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２０１６ 全日本スーパーフォーミュラ選手権 最終戦 

第１５回ＪＡＦ鈴鹿グランプリ 

１０月２９日（土）・３０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2016年10月29日（土）・30日（日）に、「2016

年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 最終戦 第15回JAF鈴鹿グランプリ」を開催いたします。1974年から1986年

まで国内フォーミュラの最高峰レースとして開催され、数々の名勝負をくり広げた「JAFグランプリ」は、2014年に28年ぶ

りに復活し、昨年は石浦宏明が粘りの走りを披露し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、チャンピオン争いが期待されます。 

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セレモニーや、JAF（日本自動車連盟）と共催

するイベントなどを開催いたします。 

なお、本レースの前売チケットは、9月4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 ： 2016年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 最終戦 第15回JAF鈴鹿グランプリ 

■開催日程 ： 2016年10月29日（土）・30日（日） 

■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 

2016年7月11日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

2016年第1戦（鈴鹿）のスタートシーン 2015年JAF鈴鹿グランプリのシーズンエンドセレモニー 
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５人のＦ１経験者をはじめ、豪華ドライバーが繰り広げる高速バトル 

２０１６シーズン前半戦はＨｏｎｄａエンジン陣営がリードする 
2014年からエンジンもシャシーも一新されたスーパーフォーミュラ。2000cc直列4気筒、直噴ターボエンジンが生

み出すハイパワーは、高速バトルを生み出し、小林可夢偉、中嶋一貴、アンドレ・ロッテラー、ストフェル・バンドーン、

ナレイン・カーティケヤンら5名のF1経験者を含む豪華なドライバーたちが迫力あふれる接戦を展開してきた。 

2014、2015シーズンはTOYOTAエンジン勢がシリーズをリードしたが、今年はこの勢力図が大きく変わった。開幕

戦のNGKスパークプラグ 鈴鹿2&4レースではHondaエンジン陣営の山本尚貴が予選ポールポジションから独走優勝を

飾ったのを筆頭に、3位のストフェル・バンドーン以下5位までのうち4台をHondaエンジン勢が占めた。2016シーズンは、

Honda VS TOYOTAのバトルが激しさを増し、これまでにない混戦のままJAF鈴鹿グランプリでの最終決戦を迎える

ことが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

分のポイントとなるが、優勝者のみ3ポイントが加算されるため、大逆転のタイトル獲得など毎年のようにドラマが生

まれる。2013年は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た。2014年は中嶋一貴がジョアオ・パオロ・デ･オリベイラと同ポイントに並んで迎えたレー

ス2でポールポジションから完勝し、2度目のタイトル獲得。昨年は石浦宏明がレース1で2位に入り、追う中嶋一貴

との差を広げ、レース2で4位に入り初のタイトルを獲得した。JAF鈴鹿グランプリは今年もまた新たなドラマを見せ

てくれそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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 

開幕戦で優勝した山本尚貴（TEAM 無限） 開幕戦3位のストフェル・バンドーン 

(DOCOMO TEAM DANDELION RACING) 

2013年チャンピオン山本尚貴 2015年チャンピオン石浦宏明 2014年チャンピオン中嶋一貴 
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JAF鈴鹿グランプリでは、今年も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 シーズンエンドセレ

モニー」や「スーパーフォーミュラ シーズンエンドパーティー」を開催いたします。またGPスクエアでは「JAF鈴鹿グ

ランプリスペシャルステージ」でのイベントや、「TOYOTA GAZOO Racing PARK」も開催予定です。 

 

スーパーフォーミュラ シーズンエンドセレモニー 
決勝レース後の表彰式終了後に、全ドライバーが登場してのシーズンエンドセレモ

ニーを開催します。 

 

スーパーフォーミュラ シーズンエンドパーティー 
ピットビル2階のホスピタリティラウンジで、ドライバー、関係者が参加してのシーズン

エンドパーティーを行います。会場ではシーズン仮表彰式も行われます。 

 

ＪＡＦ鈴鹿グランプリ スペシャルステージ 
GPスクエアの「JAF鈴鹿グランプリ スペシャルステージ」では、トークショーなどのス

テージイベントを開催します。 

 

 

＜ＪＡＦ会員限定のイベント・特典＞ 
 

JAF会員向けには、会員限定で参加できるイベントや、通常割引価格よりもさらにお得な特別価格で購入いた

だける前売特別料金など、JAF鈴鹿グランプリならではの特典がございます。 

 

ＪＡＦ会員限定探索イベント 「“ＪＡＦ”を探せ！ＪＡＦファミリーミッション」 

JAFからの「指令書」を頼りにゆうえんち「モートピア」内を探索し、与えられたミッションにチャレンジしていただくイ

ベントを開催いたします。 

■日時：10月29日（土）・30日（日） 

■場所：ゆうえんち「モートピア」内 

 

ＪＡＦ会員限定タイムアタック 「ＪＡＦ鈴鹿“カート”グランプリ」 「ＪＡＦ鈴鹿“プッチ”グランプリ」 

ゆうえんち「モートピア」内のタイム計測できるのりもので行われる、大人も子どもも参加いただけるタイムアタック

イベントを開催いたします。 

■日時：10月29日（土）・30日（日） 

■場所：ゆうえんち「モートピア」内「アドバンスカート」および「プッチグランプリ」 

 

ＪＡＦ会員限定前売観戦料金（2日間有効） ※10月28日（金）も入場可。遊園地モートピアパスポート1日付 
 

 
大人 中・高生 小学生 

幼児 
（3歳～未就学児） 

JAF会員限定 

前売特別料金 
２，８００円 

（30%OFF） 

２，８００円 
（30%OFF） 

１，５５０円 
（50%OFF） 

１，０００円 
（50%OFF） 

通常前売観戦券 4,000円 4,000円 3,100円 2,000円 
 

※大人2人、小学生1人、幼児1人のファミリーの場合、通常料金13,100円→前売特別料金8,150円（4,950円割引） 
 

■前売特別価格での購入方法：JAF会員限定ホームページよりご購入ください。 
※当日ご購入の場合は、ゲート窓口でJAF会員証の提示にて、モートピアパスポート1日券（レース観戦可）を特別割引料金

（大人3,500円、小学生2,200円、幼児1,400円）でお買い求めいただけます。  

イベント情報 

過去のシーズンエンド 

パーティーの様子 

過去のステージイベント 

の様子（イメージ） 
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９月４日（日）チケット発売開始 

 

本レースのチケットは、9月4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「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28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） ＋ 

モートピアパスポート1日付 

 

 

 
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28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 

 

■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29日（土）予選日 ゆうえんち入園料（１，７００円） ８００円 ６００円 

10月30日（日）決勝日 
４，３００円 

（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30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（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＜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付 

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） 

※ホスピタリティテラス“Special”は開設いたしません 

・激感エリア 

 

★特典★ 
●スペシャルランチ（決勝日10月30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 

●駐車券（専用駐車エリア）※駐車券付のパスをお申込のお客様のみ 

●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 

●グリッドウォーク（予定） 

●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29日(土)予定）」にご招待 

 

※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 

※専用駐車場をご利用の際は、VIPスイートパスのご提示が必要です 

※レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートまたは天然温泉クア・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）への飲食物のお持込みはご遠慮ください 

※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 

※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 

※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。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。 
 

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） 

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 

２５，８００円  ２５，８００円 ８，３００円 
 

 

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） 

※ホスピタリティテラス“Special”は開設いたしません 

・激感エリア 

 

★特典★ 
●スペシャルランチボックス（決勝日10月30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）※駐車券付のパスをお申込のお客様のみ※Jr.パスにはつきません 

●大会公式プログラム※Jr.パスにはつきません 

●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 

●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29日(土)予定）」にご招待 

 

※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 

※専用駐車場ご利用の際は、ホスピタリティラウンジパスのご提示が必要です 

※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。ご自身のお部屋の前以外での屋外観戦はできません 

※子ども料金には駐車券、大会公式プログラムはつきません 

※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 

※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歳未満のお子さまがご一緒の場合は、ファミリーラウンジ（大人券）で3歳未満のお子さま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、お子さま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も参加す

ることができます。 

 

パノラマルーム（1室料金） 

4名様（プラスお子さま<小学生以下>2名様）まで利用可 

２５，８００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、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。また本レースではピットビル3階から東コースを一望

いただけるホスピタリティテラスに、パドックパスで入場いただけます。 
 

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 
 

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 
 

※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 

 

■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29日（土）予選日 ２，１００円 
無料 

10月30日（日）決勝日 ２，１００円 
 

※小学生以下のお子さまは、無料でご参加いただけます 

※小学生以下のお子さまおひとりでのご入場はできません 

※前売りピットウォーク券完売の場合、当日ピットウォークは販売いたしません。お早めにお求めください 

※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、予告なく時間の変更、または中止となる場合がございます 
  

[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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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 https://mls.mobilityland.co.jp/ 

モバイル https://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） 

9月4日（日）10:00～10月23日（日）23:59  

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 

9月4日（日）10:00～10月23日（日） 

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 

9月4日（日）10:00～10月29日（土） 

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：9月4日（日）～10月29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 ●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


