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2017年1月13日
株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

４月２２日（土）・２３日（日）
２０１７ 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2017年4月22日（土）・23日（日）に、「2017 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 
2017」をお楽しみいただけます。
昨年に引き続き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40回記念大会となる“コカ・コーラ” 鈴鹿8
時間耐久ロードレースへの出場権を懸けて参戦するチームもあることから、鈴鹿8耐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各メーカー、チームともドライバー体制の大幅な変更が予想され、新体制で臨む開幕戦として注目が集まります。
なお前売チケットは、2月19日（日）から販売いたします。

■大会名称 2017 NGKスパークプラグ 鈴鹿2&4レース

■開催日程 4月22日（土） 公式予選/決勝
4月23日（日） 決勝

■開催種目 2017年全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦
2017 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦（JSB1000 鈴鹿200㎞耐久レース）

“コカ・コーラ” 鈴鹿8耐第40回記念大会出場選抜レース 8耐トライアウト1stステージ
2017年全日本フォーミュラ3選手権 第4戦&第5戦
2017 N-ONE OWNER’S CUP Rd.4

■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

■冠協賛 日本特殊陶業株式会社

■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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今年も日本特殊陶業株式会社が冠スポンサーに

本大会は世界トップシェアを誇る「NGKスパークプラグ」を製造、販売する日本特殊陶業株式会社が昨年に引き続き
冠スポンサーとなり、大会名称は「 2017 NGKスパークプラグ 鈴鹿2&4レース」として開催いたします。
国内外を問わず、レースシーンにおいて多くのマシンが装着する「NGKスパークプラグ」が国内最高峰の2輪、4輪レー
スの開幕戦となる本大会をサポートいたします。

日本特殊陶業株式会社について
1936年に創業し、80年を超える歴史を誇る総合セラミックスメーカー。本社は名古屋市。内燃機関におけるスパークプラグ、

排気酸素センサにおいて世界トップシェアを有し、半導体部品におけるパッケージ、機械工具、医療用に用いられるバイオセラ
ミックス、産業用セラミックスなど幅広いラインアップを提供している。世界中に販売・製造拠点を有し、従業員は14,000名を
超える。現在は持続可能な社会における環境エネルギー、次世代自動車、医療などの製品開発にも取り組んでいる。
創立以来、モータリゼーションの発展や進化と共に歩み、モータースポーツにおいても日本、世界の様々なレースで多くのマシ

ンをサポートしている。

【会社概要】
代表者 代表取締役会長兼社長 尾堂 真一

本社所在地 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14-18

資本金 47,869百万円

連結従業員数 14,524名（2016年3月）

事業内容 (1) スパークプラグおよび内燃機関用関連品の製造、販売

(2) ニューセラミックおよびその応用 商品の製造、販売、その他

国内拠点 東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、埼玉、厚木、宇都宮、高崎、浜松

海外拠点 アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、エクアドル、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、南アフリカ、オーストラリア、
UAE、マレーシア、タイ、インドネシア、台湾、韓国、中国、インド、フィリピン、ベトナムなど

公式Webサイト http://www.ngkntk.co.jp/

昨年のJSB1000クラスレース スタートシーン 昨年のスーパーフォーミュラ レース スタートシーン
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２月１９日（日）１０：００より チケット販売開始

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２１日（金）も入場可 ※前売券は４月２２日（土）まで販売

観戦券 大人 中・高校生 小学生 ３才～未就学児

レース観戦（土・日）のみ
４,０００円

（ゆうえんちモートピア
パスポート１日券付き）

１,７００円 ８００円 ６００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
４,０００円 ３,１００円 ２,０００円

グループチケット
1名あたり最大800円の割引

３名 ４名 ５名

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

１０,８００円
（1名あたり3,600円）

１３,６００円
（1名あたり3,400円）

１６,０００円
（1名あたり3,200円）

<価格は全て税込です>

観戦券 大人 中・高校生 小学生 ３才～未就学児

４月２２日（土）
予選日

１,７００円
（ゆうえんち入園料）

１,７００円
（ゆうえんち入園料）

８００円
（ゆうえんち入園料）

６００円
（ゆうえんち入園料）

４月２３日（日）
決勝日

４,３００円
ゆうえんちモートピア
パスポート１日券付き

１,７００円
（ゆうえんち入園料）

８００円
（ゆうえんち入園料）

６００円
（ゆうえんち入園料）

■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
・ホスピタリティテラス（ピットビル３階）

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）＞

７,２００円 ２,０００円

ピットウォーク券（各日）

大人 （中学生以上） 子ども（３歳～小学生）

２,１００円 無 料

※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
※小学生以下のお子さまお一人での入場はできません

※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）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

※一部指定・区画される席もございます
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★特典★
・スペシャルランチ（決勝日4月23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23日（日）スーパーフォーミュラ第1戦）
・特製オリジナル記念品
・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）

ＶＩＰスイート・プレミアム （３歳以上共通）

３３,０００円

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。

■ホスピタリティラウンジ/ファミリーラウンジ （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

ホスピタリティラウンジ
/ファミリーラウンジ

大人
（中学生以上）

３歳～小学生以下

ホスピタリティラウンジ
２５,８００円

－

ファミリーラウンジ ８,３００円

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23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）

●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 ）
※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

プレミアムエリア

<価格は全て税込です>

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

４３,０００円

●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 （２日間有効／別途観戦券が必要です）

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★
・専用駐車場（1台分）※ご希望者のみ
・ピットウォーク入場（2日間有効）
・グリッドウォーク入場
（4月23日（日）スーパーフォーミュラ第1戦）
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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）

■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ（オンラインショッピングサイト）
ＰＣ・スマートフォン： http://online.mobilityland.co.jp/ ２月１９日(日)１０：００～４月２３日(日) 決勝スタートまで

※チケットの券種・引取り方法により販売終了日が異なります。

■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１９日(日)１０：００～４月１６日(日)  (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 ２月１９日(日)１０：００～４月２２日(土)  (１０：００～１７：００)

■プレイガイド・コンビニエンスストア
販売期間：２月１９日（日）～４月２２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。
●ローチケHMV ●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
※コンビニには販売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

各種チケットの詳細、特典などについては、1月下旬公開予定の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

<価格は全て税込です>

ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮで当日までチケット購入が可能になります！
2017年2月より、ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ（オンラインショッピングサイト）をリニューアルし、
より簡単・便利にチケット購入が可能なサイトへ刷新いたします。
・スマートフォンでも見やすい画面にリニューアルします。
・当日までチケットの購入ができます。※一部商品を除く
・ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮで購入したチケットを、ファミリーマートで代金支払い/受け取りができます。

前売駐車場

■前売駐車場(指定エリア)

駐車料金：4,200円／1台
利用期間：4月22日（土）、23日（日）
駐車場所：Ｐ3（舗装）

※4月22日（土）0:00～4月23日（日）12:00の間、
指定エリア入場及び出入り自由

※4月23日（日）12:00以降、前売駐車場（指定エリア）の権利は
無効となります。12:00以降の再入場をご希望の場合、
空車枠があればご案内いたします

※サイズ：全長5m×全幅2.5m内の乗用車
※先着順、予定数に達し次第、販売終了いたします
※駐車場利用、販売に関する注意事項などの詳細は鈴鹿サーキットウェブサイトをご確認下さい

2&4レースチケットトピックス

P3

（前売）

http://online.mobilityland.co.jp/

