2016 年 3 月 16 日
マレーシア政府観光局
報道関係者各位

マレーシア モータースポーツの観戦ツアーが人気急上昇！

セパン・インターナショナル・サーキット（SIC）再舗装に伴い
F1 マレーシア・グランプリ 初のシーズン終盤 10 月に開催
第 15 戦～第 17 戦がアジアでの 3 連戦に

共同プロモーションセミナーを開催したマレーシア政府観光局東京支局長ノールアズラン(左)と
セパン・インターナショナル・サーキット CEO ダト・ラズラン・ラザリ(右)

マレーシア政府観光局（東京支局：東京都千代田区、東京支局長：ノール・アズラン）は、2016 年マレーシアの国際的
なモータースポーツのレース会場であるセパン・インターナショナル・サーキット（Sepang International Circuit; 以下 SIC）
の CEO である、ダト・ラズラン・ラザリ氏の来日に伴い、2016 年 3 月 15 日(火)に、SIC と共同で旅行業界関係者とメディア
を対象に、2008 年にＣＥＯ就任後初の日本マーケット向けプロモーションセミナーを開催しました。
今回のジョイントセミナー開催は、F1 グランプリや MotoGP をはじめとするモータースポーツの日本からの観戦ツアーへの関心の
高まりを背景として、更なる日本人渡航者数増加を主な目的としています。F1 への日本人送客は 2015 年は前年比 66％
増、MotoGP に関しては 2012 年～2015 年までの 3 年間で 900％という伸びを示しており、SIC は日本を重要なマーケッ
トと位置づけています。
SIC では、現在 2007 年以来となる全路面の再舗装作業を行っています（2016 年 2 月 15 日～5 月 8 日までを予定）。
これを受けて今年は F1 マレーシアグランプリ（F1 グランプリ）の開催スケジュールがシーズン終盤である初の 10 月開催となっ
たことで、第 15 戦シンガポール GP（9 月 16 日～18 日）、第 16 戦マレーシ GP（９月 30 日～10 月２日）、第 17
戦日本 GP（10 月７日～９日）とアジアでの 3 連戦が実現し、注目がさらに高まることが期待されます。

再舗装後のスケジュールは以下になります。

レース名
FIM スーパーバイク世界選手権

2016 年開催日程
5 月 13 日～15 日

2016（WSBK）

シーズン位置づけ
シーズン第 6 戦目
※SIC での 2016 年初の国際レース

F１マレーシアグランプリ

9 月 30 日～10 月 2 日

シーズン第 16 戦目（全 2１戦）

シェル・マレーシア・モーターサイクル・グランプリ

10 月 28 日～30 日

シーズン第 16 戦目（全 18 戦）

2016（MotoGP）
この F1 マレーシア・グランプリのスケジュール変更に伴い、SIC のダト・ラズラン・ラザリ氏は以下のように述べています。「レースファ
ンの皆様には、今年の再舗装で一新するコースも、シーズン終盤のレースをさらに面白くする要因となることでしょう。日本と日
本のファンの皆様は、特に二輪レースではモータースポーツ界のリーダー的存在です。近年では、日本国外でも日本人モーター
スポーツファンの観戦が増加の傾向にあります。私たちセパン・サーキットは、もっと多くの日本人モータースポーツファンの皆様に、
多くの活躍する選手を実際に見ていただきたく、皆様のお越しを心より歓迎いたします。」
また、マレーシア政府観光局ノール・アズラン東京支局長は、「ダイバーシティのマレーシアでは、食や文化、自然など多様な観
光素材がありますが、国際スポーツ大会の誘致にも力を入れています。特にモータースポーツは世界的に人気の高いスポーツで
もあり、マレーシアでは観戦と合わせて観光を楽しんで頂けることが大きな魅力です。また、首都クアラルンプールの宿泊費の手
ごろさや格安航空券との組み合わせにより、手配の方法によっては渡航費を入れても日本で観戦するより低価格で多彩に楽
しめるかもしれません。」

セパン･インターナショナル・サーキットの魅力


空港からのアクセスの良さ

SIC のもうひとつの魅力は、その立地の利便性です。マレーシアの首都クアラルンプールから 60km の場所に位置し、クアラルン
プール国際空港からのアクセスも便利です。レース以外のアクティビティとしては、サーキット内および KL 市内にて開催されるモー
タースポーツカーニバルやその他様々な関連イベントもお楽しみいただけます。



渡航費を入れても日本で観戦するよりお得

また、さらなる魅力は観戦チケットがお手頃価格で購入可能な点です。2016 年は先行購入割引をはじめ F1 観戦子供半
額チケット、WSBK 観戦チケット価格改定および等、より幅広い方々に興味を持っていただけるチケットが各種設定されていま
す。もっとラグジュアリーな観戦を楽しみたい方には、VIP 席やスイートルーム、ホスピタリティ・ラウンジ利用、F1 パドッククラブ等
もご用意ございます。日本国内のサーキットへ宿泊を伴った観戦をする場合と、マレーシアグランプリを観戦する場合のコストを
比較すると、手配の方法次第では日本で観戦するよりお得になる可能性もあります。

チケットの詳細は以下の通りです。
F1 グランプリ

参考価格

メイングランド・スタンドチケット

￥14,600-58,500

備考
※スタースタンドチケットは、レースおよびレース後のコンサートを同じ座席
からご鑑賞いただけます。（その他チケットでもコンサート入場可）

グランドスタンド K1 チケット

￥21,900

グランドスタンド F1 チケット

￥9,300

※VIP 待遇が受けられる VIP トリビューンチケット、各チームのサポーター

スタースタンド（ヒルスタンド B）

￥5,800

エリア（フェラーリ、メルセデス、レッドブルトリビューンチケット）も販売中。

ヒルスタンド C２ 屋根あり

￥5,300

※先行予約割引は 2016 年 4 月 18 日まで

ヒルスタンド K２屋根なし

￥2,700

MotoGP

参考価格

プレミアロービングパスつき

￥10,000

備考
※マルク・マルケストリビューンチケット、VR46 トリビューンチケットはファン

メイングランドスタンド

￥6,700

エリアになります。

K1 グランドスタンド

￥3,700

※先行予約販売は 2016 年 3 月 21 日購入分まで

F グランドスタンド

￥2,700

ヒルスタンド C2

￥1,500

マルク・マルケストリビューンチケット

￥8,300

VR46 トリビューンチケット

￥5,300

WSBK

参考価格

メイングランドスタンド

￥3,000

K1 グランドスタンド

￥1,500

備考
※先行予約販売は 2016 年 3 月 31 日購入分まで

※本年度開催のレース、チケット価格など、その他詳細については SIC のホームページをご覧ください。www.sepangcircuit.com
※チケットはウエブサイトおよび各国の公認代理店より購入可能です。
※上記提示価格は、各期日までの先行予約割引価格です。
※障がい者割引のチケットは、SIC のチケットカウンターもしくは各国代理店でのみ購入可能です。購入時には、障がい者カードを提示する
必要があります。
マレーシア政府観光局について
マレーシア政府観光局は、マレーシアの観光文化省下に帰属し、あらゆるレベルでマレーシアの観光プロモーションを行うことに特化した政府機関です。
当機関が設立された当初から、国際ツーリズムのシーンにおいて飛躍的な発展を遂げてきました。2014 年、マレーシアは全世界から 2,740 万人の観
光客、720 億リンギット（約 2 兆 3,760 億円）の歳入、世界第 10 位の観光地としての人気を誇っています。 「イヤー・オブ・フェスティバル 2015」
（略してマイフェス）を迎えた 2015 年は、”エンドレス・セレブレーション”をテーマに多民族国家ならではの様々な文化に基づいたフェスティバルにフォー
カスをあてて参りました。 マレーシア政府は、2020 年までの目標として、3,600 万人の観光客と、1,680 億リンギット（約 5 兆 7,082 億円）の歳
入実現を掲げています。これは、経済変革プログラム（高所得を生み出す可能性の高い 12 の主要経済分野）(NKEA) のうち、マレーシア観光改
革 2020（MTTP）に組み込まれています。「観光」も上記 12 の主要経済分野に含まれていますが、中でも 5 つの出発点プロジェクト（Entry
Points Projects＝EPP）選定しています。EPP は、高い乗数効果によって速く大きな成果を生み出す可能性のある象徴的なプロジェクトのことを指
し、手の届く贅沢品（ショッピング）、自然および冒険、家族向け娯楽、イベント、エンターテイメント、スパおよびスポーツ、ビジネス観光の 5 つのテーマ
ごとにわかれています。
＜QR コード＞

＜マレーシア政府観光局公式 SNS アカウント＞
www.facebook.com/tourismmalaysia.japan
https://twitter.com/malaysia_jp
https://www.instagram.com/tourismmalaysiajapan/
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https://www.youtube.com/user/TourismMalaysiaJapan
http://accountpage.line.me/tourismmalaysiajpn
LINE
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