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いち早く２０１２年Ｆ１日本グランプリのチケットが手に入る！ 

ファン感謝デーで２０１２年ビッグレースのチケット先行販売を実施！! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに！ 当日開催の「サーキットタクシー」に参加できる！! 
 

鈴鹿サーキット50周年ファン感謝デーの会場で、2012年に開催されるビッグレース（鈴鹿2&4レース、D1グランプリ、

鈴鹿8耐、SUPER GT第5戦 鈴鹿1000km、F1グランプリ、WTCC、MFJグランプリ、フォーミュラ・ニッポン最終戦）の

チケットを先行販売いたします。またご購入者の中から抽選でサーキットタクシーに同乗いただけます。この機会にぜひ

ご購入ください。 
 

先行販売場所：ピットビル2階、ホスピタリティラウンジ 

先行販売日時：3月3日(土)・4日(日) 各日10:00～16:00 

 

■販売方法■ 
【Ｆ１日本グランプリ】 

鈴鹿サーキットホスピタリティラウンジでモビリティステーション「鈴鹿F1チケットサイト」（インターネット販売システム）

にアクセスして申し込む予約販売となります。 

お申し込みに際して下記のものが必要です。 

１．MOBILITY STATION会員情報・・・IDとパスワードが申し込み時に必要です 

２．無線LAN（802.11b/g）にアクセス可能なスマートフォン、タブレットPC、ノートPCまたは、iモード、ezweb

などに接続可能な携帯電話（3G回線が使用可能なもの） 
※入場整理券は3月3日（土）・4日（日）、各日午前8時よりメインゲートにて配布します。 

※F1チケットは予約販売です。5月以降発送いたします。 

※MOBILITY STATION会員は随時受付中です。事前の登録をおすすめします。 
 

 

 

 

 

 

【Ｆ１日本グランプリ以外】 

現地（ホスピタリティラウンジ）にて対面販売となります。現金またはクレジットカードでご購入いただけます。なお

鈴鹿2&4レースは3月3日(土)が一般発売日となり全券種がご購入いただけますが、Web限定販売券種に関しまし

ては「MOBILITY STATION（Web）」よりご購入ください。 
 

３月３日（土）・４日（日） 

2012年2月20日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

イベント情報 Ｖｏｌ．８ 

招待券で入場無料！ 
鈴鹿サーキットホームページにて特別ご招待券＆モートピア 

パスポート半額優待券を配布しています。 

http://www.suzukacircuit.jp/msfan_s/ 

2011年F1日本グランプリ スタートシーン 

ご購入の際にはＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮの会員登録が必要です 
事前に会員登録をお済ませいただき、当日はIDとパスワードを忘れないようにお願いいたします。 
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■販売券種■ 
 

イベント 先行販売券種 販売方法 

Ｆ１日本グランプリ 

10月5日（金）～7日（日） 

鈴鹿サーキットF1チケットサイトで取り扱う前売3日通し観戦券 
※ローソンシート、金曜日券、駐車券単体の販売はありません 

※各チケット料金はホームページをご覧ください。 

※3月3日(土)・4日(日)それぞれ販売数に限りがございます。完売の際は

3月5日(月)ローソン先行販売、3月25日(日)および4月8日(日)の通常

販売をご利用ください。 

Web販売 

 

イベント 先行販売券種 金額 販売方法 

鈴鹿２＆４レース 

4月14日（土）・15日（日） 

観戦券＜大人＞ 3,900円 対面販売 

観戦券＜中・高校生＞ 1,600円 対面販売 

グループチケット・3名 10,500円 対面販売 

グループチケット・4名 13,200円 対面販売 

グループチケット・5名 15,600円 対面販売 

ホスピタリティテラスJr. (3歳～小学生) 2,800円 対面販売 

パドックパス（中学生以上） ※別途観戦券必要 6,000円 対面販売 

パドックパスJr.（3歳～小学生） ※別途観戦券必要 1,500円 対面販売 

※パノラマルーム(1室4名まで) ※別途観戦券必要 25,000円 Web販売 

※VIPスイート・プレミアム 32,000円 Web販売 

※ホスピタリティラウンジ 25,000円 Web販売 

※ファミリーラウンジ(中学生以上) 25,000円 Web販売 

※ファミリーラウンジJr.(3歳～小学生) 8,000円 Web販売 

※ホスピタリティテラス(中学生以上) 17,900円 Web販売 

※ピットウォーク券（中学生以上） ※別途観戦券必要 2,000円 Web販売 

Ｄ１グランプリ 

5月26日（土）・27日（日） 

観戦券＜大人＞2日通し券 5,000円 対面販売 

観戦券＜子ども（3歳～中学生）＞2日通し券 2,500円 対面販売 

‟コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿８時間 

耐久ロードレース 

7月26日（木）～29日（日） 

観戦券＜大人＞ 5,500円 対面販売 

観戦券＜中・高校生＞ 1,600円 対面販売 

グループチケット・3名 14,850円 対面販売 

グループチケット・4名 18,700円 対面販売 

グループチケット・5名 22,000円 対面販売 

ＳＵＰＥＲ ＧＴ第５戦 

鈴鹿１０００ｋｍ 

8月18日（土）・19日（日） 

観戦券＜大人＞ 5,500円 対面販売 

観戦券＜中・高校生＞ 1,600円 対面販売 

グループチケット・3名 14,850円 対面販売 

グループチケット・4名 18,700円 対面販売 

グループチケット・5名 22,000円 対面販売 

ＷＴＣＣ ＆ スーパー耐久 

10月20日（土）・21日（日） 

観戦券＜大人＞ 5,000円 対面販売 

観戦券＜中・高校生＞ 1,600円 対面販売 

グループチケット・3名 13,500円 対面販売 

グループチケット・4名 17,000円 対面販売 

グループチケット・5名 20,000円 対面販売 

ＭＦＪグランプリ 

スーパーバイクレースｉｎ鈴鹿 

10月27日（土）・28日（日） 

観戦券＜大人＞ 3,500円 対面販売 

観戦券＜中・高校生＞ 1,600円 対面販売 

グループチケット・3名 9,450円 対面販売 

グループチケット・4名 11,900円 対面販売 

グループチケット・5名 14,000円 対面販売 

フォーミュラ・ニッポン最終戦 

11月3日（土）・4日（日） 

観戦券＜大人＞ 3,900円 対面販売 

観戦券＜中・高校生＞ 1,600円 対面販売 

グループチケット・3名 10,500円 対面販売 

グループチケット・4名 13,200円 対面販売 

グループチケット・5名 15,600円 対面販売 
 

※先行販売以降、各種応援席及び企画チケットなどが追加で販売される場合がございます。ご了承ください。 

[価格はすべて税込]
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サーキットタクシー実施要項 
鈴鹿サーキット50周年ファン感謝デーの会場で行われる2012年ビッグレースの先行販売をご利用いただいた方を

対象に、抽選で選ばれた皆様がサーキットタクシーへご参加いただけます。サーキットタクシー走行車両は「インパル

2シーターFN06（フォーミュラ・ニッポン2シーターマシン）」「2011年IRC仕様スバルインプレッサ」「スバルSTi DLインプ

レッサ」「無限CR-Z（10台）」「各種スーパーカー（5台）」、さらには2輪レーシングマシンの「ドゥカティ」など、普段は

体験する事ができないマシンが勢ぞろいいたします。 

 

■抽 選 応 募 方 法 ： ホスピタリティラウンジにてチケット購入時に希望時間帯と希望マシンに応募 

■実 施 日 時 ： ① 3月3日（土） 16:15～ 

② 3月4日（日） 8:30～ 

 ③ 3月4日（日） 13:30～ 

④ 3月4日（日） 16:30～ 計4回 

■抽選結果発表日時 ： ① 3月3日（土） 13:00 

② 3月3日（土） 16:00 

③および④ 3月4日（日） 12:00 

■抽選結果発表場所 ： ホスピタリティラウンジ 
※詳細はホームページにてご案内いたします。 

 

■購入チケット×応募可能車両組合せ： 

 
インパル 

2シーター

IRC仕様 

インプレッサ

スバルSTi DL

インプレッサ

スーパー

カー 
無限CR-Z ドゥカティ

F1日本グランプリ ○ ○ ○ ○ ○ － 

鈴鹿2&4レース － － － ○ ○ ○ 

D1グランプリ － － － ○ ○ － 

‟コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8時間 

耐久ロードレース 
－ － － ○ ○ ○ 

SUPER GT第5戦 

鈴鹿1000km 
－ ○ ○ ○ ○ － 

WTCC & スーパー耐久 － ○ ○ ○ ○  

MFJグランプリ 

スーパーバイクレース in 鈴鹿 
－ － － ○ ○ ○ 

フォーミュラ・ニッポン最終戦 － ○ ○ ○ ○ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


