
 

２０１５ ＦＩＡ Ｆ１世界選手権シリーズ第１４戦 日本グランプリレース 

メディアインフォメーション Ｖｏｌ.１０ 
 

 

最新イベント情報 

鈴鹿史上初！前夜祭にフェラーリドライバーが登場！ 
 

9月26日(土)のF1日本グランプリ前夜祭には、先にご案内したゲルハルト・ベルガー氏、中嶋悟氏、鈴木亜久里

氏、佐藤琢磨選手、小林可夢偉選手、浜島裕英氏に加え、現役F1ドライバー、フェラーリのセバスチャン・ベッテル選

手とキミ・ライコネン選手の参加が決定いたしました。またレーシングシアター前広場で開催するファミリー向けイベ

ント「コチラレーシングのF1ピット」には、スーパーフォーミュラマシンのSF13とSF14が登場。エンジンサウンドパフォー

マンスやタイヤ交換体験、乗車体験などのイベントを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年9月7日 

株式会社モビリティランド 

鈴鹿サーキット 

※都合によりドライバーがトークショーに参加できない場合がございます。あらかじめご了承ください。 

セバスチャン・ベッテル キミ・ライコネン 

2014年の前夜祭の様子 
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現役Ｆ１ドライバーが語るＦ１日本グランプリ！ 
 

 

 

9月25日（金）から27日（日）にグランドスタンド手前のイベント広場「GPスクエア」に設けられた特設ステージ

「F1日本グランプリスペシャルステージ」、および「F1日本グランプリ前夜祭」に現役F1ドライバーが登場。ドライ

バーの視点からF1日本グランプリを語ります。 

 

セバスチャン・ベッテル（フェラーリ） ２８歳 ドイツ 
【出演イベント】F1日本グランプリ前夜祭「フェラーリ・アピアランス」 

日時：26日（土）18:30～18:45 場所：グランドスタンド前 
 

キミ・ライコネン（フェラーリ） ３５歳 フィンランド 
【出演イベント】F1日本グランプリ前夜祭「フェラーリ・アピアランス」 

日時：26日（土）18:30～18:45 場所：グランドスタンド前 
 

ニコ・ヒュルケンベルグ（フォースインディア） ２８歳 ドイツ 
【出演イベント】フォースインディア トークショー 

日時：26日（土）10:30～10:45 場所：GPスクエア「F1日本グランプリスペシャルステージ」 
 

セルジオ・ペレス（フォースインディア） ２５歳 メキシコ 
【出演イベント】フォースインディア トークショー 

日時：26日（土）10:30～10:45 場所：GPスクエア「F1日本グランプリスペシャルステージ」 
 

ロマン・グロージャン（ロータス） ２９歳 フランス 
【出演イベント】ロータス トークショー 

日時：27日（日）10:45～11:00 場所：GPスクエア「F1日本グランプリスペシャルステージ」 
 

パストール・マルドナド（ロータス） ３０歳 ベネズエラ 
【出演イベント】ロータス トークショー 

日時：27日（日）10:45～11:00 場所：GPスクエア「F1日本グランプリスペシャルステージ」 
 

マーカス・エリクソン（ザウバー） ２４歳 スウェーデン 
【出演イベント】ザウバー トークショー 

日時：27日（日）10:00～10:15 場所：GPスクエア「F1日本グランプリスペシャルステージ」 
 

フェリペ・ナスル（ザウバー） ２３歳 ブラジル 
【出演イベント】ザウバー トークショー 

日時：27日（日）10:00～10:15 場所：GPスクエア「F1日本グランプリスペシャルステージ」 
 

マックス・フェルスタッペン（トロ・ロッソ） １７歳 オランダ 
【出演イベント】トロ・ロッソ トークショー 

日時：27日（日）10:15～10:30 場所：GPスクエア「F1日本グランプリスペシャルステージ」 
 

カルロス・サインツ（トロ・ロッソ） ２１歳 スペイン 
【出演イベント】トロ・ロッソ トークショー 

日時：27日（日）10:15～10:30 場所：GPスクエア「F1日本グランプリスペシャルステージ」 

 
※都合によりドライバーがトークショーに参加できない場合がございます。あらかじめご了承ください。 

※イベントの内容は変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

現役Ｆ１ドライバー ゲスト出演情報 
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鈴鹿史上初！フェラーリドライバーが登場！今年の前夜祭は何かが起こる！？ 
 

 

 

 

フェラーリのベッテルとライコネンがやってくる！！ 

さらに「トワイライトレジェンドＦ１デモンストレーションラン」も決定 
 

9月26日(土)に開催するF1日本グランプリ前夜祭に、フェラーリのセバスチャン・ベッテル選手とキミ・ライコネン選

手が日本のファンの為に、初めて登場します。またトワイライトレジェンドF1デモンストレーションランの開催も決定。レ

ジェンドF1マシンが鈴鹿サーキット国際レーシングコースを走ります。 

 

時間 イベント マシン・ゲスト 内容 

17:30～17:45 
トワイライトレジェンドF1  

デモンストレーションラン 

ティレル019（中嶋悟） 

フェラーリF187（G・ベルガー） 

ロータス88（佐藤琢磨） 

鈴鹿サーキット国際レーシングコースを、

レジェンドF1マシンが走ります。 

17:45～18:15 
レジェンドトーク 

～1987年の日本GP～ 

ゲルハルト・ベルガー氏 

中嶋悟氏 

佐藤琢磨選手 

第1回鈴鹿F1日本GP優勝者G・ベルガー

氏、日本人初フルタイムF1ドライバーとし

て鈴鹿に凱旋した中嶋悟氏、観客として

F1を初めて見てF1ドライバーを志した

佐藤琢磨選手が当時の思い出を語ります。 

18:30～18:45 フェラーリ・アピアランス 
セバスチャン・ベッテル選手 

キミ・ライコネン選手 

フェラーリの現役ドライバーが初めて前夜

祭に登場。予選の振り返りや決勝レース

に向けた意気込みなどを語ります。 

18:45～19:15 
F1とスーパーフォーミュラ

の知られざる舞台裏 

鈴木亜久里氏 

小林可夢偉選手 

浜島裕英氏 

スーパーフォーミュラで活躍する小林

可夢偉選手と元スクーデリア・フェラーリ

／元ブリヂストンの浜島裕英氏、さらに元

F1ドライバー、鈴木亜久里氏も加わり、F1

日本GP決勝とJAF鈴鹿GP（スーパー

フォーミュラ最終戦）について語ります。 
 

※都合によりドライバーがトークショーに参加できない場合がございます。あらかじめご了承ください。 

※イベントの内容は変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ１日本グランプリ前夜祭 

ティレル019（1990年） フェラーリF187（1987年） ロータス88（1981年） 

S・ベッテル K・ライコネン G・ベルガー 中嶋悟 鈴木亜久里 
(c)ARTA Project 

佐藤琢磨 

小林可夢偉 浜島裕英 
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Ｆ１日本グランプリ史上最高に豪華なステージイベントへ！ 

 
現役Ｆ１ドライバー トークショーを含めたステージスケジュールが決定！ 
レジェンド、琢磨、そして国内トップドライバーが次々と登場！ 
 

F1日本グランプリスペシャルステージが、かつてない豪華メンバー

で彩られることとなりました。現役F1ドライバーは5チーム10名が

登場予定（フェラーリドライバー2名は前夜祭グランドスタンド前で

のトークショーに参加予定）、さらに国内外のレジェンドドライバー、

そして佐藤琢磨選手は3日間に渡り様々なステージに登場しファ

ンを楽しませてくれます。 

また、新たに元F1ドライバーで、国内トップフォーミュラ2度の

チャンピオンに輝く中嶋一貴選手が中嶋悟氏とともに登場することが

決定しました。スーパーフォーミュラ最終戦「JAF鈴鹿グランプリ」

について語ります。 

 

Ｆ１日本グランプリスペシャルステージイベントスケジュール 
9月25日（金） 9月26日（土） 9月27日（日） 

8:00～8:15 ウェルカムステージ 

8:15～9:40 レジェンドF1日本GP 

 放映 

10:00～11:30 F1フリー走行映像放映 

11:45～12:30 レジェンドF1日本GP 

 放映 

12:35～12:50 デモラン映像放映 

12:50～13:30 レジェンドF1日本GP 

 放映 

14:00～15:30 F1フリー走行映像放映 

16:00～16:30 G・ベルガートークショー 

17:00～17:43 レジェンドF1日本GP 

 放映 

17:43～18:00 サンクスステージ 

8:00～8:15 ウェルカムステージ 

8:15～9:00 レジェンドF1日本GP 

 放映 

9:00～9:45 G・ベルガーサイン会 

10:00～10:30 A・デビッドソン＆ 

 佐藤琢磨トークショー 

10:30～10:45 フォースインディア 

 トークショー 

11:15～11:45 中嶋悟＆鈴木亜久里 

 トークショー 

12:00～13:00 F1フリー走行映像放映 

13:15～13:30 デモラン映像放映 

13:40～14:00 コチラF1キッズステージ 

14:10～14:40 G・ベルガートークショー 

15:00～16:00 F1公式予選映像放映 

16:10～17:00 レジェンドF1日本GP 

 放映 

17:30～19:10 前夜祭映像放映 

8:00～8:15 ウェルカムステージ 

9:00～9:30 G・ベルガー＆ 

 鈴木亜久里トークショー 

9:30～10:00 中嶋悟＆中嶋一貴 

 トークショー 

10:00～10:15 ザウバートークショー 

10:15～10:30 トロロッソトークショー 

10:45～11:00 ロータストークショー 

11:00～11:30 ピレリトークショー 

12:00～12:10 デモラン映像放映 

12:30～12:50 コチラF1キッズステージ 

13:00～16:00 F1決勝映像放映 

16:15～17:00 チャリティーオークション 

18:00～18:15 サンクスステージ 

 

  ※都合によりドライバーがトークショーに参加できない場合がございます。あらかじめご了承ください。 

  ※イベントの内容は変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 

 
 

 

松田次生選手がフェラーリＦ１８７をドライブ決定 
 

フォーミュラ・ニッポンで2007年・2008年の2年連続チャンピオンを獲得、SUPER GTは2014

年にチャンピオンに輝いた国内トップドライバーの松田次生選手が、9月27日（日）のレジェ

ンドF1デモンストレーションランでフェラーリF187をドライブすることが決定しました。 

 

 

Ｆ１日本グランプリスペシャルステージイベント 詳細情報 

2014年のF1日本グランプリスペシャルステージの様子 

レジェンドＦ１デモンストレーションラン 最新情報 

松田次生選手 
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キッズも大興奮！最新レーシングマシンに乗車しよう！ 

国内最高峰スーパーフォーミュラとコラボしたイベント開催が決定！ 
 

 
 
 

国内最高峰のフォーミュラレース、スーパーフォーミュラのマシンが登場 
 

タイヤ交換体験、乗車体験など、国内最高峰

のスーパーフォーミュラのマシンを使って様々な

体験ができるイベントを開催します。また、コチラ

レーシングのF1ピット会場にお越しいただいた

お子様には、F1キッズロゴのワッペンをプレゼント

いたします。 

 

スーパーフォーミュラマシン体験イベント 
 

イベント内容 

使用マシン 

スーパーフォーミュラSF13 

（2013年型マシン） 

スーパーフォーミュラSF14 

（2014年～現行型マシン） 

タイヤ交換体験 ○（3歳～中学生）  

乗車体験 ○ ○（小学生以下限定） 

エンジンサウンドパフォーマンス ○ ○ 

 

 

Ｆ１ Ｋｉｄｓロゴワッペン プレゼント 
 

FOM（フォーミュラ・ワン・マネージメント社）が、日本のF1ファンの子どもたちの

ためにF1日本グランプリオリジナルの特別なロゴを制作。そのロゴをデザイン

したF1日本グランプリ限定ワッペンをプレゼントいたします。 

 

■配布日程：9月25日(金)～27日(日)  

■配布場所：レーシングシアター前 

■対象：2015年F1日本グランプリ子ども観戦券ご購入者 
※3日通し観戦券ご購入者に限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コチラレーシングのＦ１ピット 最新イベント情報 

F1Kidsロゴワッペン（イメージ） 

タイヤ交換体験 エンジンサウンドパフォーマンス 
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