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２０１３ ＦＩＡ Ｆ１世界選手権シリーズ第１５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.６ 
 

 

 

 

 
 

 

東コースウォークも体験できるF1ピットウォーク＆ドライバーサイン会を皮切りに、中嶋ファミリースペシャルトーク

ショー、F1日本GPクイズグランプリをはじめとしたステージイベント、またお子様を対象としたワークショップ

など、F1ファンはもちろん、初めてF1を観戦されるお客様から、お子様、ファミリー、女性まで、サーキットを訪れ

るすべての皆様がF1ウイークを満喫できるように、盛りだくさんのイベントプログラムでお迎えいたします。 

 

 

 

MENU 
日程 内容 ページ 

10月10日（木） 東コースウォーク&F1ピットウォーク・ドライバーサイン会 P.2 

10月11日（金）～13日（日） F1日本グランプリ スペシャルステージ P.3 

10月11日（金）～13日（日） F1ドライバーズパレードクラシックカーコレクション P.4 

10月11日（金）～13日（日） コチラレーシングのＦ１ Ｋｉｄｓワークショップ P.4 

10月11日（金）～13日（日） 中嶋悟氏がＦ１グランプリを戦ったレジェンドマシンデモラン＆展示 P.4 

10月10日（木）～14日（月・祝） Ｆ１ドライバーフォトスポット P.5 

10月12日（土） F1日本グランプリ前夜祭 P.5 

10月13日（日） ドライバーズパレード P.5 

10月13日（日） 西コースウォーク P.6 

10月14日（月・祝） F1ファンミーティング P.6 

 サポートレースについて P.7 

 

2013年7月11日 

株式会社モビリティランド 

鈴鹿サーキット 

Ｆ１ウイーク イベント情報 
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東コースを解放！全ドライバーが参加のサイン会！パドックパスが当たる抽選会！ 
 

今年の「F1ピットウォーク」は、F1日本グランプリ観戦チケットをお持ちの

方なら、どなたでも参加が可能です。F1ピットウォークに参加された方の中から

抽選で660名様に、全ドライバーが出席する「F1ドライバーサイン会」に参加

いただけます。なお、サイン会の抽選に外れた方も、グランドスタンドからサイン

会の模様をご覧いただけます。また、昨年に引き続き東コースを開放。F1ドライ

バー達の激闘が繰り広げられる国際レーシングコースを、ご自分の身体で

体験していただけます。 

さらに、「パドックパス」や「VIP用ピットウォーク」への参加権利が当たる抽選

も開催。今年も木曜日からF1日本グランプリを是非お楽しみください。 

 

■対 象：2013年F1日本グランプリ観戦チケットをお持ちの方 
※金曜日券（前売）をお持ちの方も参加いただけます 

■日 程：10月10日（木） 

■ゲートオープン：メインゲート8:00 
※当日の並び列、混雑の状況によりオープン時間が早まる場合も 

ございます。 

■Ｆ１ピットウォーク参加パス配布時間 ： 9:00～11:15 

■Ｆ １ ピ ッ ト ウ ォ ー ク 開 催 時 間 ： 9:00～11:30 最終入場11:15 ※最終入場時間までの入退場は自由 
※特別ピットウォーク混雑時は入場を制限させていただく場合がございます。 

あらかじめご了承ください。 

■東 コ ー ス ウ ォ ー ク 開 催 時 間 ： 9:00～12:30 最終入場11:30 ※最終入場時間までの入退場は自由 

■Ｆ１ドライバーサイン会時間 ： 16:00～17:00 

 

 

お子様連れのファミリーを対象に「キッズピットウォーク」開催！ 
 

F1ピットウォーク終了後、お子様連れでご来場いただいた方を対象に「キッズピットウォーク」を開催いたします。

お子様と一緒に、迫力満点のF1のピットを間近でお楽しみいただけます。 
 

※F1ピットウォークにもお子様と一緒にご参加いただけますが、混雑が予想されますので、お子様連れの方はキッズピット

ウォークの時間帯での見学をお勧めいたします。 

※キッズピットウォークには大人の方のみではご参加いただけません。 

 

■対 象：2013年F1日本グランプリ観戦チケットをお持ちの方で中学生までのお子様連れのご家族 
 ※3歳以上のお子様からF1観戦チケットが必要です 

■日 時：10月10日（木） 

■開催時間：11:30～12:30 最終入場12:15 ※最終入場時間までの入退場は自由 

 
※当日「GPエントランス」にて、F1日本グランプリ観戦チケットを提示してください。ピットウォーク参加パスと引換えに、観戦チケット

裏面へ「引換え印」を捺印させて頂きます。 

※ピットウォーク参加パス（限定ポストカード）は、お一人様につき観戦チケット1枚に対してピットウォーク参加パス 1枚の発行と

なります。複数枚の交換は致しません。 

※サイン会やプレミアムプログラム参加権は、参加パスに記載している番号で抽選予定です。 

※雨天決行ですが、荒天その他の理由により開催の中止、開催時間の変更をする場合があります。予めご了承ください。 

※鈴鹿サーキット駐車場の開門時間、三重交通臨時バスの運行時間等は、8月末に当ホームページにてお知らせいたします。 

【１０月１０日（木）】 

東コースウォーク＆Ｆ１ピットウォーク・ドライバーサイン会 

2012年のピットウォークの様子 

2012年の東コース開放の様子 
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グランドスタンド手前のイベント広場「GPスクエア」に設置される「F1日本グランプリ スペシャルステージ」では、

期間中イベントが盛りだくさん。レース観戦と併せて、ステージイベントも是非お楽しみください。 

 

■日程：10月11日（金）～10月13日（日） ※各イベントの開催日時は後日ご案内いたします。 

■場所：GPスクエア内 F1日本グランプリ スペシャルステージ 

 

 

中嶋ファミリースペシャルトークショー 
鈴鹿サーキットF1日本グランプリ25回目の開催を記念し、日本人初のF1フル

参戦ドライバーであり、第1回大会（1987年）に参戦した中嶋悟氏、また息子の

現役レーシングドライバー、中嶋一貴選手、中嶋大祐選手の親子揃っての

トークショーを開催いたします。 
 

 

Ｆ１日本ＧＰクイズグランプリ 
鈴鹿F1日本グランプリ25回目の開催を記念し、過去の歴史を振り返る企画

としてクイズ大会を開催。10月11日金曜日から10月12日土曜日に掛けて

予備予選・予選を行い、10月13日日曜日には決勝進出の4名に加え、

ジャーナリストの小倉茂徳氏が参加し、チャンピオン決定戦を実施。優勝者

には、チャンピオンベルトとパドックパスをプレゼントいたします。 

 

 

コチラレーシングＦ１キッズステージ 
コチラレーシングのメンバーによる、レースを題材にしたオリジナルストー

リー。クイズなどの要素も交えながら展開し、ファミリーやお子様向けステージ

としてお楽しみいただけます。 

 

 

Ｆ１サポーターズコンテスト 
パドッククラブのチケットを目指して、毎年盛り上がる「F1サポーターズ

コンテスト」を今年も開催いたします。今年は会場のお客様もゲスト審査員

とともに審査をしていただきます。コスプレに限らず、アツい応援メッセージ

を発表したり、友達同士やご家族でのエントリーも可能です。 

 

 

 

"語り継ぎたい走りがある"人気投票ＢＥＳＴ５プレイバック上映 
鈴鹿F1グランプリ開催25回目を記念した、過去24回の日本GP人気投票企画で選ばれたBEST5レースを

スペシャルステージでプレイバック上映いたします。 

 

 

【１０月１１日（金）～１３日（日）】 

Ｆ１日本グランプリ スペシャルステージ 

2012年のキッズステージの様子 

2012年のサポーターズコンテストの様子 

2012年のトークショーの様子 

Ｆ１日本グランプリ 語り継ぎたい２４レース 「あなたの選ぶベストレース」 
鈴鹿サーキットホームページで展開している「F1日本グランプリ 語り継ぎたい24レース」。この24レースの中から皆様の

投票で「あなたの選ぶベストレース」を決定いたします。投票期間は7月21日（日）までとなります。 
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F1グランプリに参戦している全ドライバーの等身大パネルを設置し、フォト

スポットを展開いたします。 
 

■日時：10月10日（木）～10月14日（月・祝） 

■場所：GPスクエア 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

1987年から91年まで、中嶋悟氏が共に戦ったレジェンドF1マシンをGPスクエアに展示。さらには中嶋悟氏、

中嶋一貴選手、中嶋大祐選手が乗り込み、国際レーシングコースでデモランを行います。 

デモラン 
■場所：国際レーシングコース 

■ドライバー：中嶋悟氏、中嶋一貴選手、中嶋大祐選手 

■走行マシン（予定）：ロータス101、ティレル019、他 
※日時、走行マシンなどの詳細は後日ご案内いたします。 

 

展示 
■日程：10月11日(金)～10月13日（日） 

■場所：GPスクエア内特設会場 

■展示マシン： 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1決勝レース前に、F1ドライバーを乗せてコースをパレードするクラシックカーが、GPスクエアに登場。お子様を

対象に、実際にF1ドライバーが乗る貴重なクラシックカーに体験搭乗いただけます。 

■日程：10月11日（金）～10月13日（日） 

■場所：GPスクエア 
※展示マシンの内容は決定次第ホームページで 

ご案内いたします。 

 

 

【１０月１１日（金）～１３日（日）】 

Ｆ１ドライバーズパレードクラシックカーコレクション 

2012年のドライバーズに参加したクラシックカー（一部） 

【１０月１０日（木）～１４日（月・祝）】 

Ｆ１ドライバーフォトスポット 

過去のドライバー等身大パネルの様子 

【１０月１１日（金）～１３日（日）】 

中嶋悟氏がＦ１グランプリを戦ったレジェンドマシンデモラン＆展示 

ロータス99 

(1987年) 

ロータス100T 

(1988年) 

ロータス101 

(1989年) 

ティレル019 

(1990年) 

ティレル020 

(1991年) 

中嶋悟氏 中嶋一貴選手 中嶋大祐選手 
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お子様対象に、F1マシンの速さの秘密を学べるワークショップをレーシングシアター前広場で開催します。空気

抵抗を学びながら手作りする「応援うちわ手作り教室」や、レーシングウェアに着替え、F1マシンへの乗車体験撮影が

できる、「マクラーレンホンダ なりきり体験乗車」を開催します。 
 

■日時：10月11日（金）～10月13日（日） 

■場所：レーシングシアター前広場 

 

 

 

 

 

 

 

中嶋ファミリートークショー、語り継ぎたいベストレースの上映「Ｆ１日本グランプリ前夜祭」を開催 ! 
 

F1ファンの高揚感が最も昂る決勝前夜、全来場客に向けて「F1日本グラン

プリ前夜祭」を開催いたします。ゲストとして中嶋悟氏、中嶋一貴選手、

中嶋大祐選手を招き、決勝前夜を盛り上げます。また、第二部はF1ステー

ジで、「F1日本グランプリ 語り継ぎたい24レース あなたの選ぶベスト

レース」の投票で1位に輝いたレースのダイジェスト放映を行います。 
 

■日時：10月12日（土） 18:00～19:30（予定） 

■場所：グランドスタンド前 特設ステージ、F1ステージ 
 

※大型ビジョンでも放映いたします。 

※前夜祭開催前にはグランドスタンドを開放いたします。なおV1、V2観戦チケットをお持ちの方が優先となります。 

※満席の場合はV1、V2席への入場を制限させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

F1日本グランプリ決勝レース前に行われるドライバーズパレードでは、

F1ドライバーが世界の名車に同乗し、鈴鹿サーキット国際レーシングコース

をパレードいたします。 
 

■日時：10月13日（日） ※時間は決定次第ご案内いたします。 

■場所：国際レーシングコース 
※クラシックカー参加協力：フィオレンティーナ470クラブ 

【１０月１２日（土）】 

Ｆ１日本グランプリ前夜祭 

【１０月１３日（日）】 

ドライバーズパレード 

2012年のドライバーズパレードの 

様子 

【１０月１１日（金）～１３日（日）】 

コチラレーシングのＦ１ Ｋｉｄｓワークショップ 

2012年の前夜祭の様子 
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決勝レース後の国際レーシングコースを自分の足で歩こう！ 
 

今年もF1日本グランプリ決勝レース終了後に国際レーシングコース、

西コースのコースウォークが決定いたしました。戦いの興奮冷めやらぬ

国際レーシングコースのアスファルトの熱気を、ご自身の足で歩いて感じて

いただけます。 

 

■日時：10月13日（日）決勝レース終了後 
※決勝レース終了後のコース整備が終わってからのご入場となります。 

■場所：国際レーシングコース 西コース 

 

 

 

 

 

決勝レースが終わって翌日まで鈴鹿サーキットに滞在されるファンの皆様のために、10月14日(月・祝)には「F1ファン

ミーティング」を開催いたします。 

 

先着５,０００名にウィナーズカードを配布！ 
GPエントランスにて決勝日の表彰式を撮影したウィナーズカードの配布を

行います。 

■日時：10月14日（月・祝）9:30～（予定） 

■場所：GPエントランス 

■対象：5,000名様 ※予定配布数になり次第、終了となります。 
 

関係者トークショー開催！ 
2013年F1日本グランプリを振り返る、レース関係者によるトークショーを開催

いたします。 

■日時：10月14日（月・祝）10:00～10:30（予定） 

■場所：グランドスタンド前 特設ステージ 
 

決勝プレイバック上映開催！ 
本番のレース映像を大型ビジョンで放映。レースをより一層楽しんで視聴して

いただきます。 

■日時：10月14日（月・祝）10:45～12:15（予定） 
 

メインストレートウォークを開催！ 
誰でも自由にメインストレートに入れる時間を設け、F1マシンが走ったコースを体感いただけます。 

■日時：10月14日（月・祝）10:30～13:00 

■場所：メインストレート 

【１０月１３日（日）】 

西コースウォーク 

【１０月１４日（月・祝）】 

Ｆ１ファンミーティング 

2012年の西コースウォークの様子 

2012年のトークショーの様子 

2012年のメインストレートウォークの

様子 
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Ｆ１日本グランプリのサポートレースは、ＳＵＰＥＲ ＦＪに決定！ 
 

鈴鹿サーキットは、若手ドライバーの育成、フォーミュラカテゴリーの活性

化を目的に、2013年F1日本グランプリのサポートレースとして、SUPER FJ

（S-FJ)を開催することに決定しました。S-FJは安価に参加出来る本格的

フォーミュラであり、過去、多くの優秀な若手ドライバーを育成した初級者用の

フォーミュラカテゴリーです。29歳以下の、上位カテゴリーへのステップアップ

を目指す若手ドライバーが参戦予定です。 

 

 

 

 

■競技会名称 ： 2013 S-FJチャレンジカップレース 

■開 催 日 程 ： 2013年 10月11日（金）フリー走行 30分 

   10月12日（土）公式予選 30分 

   10月13日（日）決勝レース 8周もしくは25分 

■参 加 台 数 ： 35台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サポートレースについて 

SUPER FJ 

ＳＵＰＥＲ ＦＪ（Ｓ－ＦＪ）について 
初級者用フォーミュラとして1980年にスタートしたFJ1600の後継カテゴリーとして、2007年に「SUPER FJ」

がスタートしました。 

エンジンは1,500ccで約120馬力を発生、車両重量は495kg以上、タイヤはレーシング用スリックタイヤを

装着し、全国７ヵ所の地域でJAF地方選手権シリーズとして開催されています。また、12月7日（土）・8日（日）

には、各地域のドライバーが集結し、鈴鹿サーキットにて「S-FJ日本一決定戦」が開催されます。 


