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2016年7月26日
株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

2016 ＭＦＪ 全日本ロードレース選手権シリーズ第9戦
第48回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿

１１月５日（土）・６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11月5日（土）・6日（日）に、「2016 ＭＦＪ 全日

本ロードレース選手権シリーズ第9戦 第48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は、日本国内のサーキットを舞台に、JSB1000、J-GP2、ST600、J-GP3と、今年

新たに加わったJP250の計5クラスが開催されます。鈴鹿サーキットで開催されるMFJグランプリは、2016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、JSB1000クラスでは8周と20周の異なるフォーマットの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11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 2016 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第9戦 第48回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿

■開催クラス JSB1000(2レース)／J-GP2／ST600 ／J-GP3 ／ JP250

■開催日程 2016年11月5日（土）予選

2015年11月6日（日）決勝

■会 場 鈴鹿サーキット 国際レーシングコース フルコース（5.821km）

■主 催 一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）／株式会社モビリティランド

■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 NGKスパークプラグ 鈴鹿2&4レース JSB1000クラス開幕戦のスタートシーン



-2/8-

レース紹介・見どころ

今年の 「MFJグランプリ」最終戦の、JSB1000クラスは、8周と20周の2レースが開催される。8周のレースは、ライダーのほんの
一瞬のミスがそのまま結果に繋がってしまう、究極のスプリントレースと言える。一方、20周のレースではスプリントの要素に加え、
チームやライダーの駆け引きが要される。性質の異なる2レースをどちらも優勝すると、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。

最終戦と同じ、鈴鹿サーキットで幕が開けた2016年のJSB1000クラス。開幕戦のNGKスパークプラグ 鈴鹿2&4レースでは、史
上初の4年連続チャンピオン中須賀克行（ヤマハ）が勢いそのままに優勝。そこから、ツインリンクもてぎ、スポーツランドSUGOと連
勝し、昨年の第2戦から10戦連続ポールポジション・10連勝という圧倒的な強さをみせつけランキングトップに立っている。
津田拓也（スズキ）も開幕から3戦全てに表彰台に上がっており、中須賀から11ポイント差の2位につけている。また、今年から
新型Ninja ZX-10Rを投入したカワサキは、柳川明、渡辺一樹が共に表彰台を獲得しており好調だ。
不動のチャンピオン中須賀の5連覇か、はたまた最終戦を制し、新たなチャンピオンが誕生するか。各ライダーの戦いに注目が集
まる。

J-GP２クラスでは、今シーズンからTeam KAGAYAMAより参戦する浦本修充（スズキ）が全大会で混戦を制し、開幕から４連

勝でランキングトップに立つ。それを関口太郎（Honda）、上和田拓海（ヤマハ）が追う展開だ。 ST600クラスでは、前田恵助（ヤ

マハ）、名越哲平（Honda）、岩戸亮介（Honda）の若手3名が僅差で競っており、誰がチャンピオンになっても初のタイトル獲得だ。

J-GP3クラスは、今季2勝を上げてランキングトップに立つ18歳の栗原佳祐（Honda）に、ベテラン徳留真紀（Honda）がわずか5

ポイント差でつけ、接戦を繰り広げている。今年新たに開催されたJP250クラスでは、インタークラス（国際ライセンス）では２戦全

勝の山本剛大（カワサキ）が、ナショナルクラス（国内ライセンス）では武佐英典（ヤマハ）がランキングトップに立つ。最終戦では各ク

ラス年間チャンピオンをかけて熱戦が繰り広げられることが期待される。

※年齢は2016年7月26日現在

ランキングトップに立つ中須賀克行（左・中） 津田拓也
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イベント情報

多彩なイベントも「MFJグランプリ」の魅力です。今回は今年の“コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレースを振り返る

「 “コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレースプレイバックイベント」やお子様向けバイク体験イベントなどお子さまから

大人まで楽しめるイベントを開催いたします。

■“コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久レースプレイバックイベント

今年の鈴鹿8時間耐久ロードレースをトップライダーや監督、解説者が振返るトークイベントを開催いたします。

レースの裏話や来年に向けた意気込みなど、ここでしか聞けないトークがお楽しみいただけます。

※開催日時や出演者などの詳細につきましては、決定次第鈴鹿サーキットホームページにてご案内いたします。

■国際レーシングコースを自分のバイクで走ろう！

鈴鹿サーキットクルージング

“コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8耐やＦ１日本グランプリなどが開催されている、

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グランプリ観戦券をお持ちのお客様は参加無料です。

事前申し込みは不要で、当日のお申し込みでご参加いただけます。

■僕らもバイクに乗れるんだ！ 親子でバイクチャレンジ！
補助輪無しで自転車に乗れる小学生が対象の、本物のエンジン付きバイクを

体験いただけるイベントです。

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、ゆうえんち入園料のみでGPスクエアま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またはモート

ピアパスポートが必要となります。）

GPスクエアで開催されるレース開催ウィークならではのイベントや、モータースポーツグッズのショッピング、レースの時のみ出店さ

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けます。

イメージ

イメージ
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チケットのご案内

9月11日（日）チケット発売開始

本レースのチケットは、9月11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、お得にレースと遊園地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。

■前売券

観戦券（土日２日間有効） ※１１月４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）
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４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

９,７５０円 １２,３００円 １４,４００円

《価格は全て税込みです》

観戦券

大人 中・高校生 小学生 幼児
（３歳～未就学児）

１１月５日（土） ゆうえんち入園料（１,７００円） ８００円 ６００円

１１月６日（日） ４,１００円 １,７００円 ８００円 ６００円

■当日券

3,600円

通常価格 ４,３００円
モートピアパスポート

※本レースは、ゆうえんちモートピアパスポートで観戦いただけます
※当日券には、ゆうえんちモートピアパスポートはつきません

※「メーカー応援席」の詳細は、後日鈴鹿サーキットホームページにてご案内いたします。
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★特典★
●スペシャルランチボックス（決勝日 11月6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）
●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）
●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）

■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）

【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

ＶＩＰスイート・プレミアム

２４,０００円

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ボックスやフリードリンク、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。

※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
※レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートまたは入浴券は、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

《価格は全て税込みです》
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■ホスピタリティラウンジ （２日間有効／観戦券込）

ホスポタリティラウンジ
（中学生以上）

モートピアパスポート1日券付

ホスポタリティラウンジＪｒ．
（３歳～小学生以下）
モートピアパスポート1日券付

２１,６００円 ６,２００円

《価格は全て税込みです》

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。

※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
※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

★特典★
●スペシャルランチボックス（決勝日 11月6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）

【ご入場可能エリア】
・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）
・激感エリア
※ホスピタリティテラス“Special”は開設いたしません
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■パドックパス （２日間有効 ※別途観戦券が必要）

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

■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（3歳～小学生）

１1月5日（土）予選日 １,３００円 無料

11月6日（日）決勝日 １,３００円 無料
※小学生以下のお子さまは、無料でご参加いただけます
※事前に完売になる場合がございます。お早めにお求めください
※ピットウォークには、脚立や傘の持込はご遠慮ください
※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

《価格は全て税込みです》

※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

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、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。
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、本レースでは、パドックパスをお持ちであれば、ピットビル3階のホスピタリティテラスにご入場いただ
けます。

■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（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（＋お子さま2名様）までの利用可

１５,５００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、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、
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に参加することができます。

※パノラマルームは数に限りがございます。完売の際はご了承ください

【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
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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）
ＰＣ：https://mls.mobilityland.co.jp/ ９月１１日(日)１０：００～１０月３０日(日) ２３：５９ ２４時間販売
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）

★１万円以上のご購入で送料が無料に！★
モビリティステーションでの１回のご注文金額の合計が、税込総額１０,０００円以上の場合は
送料が無料となります。（１０,０００円未満の場合は、全国一律５２０円）

■お電話による通信販売
☎０５９-３７８-１１００ （通信販売専用電話） ９月１１日(日)～１０月３０日(日)  (１０：００～１７：００)
鈴鹿サーキット モビリティステーション

■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１１日(日)～１１月５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１１日（日）～１１月５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。

※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

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。


