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2016年1月21日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

４月２３日（土）・２４日（日）

２０１６ ＮＧＫスパークプラグ 鈴鹿２&４レース

開催概要およびチケット発売のご案内

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）で2016年4月23日（土）・24日（日）に、「2016 NGKスパークプラグ

鈴鹿2&4レース」を開催いたします。2輪、4輪とも国内トップカテゴリーである「JSB1000クラス」と「スーパーフォーミュラ」の開幕レース、

さらにHondaの二輪・四輪・汎用製品を「見て、遊んで、体感する」ことを目的としたファンの皆様への感謝イベント「Enjoy Honda 

2016」をお楽しみいただけます。

今大会の全日本ロードレースJSB1000クラスは200km耐久として開催し、今年の“コカ・コーラ ゼロ” 鈴鹿8耐への出場権を懸け

て参戦するチームもあることから、 “コカ・コーラ ゼロ” 鈴鹿8耐の前哨戦ともいえるレースになります。また、スーパーフォーミュラは今

シーズンから横浜ゴム株式会社をオフィシャルタイヤサプライヤーに迎え、新しいパッケージでの初レースとして注目される大会となりま

す。

Enjoy Honda 2016ではＦ1マシンのコックピット体験や、60度以上の傾きとも言われるMotoGP
TM

ライダーのライディングポジションを

実体験できるコンテンツなど様々なイベントの開催が予定されています。

なお前売チケットは、2月21日（日）から販売いたします。

JSB1000クラス 昨年のレースシーン スーパーフォーミュラ 走行シーンイメージ

■大会名称 2016 NGKスパークプラグ 鈴鹿2&4レース

■開催日程 4月23日（土） 公式予選/決勝

4月24日（日） 決勝 （スタート予定時刻 JSB1000クラス…12:45/スーパーフォーミュラ…15:15）

■開催種目 2016年全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦

2016 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦（JSB1000 200km耐久・8耐トライアウト）

2016年 全日本フォーミュラ3選手権 第1戦&第2戦

2016 N-ONE OWNER’S CUP

Honda Sports & Eco Program 10リッターチャレンジ

■会場 鈴鹿サーキット国際レーシングコース （4輪:5.807km/2輪:5.821km）

■主催 （4輪） グループ・オブ・スピードスポーツ（GSS）/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

（2輪） 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 （4輪） 国際自動車連盟（FIA）/一般社団法人日本自動車連盟（JAF）

（2輪） 国際モーターサイクリズム連盟（FIM）/一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）

■認定 （4輪） 株式会社日本レースプロモーション（JRP）/日本フォーミュラスリー協会（JF3A）

■後援 スポーツ庁（予定）/観光庁（予定）/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

開催概要
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２月２１日（日） チケット発売開始

全席自由席、観戦券でグランドスタンドへ入場可能

■前売券（２日間有効） ※４月２２日（金）も入場可

２２２２,,,,０００円０００円０００円０００円３３３３,,,,１００円１００円１００円１００円４４４４,,,,０００円０００円０００円０００円

レース観戦（土・日）

＋

ゆうえんちモートピアパスポート１日券付

４４４４,,,,０００円０００円０００円０００円

（ゆうえんちモートピア

パスポート１日券付き）

大人大人大人大人

６００円６００円６００円６００円

３才～未就学児３才～未就学児３才～未就学児３才～未就学児

８００円８００円８００円８００円

小学生小学生小学生小学生

１１１１,,,,７００円７００円７００円７００円レース観戦（土・日）のみ

中・高校生中・高校生中・高校生中・高校生観戦観戦観戦観戦券券券券

レース観戦（土・日）

＋

ゆうえんちモートピアパスポート1日券付

５名５名５名５名４名４名４名４名３名３名３名３名

グループチケットグループチケットグループチケットグループチケット

1名あたり最大800円の割引

１１１１６６６６,,,,０００００００００円０円０円０円

（1名あたり3,200円）

１１１１３３３３,,,,６０６０６０６００円０円０円０円

（1名あたり3,400円）

１１１１００００,,,,８８８８０００００円０円０円０円

（1名あたり3,600円）

<価格は全て税込です>

小学生小学生小学生小学生

８８８８００円００円００円００円

（ゆうえん（ゆうえん（ゆうえん（ゆうえんちちちち入園料）入園料）入園料）入園料）

１１１１,,,,７７７７００円００円００円００円

（ゆうえん（ゆうえん（ゆうえん（ゆうえんちちちち入園料）入園料）入園料）入園料）

１１１１,,,,７７７７００円００円００円００円

（ゆうえん（ゆうえん（ゆうえん（ゆうえんちちちち入園料）入園料）入園料）入園料）

４４４４,,,,３３３３００円００円００円００円

ゆうえんちモートピア

パスポート１日券付き

６６６６００円００円００円００円

（ゆうえん（ゆうえん（ゆうえん（ゆうえんちちちち入園料）入園料）入園料）入園料）

６６６６００円００円００円００円

（ゆうえん（ゆうえん（ゆうえん（ゆうえんちちちち入園料）入園料）入園料）入園料）

３才～未就学児３才～未就学児３才～未就学児３才～未就学児中・高校生中・高校生中・高校生中・高校生大人大人大人大人

８８８８００円００円００円００円

（ゆうえん（ゆうえん（ゆうえん（ゆうえんちちちち入園料）入園料）入園料）入園料）

４月２４日（日）

決勝日

１１１１,,,,７７７７００円００円００円００円

（ゆうえん（ゆうえん（ゆうえん（ゆうえんちちちち入園料）入園料）入園料）入園料）

４月２３日（土）

予選日

観戦券観戦券観戦券観戦券

■当日券

※グループチケットは大人のみが対象です

※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

●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

１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円６６６６,,,,２００円２００円２００円２００円

パドックパスパドックパスパドックパスパドックパスJr.Jr.Jr.Jr.

＜子ども（３歳～小学生）＞

パドックパスパドックパスパドックパスパドックパス

＜大人（中学生以上）＞

無無無無 料料料料２２２２,,,,１００円１００円１００円１００円

子ども（３歳～小学生）大人 （中学生以上）

ピットウォーク券ピットウォーク券ピットウォーク券ピットウォーク券（各日）（各日）（各日）（各日）

※別途観戦券が必要です

※前売で完売の場合、当日ピットウォーク券は販売いたしません

※ピットウォーク時に、傘、脚立の持込はご遠慮ください

※別途観戦券が必要です

※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）には入場いただけません

※前売で完売の場合、当日パドックパスは販売いたしません

■オプションチケット
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★特典★

・スペシャルランチ（決勝日4月24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）

・専用駐車場（1台分）※ご希望者のみ

・大会公式プログラム

・ピットウォーク入場（2日間有効）

・パドック入場（2日間有効）

・グリッドウォーク入場（4月24日（日）スーパーフォーミュラ第1戦）

・記念品

・レースリザルトサービス（ブース内設置）

■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）

ゆうえんちモートピアパスポートまたは天然温泉クア・ガーデン当日入浴券付

●観戦エリア

・VIPスイート（4階・5階）※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

３３３３３３３３,,,,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 （３歳以上共通）

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。

さらには鈴鹿サーキットホテル料理長によるスペシャルランチやフリードリンク、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。

※専用駐車場ご利用の際は、駐車券とVIPスイートパスの両方をご提示ください

※レース観戦券に付随のゆうえんちパスポート又は天然温泉クア・ガーデン当日入浴

券は、レース開催日（土・日）のいずれか1日有効です

※VIPテラス単体での販売はしておりません。VIPテラスはVIPスイートのお客様の

ご利用エリアです

※奇数枚数でお申し込みの場合、他のお客様と相席になる場合がございます

※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

※お申し込み後のキャンセルは一切できません

※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

■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 （２日間有効/観戦券込）

ゆうえんちモートピアパスポート１日券付

－－－－

２５２５２５２５,,,,８００円８００円８００円８００円

ホスピタリティラウンホスピタリティラウンホスピタリティラウンホスピタリティラウンジジジジ

８８８８,,,,３００円３００円３００円３００円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

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

大人大人大人大人

（中学生以上）

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

パドック側に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ラウンジを、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★

・スペシャルランチBOX（決勝日4月24日（日）のみ）

・フリードリンク（ソフトドリンク・ビール）

・専用駐車場（1台分）※ご希望者のみ ※大人料金のみ

・大会公式プログラム ※大人料金のみ

・ピットウォーク入場（2日間有効）

・パドック入場（2日間有効）

・レースリザルトサービス（ブース内設置）

※専用駐車場ご利用の際は、駐車券とホスピタリティラウンジパスの 両方をご提示ください

※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日有効です

※子ども料金には専用駐車券、大会公式プログラムは付きません

※屋外テラス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

※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

※ラウンジ、屋外テラス席への飲食物のお持ち込みはご遠慮ください

※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

●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

※ファミリーラウンジはご家族で観戦されるお客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

<価格は全て税込です>

プレミアムエリア
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■プレイガイド・コンビニエンスストア

販売期間：２月２１日（日）～４月２３日（土） ※販売窓口により取り扱い券種、および販売終了日時が異なります。

●ローソンチケット ●イープラス ●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。

■窓口での販売

鈴鹿サーキット モビリティステーション ２月２１日(日)１０：００～４月２３日(土)  (１０：００～１７：００)

■お電話による通信販売（鈴鹿サーキット モビリティステーション）

☎０５９-３７８-１１００ ２月２１日(日)１０：００～４月１７日(日)  (１０：００～１６：００)

■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ（オンラインショッピングサイト）

Ｐ Ｃ： http://mls.mobilityland.co.jp ２月２１日(日)１０：００～４月１７日(日) ２３：５９

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、鈴鹿サーキット公式ウェブサイトでご確認ください

■チケット販売スケジュール

■ホスピタリティテラス （２日間有効／観戦券込）

２２２２,,,,９００円９００円９００円９００円１８１８１８１８,,,,５００円５００円５００円５００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）

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）

ゆうえんちパスポート１日付

●観戦エリア

・ホスピタリティテラス（ピットビル３階）

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、迫力あるマシンのサウンドをお楽

しみいただけるほか、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、東コース

全域が見渡せる場所です。ピットレーン側テラス席もご利用いただけます。

※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

効です（Jr.にはつきません）

※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は数に限りがございます。完売の際はご了承ください

※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

２５２５２５２５,,,,８００円８００円８００円８００円

パノラマルームパノラマルームパノラマルームパノラマルーム（1室料金）

４名様（＋お子さま2名様）まで利用可

・ピットウォーク券付き

●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

※パノラマルームは数に限りがございますので、

完売の際はご了承ください

■パノラマルーム （２日間有効／別途観戦券が必要です）

<価格は全て税込です>

グランドスタンド最上部のプライベート空間。メインストレートを一望できる眺めに、エアコン・専用モニター

完備で、周囲を気にせずにイベントをお楽しみいただけるチケットです。

※別途、レース観戦券が必要です

★特典★

・ピットウォーク入場（2日間有効）

・パドック入場（2日間有効）


