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２０１６ ＦＩＡ Ｆ１世界選手権シリーズ第１７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.２ 
 

西エリアチケットを７月１０日（日）に販売開始 

ドライバーズトークショーやコチラレーシングのＦ１ピットなど 

Ｆ１ウィークイベントも続々決定！ 
 

鈴鹿サーキットは7月10日（日）より、F1日本グランプリ「西エリアチケット」および「金曜日券」の発売を開

始いたします。「西エリアチケット」はヘアピン（I席）・200R（J席）を除く西コースのほぼ全域で観戦いただける

エリアチケットで、大人9,000円、U23（中学生を除く15歳～23歳）は6,000円、子ども（3歳～中学生）は

3,000円でお求めいただけます。 

またF1フリー走行日の前日、10月6日（木）よりスタートするF1ウィークのイベントも決定いたしました。鈴鹿

ならではのドライバートークショーやコチラレーシングのF1ピットなど、F1ファンはもちろん、ファミリーで楽しめる

イベントが盛りだくさんです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU 
■F1ウィークイベント情報 P.2 

■7月10日（日）より西エリアチケット・金曜日券を販売開始 P.9 

■インフォメーション P.10 

 

  

2016年7月9日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

※写真はイメージです
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「ＴＨＥ １ ＡＮＤ ＯＮＬＹ ファンのために。ファンとともに。」 

世界中のファンから愛される“ＳＵＺＵＫＡ”を目指して．．． 
 

特別ピットウォーク、東コースウォーク、全ドライバーが参加するサイン会、

F1ドライバーが登場してのトークショーなど、F1ドライバーとファンが近づ

けるイベントを多数開催いたします。さらには決勝レース翌日にもF1の余韻

を楽しめるトークショーやプレイバック上映、コースウォークなど、世界を

転戦するF1グランプリの中でも、鈴鹿サーキットでしか味わえないイベント

を開催し、世界で唯一の鈴鹿F1日本グランプリを、ファンの皆様とともに

盛り上げていきます。また、国内のファンのみならず、海外からご来場いた

だくファンにもお楽しみいただけるように情報発信してまいります。 

 

 

 

 

 

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できるF1ピットウォーク、キッズピットウォーク、

東コースウォーク、F1スペシャル抽選会、そして抽選で選ばれた方が参加できるドライバーサイン会を10月6日（木）

に開催いたします。なお3日通し観戦券および金曜日券をお持ちの方は無料でご入場いただけます。 

 

 

Ｆ１スペシャル抽選会 
 

GPエントランスにて配布するF1ポストカードに記載された抽選番号によるスペシャル抽選会を実施。F1ドライバー

サイン会（木曜）やイベントゲストシークレットサイン会（金曜～日曜）が当たります。 
 

■日 時：10月6日（木） 当選発表13:00〜14:00 

■当選発表：サーキットビジョン、GPスクエアF1ステージ、Twitter、Facebook 

■内 容：GPエントランスにて配布の参加証（ポストカード）に記載の番号から抽選 

・F1ドライバーズサイン会：1,100名 

・イベントゲストシークレットサイン会（金曜～日曜のいずれか）60名 

■F1ポストカード配布：10月6日（木）9:00〜11:15 場所：GPエントランス 

 

 

２０１６Ｆ１日本グランプリ ドライバーズサイン会 
 

抽選で選ばれた方が参加いただけるドライバーズサイン会を開催いたします。 
 

■日 時：10月6日（木）16:00〜17:00 

■場 所：グランドスタンド前 

■内 容：GPエントランスにて配布の参加証（ポストカード）に記載の番号から

抽選（当選者1,100名） 

 

 

 
※内容は予告なく変更となる場合がございます。 

※写真はイメージです  

Ｆ１ウィーク イベント情報 

木曜日イベント 

トークショーでのファンとの交流を 

楽しむルイス・ハミルトン 
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東コースウォーク 
 

数々の歴史が刻まれた鈴鹿サーキット国際レーシングコースを歩くことができ

ます。 
 

■日 時：10月6日（木）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 

■場 所：国際レーシングコース 東コース 

■参加資格：F1レース観戦券をお持ちの方 ※金曜日券（前売）も可 

■参加料金：無料 

 

 

Ｆ１ピットウォーク 
 

翌日からの走行に向けて、準備を進める各ピットの様子を間近でご覧いただけ

ます。 
 

■日 時：10月6日（木）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 

※混雑時の入場制限あり 

■場 所：ピットロード 

■参加資格：F1レース観戦券をお持ちの方 ※金曜日券（前売）も可 

■参加料金：無料 

 

 

キッズピットウォーク 
 

お子さま連れのご家族が安心して参加いただけるキッズピットウォークを開催

いたします。 
 

■日 時：10月6日（木）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 

※混雑時の入場制限あり 

■場 所：ピットロード 

■参加資格：中学生以下のお子さま、ならびにF1レース観戦券をお持ちの方で 

お子さま同伴の方 
※金曜日券（前売）も可 

※金曜日券持参のお客様のお子さまはチケット無しで入場可能 

■参加料金：無料 

 

 

 
※内容は予告なく変更となる場合がございます。 

※写真はイメージです  
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Ｆ１日本グランプリ前夜祭 
 

F1ドライバーやスペシャルゲストによるトークショーなど、豪華ゲストが登場する

F1日本グランプリ前夜祭を、予選日の10月8日(土)に開催いたします。 
 

■日 時：10月8日（土）17:30〜 

■場 所：グランドスタンド前 

 

 

レジェンドＦ１デモンストレーションラン 
 

毎年、さまざまなレジェンドF1が往年の走りを披露するF1日本グランプリ。今年も

10月7日（金）〜9日（日）の3日間、毎日走行します。 
 

■日 時：10月7日（金）〜9日（日） 各日1回 

■場 所：国際レーシングコース フルコース 
※マシン・ドライバーは決定次第、発表いたします 

 

 

ドライバーズパレード 
 

決勝レース前にF1ドライバーが世界の名車に同乗し、国際レーシングコースを

パレードいたします。 
 

■日 時：10月9日（日） 決勝レーススタート前 

■場 所：国際レーシングコース フルコース 

 

 

ＳーＦＪドリームカップレース 
 

フォーミュラ ジュニアとも言われる入門カテゴリーのフォーミュラカーレース

「S-FJ（スーパーFJ）」。全国各地のS-FJ地方選手権で上位にランクインしている

ヤングドライバーたちが、鈴鹿サーキットに集結し、F1日本グランプリの大観衆の

前で夢の一発勝負に挑みます。 

F1日本グランプリでの特別戦はF1関係者はもちろん、多くの観客が見守る中で

開催されるため、ここでの走りが次へのステップアップに繋がる大きなアピールと

なります。シリーズ戦とは関係ない一発勝負であるとともに、表彰式では栄光の

F1ポディウムに上がることが許されるなど、まさに特別な一戦となる「S-FJドリー

ムカップレース」。未来のF1ドライバーを狙うヤングドライバーによるアグレッシブ

なトップ争いが期待されます。 
 

■日 時： ・10月7日（金）15:55〜16:25 フリー走行 

・10月8日（土）10:30〜11:00 公式予選 

・10月9日（日）10:00〜決勝レース（8周もしくは25分） 
 ※F1日本グランプリの進行状況により、内容の短縮・中止となる場合もございます。予めご了承ください。 

 

 

 

 

 
※内容は予告なく変更となる場合がございます。 

※写真はイメージです  

レーシングコースイベント 
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ウエディングパレード 
 

F1日本グランプリ期間中、各日1組のカップルが国際レーシングコースをパレード

いたします。 
 

■日 時：10月7日（金）〜9日（日） ※時間未定 ※小雨決行 

■場 所：国際レーシングコース フルコース 

■パ レード カー：NSX 
 

＜ウエディングパレード参加応募について＞ 

■費 用：165,000円（税込） 
※費用にはウエディングドレス・タキシード・レンタルブーケ＆ブートニア・美容着付・スナップアルバム撮影製作を

含みます。 

※衣装・ブーケは指定範囲内からお選び頂けます。 

※スナップアルバムタイプはメモワールです。 

■お申込期日：8月28日（日） ブライダルサロン必着 

■抽 選 日：9月3日（土）13:00〜 

■特 典：2016年F1日本グランプリ観戦チケットを新郎新婦様、ご両家ご両親様へ計6枚プレゼント 
※チケットは全席指定となりますが、席種・座席指定はお受けしておりません。抽選会後に日を改めて郵送いたし

ます。 

■条 件：・2016年4月～2017年3月の期間中に、鈴鹿サーキットで40名様以上の挙式・披露宴をしていただくカップル 

 ・9月3日(土)13：00～の抽選会にご出席いただけるカップル 
  ※カップルのうち、どちらか1名はご出席ください。 

 ・鈴鹿サーキットホームページ、ポスター等の宣伝物・印刷物、テレビ、新聞雑誌等への露出をご承知

いただけるカップル 

 
※パレードする日程は、9月3日（土）13：00～の抽選にて決まります。 

※お二人の当日の写真は後日、鈴鹿サーキットホームページ等宣伝素材として使用させていただきます。  

※衣装はご新郎様タキシード、ご新婦様ウエディングドレスとさせていただきます。  

※当日はレーシングコースフルコースを1周、鈴鹿サーキット所有のNSXで走行していただけます。 

 

 

 

※内容は予告なく変更となる場合がございます。 

※写真はイメージです  
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今年は「みんなの応援の先にゴールがある」をテーマに様々な応援企画をレーシングシアター前広場で実施いた

します。F1日本グランプリでしか体験できない特別なイベントです。 

 

【コチラレーシングのＦ１ピット】 

コチラレーシングファンクラブ限定Ｆ１ドライバーに触れる！･･･かも？！ 
 

めったに会えないF1ドライバーに会えるかもしれないチャンス。F1ドライバーに

世界でもっとも近いサーキット「鈴鹿」で、一生の思い出となる体験をしていただけ

ます。 
 

■日 時：10月7日（金）〜9日（日） 

■場 所：GPスクエア F1ステージ 

■受付方法：事前Web受付 

■参加人数：未定 

■参加資格：コチラレーシングファンクラブ会員限定。インターネット上で事前募集を行ない、抽選で参加者を決定。 

 ・事前募集期間 7月20日（水）～8月31日（水） 

 ・当選発表 9月10日（土）頃を予定 

 ・発表方法 当選者の方へ直接メールでご連絡いたします。 

■料 金：コチラレーシングファンクラブ会員は無料。非会員は入会金2,000円（税込） 
 

 

【コチラレーシングのＦ１ピット】 フォーミュラマシンキャップ手作り教室 
 

フォーミュラマシンをかたどったキャップに、好きなチームや思い思いのカラー

リングを施し、自分だけのオリジナル応援キャップを作っていただけます。 
 

■日 時：10月7日（金）〜9日（日） ※時間未定 

■場 所：レーシングシアター前広場 

■参加人数：先着400名 

■料 金：1,000円（税込） 
 

 

【コチラレーシングのＦ１ピット】 

戦ったドライバーを迎えよう！『君だけのチェッカーフラッグ手作り教室』 
 

激闘を戦い抜いたドライバーを迎える、世界にたったひとつのオリジナル

チェッカーフラッグを製作いただけます。 
 

■日 時：10月7日（金）〜9日（日） ※時間未定 

■場 所：レーシングシアター前広場 

■参加人数：先着700名 

■料 金：大人1,000円／小学生以下600円（小さいサイズ） 

 
 

※内容は予告なく変更となる場合がございます。 

※写真・イラストはイメージです  

コチラレーシングのＦ１ピット 
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【コチラレーシングのＦ１ピット】 

フェイスペイントで応援しよう！お子さまは無料Ｆ１フェイスペインティング 
 

F1にまつわるイメージをモチーフとしたフェイスペイントサービスを行います。 
 

■日 時：10月7日（金）〜9日（日） ※時間未定 

■場 所：レーシングシアター前広場 

■参加人数：先着2,000名 

■料 金：大人500円／中学生以下 無料 
 

 

【コチラレーシングのＦ１ピット】 Ｆ１Ｋｉｄｓフェイスペイントシール 配布 
 

F1Kidsロゴデザインのフェイスペイントシールを、小学生以下のお子さまに無料配布いたします。 
 

■日 時：10月7日（金）〜9日（日）  

■場 所：レーシングシアター前広場 

■参加資格：子ども観戦券をお持ちのお子さま 

■料 金：無料 
 

 

 

 

グランドスタンド手前のイベント広場「GPスクエア」では、F1ステージを中心に様々なイベントを開催いたします。 
 

Ｆ１ドライバーともっとも近づくグランプリ！ 

鈴鹿Ｆ１日本ＧＰ Ｆ１ドライバーズトーク 
 

日本のファンにもっと楽しんでいただきたい、日本にF1ファンがもっと増えてほしい、お子さまや若い方たちにもっと

F1を知ってもらいたい、そんな想いからF1ドライバーの皆さんがF1ステージに登場していただけることになりました。 

 

 
 

【F1ドライバーの皆さんは非常に多忙なスケジュールの中、行動しています。場合によっては、スケジュールの変更や出演中止も

十分に考えられます。予めご了承ください】 
 

■日 時：10月7日（金）〜9日（日） ※時間未定 

■場 所：GPスクエア F1ステージ 
※詳細は決定次第、発表いたします。 

 

 

 

 

 

 
 

 

２０００年代Ｆ１日本ＧＰ放映 
 

ミハエル・シューマッハ×フェラーリの最強時代、キミ・ライコネンの劇的な優勝、佐藤琢磨・TOYOTA・Hondaと

いった日本勢の活躍など、数多くの歴史が刻まれた2000年代のF1日本グランプリをF1ステージで放映いたします。 
 

■日 時：10月7日（金）〜9日（日） 

■場 所：GPスクエア F1ステージ 
 

 
※内容は予告なく変更となる場合がございます。 

※写真・イラストはイメージです  

ＧＰスクエアイベント 

出演決定！ メルセデス、レッドブル、ハース、ルノー、フォースインディア、ザウバー、マノー 
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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10日(月・祝)には「F1ファン

ミーティング」を開催いたします。なお、3日通し観戦券をお持ちの方は無料で入場いただけます。 

 

Ｆ１プレイバックトークショー 
 

スペシャルゲストによる日本グランプリ プレイバックトークショーを開催いたします。 
 

■日 時：10月10日（月・祝） ※時間未定 

■場 所：グランドスタンド前 

■ゲ ス ト：決定次第、発表いたします 

 

 

ウイナーズカード配布 
 

前日に行われたF1日本グランプリ決勝レースの表彰式の様子がプリントされた

ウイナーズカードをプレゼントいたします。 
 

■日 時：10月10日（月・祝）10:00〜11:00（予定） 

■配布場所：GPエントランス 

■配 布 数 ：先着3,000名様 
※F1チケットは不要です。お一人様1枚のみ。ナンバリングはございません。 

 

 

メインストレートウォーク 
 

F1日本グランプリでF1マシンが実際に走行した国際レーシングコースのメイン

ストレートを開放。記念撮影をしたり、F1マシンが走ったアスファルトの感触を確か

めたり、決勝レースの余韻を思い思いの方法でお楽しみいただけます。 
 

■日 時：10月10日（月・祝） ※時間未定 

■受付場所：グランドスタンドよりご入場 

 

 

Ｆ１日本グランプリ ～もっと詳しく解説つけてプレイバック上映します〜 
 

詳しい解説付きで、前日に行われたF1日本グランプリ決勝レースをグランド

スタンド前の大型ビジョンで放映いたします。 
 

■日 時：10月10日（月・祝） ※時間未定 

■場 所：グランドスタンド前 

 

 

 
※内容は予告なく変更となる場合がございます。 

※写真はイメージです  

月曜日イベント ファンミーティング 
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西エリアチケット 
 

「西エリアチケット」では、西コースの指定席（I席・J席）を除く各エリアで、観戦ポイントを自由に選択しながら

お楽しみいただけます。 

※西エリアU23チケットは、15歳～23歳（中学在学生を除く）の方にご利用いただけるチケットです 

 

■西エリアチケット（3日通し） 

大人 
Ｕ２３ 

（中学生を除く15歳～23歳） 

子ども 

（3歳〜中学生） 

９，０００円 ６，０００円 ３，０００円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■西エリアマップ 
（Gエリア・Lエリア・Mエリア、Nエリア、Oエリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金曜日券 
■金曜日券（観戦は10月7日 金曜日のみ有効。10月6日 木曜日も入場可） ※数量限定販売 

大人 
大学生 

高校生 
中学生 

４，２００円 ３，１００円 １，７００円 

 

  

７月１０日（日）より西エリアチケット・金曜日券を販売開始 

西エリアのスプーンカーブ（Nエリア）からの眺め 2015年決勝日の西エリアスプーンカーブの様子。 

Lエリア（左）とMエリア（右） 
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指定席、駐車場セット券、直営駐車場駐車券、カメラマンエリア 好評販売中！ 
 

安心、安全、快適にご観戦いただける指定席および指定席の駐車場セット券、直営駐車場駐車券、そして周りを

気にせずF1マシンの走りを撮影いただけるカメラマンエリアなどは3月6日より販売を開始しています。 

※一部完売の券種がございます。詳しくは鈴鹿サーキットホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場内実況を地元コミュニティＦＭ局Ｓｕｚｕｋａ Ｖｏｉｃｅ ＦＭ ７８．３ＭＨｚで生放送 

今年は予選・決勝でＣＭカット放送を実施！ 
 

昨年から実施した、鈴鹿市のコミュニティFM局「Suzuka Voice FM 78.3MHz」による場内実況の生放送を今年も行

います。鈴鹿市のほぼ全域で受信できる「Suzuka Voice FM 78.3MHz」で場内実況の生放送を行うことで、大型ビ

ジョンやリーダーボードがない西エリアでもクリアな音声で実況をお聴きいただけます。また今年は予選、決勝中は

CMカットで放送。観戦の際は、ぜひFMラジオをご持参ください。 

 

 

 

イベント、観戦チケットに関する詳細は鈴鹿サーキットホームページ

（http://www.suzukacircuit.jp/）をご覧ください。 

インフォメーション 

イベント会場のＧＰスクエアにもアクセスが便利なＤ席、Ｅ席、Ｒ席、好評販売中！ 
 

リーズナブルな価格のD席（大人18,600円〜）やE席（大人14,400円〜）、メインゲートに近くシケインからメイン

ストレートまで見渡せるR席（大人45,300円〜）など、イベント会場「GPスクエア」へのアクセスが便利な指定席も

好評販売中です。レースもイベントも一日中楽しめる席で、F1日本グランプリをぜひご満喫ください。 

D席からのパノラマビュー 

E席からのパノラマビュー 

R席からのパノラマビュー 


