拓也（スズキ）が制したが、4年連続チャンピオン

を目指す中須賀克行（ヤマハ）が、第2戦オートポリス、第3戦ツインリンクもてぎ、第4戦スポーツランドSUGOで3連勝し、ランキン

グトップに立つ。

中須賀の所属するヤマハは、今シーズンよりファクトリー体制となり、フルモデルチェンジされた新型マシンYZF-R1を投入。ユース

チームから参戦する野左根航汰が第3戦で3位入賞、第4戦では、野左根・藤田拓哉組が3位入賞するなど好調である。

一方、他のメーカー勢は、ランキングトップの中須賀に続いて、高橋巧（ホンダ）、渡辺一樹（カワサキ）、ジョシュ・フック（ホンダ）、

津田の順で追い、逆転チャンピオンを狙う。

この後、2戦を戦い、最終戦となる鈴鹿サーキットでの「MFJグランプリ」。JSB1000クラスは2レース開催に加え、最終戦のボーナ

スポイントも加算されることから、最大で56ポイントが獲得でき、大逆転の可能性を残すため、チャンピオンを狙う各ライダーの戦い

に注目が集まる。

他の3クラスでも、チャンピオン争いに注目が集まる。ST600クラスは、ここまでヤマハ勢が好調なシーズンとなっており、これまでの3

戦でいずれも2位に入りランキングトップに立つ横江竜司を筆頭に、2位には17歳の前田恵助、3位に大崎誠之が続く。J-GP2ク

ラスは、アジアロードレース選手権でも活躍する昨年のチャンピオン高橋裕紀（ホンダ）が3連勝でランキングトップに立ち、9ポイント

差でベテラン生形秀之（スズキ）が追う。J-GP3クラスは、トップから14歳の真崎一輝（ホンダ）、17歳の水野涼（ホンダ）、同じく17

歳の栗原佳祐（ホンダ）が上位につけ、ユースカップ登録の若手ライダーの活躍が目立つ。

※年齢は2015年7月3日現在

ランキングトップに立つ中須賀克行（左・中） 高橋巧

渡辺一樹 ジョシュ・フック 津田拓也
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■STRIDER-１ SUZUKA GP トライアルコース

子ども向けのペダルなし2輪車「STRIDER」を使った体験イベントを開催

いたします。 2011年にスタートし5回目となるレース「STRIDER‐1 

SUZUKA GP 2015」 が、11月28日（土）・29日（日） に開催されるのを前

に、当日のコースの一部を再現いたします。「MFJ-GP スペシャルステー

ジ」と銘打ったレースのほか、無料レンタルのSTRIDERで走ることもできるた

め、小さなお子さまも、2輪車レースを体験いただけます。

イベント情報

今年の「MFJグランプリ」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、ゆうえんち入園料のみでGPスクエアまでご入場いただけるようにいたします。（※レース観戦に

は別途観戦券またはモートピアパスポートが必要となります。）

GPスクエアで開催されるレース開催ウィークならではのイベントや、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けます。

多彩なイベントも「MFJグランプリ」の魅力です。今年は、子どもがレース運営を体験できるイベントや、STRIDERを使用した2

輪体験イベントなど、ファミリーでも楽しめるイベントを開催します。

本レースは、ゆうえんちモートピアパスポートで観戦できますが、前売チケットは、2日間のレース観戦と1日分ののりもの乗り放

題がセットになっており、お得に鈴鹿サーキットをお楽しみいただけます。

イメージ

■コチラファミリーを探せ！！「コチラファミリー レースのお仕事」

決勝レース直前のコース上で、鈴鹿サーキットのキャラクター「コチラ」と一緒にスタートまでのカウントダウンボード掲出

体験や、ホームストレートに並ぶマシンとライダーの真横でのグリッドボード掲出体験など、子どもがレースの迫力や緊張

感を感じられる特別な体験ができるイベントを開催いたします。また、表彰式やコースチェックなどレース運営のスタッフと

して、コチラファミリーのキャラクターが登場し、レースを盛り上げます。
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チケットのご案内

9月6日（日）チケット発売開始

本レースのチケットは、9月6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」な

どにて発売いたします。

前売観戦券は1日分のパスポート付で3,600円（大人）でお買い求めいただけ、鈴鹿サーキットならではの楽しみ

方として、お得にレースと遊園地をご利用いただけます。

ファミリーなどのグループでお得に観戦できる「グループチケット」や、各メーカーの応援グッズをはじめとした特

典付きの「メーカー応援席」も販売いたします。

■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

大人

３３３３,,,,６６６６０００００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）

レース観戦（土・日）レース観戦（土・日）レース観戦（土・日）レース観戦（土・日）

＋＋＋＋

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（観戦券（観戦券（観戦券（土日土日土日土日２日間有効）２日間有効）２日間有効）２日間有効） ※※※※10101010月月月月30303030日（金）も入場可日（金）も入場可日（金）も入場可日（金）も入場可

１４１４１４１４,,,,４４４４００円００円００円００円１１１１２２２２,,,,３３３３００円００円００円００円９９９９,,,,７７７７５０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）※※※※10101010月月月月30303030日（金）も入場可日（金）も入場可日（金）も入場可日（金）も入場可

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》

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

６６６６００円００円００円００円４４４４,,,,１１１１００円００円００円００円１１月１日（日）

ゆうえんち入園料（１１１１,,,,７７７７００円００円００円００円）１０月３１日（土）

観戦券

■当日券

3,600円

通常価格 ４４４４,,,,３００円３００円３００円３００円

モートピアパスポート

※本レースは、ゆうえんちモートピアパスポートで観戦いただけます

※当日券には、ゆうえんちモートピアパスポートはつきません
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■メーカー応援チケット

《価格は全て税込みです》

「MFJグランプリ」では、特典豊富な、Honda、Kawasaki、SUZUKI、YAMAHA各メーカーの応援チケットを販売いたします。

YAMAHA応援席

SUZUKI応援席

３３３３,,,,５５５５００円００円００円００円

小学生

２２２２,,,,４４４４００円００円００円００円

幼児

（３歳～未就学児）

大人・中高生

Kawasaki応援席

４４４４,,,,００００００円００円００円００円

Honda応援席

※各メーカーの応援エリアは、座席指定ではございません。

応援グッズ・特典の詳細につきましては、決定次第、鈴鹿サーキットホームページにてご案内いたします。

レース観戦

（土・日）

＋ 応援グッズ ＋

各メーカー

ピット前周辺

スタンドに

応援エリア

＋

その他特典

※後日発表

＋

モートピア

パスポート

1日券
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★特典★

●スペシャルランチボックス（決勝日 11月１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）

●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

●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、激感エリア入場可

●グリッドウォーク（予定）

●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または天然温泉クア・ガーデン入浴券（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）

※ホスピタリティテラス“Special”は開設いたしません

・激感エリア

２４２４２４２４,,,,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

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。

※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

※3歳以上有料（飲料、食事など特典内容は大人同様です）

※レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートまたは入浴券は、レース開催日（土・日）のいずれか1日有効です

※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

※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です

※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

※お食事にアレルギーのある方は、事前にご連絡をお願いいたします

※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・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

《価格は全て税込みです》
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■ホスピタリティラウンジ （２日間有効／観戦券込）

６６６６,,,,２２２２００円００円００円００円２１２１２１２１,,,,６６６６００円００円００円００円２１２１２１２１,,,,６６６６００円００円００円００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）

モートピアパスポート1日券付

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

モートピアパスポート1日券付

《価格は全て税込みです》

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。

※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

※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です

※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日有効です

※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つきません

※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

※お食事にアレルギーのある方は、事前にご連絡をお願いいたします

※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

※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

※お申し込み後のキャンセルは一切できません

※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

★特典★

●スペシャルランチボックス（決勝日 11月１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.パスにはつきません

●大会公式プログラム ※Jr.パスにはつきません

●ピットウォーク、パドック、ホスピタリティテラス、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）

【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）

※ホスピタリティテラス“Special”は開設いたしません

・激感エリア
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■パドックパス （２日間有効 ※別途観戦券が必要）

無料無料無料無料４４４４,,,,２２２２００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）

無料無料無料無料１１１１,,,,３３３３００円００円００円００円１１月１日（日）決勝日

無料無料無料無料１１１１,,,,３３３３００円００円００円００円１０月３１日（土）予選日

子ども（3歳～小学生）大人 （中学生以上）

ピットウォーク券

※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。お早めにお求めください

※ピットウォークには、脚立の持込はご遠慮ください

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）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

パドックでライダー、キャンペーンギャルに間近で会えたり、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（1コーナー手前イン側・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、本レースでは、パドックパスをお持ちであれば、ピットビル3階のホスピタリティテラスにご入場いただけます。

■パノラマルーム （２日間有効 ※別途観戦券が必要）

１５１５１５１５,,,,５５５５００円００円００円００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

【ご入場可能エリア】

・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”は開設いたしません

・パドック

・ピットウォーク

・激感エリア
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■プレイガイド・コンビニエンスストア

販売期間：９月６日（日）～１０月３１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。

※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 ９月６日(日)～１０月３１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） ９月６日(日)～１０月２５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 ９月６日(日)１０：００～１０月２５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。


