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２０１１ ＡＵＴＯＢＡＣＳ ＳＵＰＥＲ ＧＴ Ｒｏｕｎｄ５ 第４０回 インターナショナル ポッカ ＧＴ サマースペシャル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポッカＧＴサマースペシャルはＳＵＰＥＲ ＧＴ ２０１１シリーズ唯一の鈴鹿ラウンド 

伝統の一戦、シーズン最長の５００ｋｍ 

今年も真夏の過酷な戦いが鈴鹿サーキットで繰り広げられる！! 
 

今年で40回目と、長い歴史と伝統を誇る夏の鈴鹿耐久レース「ポッカGTサマースペシャル」。今年もSUPER GTの

一戦として開催され、レース距離はシーズン 長の500kmだ。マシンにとってもドライバーにとっても も過酷な戦い。

ライバルと戦いながら、自らとも戦わなければいけないのが「ポッカGTサマースペシャル」だ。 

2011年、全8戦で争われるSUPER GTシリーズの中で「ポッカGTサマースペシャル」は第5戦。シーズンの折り返し

を迎え、各チームともタイトル獲得に向けた重要な戦いとなることは間違いない。またSUPER GTシーズン唯一の鈴鹿

サーキットでの開催となるため、ファンにとっても見逃せない一戦だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011年6月13日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

7月21日（木）・22日（金） 鈴鹿サーキットで公開合同テストを開催！ 
 

SUPER GTの公開合同テストが、7月21日（木）～7月22日（金）に鈴鹿サーキットで開催されます。真夏の過酷

な戦い「ポッカGTサマースペシャル」に向けた重要なテストを、この目で確かめよう！ 
 

公開合同テストはゆうえんち入園料でご入場いただけます 

料金（ゆうえんち入園料） 
大人（中学生以上） 小学生 ３歳～未就学児 

１，６００円 ８００円 ６００円 
 

※走行スケジュールならびに参加チームは、決定次第鈴鹿サーキットホームページでご案内いたします 

2010年 ポッカGTサマースペシャル スタートシーン 
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参戦１５台のＧＴ５００クラス 

ニッサンＧＴ－Ｒ、Ｈｏｎｄａ ＨＳＶ－０１０、レクサスＳＣ４３０ 

予測不可能な３陣営のバトルが白熱！! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年、HSV-010を投入したHonda陣営は引き続き5台が参戦。ニッサンGT-R陣営はGT300クラスからMOLAチーム

が加わり計4台。レクサス陣営もBANDOHチームが加わり計6台が参戦。3メーカーが昨年以上に力を入れ、必勝態勢

で臨むGT500クラスは参戦台数15台となり、例年にない激しいバトルが繰り広げられている。 

昨年はHonda HSV-010が圧倒的な強さを見せたが、今年は開幕戦で本山哲／B・トレルイエ組(MOTUL AUTECH GT-R)

が優勝、第2戦で松田次生／JP・デ・オリベイラ組(カルソニック IMPUL GT-R)が優勝とニッサン勢が好調さを見せている。 

しかしHSV-010勢、SC430勢も黙ってはいない。特に開幕戦から悔しいレースが続いているHonda勢は、昨年の

チャンピオン、1号車の小暮卓史／L・デュバル組(ウイダーHSV-010)を中心に気合十分。第2戦で2位表彰台を獲得

するなど好調の伊沢拓也／山本尚貴組(RAYBRIG HSV-010)にも注目が集まっている。 

レクサス陣営には強力なドライバーが加わった。A・ロッテラーとともにPETRONAS TOM'S SC430をドライブするのは

F1の世界で戦った経験もある中嶋一貴

だ。中嶋は今シーズン初参戦のフォー

ミュラ・ニッポンでも2戦目で初優勝を飾る

など、F1ドライバーの実力を存分に発揮

している。夏の鈴鹿でもその速さ、強さ

を見せてくれるのは間違ないだろう。 

予選から各マシンのタイム差が100分

の1秒を切るような大接戦が続いている

GT500クラス。今年の「ポッカGTサマー

スペシャル」は一瞬たりとも目が離せな

い緊迫したシーンが、 後まで続くこと

になりそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honda HSV-010（ウイダーHSV-010） ニッサンGT-R（MOTUL AUTECH GT-R） レクサスSC430（PETRONAS TOM'S SC430）

注目が集まるRAYBRIG HSV-010の 

山本尚貴(左)と伊沢拓也(右) 

（2010年 ポッカGTサマースペシャルにて） 

中嶋一貴 

最新情報はここでゲット！ 
鈴鹿サーキットホームページ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒで最新情報配信中！ 

鈴鹿サーキットでは、ホームページおよびFacebookで 新の詳細情報をお届けするとともに、現地の 新情報を、

Twitterを通じてお届けしています。是非ご利用ください。 
 

鈴 鹿 サ ー キ ッ ト ホ ー ム ペ ー ジ http://www.suzukacircuit.jp 

Ｆ ａ ｃ ｅ ｂ ｏ ｏ ｋ 鈴 鹿 サ ー キ ッ ト  http://www.facebook.com/suzukacircuit 

Ｔｗｉｔｔｅｒ鈴鹿サーキット現地お役立ち情報  http://twitter.com/suzuka_event  (@suzuka_event) 
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ＧＴ３００はポルシェ、アストンマーティンが優勝！ 

連続２位のフェラーリがランキングトップ！ 

ＦＩＡ ＧＴマシンによるスーパーカー対決に注目だ！! 
多彩な車種が参戦し、毎レース誰が勝つか分からない激しいバトルとなるGT300クラス。

今シーズンは開幕戦でポルシェ911GT3(影山正美／藤井誠暢組)が優勝すると、次のレース

はアストンマーティン(吉本大樹／星野一樹組)が優勝。そして連続で2位表彰台を獲得した

フェラーリ458（田中哲也／平中克幸組）がランキングトップ座に君臨している。また予選では

BMW Z4Mクーペやランボルギーニ・ガイヤルドも圧倒的な速さを見せるなど、FIA GT規格の

スーパーカー達による熱い闘いが繰り広げられている。 

これに昨年のポッカGTサマースペシャルで悲願の初優勝を遂げたレガシイB4、さらには

紫電、ガライヤ、カローラアクシオ、レクサスIS350などがどう挑むかも、ポッカGTサマー

スペシャルの大きな見どころだ。はたして今年は500km先のチェッカーフラッグを誰が真っ先

に受けるのだろうか!? GT300接近戦バトルからも、目が離せない。 

 

 

   

 

 

 

開幕戦予選２位のイカ娘フェラーリ、２戦目決勝４位の初音ミクＢＭＷ 

キャラクター系マシンが鈴鹿サーキットを駆け巡る！! 
GT300クラスの話題の一つに、通称「痛車」と呼ばれるキャラクターのカラーリングを身にまとったマシン、エヴァンゲリオン

初号機（エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電）、エヴァンゲリオン弐号機（エヴァンゲリオンRT弐号機DIRECTION＝

ポルシェ911GT3）、初音ミク（初音ミク グッドスマイル BMW＝BMW Z4M GT3）、イカ娘（PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ

＝フェラーリF430）、涼宮ハルヒ（ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ＝ポルシェ911GT3）らの参戦が挙げられる。 

中でも注目は毎シーズンチャンピオン争いをする紫電のエヴァンゲリオン初号機、開幕戦の予選2位のイカ娘（フェラーリ

F430）、そして2戦目で4位に入った初音ミク（BMW Z4M GT3）だ。成熟されたマシン、紫電を使用しているエヴァンゲリオン

初号機はもちろんのこと、今シーズン好調のFIA GT規格マシンを使用しているイカ娘と初音ミクは、いつ勝ってもおかしく

ない状況。ポッカGTサマースペシャルでは、キャラクター系マシンによる優勝争いが見られるかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポルシェ911GT3 

カローラアクシオ アストンマーティン レガシイB4 

初音ミク エヴァンゲリオン初号機 イカ娘 

フェラーリ458 

ガライヤ 

エヴァンゲリオン弐号機 

開催概要 
■大会名称 ： 2011 AUTOBACS SUPER GT Round5 第40回 インターナショナル ポッカ GT サマースペシャル 

■併催レース ： GT Asia Series 2011 Round 7 & Round 8 ／ スーパーFJレース 

■主 催 ： 関西スポーツカークラブ（KSCC） ／ 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 

■冠 協 賛 ： 株式会社ポッカコーポレーション 

■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 GTアソシエイション 
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夕闇のチェッカーから、夕暮れのチェッカーへ。今年のポッカＧＴは一味違う！ 
 

今年のポッカGTサマースペシャルは、節電への配慮によりレース距離が昨年まで

の700kmから500kmに短縮され、伝統のヘッドライトを点灯してのチェッカーフラッグでは

なく、夕陽に照らされたサーキットでゴールを迎えることになる。だがハイレベルな戦い

なのは変わらない。走行距離が短くなった分ハイスピードな戦いになるのは確実。 

これで注目されるのが、「タイヤ戦略」だ。今年はブリ

ヂストン、ヨコハマ、ダンロップ、ミシュラン、ハンコックの5

メーカーが参戦している。各メーカーとも夏の500kmレース

はタイヤに厳しいのは当然。タイヤのライフをいかに持続

させるかのタイヤマネージメントが重要となるわけだ。

と同時にピット作業でのタイムロスを少なくする、というチーム力も勝敗に大きな影響を与える。

まさに総力戦。各チーム、各メーカー、タイヤ各メーカーのレース戦略とにも注目が集まる。 

 

 

 

レース終了後には、選手たちの健闘を称える花火が打ち上げられる 
 

今年は夕暮れでのチェッカーとなるが、表彰式後には真夏の500kmを走りきった選手

達を称える花火が打ち上げられる。夏の鈴鹿ポッカGT後の花火は、毎年恒例のシーンと

なっている。また今年は、例年以上に早い時間帯でレースが終了するため、家路を急ぐ

ために花火を見ることができなかったファンも、余裕を持ってレースの余韻に浸る時間が

できるため、一日中、鈴鹿サーキットで楽しむことが出来る。チーム・選手達にとっても、

そして来場されたファンにとっても、夏の思い出を締めくくるのに、 も相応しいのが「ポッカ

GTサマースペシャル」だ。 

 

 

 

 

アジアのトップドライバーたちと、ハイスピードＧＴカーの競演！ 

ＧＴアジアシリーズを鈴鹿初開催！! 
 

マレーシアを中心に中国、インドネシアなどアジア各国を転戦しながら争われて

いるのが「GTアジアシリーズ」だ。マシンはFIA GT規格の車両で、SUEPR GT、

GT300でもおなじみのランボルギーニ・ガヤルド、フェラーリ458、ポルシェ、アストン

マーティンが参戦。他にフォードGTなども参戦している。このシリーズは各車が同じ

コンディションになるよう性能調整が行われ、レース距離も約100kmとスプリントレース

形式（1レース40分）。そのため、毎回激しい接近戦のバトルが展開されている。 

世界に知られた「SUZUKA」を走ることは、彼らにとってはまさに心躍る経験。だが

同時に世界に知られるテクニカルコースは、そう簡単に攻略はできない。多くの

サーキットで走行経験を持つベテラン勢が有利か。だが近年はアジアでも有力な若

手選手が育ちつつあり、今回もそんな選手が出現しそうな予感がある。鈴鹿を舞台

にした、アジアンドライバーたちのスプリント・バトルからも目が離せない。 
 

 

夕暮れの鈴鹿サーキットを走る 

マシン ※写真はイメージです 

タイヤ戦略が注目される 

※写真はイメージです 

2010年の花火の様子 

2011年第2戦（マレーシア） 

スタートシーン 
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※各イベントはレーススケジュールの都合により変更・中止になる場合があります。 

イベント情報！ 

小さなお子様も安心 「ＧＴ ＫＩＤＳ ＷＡＬＫ」で楽しんじゃおう！ 

ピットウォークは混雑していて子供と一緒は心配という家族連れに朗報！SUPER 

GTではもうおなじみの、お子さま連れの方のみが参加できる「GT KIDS WALK」が

土曜日の予選終了後に行われます。対象は中学生以下のお子さまと保護者の方(2名)

で、参加無料。お子様向けのイベントも盛りだくさんの「GT KIDS WALK」に、是非

ご参加ください。 
 

■開催日時：8月20日（土） 公式予選終了後 

■開催場所：ピットレーン・ホームストレート上 
※GT KIDS WALKでのプレゼント抽選会はSUPER GT Official Stageでの「キッズ抽選会」に統合されました 

2010年のキッズウォークのひとこま

大好評のピットウォークを開催！ 

レーシングマシンをもっと間近でみたい！マシンやドライバーを撮影したい！ お昼

のインターバルに実施するピットウォークにぜひご参加ください。小学生以下のお子

様は無料でご参加いただけます。 
 

■開催日時：8月20日（土）・21日(日) ※時間未定 

■開催場所：ピットレーン・ホームストレート上 
※料金などの詳細はチケットページをご覧ください。 

※開催時間は決定次第、鈴鹿サーキットホームページにてお知らせいたします。 
※写真はイメージです 

予選日の早朝、マシンの公開車検中のピットレーンを、パドック入場可能

パスをお持ちのお客さまに開放！「ＯＰＥＮ ＰＩＴ」 

予選日の早朝、公開車検中のピットレーンをパドックに入場可能なパスをお持ちの

お客さまに開放。走行を直前に控え、車検中のマシンを見学できるなど、間近で

SUPER GTマシンをじっくり見るチャンスだ。 
 

■開催日時 ： 8月20日(土) ※時間未定 

■開催場所 ： ピットレーン 
※パドックに入場可能なパスをお持ちの方に限らせていただきます。 

※開催時間は決定次第、鈴鹿サーキットホームページにてお知らせいたします。 

表彰式、そして健闘を称える花火をメインストレートから見よう！ 

決勝レース終了後にメインストレートを開放！! 
決勝レース終了後、グランドスタンド前のゲートをオープンしメインストレートを開放！

みんなで感動の表彰式、そして勝者を称え、全てのドライバー、チームの健闘を

称える花火を体感しよう！ 
 

■開催日時 ： 8月21日（日） 決勝レース終了後 

■開催場所 ： 国際レーシングコース メインストレート 
※入場方法などは当日現地にてご案内いたします。係員の指示に従ってご入場ください。 

2010年のOPEN PITのひとこま

2010年のメインストレート開放

のひとこま 
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※各イベントはレーススケジュールの都合により変更・中止になる場合があります。 

「ポッカＧＴサーキットサファリ」で 

高速走行のＳＵＰＥＲ ＧＴを身近で体験するチャンス！ 

レーシングカーが走る鈴鹿サーキット国際レーシングコースを、バスに乗って見学。

それだけではない！SUPER GTマシンがコースを走る中を走るのだ！バスのすぐ

そばを、ものすごい速度で駆け抜けていくマシンは大迫力だ！ 
 

■対 象 ： VIPスイート・プレミアム、ホスピタリティラウンジ、ファミリーラウンジ

をご購入の皆様の中から抽選でご参加いただけます。 

■開催日時：8月21日(日) ※時間未定 

■開催場所 ： 国際レーシングコース 
※ポッカＧＴサーキットサファリの一般販売はございません。 

普段は入れない至近距離からサーキットを堪能しよう！ 

「サービスロードツアー」 

レース運営に使用されるサービスロード（東コース外周）を車両に乗って見学！どの

観戦席よりも間近で、しかもレーサーと同じ目線の高さで走行と眺めを体験できます。 
 

■対 象 ： VIPスイート・プレミアム、ホスピタリティラウンジ、ファミリーラウンジ

をご購入の皆様の中から抽選でご参加いただけます。 

■開催日時：8月21日(日) ※時間未定 

■開催場所 ： サービスロード 
※サービスロードツアーの一般販売はございません。 

※詳細は、チケットページの対象チケットの情報をご覧ください。 

サーキットサファリ 

※写真はイメージです 

記者会見映像のビジョン上映 
SUPER GTの余韻を楽しもう。SUPER GT 長距離を戦い抜いたドライバーがポッカ 

GT サマースペシャルを振返る。 
 

■開催日時 ： 8月21日（日） 決勝レース表彰式終了後 

■開催場所 ： グランドスタンド前サーキットビジョン 
※記者会見会場からのライブ中継放送を行います。 

※写真はイメージです 

暑さ退散！「コチラレーシングクールダウンエリア」ＯＰＥＮ！ 
コチラレーシングのみんながグランドスタンド手前のイベント広場「GPスクエア」に

登場！コチラレーシングのみんながHOTな体をCOOLにします！ 
 

■開催場所 ： GPスクエア 
 

※荒天時や寒い時などは中止になる場合がございます。 

※コチラレーシング登場時間は、決定次第鈴鹿サーキットホームページでお知らせします。 

クールダウンエリア 
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※各イベントはレーススケジュールの都合により変更・中止になる場合があります。 

第４０回大会 記念セレモニーを開催 
これまでも数々の名勝負が繰り広げられてきた鈴鹿・夏の耐久レース。第1回大会

は1966年に開催され、優勝したのはトヨタ2000GTだった。40回目の開催を迎える今

大会を記念して、決勝レース開催日に記念セレモニーを行います。 
 

■開催日時 ： 8月21日（日） ※時間未定 
※詳細は後日ご案内いたします。 

「応援メッセージ大募集！」 届けよう、大好きな気持ちを！熱き声を！ 
活躍を期待するチーム、ドライバーに、抑えきれない熱い応援メッセージをお寄せ下さい。お寄せいただいたメッ

セージの一部をなんと！サーキットビジョンなどでご紹介いたします！あなたのメッセージが読まれるチャンスか

も！？皆さまからの熱い熱いメッセージをお待ちしております！ 
 

■お申込み方法：鈴鹿サーキットホームページよりお申込みください。 

■お申込み期間：8月14日 17:00まで 

第1回大会で優勝した 

トヨタ2000GT 

ＳＵＰＥＲ ＧＴ最長レースディスタンスを制するのはどのチームだ！ 

「ポッカＧＴサマースペシャル優勝者当てクイズ」に参加しよう！ 
8月21日(日)に行なわれるSUPER GT第5戦 ポッカGTサマースペシャル決勝レースの優勝者

（GT500／GT300）を予想してください。見事正解された方の中から抽選で豪華プレゼント

が当ります。 
 

■応 募 方 法  ： 専用応募用紙にご記入の上、8月20日（土）ゲートオープン～21日（日）決

勝レーススタート前まで、現地に設置された投函箱にご投函下さい。 

■投函箱設置場所 ： GPエントランス・センターハウス2階 

 
※応募用紙は後日鈴鹿サーキットホームページからダウンロードいただけます。 

※会場での応募用紙投函以外でのお申込はできません。 

ＫＩＤＳ集合！「キッズオアシス」で楽しもう！! 
グランドスタンド手前のイベント広場「GPスクエア」に「キッズオアシス」が登場！お

子様やファミリーで楽しめるイベントが盛りだくさん！学習と体験をキーワードに

「キッズオアシス」を楽しんじゃおう！ 
 

■開催日時 ： 8月20日（土）・21日（日） 

■開催場所 ： GPスクエア内「キッズオアシス」を拠点として、場内一帯 
 

2010年のキッズオアシスの 

ひとこま（ぬりえ） 
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お子様連れでも安心！完全予約制の託児所開設！! 
せっかくポッカGTサマースペシャルに訪れたなら、ゴールまで楽しみたい！そんな

ご家族のために、お子様をお預かりする託児所を完備しました。また、お子様が

仮眠できるスペースもご用意しています。小さなお子様がご一緒でも安心してレースを

ご覧いただけますように責任を持ってお子様（乳幼児も可）をお預かりいたします。 

 
 

※詳細は鈴鹿サーキットホームページをご覧ください。 
※写真はイメージです 

ポッカＧＴサマースペシャルは場内施設も充実！ 

クールミストでリフレッシュ！「クールダウンポイント」を設置！! 
真夏の戦い「ポッカGTサマースペシャル」を乗り切るために、レーシングコースエリア

にクールダウンポイントを設置！時間の長い耐久レースを楽しむには、さわやかな

霧が降り注ぐ「クールミスト」で気分も体もリフレッシュしよう。コースサイドの数箇所

に「クールダウンエリア」を設置。また、お子様をお連れのお客様は鈴鹿サーキットの

冒険プール「アクア・アドベンチャー」がお勧めです。 

※アクア・アドベンチャーのご利用には別途料金が必要です。 

 

 

女性に嬉しいレース観戦「パウダールーム」 
空調の効いた中、お化粧直しがゆったりできるスペースをご用意し、さらにはお買

い求めいただいたウェア類にも着替えができるようフィッティングスペースを追加

しました。 
 

■開 催 場 所  ： GPスクエア 

■ご利用可能日 ： 8月20日(土)・21日(日) 

その他、レーシングコースだけでなく、ゆうえんち園内でもクールミストや、お子様が水遊びをできるエリアを設け

ています。水分を十分取り、クールダウンポイントなどで体調を整えて、レースを十分にお楽しみください。 

※写真はイメージです 

※写真はイメージです 
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●前売観戦券はゆうえんちモートピアパスポート（土曜日・日曜日いずれか1日）付き！ 

●ご家族みんなでお得に観戦！「ファミ得チケット」 

●お友達を誘って観戦しよう！グループチケットで最大５，５００円お得！ 

●予約駐車場で快適観戦！ 
 

 
 

■前売券 

観戦券（2日間有効） グループチケット（2日間有効） 

大人 中・高校生 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1日付 入場のみ 2名 3名 4名 5名 

５，５００円 １，６００円 １０，４００円 １４，８５０円 １８，７００円 ２２，０００円
 

指定券付き観戦券（指定席は決勝日のみ有効） 指定席券（決勝日のみ有効）※別途観戦券が必要です 

B・Qエリアセット 
V1指定席セット 

V2指定席(3歳以上共通) V1指定席（3歳以上共通）
大人 子ども（3歳～高校生）

６，０００円 ６，５００円 ２，６００円 ３，５００円 ２，０００円 
 

ファミリーでお得に観戦！ファミ得チケット（MOBILITY STATIONのみで限定販売！） 

ファミ得チケット（2日間有効） 
Ｂ・Ｑエリアセット 

（エリア指定席は決勝日のみ有効）

Ｖ２指定席セット 

（指定席は決勝日のみ有効） 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 

大人2人＋子ども1人(3歳～高校生) １４，０００円 ２０，０００円 

大人2人＋子ども2人(3歳～高校生) １６，８００円 ２５，６００円 
 

お気に入りのメーカー・チームをみんなで一緒に応援しよう！ファンシート（MOBILITY STATIONのみで限定販売！） 

ファンシート＜観戦券＋V1指定席セット＞ 

（2日間有効／指定席は決勝日のみ有効） 

ファンシート＜V1指定席＞ 

（決勝日のみ有効）※別途観戦券が必要です 

大人 子ども（3歳～高校生） 
3歳以上共通 

ゆうえんちモートピアパスポート1日付 入場のみ 

６，５００円 ２，６００円 ２，０００円 
※ファンシートの詳細は決定次第、鈴鹿サーキットホームページに掲載いたします。 
 

新たにチーム応援席が登場！お気に入りのチームを応援しよう！  

※応援席の詳細は決定次第、鈴鹿サーキットホームページに掲載いたします。 

【応援席】(予定) ・H.I.S.チーム応援席 ・初音ミク応援シート ・エヴァンゲリオンサポーターズシート 

  ・涼宮ハルヒチーム応援席 ・侵略イカ娘チーム応援席 
 

■当日券 

 

観戦券 
指定席券 

※別途観戦券が必要です 
エリア指定券 

※別途観戦券が必要です

大人 中・高校生 
V2席 

（3歳以上共通）

V1席 

（3歳以上共通） 
B・Qエリア 

8月20日（土）予選日 ゆうえんち入園料（１，６００円） ― ― ― 

8月21日（日）決勝日 ６，５００円 １，６００円 ４，０００円 ２，５００円 １，５００円 
 

※ファミ得チケットはMOBILITY STATIONのみの限定販売となります。 

※3歳～高校生以下の方の当日券はゆうえんち入園料となります。中高校生／1,600円・小学生／800円・3歳～未就学児／600円  

※観戦券（一部券種を除く）にセットされているパスポート（レ－ス開催日いずれか1日有効）は「ゆうえんちのりもの乗り放題モートピア 

パスポート」となります。   

※指定席券・エリア指定券は決勝日のみ有効です。   

※V2指定席、V1指定席をお持ちの方は、B・Qエリアへの入場ができます。  

※高校生以下の方は、B・Qエリアへ無料でご入場いただけます。  

※前売指定席券完売の場合、当日指定席券は販売いたしません。お早めにお求めください。  

６月１８日（土） チケット発売開始！ 

[価格はすべて税込]

観戦券・指定席券
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■パドックパス（2日間有効・別途観戦券必要） 

有名選手に会えるかも！？ピット裏のパドックライフを楽しもう！ 

土曜日、日曜日のピットウォークに参加でき、さらには第１コーナー、第２コーナー、S字に設けられた激感エリアにも

入場できる！ 

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）＞ 

１０，０００円 １，５００円 
 

※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）およびホスピタリティテラス（ピットビル3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。 

 

★ご入場エリア 
・パドック  ・ピットウォーク  ・激感エリア 

★特典 
鈴鹿サーキットロゴ入りストラップがセットになった特製プラスチックパドックパスを 

限定販売します。 

●パドックパスのカードフェイスは、公式ポスターをイメージしたデザイン。  

●鈴鹿サーキットオリジナルストラップ（非売品）つき。  

●パドックパスにはシリアルナンバーがついています。  

※前売りにてご購入の方には、必ず特製カード型パドックパスをお渡しします。 

※パドックパスJrは特製カード型パドックパスではありません。 

 

■ピットウォーク券 

レーシングマシンをもっと間近でみたい！マシンやドライバーを撮影したい！ お昼のインターバルに実施するピット

ウォークにぜひご参加ください。小学生以下のお子様は無料でご参加いただけます。 

 
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 

8月20日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

8月21日（日）決勝日 ２，０００円 
 

※ピットウォーク時に、脚立のお持込はご遠慮ください。 

 

■～プライベートな空間でレース観戦～ パノラマルーム ※別途観戦券が必要です 

パノラマルームはグランドスタンド 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コースを廻る観戦のベースキャンプにも、またお子様連れの

ご家族にもおすすめです。 

パノラマルーム（1室料金） 
4名様（プラスお子様2名様）まで利用可 

６５，０００円 
 

 

★ご観戦エリア パノラマルーム（グランドスタンド 上段のプライベート空間） 
 

★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  ●冷暖房完備 

 ●居室面積9.9㎡（全室禁煙）  
 

★特典 ピットウォーク券付き 

 

※写真はイメージです 

第2コーナー激感エリアの様子 

[価格はすべて税込]

オプションチケット 
※別途観戦券が必要です 
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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） 

ゆったり観戦できる屋内と迫力を堪能できる屋根付き屋外スペースが用意されています。 

ＶＩＰスイート・プレミアム 
ゆうえんちモートピアパスポート付 

４７，０００円 
 

VIPスイート・プレミアムご利用のお客様に、プラス2,000円でお得なＶ2指定席セットを設定！ 

（特典はVIPスイート・プレミアムと同じです。） 

ＶＩＰスイート・プレミアム＋Ｖ２指定席券セット 
ゆうえんちモートピアパスポート付 

４９，０００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 

・ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階） 

・ホスピタリティテラス（ピットビル3階） 
 

抽選で当たる！！ 

・ポッカＧＴサーキットサファリ（40名様） 

高速走行中のSUPER GTをバスの中から間近で体験いただけます！ 

・サービスロードツアー体験（5名様） 

コースから も近いサービスロードから迫力ある走行をご覧いただけます！  

開催日時：8月21日（日） ※時間はタイムスケジュール決定次第、ホームページにてご案内いたします。 
※当選者の発表は、パス送付時の参加タグ発送をもって代えさせていただきます。 

 

グリッドウォークが体験できる！ 

8月21日（日）ポッカGTサマースペシャル決勝レース時のグリッドウォークにVIPスイート・プレミアムをご購入の 

お客様全員がご参加いただけます。 
 

特典 
●スペシャルランチボックス 

（決勝日 8月21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） 

●大会公式プログラム 

●ピットウォーク（2日間対象） 

●オープンピット見学 

●パドック入場可（2日間対象） 

●ホスピタリティラウンジ入場可 

●ホスピタリティテラス入場可 

●VIPテラス入場可 

●B・Qエリア入場可 

●激感エリア入場可 

●グリッドウォーク 

（8月21日（日）ポッカGTサマースペシャル決勝レース前のみ ）  

●記念品  

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

 

※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になります。   

※3歳以上有料（飲料、食事など特典内容は大人同様となります。）  

※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日有効となります。  

※駐車券は1名様～4名様までのお申込につき、1台分となります。尚、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。  

※ホスピタリティラウンジでのお食事対応はいたしておりません。  

※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。  

※お申し込み後のキャンセルは一切できません。  

※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した。  

※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。 

[価格はすべて税込]

プレミアムエリア
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■ホスピタリティラウンジ（2日間有効／観戦券込） 

ピットレーンに張り出した屋外観戦席も楽しめる。快適で迫力に満ちた観戦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 

（中学生以上） 

ファミリーラウンジＪｒ． 

（3歳～小学生以下） 

ゆうえんちモートピアパスポート付  ゆうえんちモートピアパスポート付 入場のみ 

４０，０００円  ４０，０００円 ８，０００円 
 

ホスピタリティラウンジ、ファミリーラウンジをご利用のお客様に、プラス2,000円でお得なＶ2指定席セットを設定！ 

（特典はホスピタリティラウンジ、ファミリーラウンジと同じです。） 

ホスピタリティラウンジ 

＋Ｖ２指定席券セット 
 

ファミリーラウンジ 

＋Ｖ２指定席券セット 

（中学生以上） 

ファミリーラウンジＪｒ． 

＋Ｖ２指定席券セット 

（3歳～小学生以下） 

ゆうえんちモートピアパスポート付  ゆうえんちモートピアパスポート付 入場のみ 

４２，０００円  ４２，０００円 １０，０００円 
 

※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。なお大人のお客様だけでのご利用は出来ません。 
 

 

ご観戦エリア 

・ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階） 
 

抽選で当たる！！ 

・ポッカＧＴサーキットサファリ（40名様） 

超高速走行中のSUPER GTをバスの中から間近で体験いただけます！ 

・サービスロードツアー体験（5名様） 

コースから も近いサービスロードから迫力ある走行をご覧いただけます！  

開催日時：8月21日（日） ※時間はタイムスケジュール決定次第、ホームページにてご案内いたします。 
※当選者の発表は、8月20日（土）ホスピタリティラウンジにて提示させていただきます。 

 

Ｊｒ．パスのご希望者にゆうえんちモートピアパスポートプレゼント！ 

8月20日（土）・21日（日）のどちらか1日分のモートピアパスをプレゼント！ 
※当日のラウンジ内受付カウンターにて受付をいたします。 

 

★特典 
●スペシャルランチボックス（決勝日 8月21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）※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 

●Jr.パスはコチラレーシングパスケース付 

●オープンピット見学 

●ホスピタリティテラス入場可（2日間対象） 

●パドック入場可（2日間対象）  

●ピットウォーク（2日間対象） 

●B・Qエリア入場可 

●激感エリア入場可 

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

●ファミリーバックヤードツアー＜ファミリー10組様を抽選でご招待！＞ 

※ファミーラウンジご購入者のみの特典となります。 

※当選者の発表は8月20日（土）ホスピタリティラウンジにて提示させていただきます。 
 

※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になります。  

※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。  

※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日有効となります。  

※お申し込み後のキャンセルは一切できません。  

※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付きません。  

※室内へ飲食物のお持ち込みは出来ませんので予めご了承ください。  

※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出来ません。 

 

[価格はすべて税込]
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■ホスピタリティテラス（2日間有効／観戦券込） 

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、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、

コースが見渡せる場所となります。2階席のホスピタリティラウンジ同様にテラス席をご用意しております。 

ホスピタリティテラス 

（中学生以上） 

ホスピタリティテラスＪｒ． 

（3歳～小学生以下） 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 入場のみ 

２３，５００円 ２，８００円 
 

ホスピタリティテラスをご利用のお客様に、プラス2,000円でお得なＶ2指定席セットを設定！ 

（特典はホスピタリティテラスと同じです。） 

ホスピタリティテラス＋Ｖ２指定席券セット 

（中学生以上） 

ホスピタリティテラスＪｒ．＋Ｖ２指定席券セット 

（3歳～小学生以下） 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 入場のみ 

２５，５００円 ４，８００円 
 

★ご観戦エリア 

・ホスピタリティテラス（ピットビル3階） 
 

★今年から新たに「クールダウンスペース」オープン！ 

クールダウンスペースはリザルト配布コーナーに併設します。 

暑いレース観戦もエアコンの効いた室内でクールダウン！ 
※クールダウンスペースでのレース観戦はできません。 

 

★特典 
●専用プラスチックパス 

※Jrにはつきません  

●Jr.パスはコチラレーシングパスケース付 

●パドック入場可（2日間対象）  

●ピットウォーク（2日間対象） 

●オープンピット見学 

●B・Qエリア入場可 

●激感エリア入場可  

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

 

※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。  

※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日有効となります。  

※ホスピタリティテラスでのお食事対応はいたしておりません。  

※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。  

※お申し込み後のキャンセルは一切できません。  

※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。 

 

観戦席マップ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[価格はすべて税込]
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ポッカGTサマースペシャルをお楽しみいただくお客様のために前売予約駐車場をご用意いたしました。 
 

■予約駐車場（2日間有効） 

予約駐車場（1台料金） 

４，０００円 
 

※レースチケットとの同時購入が可能です。単体でご購入いただくと、別途送料などが必要となります。 

 

場 所 ： サーキット正面駐車場5P（舗装） ／ サーキット正面駐車場7P（舗装） 

ご利用期間 ： 8月20日（土）～21日（日） 決勝レーススタートまで 
  ※期間中は出入り自由ですが、一度出られると同じ場所に駐車いただけない場合があります。 

  ※決勝レーススタート後に駐車場から出た場合は退場扱いとなり、再入場できません。 

ご利用条件 ： ●長さ5m×2.5mの駐車枠に収まる車両。 

  ●場内でのテントのご利用、火気の使用はできません。 

ご購入方法 ： MOBILITY STATION（鈴鹿サーキット オンラインショッピングサイト）、および鈴鹿サーキットモビリティ

ステーション（お電話による通信販売／窓口での販売）にてご購入ください。 
※お1人様、1件のお申し込みとさせていただきます。 

※合計770台限定です。予定台数に達した時点で予約を締め切らせていただきます。 

※転売・権利の譲渡等を目的としたお申込みは固くお断りいたします。 
 

当日のご利用に関して ： レース当日は混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。また正面駐車場は決勝

終了後数時間、帰路渋滞の発生が予想されます。あらかじめ御了承ください。 
 

 

駐車場マップ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[価格はすべて税込]

予約駐車場

当日受付の駐車場に関して 
当日受付の駐車場もご用意させていただきますが、サーキット正面駐車場満車の場合は、サーキット場外の臨時駐車場をご案内

させていただきますので、あらかじめ御了承ください。 
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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

■オンラインショッピングサイト（MOBILITY STATION） 

Ｐ Ｃ http://mls.mobilityland.co.jp 

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） 

6月18日（土）10：00～8月14日（日）24：00まで 

24時間販売 

■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） 
6月18日（土）～8月14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） 
6月18日（土）～8月20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：6月18日（土）～8月20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  

※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。 
 

※Ｖ２指定席、Ｂ・Ｑエリア、ホスピタリティテラス、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。 
 

鈴鹿サーキット プロモーションパートナー  
 

 

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 059-378-1111（代） 

鈴 鹿 、もてぎのチケット・グッズが同 時 に買 えるオンラインショップ  

詳 しくは http://mls.mobi l i ty land.co. jp/にアクセス！ 


