全てのお客様が快適にレースを観戦いただくためにご協力をお願いします。
■テント・パラソルの使用について

①テント・パラソル共にご使用できない場所／V1席、V2席、B席、Q席の観客席内 ②最上段のみパラソルでご
観戦いただける場所／A席、S席、R席（テントやシェードのご利用はできません） ③最上段のみテント・パラソル
でご観戦いただける場所／C席、I席 ④D席、E席、G席の最上段のテント広場は、日をまたいでの設置が可能で
す。※風などで飛ばないようにご注意ください。尚、サイズはシェードテントサイズを推奨。※最大4人用ドームテ
ント並のサイズでお願いします。※強風などの荒天、他のお客様のご迷惑、安全確保のため、スタッフより別の場
所へ移動をお願いする場合がございます。※お客様がご不在の場合は、
やむを得ずスタッフが撤去させていただ
く場合があります。その際の汚損、破損など一切の責任は負い兼ねますのでご了承ください。※通路やゴミ箱、
ト
イレや休憩所など、
多くのお客様が使用される場所からは離れた場所に設置して下さい。

各クラスの特色をチェック！

JSB1000

コースレコード 2分05秒192
中須賀克行（2015/10/31）

国内外の最新リッタースポーツバイクをベースにつくられ
たマシンがハイレベルな戦いを展開する。"コカ・コーラ"
鈴鹿8時間耐久ロードレースに直結する、国内最高峰ク
ラス。鈴鹿での最高速度は300㎞/hを超える。

長時間の場所取りは
ご遠慮ください。

所定の場所
以外は禁煙

通路での観戦は
ご遠慮ください。

行き止まり

鈴鹿サーキット国際レーシングコース
1周 ５．
８21km（2輪用）

西ストレート
スプーンカーブ

デグナーカーブ

200R
二輪シケイン

■喫煙について 観戦エリアは全面禁煙です。喫煙は所定の場所でお願いいたします。
■観戦について ※快適な観戦環境のために周囲のお客様への配慮をお願いいたします。

シャトルバスで激感エリアやスプーンカーブエリアへ行こう！

①チアホーンなど大きな音、
強い光を発するモノでの応援はご遠慮ください。 ②観戦席内では大型望遠レンズや視界の妨げになるモノはご利用いただけません。
※混雑時には周囲のお客様の視界の妨げになりますので、
おやめください。 ③通路や階段での立ち止まり、
ご観戦は、後席の方の視界の妨げとなりますので速やか
なご移動をお願いいたします。

行き止まり

130R

「激感エリア」
で白熱のレースを
間近で楽しもう！

110R

運営に支障をきたす恐れがあるため、施設内で許可なく小型航空機(ドローン・ラジコン等)のご使用はご遠慮いただいております。

乗車場所

ヘアピン

S字コーナー

J-GP2

155
149
144
121
118
109

市販4ストローク600㏄エンジンをオリジナルフレーム
に搭 載したマシンが 中 心 。ロードレー ス世 界 選 手 権
Moto2TMクラスを見据えたクラス。水野涼が5勝を挙げ
てすでにチャンピオンを決定している。

1コーナー

インフォメーション
パウダールーム
（女性専用）
ファストフード、
レストラン

現金自動預払機
（ATM）
サーキットビジョン
「パドックシャトル＠激感」
乗車場所※5（日）のみ

コースレコード 2分16秒178
山田誓己（2013/11/2）

4ストローク250㏄単気筒のレース専用マシンを用いる。
ロードレース世界選手権Moto3TMクラスに直結した激戦
クラス。
40歳の小室旭と18歳の伊達悠太がチャンピオン
争いの中心となりそう。
各コーナーでの駆け引きに注目。

GATE
CLOSE

コントロールタワー

メインストレート

Ｓ字トンネルと
パドックビジョンで
観戦環境ＵＰ
！
！

ピットウォーク入口

レーシング
シアター

パドックトンネル入口

最終コーナー
エントランス

モートピア

ホテルゲート

4
（土）
SUZUKI カタナ
5
（日）
Kawasaki Z1

YAMAHA

交通教育
センター

メインゲート

ビッグタイトル
「ＭＦＪグランプリ」

チャンピオン決定の舞台は今年も鈴鹿!
2輪ロードレースの国内最高峰、MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ。今年も3クラスのチャンピオン争いが鈴鹿での最終戦
「MFJグランプリ」
にもつれこんだ。
今大会は通常大会より3ポイントが加算されるため、大逆転のドラ
マが生まれる可能性も秘められている。
中でも最高峰クラスのJSB1000は2レース制。全開勝負・超スプリ
ントバトルとなる8周の「レース1」、そして速さと戦略のいずれもが
重要な20周の「レース2」
で行われる。
最終ラップの最終コーナーまで目が離せない接戦に期待しよう。

ビッグネームが参戦!

津田拓也

高橋 巧

元世界GPライダーの伊藤真一、昨年の鈴鹿8耐で2位に
輝いた柳川明、
昨年のル・マン24時間3位入賞のアラン・
テシェ
（フランス）
がスポット参戦。
いずれも人気・実力ともに折り紙付きのライダーだけに、
今シーズン最後のビッグイベントにふさわしい豪華な顔
ぶれとなり、
大会をいっそう盛り上げてくれるだろう。

イベント案内
みんなで目指せ日本縦断！サーキットナイトクルージング
国際レーシングコースをご自身のバイクで走行しよう！
ストレート上で自分のバイクと写真も撮れる!
受付 両日16：30〜／ホームストレート上

※上記MAP左下の「モータースポーツゲート」からバイクでご入場ください。

日時

両日17:00〜18：00

（フルコース2周）
場所 国際レーシングコース
観戦券をお持ちのバイクでご来場の方
対象 ※一般公道可能なバイク
（原付バイクでも可）
※違法改造車両は走行不可

MFJグランプリスペシャルステージ
GPスクエア特設ステージに全日本ロードレース選手権で活躍する
トップライダー・監督・若手ライダーが出演!
選手のサイン入りグッズなどが当たる、
じゃんけん大会も実施。
場所

GPスクエア

JSB1000！グリッドキッズ

体験
日時

5（日）[レース1] 10:20〜
[レース2] 14:20〜
（各回約50分間）

トライアル
パフォーマンス

Honda

GPエントランス

GPスクエア
フードコート

GPレセプション
チケットカウンター

Kawasaki
南ゲート

※5（日）のGPスクエアへの入場は、観戦券もしくはモートピアパスポートが必要です。

レーシングバイクを乗りこなせ！ポケバイ体験
エンジン付きの
ホンモノのレーシングマシン
ポケバイに乗ってみよう!
受付 両日7：30〜
日時

両日8：00〜17：00

対象

補助輪なしで自転車に乗れる
5歳〜小学6年生までのお子さま

※必ず保護者の方と同伴でご参加ください。

親子バイクチャレンジ
エンジン付きのホンモノのバイクにお父さん、お母さんといっしょにチャレンジ!
受付 両日7:30〜
場所 GPスクエア
日時

両日8:30〜11：00、13：00〜17：00

※必ず保護者の方と同伴でご参加ください。

ファンクラブは当日入会でもイベント参加可能です！

【女の子限定】JSBカウントダウンボードアップ体験
JSB1000のスタートまでの時間を知らせるボードをあげてみよう!
GPスクエア内
受付 コチラレーシングブース
4（土）7:30〜15：00
5（日）7:30〜13:00（抽選）
体験
日時

スゴ技連発！トライアルパフォーマンス
バイクをカラダの一部のように自由自在に操るトライアル!
トップライダーの華麗なテクニックを見逃すな!
日時

4（土）10:00〜 / 12:30〜 / 15:00〜
5（日）10:00〜 / 11:45〜 / 14:15〜

場所 GPスクエア

場所 GPスクエア

「コチラレーシングファンクラブ」会員様対象 限定特別イベント

GPスクエア内
受付 コチラレーシングブース
4（土）7:30〜15：00
5（日）7:30〜13:00（抽選）

柳川 明

ライダーズ
ビレッジ

モータースポーツゲート

通常料金:800円※対象年齢:メインシアターのみ3歳以上

グリッドボードを持って決勝スタート直前のライダーを迎えよう!

伊藤真一

鈴鹿サーキット
オフィシャルショップ

※16：30まではご入場できません

観戦券で入場可能 営業時間／9:30〜18:00

ピットウォーク
券売所

ポケバイ体験
＆
親子バイクチャレンジ

SUZUKI
サーキットナイトクルージング
参加者ルート

JSB1000クラスでチャンピオン獲得の可能性を持つのは6名のライダー
（左上表参照）。全員が初の王座を目指す注目の戦いだ。中でも津田拓也
（SUZUKI）、高橋巧（Honda）、渡辺一馬（Kawasaki）の3人が他をリード
する構図となっている。
しかし、2レースを完全制覇すれば実に56ポイン
トの大量得点が可能なため、
まだまだ他のライダーにもチャンスはある。
さらに今シーズンはチャンピオン圏外ながら、全日本最高峰クラスで7度
王座に輝き、"コカ・コーラ"鈴鹿8耐3連
覇を果たした中須賀克行（YAMAHA）
の速さを忘れてはならない。コースレ
コードホルダーの実力を発揮すれば、
一気に戦局は変わる。
まさに4大メーカーがしのぎを削る、予
測不能の大一番だ。

グランドスタンド下
券売所

本格レース体感アトラクション

レーシングシアター

※画像はイメージ

Check it Out! ここがみどころ!

MFJグランプリ
スペシャルステージ

オーナーズミーティング

GPエントランス

※S字トンネルはスロープがなく、階段のみの構造
のため、車椅子・ベビーカーの方はご利用いただ
けません。
ご了承ください。

パドックエリアからも
レース映像がお楽しみ
いただける
「パドックビ
ジョン」登場!

引田時計店

グランドスタンド

コチラレーシング
ブース

販売場所

南ゲート
GATE
CLOSE

★グランドスタンド
特設インフォメーション

Vスタショップ、
サーキットプラザ、
レーシングゾーン、
ゲートショップ、
鈴鹿サーキットオフィシャルショップ

GPレセプション

パドックから直接S字コーナーへ移
動できる
「S字トンネル」!
パドックへ入場可能なパスをお持ち
であればご利用可能です。

※Kawasaki応援席グッズのみGPスクエア
Kawasakiブースにて引換えいたします。
①メーカー応援席グッズ引換え
②メーカー応援席購入特典「ラウンジトークショー」受付
5（日）のみ ※4（土）は下記★にて受付
③ファミリーチケット購入特典「バックヤードツアー」受付

1,000円

GP
スクエア

交通教育
センター

GPスクエア拡大MAP

みどころ・解説・データ
など最終戦を楽しみ
つくす特別企画満載!

最終コーナー

パドックトンネル入口

※搭乗者が操作できる２人乗りコースター

公式
プログラム

ホスピタリティテラス（3F）
ホスピタリティラウンジ（2F）

VIPスイート

JSB1000は激戦の予感

J-GP3

パドック

ダンロップコーナー

ピットビル

パドックビジョン

救護室

喫煙所

4ストローク4気筒600㏄、2気筒600〜750㏄の市販車
をベースに改造したマシンで、全車溝付きのブリヂスト
ンタイヤを装着する。前田恵助（写真）
と國峰啄磨が一歩
リード。
メーカー別の争いも興味深い。

レストラン
「SUZUKA-ZE」

多目的トイレ

コインロッカー

ST600

センターハウス

化粧室

デュエル ジーピー

日立オートモティブ
システムズシケイン

リーダータワー ピットウォーク入口

グッズショップ

コースレコード 2分11秒920
前田恵助（2016/11/6）

2018年3月に新登場！

世界初※の操縦できるレーシングコースター

S字トンネル

授乳室
コースレコード 2分09秒529
高橋裕紀（2015/10/31）

GATE
CLOSE

逆バンク

※チャンピオン獲得の可能性のある選手

津田拓也（SUZUKI）
高橋 巧（Honda）
渡辺一馬（Kawasaki）
藤田拓哉（YAMAHA）
野左根航汰（YAMAHA）
濱原颯道（SUZUKI）

5（日）
9：30〜16：00

※最終のスプーンシャトルバスはスプーンカーブエリア発となります。
※4（土）11：15〜12：15・5（日）12：30〜13：30は運休

（日）7：45〜
（レース終了まで予定）
運行時間 5
GATE
CLOSE

JSB1000 ポイントランキング （岡山大会終了時点）
1
2
3
4
5
6

「スプーンカーブエリア」
への
シャトルバスも登場！
パドック入場可能な
発着場所 センターハウス前
パスをお持ちの方
限定
（土）7：30〜16：00
運行時間 4

センターハウス前
BパドックSMSC前（S字激感エリア乗り場）
Cパドック
（1・2コーナー激感エリア乗り場）

行き止まり

2コーナー

GATE
CLOSE

この緑のエリアはご利用いただけません。

5（日）[レース1] 10:20〜
[レース2] 14:20〜
（各回約50分間）

出演 全日本トライアル選手権
国際A級スーパークラス
藤原慎也選手（Hiroko Racing Oil）
吉良祐哉選手（チームナミタ）

ライダーズビレッジ
バイク関連グッズやパーツが一堂に! お目当てのアイテムを探そう!
日時 両日7:30〜17:00
場所 GPスクエア
アストロプロダクツ、
キャップス、鈴友株式会社、南海部品、

出展
ファインバレイ株式会社、STRIKER、株式会社EV MIRAI、
企業

ノジマエンジニアリング、
ツルノテクニカルサービス
（順不同、敬称略）

小学生以下のお子さま限定イベント

激近! スタート体験

迫力の決勝スタートを、ふだんは入れないエリアから観戦しよう!
GPスクエア内
受付 コチラレーシングブース
両日7:30〜
（先着）
4（土）JP250 14:20〜
体験 CB250R DREAM CUP 15:20〜
日時 5（日）JSB1000
[レース1] 10:45〜 [レース2] 14:45〜
（各回約30分間）

※写真はイメージです。 ※イベント内容・時間等はレース進行状況や天候により、変更もしくは中止になる可能性がございます。
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