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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2017年11月4日（土）・5日（日）に、「2017 MFJ全

日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第49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。 

MFJ全日本ロードレース選手権シリーズでは、日本国内のサーキットを舞台に、JSB1000、J-GP2、ST600、J-GP3

の4クラスのレースを開催しています。鈴鹿サーキットでのMFJグランプリは2017年のMFJ全日本ロードレース選手権

シリーズの最終戦となり、最高峰のJSB1000クラスでは8周と20周の異なるフォーマットの2レースが開催されます。 

なお、本レースの前売チケットは、9月3日（日）より発売を開始し、決勝当日は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 
■大会名称 ： 2017 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 

  第49回 MFJグランプリ スーパーバイクレースin鈴鹿（国際格式競技会） 

■開催日程 ： 11月4日（土）公式予選／11月5日（日）決勝 

■開催クラス ： JSB1000（2レース）／J-GP2／ST600／J-GP3 

■併催レース ： ・2017MFJカップ JP250選手権 第6戦（インターJP250クラス／ナショナルJP250クラス） 

・2017鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース 

 （CBR250R Dream Cup エキスパートクラス／CBR250RR Dream Cup） 

■開催場所 ： 鈴鹿サーキット国際レーシングコース（5.821km） 

■主  催 ： 株式会社モビリティランド 

  一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） 

■公  認 ： 国際モーターサイクリズム連盟（FIM） 

■後  援 ： スポーツ庁／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 

2016 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 

JSB1000クラススタートシーン 

2017年7月6日 

株式会社モビリティランド 

鈴鹿サーキット 

２０１７  ＭＦＪ全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 

第４９回 ＭＦＪグランプリ スーパーバイクレースin鈴鹿 

１１月４日（土）・５日（日）開催のご案内 
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今年の「MFJグランプリ」のJSB1000クラスでは、8周と20周の2レースが開催される。スタートからゴールまで常に

全開で走行し、少しのミスも許されない超スプリントの8周レースと、速さと戦術の両方が必要となる20周レース。この

レースフォーマットでの開催は今季で2回目となり、ライダーたちが昨年の経験を活かしてどのような走りを見せてく

れるのかにも注目が集まる。2戦とも制すれば、最終戦のボーナスポイントも加え最大56ポイントが獲得できることか

ら、大逆転にも期待がかかる。なお、予選はQ1でレース1の11番グリッド以下とレース2の全グリッド、Q2でレース1の

トップ10グリッドが決定する。 

 

中須賀克行（ヤマハ）が5連覇という他を寄せつけない強さを見せてきたJSB1000クラスだが、今年は混戦となって

いる。Hondaとスズキがニューマシンを投入し、タイヤが16.5インチから17インチに変更されたなか、中須賀は転倒が

相次ぎ低迷。第5戦を終えてランキングトップには未勝利ながらも表彰台獲得の多い津田拓也（スズキ）、1ポイント差

の2番手に渡辺一馬（カワサキ）、3ポイント差の3番手に開幕2連勝を果たした高橋巧（Honda）、以下、藤田拓哉（ヤ

マハ）、濱原颯道（スズキ）と続いている。 

このまま上位勢がJSB初制覇に向けポイントを重ねるのか、中須賀が6連覇を果たすべく意地を見せるのか。最終

戦まで見逃せない戦いが続きそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J-GP2クラスでは、5戦のうち4戦を制した水野涼がシリーズトップに立ち、関口太郎、生形秀之が続く。ST600クラ

スは前田恵助、國峰啄磨、星野知也、岡本裕生と4戦で4人の勝者が出る接戦だ。J-GP3クラスは今季唯一2勝を挙

げている伊達悠太と、1ポイント差の小室旭がシリーズを引っ張る。ＪP250ではインタークラス（国際ライセンス）は森

俊也、ナショナルクラス（国内ライセンス）は上原大輝がランキングトップに立っており、各クラスとも最終戦はチャンピ

オン争いも絡む白熱の展開となることが期待される。 

 

 

 
  

レース紹介・見どころ 

津田拓也 渡辺一馬 高橋巧 
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国際レーシングコースを自分のバイクで走行！ サーキットクルージング 
"コカ･コーラ"鈴鹿8耐やF1日本グランプリが開催されている国際レーシングコースをご自身のバイクで走行いた

だけます。MFJグランプリの観戦券をお持ちのお客様は参加無料。事前申込は不要で当日受付でご参加いただけま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイク関連のパーツが揃う！ ライダーズビレッジ 
ライディングギアやバイクパーツを扱う出展ブースを集めた「ライダーズビレッジ」をGPスクエアにて展開。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

イベント情報 



 

-4/8- 

東京オフィス 〒107-0062 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル9F TEL：03-5770-6432 FAX：03-5770-6435 E-mail media@mobilityland.co.jp 

鈴鹿サーキット 〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992 TEL：059-378-1111 FAX：059-378-4568 URL http://www.suzukacircuit.jp/ 

 

 
 

 

 

 

本レースのチケットは、9月3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日分のゆうえんちモートピアパスポート付で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、お得にレースとゆうえんちをご利用いただけます。 

お得に観戦できる「グループチケット」も販売いたします。 

 

■前売観戦券 

観戦券（2日間有効）※11月3日（金・祝）も入場可 

 大人 中・高校生 小学生 
幼児 

（3歳～未就学児） 

レース観戦（土・日） ＋ 

ゆうえんちモートピア 

パスポート（1日分付） 

 

 

 
ゆうえんちモートピアパスポート 

通常価格４,３００円 

３,６００円 ３,１００円 ２,０００円 

観戦券のみ １,７００円 ８００円 ６００円 

 

グループチケット（2日間有効）※1１月3日（金・祝）も入場可 
ゆうえんちモートピアパスポート1日分付 

3名 4名 5名 

９,７５０円 １２,３００円 １４,４００円 

 

■当日券 

 

観戦券 

大人 中・高校生 小学生 
幼児 

（3歳～未就学児） 

11月4日（土）予選日 ゆうえんちモートピア入園料（１，７００円） ８００円 ６００円 

11月5日（日）決勝日 ４,１００円 １，７００円 ８００円 ６００円 
 

※当日券には、ゆうえんちモートピアパスポートは付きません 

※本レースは、ゆうえんちモートピアパスポートでもご観戦いただけます 

 
 

※「メーカー応援席」の詳細は、後日鈴鹿サーキットウェブサイトにて発表いたします 

  

[価格はすべて税込です] 

チケットのご案内 

３,６００円 

９月３日（日）チケット発売開始 
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■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） 

 

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。 
 

ＶＩＰスイート・プレミアム 

２４,０００円 
 

【ご入場可能エリア】 
・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 

・ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階）※指定ブース 

・激感エリア 

 

★特典★ 
●スペシャルランチ（決勝日11月5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） 

●2輪・4輪専用駐車券（専用駐車エリア）※駐車券付のパスを購入された方のみ 

●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、S字トンネル通行可 

●グリッドウォーク入場可（予定）※3歳未満のお子様はご入場いただけません。またベビーカー等を利用してのご入場もで

きません 

●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） 

 

 

※数に限りがございます。完売の際はご了承ください 

※3歳以上有料（飲料、食事など特典内容は大人同様です） 

※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 

※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 

※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スイート（4階・5階）への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 

※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 

※VIPテラス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となります 

※一部、貸切などでご利用いただけないエリアがあります 

※お申し込み後のキャンセルは一切できません 

 

  

[価格はすべて税込です] 
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■ホスピタリティラウンジ （2日間有効／観戦券込） 
 

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。ピットビル上の快適

な環境でモータースポーツの生の迫力をご堪能いただけます。 
 

ホスピタリティウンジ大人 
（中学生以上） 

ホスピタリティウンジＪｒ． 
（3歳～小学生以下） 

ゆうえんちモートピアパスポート付 

２１,６００円 ６,２００円 
 

 

【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 

・ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階）※指定ブース 

・激感エリア 

 

 

★特典★ 
●スペシャルランチボックス（決勝日11月5日のみ）（Jr.はお子様ランチ） 

●フリードリンク（2日間対象、ソフトドリンク・ビール） 

●2輪・4輪専用駐車券（専用駐車エリア）※駐車券付のパスを購入された方のみ ※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 

●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、S字トンネル通行可 

●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） 

 

 

※数に限りがございます。完売の際はご了承ください 

※指定ブース内での自由席（相席）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 

※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 

※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 

※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 

※屋外テラス席は各お部屋前が指定エリアとなります。 

※一部、貸切などでご利用いただけないエリアがございます 

※お申し込み後のキャンセルは一切できません 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[価格はすべて税込です] 

ホスピタリティラウンジ室内 屋外テラス 
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■パノラマルーム （2日間有効 ※別途観戦券が必要） 

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。荷物保管スペースをご用意し、さまざまなエリアでのご観戦や、サーキットビジョン

を見ながらのご観戦、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・グリッド

ウォークに参加することができます。 
 

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（＋お子様＜小学生以下＞2名様）まで利用可 

３２,０００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 
 

★特典★ 
●ピットウォーク入場可 

●グリッドウォーク入場可（予定）※3歳未満のお子様はご入場いただけません。またベビーカー等を利用してのご入場もで

きません 

●駐車券（専用エリア） ※駐車券付きのパスをお申し込みのお客様のみ 
 

※ご購入には観戦券が別途必要です 

※数に限りがございます。完売の際はご了承ください 

※パドック入場にはパドックパスが別途必要です 

 

 

■パドックパス （2日間有効 ※別途観戦券が必要） 

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と、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）」にご入場いただけます。また、ピットビル3階のホスピタリティテラスにもご入場いただけます。 
 

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）＞ 

４,２００円 無料 
 

※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 

【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 ・S字トンネル通行可 

 

 

■ピットウォーク券 （※別途観戦券が必要） 

 
ピットウォーク券 

大人（中学生以上） 子ども（小学生以下） 

11月4日（土）予選日 １,３００円 
無料 

11月5日（日）決勝日 １,３００円 
※数に限りがございます。完売の際はご了承ください 

※ピットウォークには、脚立や傘の持ち込みはできません 

※ピットウォークは、予告なく時間が変更、または中止になる場合がございます 

※小学生以下のお子さまおひとりではご入場いただけません 
  

ピットウォーク（イメージ） 

[価格はすべて税込です] 
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オンラインショッピングサイト 

ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮが新しくなりました 
・スマートフォンでより買いやすく！ 

・指定席の座席選択が可能に！ 

・ファミリーマート受取で送料無料に！ 
 

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） 

PC・スマートフォン https://online.mobilityland.co.jp 

9月3日（日）10:00～11月5日（日）決勝スタートまで 
※券種・受取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 

☎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 

9月3日（日）～10月25日（水） (10:00〜17:00） 

■窓口での販売 
鈴鹿サーキットモビリティステーション 

9月3日（日）～11月4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：9月3日（日）～11月4日（土） ※一部販売期間が異なる店舗がございます 

●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 ●セブンチケット 

●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・ミニストップ・ローチケHMVのみでの取り扱いとなります 
 

 

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、鈴鹿サーキットホームページにてご確認ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


