
 

２０１４ ＦＩＡ 世界ツーリングカー選手権シリーズ ＪＶＣＫＥＮＷＯＯＤ 日本ラウンド 
2014 FIA World Touring Car Championship JVCKENWOOD Race of Japan 

１０/２５ SAT. ２６ SUN. 
会場：鈴鹿サーキット国際レーシングコース フルコース（5.807km） 

 

同日開催：スーパー耐久シリーズ２０１４ 第５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（5.807km） 
 
 

ツーリングカーバトルの競演！ＷＴＣＣ、スーパー耐久同時開催！! 
 

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、10月25日(土)・26日(日)に、「2014 FIA 世界

ツーリングカー選手権シリーズ JVCKENWOOD 日本ラウンド(WTCC)」と「スーパー耐久シリーズ2014 第5戦」

を同時開催いたします。 

激しいバトルで知られ、格闘技レースの異名をとるWTCCと、多彩な車種が6つのクラスに分かれて激戦を

繰り広げるスーパー耐久シリーズ。2大ツーリングカーレースにご注目ください。 

前売チケットは8月17日(日)に券売開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スーパー耐久開催概要 
■大会名称 ： スーパー耐久シリーズ2014 第5戦 

■公 認 ： 一般社団法人日本自動車連盟（JAF） 

■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 

■後援 ： 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 

■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） 

■開催日程 ： 2014年10月  25日（土） フリー走行、グループ2決勝（12:30～140分） 

  26日（日） フリー走行、グループ1決勝（10:50～140分） 

ＷＴＣＣ開催概要 
■大会名称 ： 2014 FIA 世界ツーリングカー選手権シリーズ JVCKENWOOD 日本ラウンド 

 （英文表記） 2014 FIA World Touring Car Championship JVCKENWOOD Race of Japan 

■公 認 ： 国際自動車連盟（FIA） ／ 一般社団法人日本自動車連盟（JAF） 

■主 催 ： 【プロモーター】株式会社モビリティランド 

【オーガナイザー】鈴鹿モータースポーツクラブ（SMSC） 

■後援 ： 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 

■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） 

■開催日程 ： 2014年10月  25日（土） フリー走行、予選 

  26日（日） 決勝（Race1：14:30～11周、Race2：15:30～11周） 

2013年日本ラウンド スタートシーン(レース1) 2013年スーパー耐久スタートシーン 

予選 決勝 

2014年8月5日 

株式会社モビリティランド 

鈴鹿サーキット 
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初のフルコース開催 

デグナー、ヘアピン、スプーン、１３０Ｒ、そしてシケインで展開される超接近戦 
 

今年、シリーズ10周年を迎え、鈴鹿サーキットでは2011年から開催されてきたWTCC。これまでは1周2.243kmの東

コースが舞台でしたが、今年は初めて1周5.807kmのフルコースを使用して争われることになります。これまでも格闘技

バトルの名にふさわしく、チームメイト同士でも容赦なく1～2コーナー、S字コーナー、最終コーナーでサイド・バイ・

サイド、時には3台が並んでコーナーに突入する激しい戦いを繰り広げてきましたが、今年はデグナーカーブ、ヘアピ

ン、スプーンカーブ、高速で飛び込む130R、フルブレーキングで進入するシケインでのバトルが見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シトロエン＆セバスチャン・ローブが参戦。Ｈｏｎｄａシビックとの対決に注目 
 

WTCCはエンジン、車両重量、ヨコハマのワン

メイクタイヤなどイコールコンディションが保たれ、

これが接近戦を生むひとつの要因となっています。

今年はタイヤサイズのアップやエンジンへの吸気

口の径がアップされるなど、マシン規定が変更され

最高速度は時速300km近くに達するほど大きくパワー

アップしました。 

今シーズンから新たに参戦しているシトロエンは、

WRC（世界ラリー選手権）で2004年から前人未到の

9年連続ドライバーズチャンピオンを獲得したセバ

スチャン・ローブを起用。さらには2010年、11年、13

年とシボレーでWTCCドライバーズチャンピオンを獲得したイヴァン・ミューラーもシトロエンに移籍。これに2006年に

F1ルノーチームのテストドライバーを務めた

実績のあるホセ・マリア・ロペスも加入し、

豪華ラインアップで開幕戦からライバルを圧倒

しています。第8ラウンド(16戦)を終えてロペ

スが7勝してランキングトップ。ミューラー、

ローブが4勝、2勝を挙げてランキング2位、3位

とトップ3を独占。シトロエン勢が鈴鹿のフル

コースをどう攻略するのか注目です。 

 

 

ＷＴＣＣ 

2014年ベルギーラウンドでバトルをするミューラーと

ローブのシトロエンC-Elysée 

 

2013年日本ラウンドでバトルするモンテイロとタル

クィーニのHondaシビック 

シトロエンのセバスチャン・ローブ 

ホセ・マリア・ロペス イヴァン・ミューラー 
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母国戦となるＨｏｎｄａシビック勢モンテイロ、タルクィーニ、ミケリスの逆襲に期待 
 

シトロエン勢が強さを見せる中、鈴鹿で負けられないのはHondaシビック勢

です。一昨年の鈴鹿ラウンドで華々しくデビューすると、昨年は開幕戦から

トップ争いを展開し、ガブリエル・タルクィーニが2勝を挙げてシリーズランキ

ング2位に食い込みました。メーカータイトルのマニュファクチャラーズチャン

ピオンシップではHondaシビックが初のチャンピオンを獲得。今年はドライ

バーズ、マニュファクチャラーズのダブルタイトルを狙ってスタートを切りました。

現在はシトロエン勢に続いてティアゴ・モンテイロ、タルクィーニがランキング

4位、5位。ノルベルト・ミケリスがランク7位、メディ・ベナーニがランク10位につ

け、終盤の巻き返しが期待される状況。もちろん母国ラウンドでありデビュー 

 

の地でもある鈴鹿で負けるわけ

にはいかず、Hondaシビック勢

の逆襲に大きな期待が寄せら

れます。シトロエン対Hondaシ

ビックの対決は今シーズン最も

激しいものとなりそうです。 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿を走り慣れたシボレーのトム・コロネルが優勝を狙う 

ＢＭＷ、ラーダ、セアトにも注目 
 

Hondaシビックとシトロエンの対決が注目されるなか、

虎視眈々と鈴鹿制覇を狙うのがシボレーのトム・コロネル

です。1999年フォーミュラ・ニッポンでチャンピオンを獲得

した実績があり、BMWで参戦した昨年のWTCC鈴鹿ラウンド

でもレース2で優勝するなど鈴鹿は走り慣れたコース。

ライバルたちが未経験なフルコースでの戦いとあればトップ

争いに加わってき来る可能性が高く、活躍が期待されます。

また、元F1ドライバーで鈴鹿フルコース経験者のジャン

ニ・モルビデッリ（シボレー）や、BMW、ラーダ、セアトの

各ドライバーが鈴鹿をどう攻略するか注目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hondaシビック、モンテイロの走り 

ガブリエル・ 

タルクィーニ 

ティアゴ・モンテイロ ノルベルト・ミケリス 

トム・コロネル 

（2013年日本ラウンド 

レース2表彰台） 
BMW ラーダ セアト 

ジャンニ・モルビデッリ 

メディ・ベナーニ 
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２グループによる１４０分耐久レースを開催 

各チームのピット戦略に注目 
 

昨年は40分のレースが3回行われたスーパー耐久。今年は2つの

グループに分かれ、140分の耐久レースが2レース行われるレース

フォーマットとなります。ST-X、ST-1、ST-2、ST-3クラスがグループ1、

ST-4、ST-5クラスがグループ2に分けられ、グループ2は10月25日（土）

に、グループ1は26日（日）に、それぞれ決勝レースが行われます。

なお今大会は予選がなく、9月に行われる第4戦終了後のポイント

ランキング順にグリッドが決定します。 

鈴鹿大会では2年ぶりとなる耐久レース。2回のピットインが義務

付けられており、耐久レースならではのピット戦略をお楽しみいただけ

ます。 

 

 

 

ＧＴ３からＳＴ－Ｘクラスへ名称変更も、トップクラスの高速バトルはそのまま 

ＧＴ－Ｒ、アウディ、ＢＭＷが接戦を展開 
 

スーパー耐久の総合優勝を争うのは昨年のGT3から名称を変更した

ST-Xクラスです。名称は変わったものの国際規格のFIA-GT3マシンを

中心とするバトルは変わらず、GT-R、BMW Z4、アウディR8など、

世界を代表するマシンの接戦が続いています。ツインリンクもてぎの

開幕戦ではGT-Rの藤井誠暢/GAMISAN/佐々木大樹組が優勝。第2戦

も同じくGT-Rの星野一樹/青木孝行/尾本直史組が、第3戦はBMWの

峰尾恭輔/谷口行規組が優勝しました。優勝こそないものの、アウディR8

の水谷晃/飯田太陽組は常にトップ争いに絡み、混戦模様となってい

ます。各チームがマシンを熟成させて臨む鈴鹿ラウンドはさらに激しい

戦いが予想されます。 

 

 

スーパー耐久 

開幕戦の表彰式 

ニッサンGT-R アウディR8 BMW Z4 

2013年のレースシーン（イメージ） 
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ＢＭＷ Ｚ４とＩ．Ｐ．Ｓ、ＫＵＲＵＭＡが相対するＳＴ－1 

ＳＴ－２クラスはスバル・インプレッサ対ランサーエボリューションが接戦 

ＳＴ－３クラスはフェアレディＺとレクサスＩＳ３５０の対決 
 

3501cc以上の車両によって争われるST-1クラスは、BMW Z4同士の対決から、今年はI.P.S（インタープロトシリーズ）

から「KURUMA」が新たに参戦しています。開幕から山野直也/山野哲也/堀主知ロバート組BMWが2連勝を果たしまし

たが、富士スピードウェイで行われた第3戦ではKURUMAの中山修一/平川亮組が優勝を果たしました。KURUMAが

初登場となる鈴鹿でどんな戦いを見せてくれるか注目です。 

2001～3500ccの四輪駆動車によって争われるST-2クラスは今年もスバル・インプレッサとランサーエボリューションの

対決となっています。開幕から大澤学/吉田寿博/松田晃司組インプレッサが2連勝すると、第3戦はランサーの大橋正澄/

阪口良平組が優勝。鈴鹿では両車の大接戦が展開されそうです。 

2001～3500ccの二輪駆動車によって争われるST-3クラスは、フェアレディＺとレクサスIS350のが中心となって争って

います。開幕からＺの前嶋秀司/佐々木雅弘/廣川和希組が3連勝。対するレクサス勢の巻き返しに注目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＴ－４クラスはインテグラとトヨタ８６の一騎打ち 

ＳＴ－５は新型ＦＩＴ３が開幕２連勝 
 

1501～2000ccの車両によって争われるST-4クラスは長くシビック、インテグラ、S2000のHonda車の牙城が続き

ましたが、今年は熟成の進んだトヨタ86がトップ争いに加わりました。開幕戦でインテグラの小林康一/ピストン西沢/

塩谷烈州組が勝てば、第2戦はトヨタ86の小泉和寛/村田信博/小河諒組が優勝。第3戦はS2000の植松忠雄/藤田竜樹組

が優勝と大混戦。テクニカルコース鈴鹿をどちらが制するのか注目です。  

1500cc以下の車両で争われるST-5クラスには、発表間もないHondaフィット3で参戦した松井猛敏/中島保典/荒聖治組

が開幕から2連勝。第3戦もフィット3の梅本淳一/奥村浩一組が優勝しました。鈴鹿ではトヨタ・ヴィッツやマツダ・デミオが

巻き返すのは必至の情勢で、フィット勢との対決が注目されます。 

ST-1 

I.P.S KURUMA 

ST-2 

スバル・インプレッサ 

ST-3 

ニッサン・フェアレディＺ 

ST-4 

トヨタ86 

ST-4 

Hondaインテグラ 

ST-5 

Hondaフィット3 

ST-2 

ランサーエボリューション 
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エントリーの多くがヨーロッパ車というWTCCならではのイベントとして、ヨーロッパ車が大集結する「できた！が、

いっぱい。コチラレーシングの世界のクルマが大集合」を開催いたします。自動車雑誌とのタイアップにより、

新車・旧車・カスタムカー・スーパーカーなど様々なカテゴリーのヨーロッパ車がGPスクエアに勢揃いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■日程：10月25日（土）・26日（日） 

■場所：GPスクエア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＧＰスクエアを開放！ファミリーでモータースポーツイベントを楽しもう！！ 
＜ゆうえんち入園料でＧＰスクエアのイベントをご覧いただけます＞ 

 

今年もWTCC／スーパー耐久では、「ゆうえんちモートピア」にご来場のお客様にも、モータースポーツの

雰囲気を楽しんでいただけるように、観戦ゲートの位置を変更し、GPスクエアまでゆうえんち入園料のみで

ご入場いただけるようにいたします。（※レース観戦には別途観戦券が必要となります。） 

GPスクエアで展開されるヨーロッパ車が大集結のイベント「できた！が、いっぱい。コチラレーシングの

世界のクルマ大集合」をはじめ、メーカーブースでのイベントやモータースポーツグッズのショッピング、レース

の時にだけ出店されるフードメニューなど、普段の鈴鹿サーキットとは一味違う雰囲気をお楽しみいただく

ことができます。 

その場で観戦券を購入することもできるので、そのまま本物のレースを楽しむこともできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※V2・V1エリアは指定席入口で観戦券を拝見いたします 

イベント情報 

過去のWTCC開催時GPスクエアの様子 

GPエントランス 

（従来の観戦ゲート） 

「できた！が、いっぱい。

コチラレーシングの世界

のクルマが大集合」会場 

最終コーナー・西コース・ 

逆バンク・S字方面へ 

1・2コーナー 

（A・Bエリア）方面へ 

メインゲート・ 

ゆうえんちモートピア方面より 

特設観戦ゲート 

フード 
 コート 

フードコート 

※観戦券を拝見いたします。 

コチラレーシングの世界のクルマが大集合 
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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２０％オフ！ 
 

■前売券 

観戦券（2日間有効）※10月24日（金）も入場可 

大人 中・高校生 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 入場のみ 

５，２００円 １，７００円 
 

グループチケット（2日間有効）※10月24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 

１４，１００円 １７，７００円 ２０，８００円 
 

ファミリーでお得に観戦！ファミ得チケット 

前売ファミ得（2日間有効） 
※10月24日（金）も入場可 

観戦券セット 
Ｖ２・Ｖ１・Ａ・Ｂエリア券セット 

（エリア券は日曜日のみ有効） 
※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) １１，８００円 １３，５００円 

大人2人＋子ども2人(3歳～高校生) １４，０００円 １５，７００円 
 

エリア券（日曜日のみ有効）※別途観戦券が必要です 

V2・V1・A・Bエリア（大人） 

１，０００円 
※高校生以下の方はV2・V1・A・Bエリアへ無料でご入場いただけます。 

 

■当日券 

 
観戦券 Ｖ２・Ｖ１・Ａ・Ｂエリア券 

※別途観戦券が必要です 大人 中・高校生 

10月25日（土）予選日 ゆうえんち入園料（１，７００円） ― 

10月26日（日）決勝日 
６，２００円 

ゆうえんちパスポート1日付 

ゆうえんち入園料 

（１，７００円） 
１，５００円 

 

※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／1,700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。 

※エリア券は決勝日のみ有効です。 

※V2・V1・A・Bエリアに席番の指定はありません。 

※高校生以下の方は、V2・V1・A・Bエリアへ無料でご入場いただけます。 

※自由席・エリア席の一部には、団体専用席、メーカー・チーム応援専用席、シーズンシートがあらかじめ区画されている場合が 

ありますのでご了承ください。 

※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。 

８月１７日（日） チケット発売開始！ 

[価格はすべて税込] 
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■パドックパス（2日間有効・別途観戦券必要） 

パドックでドライバー、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、コースサイドにある

激感エリアで迫力あるレースを観戦できたり、思う存分にレースをお楽しみいただけます。 

WTCCでは最終コーナーイン側にも激感エリアを設定。迫力のコーナーリングをお楽しみいただけます。 

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）＞ 

１０，３００円 １，６００円 
 

予選日10月25日（土）・決勝日10月26日（日）開催のピットウォークにご参加いただけます。 
 

※入場には別途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。 

※V2・V1・A・Bエリア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。 

●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（各日1日のみ有効・別途観戦券必要） 

（MOBILITY STATIONのみで限定販売） 

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（3歳～小学生） 

10月25日（土）予選日 ２，１００円 
無料 

10月26日（日）決勝日 ２，１００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 （2日間有効・別途観戦券必要） 

（MOBILITY STATIONのみで限定販売） 

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。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 

３１，０００円 
 

 

★ご観戦エリア パノラマルーム（グランドスタンド最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 

激感エリア（イメージ） 

ピットウォーク（イメージ） 

今レースのピットウォーク前売り券につきましては、引換券とさせていただきます。 レース当日引換えをお願い致します。

また、前売り販売にて完売の場合につきましては、当日販売はございません。 

パノラマルームからの景色 

[価格はすべて税込] 
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■ＶＩＰスイート・プレミアム（2日間有効／観戦券、V2・V1・A・Bエリア入場券込） 

（MOBILITY STATIONのみで限定販売） 

ゆったりと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＜大人・子ども（3歳以上）共通＞ 
ゆうえんちモートピアパスポート 又は 天然温泉クア・ガーデン当日入浴券付 

３５，０００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） 
 

スペシャルランチＢＯＸ ※決勝日 10月26日（日）のみ 

鈴鹿サーキットホテルの料理長が腕をふるった特別なお弁当です。味と

色彩をお楽しみください。ビールやワインも楽しめるフリードリンクは2日間

ご利用いただけます 
 

グリッドウォークが体験できる！ 

10月26日（日）、スーパー耐久シリーズ2014第5戦(第1レース)、WTCC(レース1・レース2)のレーススタート前の

緊張感をドライバーと一緒にスターティンググリッド上で体感いただける、VIPスイートオリジナル特典です。 
 

特典 
●WTCCトップドライバースペシャルトークショー参加 

●スペシャルランチボックス（決勝日 10月26日（日）のみ） 

●フリードリンク2日間（ソフトドリンク・ビール） 

●駐車券2日間（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）  

●パドック入場可（2日間対象） 

●ホスピタリティラウンジ（専用ラウンジ）入場可 

●ホスピタリティテラス入場可 

●VIPテラス入場可  

●激感エリア入場可 

●V2・V1・A・Bエリア入場可 

●グリッドウォーク 

（スーパー耐久シリーズ2014第5戦・WTCC決勝レース） 

●記念品  

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

●モートピアパスポートまたはクア・ガーデン入浴券 

（期間中のいずれか1日） 

 

※ペアシートの為、奇数人数でお申込みいただくと、ご相席となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

※駐車券はご希望の方にのみ発行いたします。 

※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。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。 

※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。） 

※ゆうえんちパスポート又はクア・ガーデン入浴券はレース開催日（土・日）のいずれか1日有効となります。 

※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。 

※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。 

[価格はすべて税込] 

VIPスイート（グランドスタンド上部） 

 

〒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/ 

- 9/12 - 



 

■ホスピタリティラウンジ（2日間有効／観戦券、V2・V1・A・Bエリア入場券込） 

（MOBILITY STATIONのみで限定販売） 

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。 

 

ＷＴＣＣトップドライバー スペシャルトークショーを開催！ 
■日程：10月26日（日） 

■場所：ホスピタリティラウンジ特設ブース 

■出演ドライバー：セバスチャン・ローブ 

イヴァン・ミューラー 

ティアゴ・モンテイロ 
※ホスピタリティラウンジ、VIPスイートのお客様限定です 

 

 

 

 

 

 

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 

（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 

３０，４００円  ３０，４００円 ８，３００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）※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 
 

スペシャルランチＢＯＸ ※決勝日 10月26日（日）のみ 

味・色彩にこだわった季節感あふれるお料理をお楽しみいただけます。 

 「ホスピタリティラウンジ」でしか食べられない特別メニュー 
 

★特典 
●モートピアパスポート付（期間中のいずれか1日）） 

●スペシャルランチボックス（決勝日10月26日（日）のみ） 

●デザート 

●フリードリンク2日間（ソフトドリンク・ビール） 

●駐車券2日間（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 

●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）  

●激感エリア入場可 

●V2・V1・A・Bエリア入場可 

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

●専用プラスチックパス 

 

※駐車券はご希望の方にのみ発行いたします。 

※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。 

※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。 

※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。 

※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。 

※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。 

※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] 

ホスピタリティラウンジ室内 バルコニー席 

セバスチャン・ 

ローブ 

イヴァン・ミューラー ティアゴ・モンテイロ 
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■ホスピタリティテラス（2日間有効／観戦券、V2・V1・A・Bエリア入場券込） 

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、東コース全域を見渡せる場所です。 

 

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 

１８，６００円 ２，９００円 
 

★ご観戦エリア 

・ホスピタリティテラス（ピットビル3階）※指定ブース 
 

★特典 
●専用プラスチックパス 

●パドック入場可（2日間対象）  

●ピットウォーク（2日間対象）  

●激感エリア入場可 

●V2・V1・A・Bエリア入場可 

●レースリザルトサービス 

●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）※Jr.にはつきません 

 

※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。  

※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。 

※子ども料金にはゆうえんちモートピアパスポートは付きません。 

※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。  

※お申し込み後のキャンセルは一切できません。  

 

 

 

 

観戦席マップ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[価格はすべて税込] 

ホスピタリティテラス 

バルコニー席からの眺め 
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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） 

8月17日（日）10:00～10月19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） 
8月17日（日）～10月19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） 

8月17日（日）～10月25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：8月17日（日）～10月25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 ●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  
 

 

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 
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