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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.３ 
 

 

Ｆ１マシンデモ走行、Ｆ１ドライバートークショーなど続々決定！ 
 

 

Honda RA272、McLaren Honda MP4/5など、F1の歴史を飾った思い出のマシンによるデモ走行を始め、

佐藤琢磨選手、中嶋一貴選手、小林可夢偉選手を始めとしたF1の舞台で戦ったドライバーによるトーク

ショーも行われる「F1日本グランプリ前夜祭」などのイベント詳細が決定。また月曜日イベント「Hondaキッズ

ミーティング」には佐藤琢磨選手と松下信治選手の来場が決定いたしました。 

2016年F1日本グランプリは10月6日(木)のピットウォーク、東コースウォーク、ドライバーズサイン会を皮切

りに10日（月・祝）に開催されるHondaキッズミーティングまで、5日間に渡って様々なベントが開催されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016年9月8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

F1ドライバーズトーク 

デモラン Honda RA272 

デモラン McLaren Honda MP4/5 

フェイスペインティング 前夜祭 

マシンキャップ手作り教室 

コチラF1キッズステージ フォトセッション 

McLaren Honda MP4-31 
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イベント 
（正式名称はイベント詳細をご覧ください） 

開催日 
掲載 6日（木） 7日（金） 

フリー走行 

8日（土） 

予選 

9日（日） 

決勝 

10日（月・祝） 

ピットウォーク 

コースウォーク 

サイン会 

（木曜日イベント） 

F1スペシャル抽選会 ○     ※Vol.2 

ドライバーズサイン会 ○     ※Vol.2 

東コースウォーク ○     ※Vol.2 

F1ピットウォーク ○     ※Vol.2 

キッズピットウォーク ○     ※Vol.2 

グランドスタンド前イベント F1日本グランプリ前夜祭   ○   P.3 

レーシングコース 

イベント 

レジェンドF1デモラン  ○ ○ ○  P.3 

ドライバーズパレード    ○  ※Vol.2 

S-FJドリームカップレース  ○ ○ ○  ※Vol.2 

ウエディングパレード  ○ ○ ○  ※Vol.2 

GPスクエア 

イベント 

F1ドライバーズトーク  ○ ○ ○  ※Vol.2 

佐藤琢磨 トーク＆キッズサイン会    ○  P.3 

プレミアムオークション    ○  P.4 

2000年代F1日本GP放映 ○ ○ ○ ○  P.4 

エンジンサウンドパフォーマンス  ○ ○ ○  P.4 

コチラF1キッズステージ   ○ ○  P.4 

鈴鹿サーキットクイーンステージ  ○ ○ ○  P.4 

ファミリー向け 

イベント 

「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イベント  ○ ○ ○  ※Vol.2 

フォーミュラマシンキャップ手作り教室  ○ ○ ○  P.5 

チェッカーフラッグ手作り教室  ○ ○ ○  P.5 

フェイスペインティング  ○ ○ ○  P.5 

F1Kidsフェイスペイントシール 配布  ○ ○ ○  P.5 

Honda 

キッズミーティング 

（月曜日イベント） 

Honda F1 スペシャルフォトセッション     ○ P.6 

佐藤琢磨＆松下信治 キッズトーク     ○ P.6 

ウイナーズカード配布     ○ ※Vol.2 

メインストレートウォーク     ○ ※Vol.2 

F1日本GPプレイバック上映     ○ P.6 
 

   

※Vol.2：7月9日発行リリースに掲載したイベント

Ｆ１ウィーク イベント一覧 
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佐藤琢磨選手、中嶋一貴選手、小林可夢偉選手の参加決定！ 

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。今回新たに佐藤琢磨選手、中嶋一貴選手、

小林可夢偉選手の参加が決定いたしました。 
 

■日 時：10月8日（土）17:30〜 

■場 所：グランドスタンド前 

■ゲ ス ト：佐藤琢磨選手、中嶋一貴選手、小林可夢偉選手 
※他のゲストは決定次第、発表いたします 

 

 

Ｈｏｎｄａ ＲＡ２７２、ＭｃＬａｒｅｎ Ｈｏｎｄａ ＭＰ４/５、フェラーリＦ１８７のデモラン決定！ 

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、

レジェンドF1マシンが毎日走行いたします。 
 

■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：Honda RA272、McLaren Honda MP4/5、フェラーリF187 
※他のマシン・およびドライバーは決定次第、発表いたします 

※マシンおよびコースコンディションの都合により、走行はキャンセルになる場合がございます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

佐藤琢磨日本ＧＰ振り返りトーク＆キッズサイン会 
 

日本グランプリ決勝レース終了後に、F1ステージに佐藤琢磨選手を迎えて、決

勝レースを振り返るトークイベントを開催いたします。終了後は小学生以下のお子

さま限定で、サイン会も開催いたします。 
 

■日 時：10月9日（日）17:00〜18:00 

■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  

レーシングコースイベント 

最新イベント情報 

ＧＰスクエア Ｆ１ステージイベント 

佐藤琢磨選手 中嶋一貴選手 小林可夢偉選手

Honda RA272 McLaren Honda MP4/5 フェラーリF187 
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プレミアムオークション 
 

各チームより提供いただいた貴重なグッズなど、ここでしか手に入らないグッズ

が多数登場する「プレミアムオークション」を開催いたします。 
 

■日 時：10月9日（日）17:00〜18:00 

■場 所：GPスクエア F1ステージ 
 

 

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日本グランプリのダイジェストを、10月6日（木）か

らF1ステージで放映いたします。 
 

■日 時：10月6日（木）〜9日（日） 

■場 所：GPスクエア F1ステージ 

■放送年度：2002年、2005年、2006年、2010年 
 

 

レジェンドＦ１エンジンサウンドパフォーマンス 
 

GPスクエアに展示するレジェンドF1マシンによるエンジンサウンドをお楽しみい

ただけるイベントを開催いたします。その様子はF1ステージのビジョンで中継いた

します。 
 

■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 

 

 

コチラＦ１キッズステージ 
 

コチラファミリーによるレースをテーマにしたご家族で楽しむことの出来るステー

ジイベントです。コチラファミリーとの記念撮影も行います。 
 

■日 時：10月8日（土）〜9日（日） ※時間未定 

■場 所：GPスクエア F1ステージ 

 

 

鈴鹿サーキットクイーン ウェルカムステージ ＆ サンクスステージ 
 

GPスクエア F1ステージイベントのスタートを飾る「鈴鹿サーキットクイーン ウェ

ルカムステージ」と、その日1日を振り返る「鈴鹿サーキットクイーン サンクスス

テージ」。鈴鹿サーキットクイーンがステージを飾ります。 
 

■日 程：10月7日（金）〜9日（日） 

■時 間：鈴鹿サーキットクイーン ウェルカムステージ 各日8:00〜8:15 

鈴鹿サーキットクイーン サンクスステージ ※レース終了後を予定 

■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  
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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、F1日本グランプリでしか体験できない特別なイベントを

レーシングシアター前広場で実施いたします。今回新たに開催時間が決まったイベントを紹介します。 

 

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）10:00〜17:00、8日（土）・9日（日）8:30〜17:00 

■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） 
 

 

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、世界にひとつだけ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）10:00〜17:00、8日（土）・9日（日）8:30〜17:00 

■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） 
 

 

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）10:00〜17:00、8日（土）・9日（日）8:30〜17:00 

■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 
 

 

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）10:00〜17:00、8日（土）・9日（日）8:30〜17:00 

■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 
 

 

 

 
※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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佐藤琢磨選手、松下信治選手の参加が決定！ 

 

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「Hondaキッズミーティング」を開催いたします。今回、

新たなイベントおよびイベント詳細が決定。F1で3位表彰台を獲得した経験を持

ち、現在はインディカーで活躍している佐藤琢磨選手と、現在F1直下のカテゴ

リー「GP2」に参戦し、マクラーレン・ホンダのF1テスト兼開発ドライバーを務める

松下信治選手が参加いたします。 

 

 

小学生以下のお子さま限定 Ｈｏｎｄａ Ｆ１ スペシャルフォトセッション 
 

メインストレートのスタートライン付近に置いたMcLaren Honda 

MP4-31とHonda RA272の前で、佐藤琢磨選手、松下信治選手

とともに記念撮影をしていただけます。 
 

■日 時：10月10日（月・祝）11:00〜11:45 

■場 所：メインストレート スタートライン付近 

■ゲ ス ト：佐藤琢磨選手、松下信治選手 

■マ シ ン：McLaren Honda MP4-31、Honda RA272 

■参加資格：小学生以下のお子さま 

 

佐藤琢磨＆松下信治 キッズトーク 
 

佐藤琢磨選手と松下信治選手をゲストに迎え、前日に行われたF1日本グランプリ決勝レースを振り返るトークショーを

開催いたします。トークショー終了後にはお子さまからの質問タイムも設けます。 
 

■日 時：10月10日（月・祝）10:30〜 

■場 所：グランドスタンド前 

■ゲ ス ト：佐藤琢磨選手、松下信治選手 
※ステージ近辺には、お子さまが間近でご覧いただけるよう、ファミリーシートを設定いたします 

 

Ｆ１日本ＧＰプレイバック上映 
 

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）11:00〜 

■場 所：グランドスタンド前大型ビジョン 

 

 
※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 

 

イベント関する詳細は 

鈴鹿サーキットホームページ（http://www.suzukacircuit.jp/）をご覧ください。 

月曜日イベント Ｈｏｎｄａキッズミーティング 

佐藤琢磨選手 松下信治選手 

McLaren Honda MP4-31 Honda RA272 


