
 

-1/8- 

２０１７年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 最終戦 

第１６回ＪＡＦ鈴鹿グランプリ 

１０月２１日（土）・２２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2017年10月21日（土）・22日（日）に、「2017年 全

日本スーパーフォーミュラ選手権 最終戦 第16回JAF鈴鹿グランプリ」を開催いたします。「JAF鈴鹿グランプリ」では

数々の名勝負が繰り広げられ、スーパーフォーミュラ最終戦として開催された昨年は国本雄資がRace1で優勝、自身

初のチャンピオンを獲得しました。今年も2レース制の最終戦となり、白熱の戦いが期待されます。 

他にも、スーパーフォーミュラ全ドライバーが参加してのシーズンエンドパーティーや、GPスクエアでのトークス

テージなど、様々なイベントが行われます。 

なお、本レースの前売チケットは、8月13日（日）より販売を開始し、決勝日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）でも観戦いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

開催概要 
■大会名称 ： 2017年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 最終戦 第16回JAF鈴鹿グランプリ 

■開催日程 ： 2017年10月21日（土）・22日（日） 

■併催レース：TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 2017 第9戦 

 TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 2017 関西シリーズ第4戦 

■会 場 ： 鈴鹿サーキット 国際レーシングコース フルコース（1周：5.807km） 

■主 催 ： 名古屋レーシングクラブ（NRC）／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） 

■認 定 ： 株式会社日本レースプロモーション（JRP） 

■後 援 ： 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／東京中日スポーツ／中日スポーツ／中日新聞社 

2017年7月13日 

株式会社モビリティランド 

鈴鹿サーキット 

2017年第1戦（鈴鹿）のスタートシーン 



 

-2/8- 

 
 

 

元王者たちが引っ張る２０１７年シーズンはルーキーにも注目 
2017年のスーパーフォーミュラは、混戦模様となっている。3大会4レースを終え、開幕戦鈴鹿2&4では中嶋一貴

（2012年フォーミュラ・ニッポン＆2014年チャンピオン）、第2戦岡山のレース1ではアンドレ・ロッテラー（2011年フォー

ミュラ・ニッポンチャンピオン）、レース2では関口雄飛、第3戦富士では石浦宏明（2015年チャンピオン）と、4人の勝

者が誕生。ランキングトップに立つのは石浦で、ロッテラー、関口、一貴と続く。ウィナーのマシンはすべてTOYOTA

エンジンを搭載しており、一方のHonda陣営は山本尚貴（2013年チャンピオン）が開幕戦の鈴鹿2&4で2位に入り好

調なスタートを切るも、その後は苦戦が続く展開。Hondaエンジンの巻き返しにも期待が高まる。 

チャンピオン争いとともに見逃せないのが、海外からやってきたルーキードライバーだ。昨年のGP2（現在のF2）

チャンピオンでレッドブルのドライバー育成プログラムの一員であるピエール・ガスリーや、第3戦富士で2位となりラ

ンキング5位につけるフェリックス・ローゼンクヴィスト、ヤン・マーデンボロー、ニック・キャシディと光る走りを見せて

いる逸材たちが、最終戦をさらに盛り上げてくれそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大逆転タイトルなるか、２レース制が生み出すドラマに期待 
最終戦JAF鈴鹿グランプリは今年も2レース制で争われる。2レース制では1レースのポイントは通常レースの半

分となるが、優勝者のみ3ポイントが加算されるため、最大で18ポイントを獲得することができ、毎年のようにドラマ

が生まれる。2013年には13ポイント差のランク3位で最終戦に臨んだ山本尚貴が優勝と、3位を記録。奇跡の大逆

転で初のチャンピオンを獲得している。昨年は、Race1で優勝した国本雄資が逆転でランキングトップに立ち、

Race2ではラインキングトップを守りきり、自身初のシリーズチャンピオンに輝いた。今年も最終戦JAF鈴鹿グランプ

リで、新たなドラマの誕生に期待がかかる。 

 

■ポイントシステム 
 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 

１レース制 10 8 6 5 4 3 2 1 

２レース制 5+3 4 3 2.5 2 1.5 1 0.5 
※JAF鈴鹿グランプリに限り勝者に通常ポイントとは別に3ポイントが与えられる。 

※予選ポールポジションに1ポイントが与えられる  

レース紹介・見どころ 

開幕戦鈴鹿2&4では中嶋一貴が優勝、 

山本尚貴が2位、国本雄資が3位 

 

ルーキーのひとり、ピエール・ガスリー 
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JAF鈴鹿グランプリでは、シリーズ最終戦ならではのイベント「スーパーフォーミュラ シーズンエンドパーティー」、

ドライバートークショーなどを始めとしたJAF鈴鹿オフィシャルステージのイベントなど、ファンの皆様がお楽しみいた

だけるイベントを多数開催いたします。 

 

スーパーフォーミュラ シーズンエンドパーティー 
シーズンの最後に、ファンとドライバーが一番近づいて交流できるイベントを

開催します。 

■日時：10月22日（日）18:00〜20:00（予定） 

■場所：ピットビル2階ホスピタリティラウンジ 

■料金：大人8,300円、小学生4,200円、幼児（3歳〜未就学児）1,100円 

■食事：立食ビュッフェ形式。ソフトドリンク飲み放題 ※アルコールは別料金 

■定員：350名 

 

ＪＡＦ鈴鹿グランプリ オフィシャルステージ 
今年もGPスクエアでトークステージを開催！ ドライバーや監督のトークで

盛り上がろう。 

■日時：10月21日（土）・22日（日） 両日ゲートオープン〜17：00 

■場所：GPスクエア 

■内容：現役ドライバートークステージ、監督トークステージ、レースク

イーンステージ、テクノロジーラボラトリーなどを予定 

 

 

サーキットサファリ 
スーパーフォーミュラのマシンが走る国際レーシングコースをバスで体験で

きるスペシャルなイベント。VIPスイート、ホスピタリティラウンジ、ファミリーラ

ウンジのご購入者の中から抽選で当たります。 

■日時：10月21日（土）10:30〜（予定） 

■場所：国際レーシングコース 

■参加要件：VIPスイート、ホスピタリティラウンジ、ファミリーラウンジを

ご購入いただいた方の中から抽選 

 

 
  

イベント情報 

昨年のシーズンエンドパーティーの様子 

昨年のトークショーの様子 

昨年のサーキットサファリの様子 
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８月１３日（日）チケット発売開始 

 

本レースのチケットは、8月13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4,000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」や、Honda、TOYOTAの各ファンシート（予定）も販売いたします。 
 

■前売観戦券 

観戦券（2日間有効）※10月20日（金）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日付 

 

 

 
ゆうえんち 

モートピアパスポート 

通常価格４,３００円 

４，０００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）※10月20日（金）も入場可 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 

3名 4名 5名 

１０，８００円 １３，６００円 １６，０００円 

 

■前売駐車場（指定エリア） 
前売駐車場（Ｐ２・Ｐ３／指定エリア） 

10月21日（土）0:00〜22日（日）12:00の間、指定エリア入場及び出入り自由 

４，２００円 
 

※10月22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以内の乗用車 

※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ください 

 

■当日券 

 

観戦券 

大人 中・高校生 小学生 
幼児 

（3歳～未就学児） 

10月21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 

10月22日（日）決勝日 
４，３００円 

（ゆうえんちモートピアパスポート付） 
１，７００円 ８００円 ６００円 

 

※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 

※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（10月22日の大人券を除く） 

 
※ファンシート（予定）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] 

チケットのご案内 

４,０００円 
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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、オリジナル観戦記念品な

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 

３３，０００円 
 

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10月22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）※グラスワインはVIPスイートでのご提供のみ 

●2輪・4輪駐車券（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（予定）※3歳未満のお客様はご入場いただけません。またベビーカーを利用してのご入場もできません 

●オリジナル観戦記念品 

●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） 

●抽選で「サーキットサファリ」＜10月21日（土）＞にご招待（予定） 

 

※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） 

※ペアシートの為、奇数人数でご利用の際はご相席になることがございます。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スイートより近い場所をご用

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] 

VIPスイート室内 

VIPスイート外観 
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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。 
 

ホスピタリティラウンジ 
（中学生以上） 

 
ファミリーラウンジ大人 

（中学生以上） 
ファミリーラウンジＪｒ． 
（3歳～小学生以下） 

２５，８００円  ２５，８００円 ８，３００円 
 

 

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10月22日（日）のみ＞（Jr.にはお子様ランチ） 

●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） 

●抽選で「サーキットサファリ」＜10月21日（土）＞にご招待（予定） 

 

※数に限りがございます。完売の際はご了承ください 

※座席は指定ブース内での相席（自由席）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 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

[価格はすべて税込] 

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。エアコン付きの個室で、周囲を気にせずゆったりと

ご観戦いただけます。大型サーキットビジョンと合わせて、

専用モニターでもお楽しみいただけます。また、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

として、お子様とご一緒のご家族やグループでの観戦に

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（1室料金） 
4名様（プラスお子様<小学生以下>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 
 

★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歳未満のお客様はご入場いただけません。またベビーカー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 

※パドックへのご入場には別途パドックパスが必要です 

 

■パドックパス（2日間有効 ※別途観戦券が必要） 

パドックでドライバーや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

見たりと、思う存分にレースをお楽しみいただけます。またピットビル3階のホスピタリ

ティテラスにも入場いただけます。 
 

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 
 

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）＞ 

６，２００円 １，６００円 
 

※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 

 

■ピットウォーク券 （※別途観戦券が必要） 
 

 
ピットウォーク券 
別途観戦券必要 

大人（中学生以上） 子ども（小学生以下） 

10月21日（土）予選日 ２，１００円 
無料 

10月22日（日）決勝日 ２，１００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・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、または中止となる場合がございます 

※小学生以下のお子様おひとりでは入場いただけません 
  

[価格はすべて税込] 

ピットウォーク（イメージ） 

ホスピタリティテラス 

バルコニー席からの眺め 

激感エリア（イメージ） 
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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/ 

8月13日（日）10:00～10月22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 

8月13日（日）10:00～10月11日（水） 

営業時間：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 

8月13日（日）10:00～10月22日（日） 

営業時間：10:00〜17:00 

■プレイガイド・コンビニエンスストア 

販売期間：8月13日（日）～10月21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 

●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 
 

 

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 

 
チケットに関するお問い合わせ：鈴鹿サーキットモビリティステーション 059-378-1100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


