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２０１７ ＦＩＡ Ｆ１世界選手権シリーズ 第１６戦 日本グランプリレース 
 

“世界で一番ドライバー・マシンに近いグランプリ” 最新イベント情報 
 

 

鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）は、10月5日（木）～9日（月・祝）に開催される、「2017 FIA F1世界選手権

シリーズ 第16戦 日本グランプリレース」の期間中、 F1参戦40周年を迎えるウイリアムズF1チームの、歴史を

彩ってきたマシンを展示する「Williams F1 40th Anniversary Exhibition」や、レジェンドF1マシンのデモランなど

の記念イベントをはじめ、“世界で一番ドライバー・マシンに近いグランプリ”鈴鹿F1日本グランプリならではの

「F1ドライバーズトークショー」や「ドライバーズサイン会」、さらには土曜日の予選後にキッズピットウォークや

ナイトピットウォークを開催。月曜日のファンミーティングも加え、10月5日(木)から9日（月・祝）まで5日間に渡り

様々なイベントを開催いたします。また世界3大レースのひとつと言われる「インディ500」で今年日本人初優勝を

飾った佐藤琢磨選手、1996年のワールドチャンピオン デイモン・ヒル氏の来場も決定。現役F1ドライバーたちと

ともに、F1日本グランプリを盛り上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017年9月22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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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 

5日 

（木） 

6日 

（金） 

7日 

（土） 

8日 

（日） 

9日 

（月・祝） 

フリー 

走行 
予選 決勝 

ウイリアムズF1チーム 

40周年記念イベント 

Williams F1 40th Anniversary Exhibition ○ ○ ○ ○ ○ P.4 

Williams レジェンドF1デモンストレーションラン  ○ ○ ○  P.4 

木曜日イベント 

F1スペシャル抽選会 ○     P.5 

F1ピットウォーク&東コースウォーク ○     P.5 

キッズピットウォーク ○     P.5 

F1ドライバー出演イベント Ｆ１ドライバーズトークショー  ○ ○ ○  P.6 

ファン参加型イベント 

チェッカーフラッグ無料配布    ○  P.7 

応援グッズクラフト選手権 事前募集 P.7 

コチラレーシングのF1ピット  ○ ○ ○  P.7 

土曜日 

公式予選後イベント 

キッズピットウォーク   ○   P.8 

F1日本グランプリ前夜祭   ○   P.8 

F1ナイトピットウォーク&ホームストレートウォーク   ○   P.8 

日曜日 

決勝レース前イベント 

ドライバーズパレード    ○  P.9 

陸上自衛隊所属ヘリコプターによる展示飛行    ○  P.9 

横山剣さんによる国歌独唱    ○  P.9 

航空自衛隊機F‐15Jの展示飛行    ○  P.9 

月曜日イベント F1日本グランプリ 月曜ファンミーティング     ○ P.10 

その他イベント Honda RA300 デモンストレーションラン   ○ ○   

  

イベント一覧 
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佐藤琢磨選手 

2017年のインディアナポリス500マイルで日本人として史上初の優勝を飾った佐藤

琢磨選手がF1日本グランプリに来場。2004年のF1アメリカGPでは3位表彰台を獲得

（日本人最高位タイ）、インディカー・シリーズに舞台を移してからは2013年のロング

ビーチで日本人初優勝を果たすなど、常にトップドライバーとして活躍を続けてきまし

た。佐藤琢磨選手は、1967年イタリアGPにおいて故ジョン・サーティース氏のドライブ

で、HondaにF1での2勝目をもたらしたHonda RA300のデモンストレーションランや、各

種トークショーに出演いたします。 
 

【佐藤琢磨選手 出演イベント】 
10月6日（金）： F1トークショー （場所：VIPスイート、フォーミュラワンパドッククラブ™） 

10月7日（土）： F1トークショー （場所：GPスクエア） 

 Honda RA300デモンストレーションラン（場所：国際レーシングコース） 

 F1日本グランプリ前夜祭 （場所：グランドスタンド前） 

10月8日（日）： F1トークショー （場所：GPスクエア、グランドスタンド前） 

 Honda RA300デモンストレーションラン（場所：国際レーシングコース） 

10月9日（月・祝）：F1日本グランプリファンミーティング（場所：グランドスタンド前） 

 

デイモン・ヒル氏 
ウイリアムズF1チーム40周年記念イベントの一環として、1993年から1996年に同チームに所

属し、1996年にはドライバーズチャンピオンを獲得した、デイモン・ヒル氏が来場。F1日本グラン

プリ開催期間中、ヒル氏自身が非常に楽しみにしているWilliams FW11でのデモンストレーション

ランをはじめ、F1ステージ、前夜祭、VIPスイート、フォーミュラワンパドッククラブ™でのトーク

ショーなどに出演いたします。 
※ウイリアムズF1チーム40周年記念イベントの詳細については次のページをご覧ください 
 

【デイモン・ヒル氏 出演予定イベント】 
10月7日（土）： F1トークショー （場所：GPスクエア、フォーミュラワンパドッククラブ™ ） 

 Williams レジェンドF1デモンストレーションラン ※FW11 （場所：国際レーシングコース） 

 F1日本グランプリ前夜祭 （場所：グランドスタンド前） 

10月8日（日）： F1トークショー （場所：GPスクエア、VIPスイート） 

 Williams レジェンドF1デモンストレーションラン ※FW11 （場所：国際レーシングコース） 

10月9日（月･祝）：F1日本グランプリファンミーティング （場所：グランドスタンド前） 

 

小林可夢偉選手 
9歳でレーシングカートレースにデビューして以来、優勝やシリーズチャンピオンな

ど次々に好成績を収める。2005年にはフォーミュラルノーのユーロとイタリアの両シ

リーズ戦でチャンピオンを獲得し、2009年にはGP2アジアシリーズで日本人初のチャ

ンピオンとなる。2010年はザウバーのレギュラードライバーとしてF1にフルシーズン

参戦を果たし、その年の日本グランプリではヘアピンで5度のオーバーテイクを決め、

日本のみならず世界のファンを魅了。ザウバー3年目の2012年、ついに日本グランプ

リで3位表彰台を獲得。現在でもスーパーフォーミュラ、WECなど様々なトップカテゴリ

で活躍を続けている。 
 

【小林可夢偉選手 出演予定イベント】 
10月7日（土）： F1トークショー （場所：VIPスイート） 

 F1日本グランプリ前夜祭 （場所：グランドスタンド前） 

10月8日（日）： F1トークショー （場所：GPスクエア、グランドスタンド前、フォーミュラワンパドッククラブ™） 

 
※内容は予告なく変更となる場合がございます  

最新ゲスト情報 

インディアナポリス500マイル

レースで優勝した佐藤琢磨選手 

デイモン・ヒル氏 

Honda RA300 

小林可夢偉選手 
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1966年にチームとしてF3、F2を経てF1にも参戦したフランク・ウイリアムズ(英国)が、新たに「ウイリアムズ・グラン

プリ・エンジニアリング」を1977年に設立しF1に参戦。以来9回のコンストラクターズ(製造者)チャンピオン、7回のドライ

バーズチャンピオンを獲得し、フェラーリ、マクラーレンと並ぶ名門チームとして君臨してきました。1987年にはHonda 

V6ターボエンジンを搭載するウイリアムズFW11Bを駆るネルソン・ピケ、ナイジェル・マンセルのし烈なチャンピオン争

いが、F1初開催となった鈴鹿サーキットで決着するなど、日本のファンにもなじみが深いウイリアムズ。名門チームの

栄光の歴史を彩ったマシンが並ぶ姿に「あの時」「あのシーン」が鮮やかに蘇ってくるでしょう。 

 

Ｆ１日本グランプリ特別展示 「Ｗｉｌｌｉａｍｓ Ｆ１ ４０th Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ」 
ウイリアムズF1チームの栄光の歴史を彩ってきたマシンをGPスクエアに展示します。 

■日 程：10月6日（金）〜9日（月・祝） 

■場 所：GPスクエア 

■展示マシン：Williams FW04、Williams FW08、Williams FW09、Williams FW11 

 

Ｗｉｌｌｉａｍｓ 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。今年はウイリアムズの黎明期、そして栄

光を掴んだマシンなどによるデモンストレーションランを開催。6日（金）～8日（日）の3日間、毎日走行いたします。 

■日 時：10月6日（金）〜8日（日） 各日1回 

■場 所：国際レーシングコース フルコース 

■走行マシン：Williams FW04、Williams FW08、Williams FW11（※Williams FW11は土・日のみの走行となります） 
※マシンおよびコースコンディションの都合により、走行は中止になる場合がございます。 

 

＜展示・デモンストレーションラン マシン＞ 
 

Williams FW04（1975年〜1976年）[展示・デモンストレーションラン予定］ 
現在のウイリアムズF1チームの形になる以前、フランク・ウイリアムズのチームは1969年

に車体を購入してF1に参戦を果たした。1973年には自社制作のFW01を投入。その発展型、
フォード・コスワースDFVエンジンを搭載したFW04は1975年のシーズン途中にデビューイ
ヤーながらもドイツGPでジャック・ラフィットが2位入賞の快挙を達成し、ウイリアムズに初の
選手権ポイントをもたらした。 

 

Williams FW08（1982年）[展示・デモンストレーションラン予定］ 
1980年、初のコンストラクターズチャンピオンを獲得すると、翌年も連続してタイトルを獲得。

頂点に立ったウイリアムズは1982年シーズン途中からコスワースDFVエンジンを搭載した
FW08を投入。ライバルのターボエンジン勢に対しパワーで劣るものの、熟成されたマシンで
確実に上位入賞を重ねたケケ・ロズベルグが、わずか1勝ながらドライバーズチャンピオンを
獲得した。 

 

Williams FW09（1984年）[展示のみ］ 
1983年にHondaと契約したウイリアムズは、この年の最終戦でチーム初のターボエンジン

搭載マシンとなるFW09をデビューさせた。1984年にはケケ・ロズベルグが開幕戦で2位表彰
台に立つと、第9戦アメリカGPで優勝。Hondaエンジンとしては実に17年ぶりの優勝となった。
これはこの後に展開される、F1史に残るウイリアムズとHondaターボエンジンの快進撃のス
タートでもあった。 

 

Williams FW11（1986年）[展示・デモンストレーションラン予定］ 
1985年にナイジェル・マンセルが、1986年にネルソン・ピケがチームに加入。新設計の

Honda V6ターボエンジンは1000馬力を超える驚異のパワーを誇り、FW11はライバルを圧倒。
残念ながらドライバーズチャンピオンはマクラーレンのアラン・プロストの手に渡ったが、マン
セルが5勝、ピケが4勝を記録し3度目となるコンストラクターズチャンピオンを獲得した。 
＜デモランドライバー：デイモン・ヒル氏＞ 

 

※内容は予告なく変更となる場合がございます  

ウイリアムズＦ１チーム ４０周年記念イベント 
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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ズサイン会を10月5日（木）

に開催いたします。 
 

■参加条件：3日間通し観戦券及び金曜日券をお持ちの方 

 

Ｆ１スペシャル抽選会 
 

GPエントランスで配布するF1ピットウォーク・東コースウォーク参加賞を兼ねた「F1ポストカード」に記載された抽選

番号によるF1ドライバーズサイン会の抽選を実施します。 
 

■抽 選 方 法：GPエントランスにて配布のF1ポストカードに記載の番号から抽選 

■F1ポストカード配布時間：10月5日（木） 8:30～11:15 

■配 布 場 所：GPエントランス 
 

■当選発表時間：10月5日（木） 13:00〜14:00（予定） 

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

■当選内容・人数： ◆F1ドライバーズサイン会 

  ・当選人数：1,000名 

  ・開催時間：10月5日（木） 16:00〜17:00（予定） 
 

 

Ｆ１ピットウォーク＆東コースウォーク 
 

■参加条件： F1観戦券をお持ちの方全員 

■日 時： F1ピットウォーク 10月5日（木）9:00～11:30 

 東コースウォーク 10月5日（木）9:00～12:30（最終入場は11:30） 
 ※東コースウォークは、最終コーナー出口付近から2コーナー付近までとなります。 

 

キッズピットウォーク 
 

■参加条件： F1観戦券をお持ちで中学生以下のお子さま連れのファミリー限定 

■日 時： 10月5日（木）11:30～12:30 
 ※参加ご希望の方は、11:30にホームストレート上の集合場所案内看板にお集まりください 

 

 

 

 

 

 

 

※内容は予告なく変更となる場合がございます  

木曜日イベント 

2016年のドライバーズサイン会の様子 2016年の東コースウォークの様子 2016年のF1ピットウォークの様子 
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Ｆ１ドライバーズトークショー 
 

他のグランプリでは類をみない現役ドライバーのトークステージが続々と決定。“世界で一番ドライバーと近いグラ

ンプリ”をお楽しみください。 

 

【出演決定チーム（9月24日時点）】 
 

チーム名 出演時間 場所 

Mercedes AMG Petronas F1 

Team 
10月7日（土）18:30-18:45 GPスクエア 

Red Bull Racing 10月7日（土）17:00-17:15 GPスクエア 

Scuderia Ferrari 決定次第ご案内いたします 決定次第ご案内いたします 

Sahara Force India F1 Team 10月7日（土）10:05-10:20 GPスクエア 

Williams Martini Racing 10月7日（土）10:30-10:45 GPスクエア 

McLaren Honda 

10月6日（金）12:20-12:40（ジェンソン・バトン）  

10月7日（土）16:10-16:30 

 （ジェンソン・バトン＆ストフェル・バンドーン） 

10月8日（日）11:30-11:50 

 （ジェンソン・バトン＆フェルナンド・アロンソ）   

GPスクエア 

Scuderia Toro Rosso 10月7日（土）18:00-18:15 グランドスタンド前(前夜祭） 

Haas F1 Team 10月7日（土）18:30-18:45 グランドスタンド前(前夜祭） 

Renault Sport F1 Team 10月8日（日）9:35-9:50 GPスクエア 

Sauber F1 Team 決定次第ご案内いたします 決定次第ご案内いたします 

 

※出演チーム・ドライバーは変更になる場合がございます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェイス・ケアリー＆ロス・ブラウントークショー 
フォーミュラ1会長兼CEOのチェイス・ケアリー氏、フォーミュラ1のモータースポーツ担当マネジングディレクターの

ロス・ブラウン氏による、新体制となったフォーミュラ1が目指す姿、将来についてのトークショーを開催します。 
※開催日時は決定次第ご案内いたします。 

 

 

 

※内容は予告なく変更となる場合がございます 

  

Ｆ１ドライバー出演イベント 

2016年のF1ドライバー出演イベントの様子 
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みんなでドライバーを迎えよう！チェッカーフラッグ無料配布！ 
みんなでチェッカーフラッグを振って決勝レースを戦い抜いたドライバーを祝福できる

よう、10月8日（日）決勝日当日、ご来場いただいた皆様にチェッカーフラッグを無料配布

いたします。 
 

■配布場所：各入場ゲート 
 

Ｆ１日本グランプリ 応援グッズクラフト選手権 
オリジナルの応援グッズで「応援グッズクラフト選手権」に参加いただいた皆様に、オ

リジナルステッカーをプレゼント。そして、優秀作品に選ばれた方にはドライバーが出演

するイベントへの参加権をプレゼントいたします。 

※募集は終了しました 
 

■参加賞配布場所： レーシングシアター前広場 

■配 布 時 間： 10月6日（金）10：00～18：00 

 10月7日（土） 8：30～18：00 

 10月8日（日） 8：30～18：00 

 

コチラレーシングのＦ１ピット 
レーシングシアター前広場で、フラッグ手作り教室、フェイスペインティング、F1マシン搭乗体験など、お子様やご家族

はもちろんのこと、F1ファンの皆様に楽しんでいただける参加型イベントを開催いたします。 
 

■場所： レーシングシアター前広場 

■日時： 10月6日（金）10：00～18：00 

 10月7日（土） 8：30～18：00 

 10月8日（日） 8：30～18：00 
 

＜戦い抜い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。 

■参加人数：先着700名 

■料 金：500円 ※予約券がなくなり次第終了いたします 
 

＜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＞ 
チェッカーフラッグやお気に入りのドライバーの名前を入れたフェイスペイントサービスを行います。 

■料金：中学生以下のお子さまは無料でご利用いただけます ※大人500円 
 

＜ドライバー気分を味わおう！F1マシン搭乗体験＆なりきりフォトスタジオ＞ 
本物のF1マシンのコックピットに座って、写真撮影をしていただけます。 

■対 象：中学生以下のお子さま 

■マシン：マクラーレン・ホンダ MP4-30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※内容は予告なく変更となる場合がございます  

ファン参加型イベント 

※写真はイメージです 

※写真はイメージです 

君だけのチェッカーフラッグ手作り

教室（イメージ） 

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（イメージ） 

ドライバー気分を味わおう！F1マ

シン搭乗体験＆なりきりフォトスタ

ジオ(イメージ） 
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【土曜日初開催！】 キッズピットウォーク 
 

お子さま連れの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、土曜日の

前夜祭前に開催いたします。翌日の決勝レースに向けて整備が行われるF1マシンを

間近でご覧いただけます。 
 

■日 時：10月7日（土）17:15～17:45（前夜祭前） 
※最終入場時間までの入退場は自由です。 

※混雑時は入場制限の可能性がございます。 

■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で、中学生以下のお子様が 

同伴の方 

 

 

Ｆ１日本グランプリ前夜祭 
 

F1ドライバー（スクーデリア トロ・ロッソ、ハースF1チーム）やスペシャルゲストによ

るトークショーなど、デイモン・ヒル氏を始め、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7日（土）に開催いたします。 
 

■日 時：10月7日（土）17:45～19:00（予定） 

■場 所：グランドスタンド前 

 

 

 

【初開催！】 Ｆ１ナイトピットウォーク＆ホームストレートウォーク 
 

決勝前夜に、緊張感ただようピットを間近で見ることができるナイトピットウォークを

初開催。F1ならではの装飾をされたピットを間近でご覧いただけます。また、ホーム

ストレート上には、Williams FW04、Williams FW08の2台を展示いたします。 
※規則によりピット内のマシンにはカバーが掛けられた状態となります 

※ドライバー、チームスタッフは原則として不在となります。ご了承ください 
 

■日 時：10月7日（土）19:00～20:00（前夜祭後） 
※最終入場時間までの入退場は自由です。 

※混雑時は入場制限の可能性がございます。 

■場 所：ピットロード・ホームストレート 

■参加資格：F1日本グランプリ観戦券をお持ちの方 

 

 
※内容は予告なく変更となる場合がございます 

 

 

 

 

  

土曜日、公式予選後イベント 

2016年のF1日本グランプリ前

夜祭の様子 

※写真はイメージです 

※写真はイメージです 
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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8日（日）12:30～（予定） 

■場所：国際レーシングコース 

 

 

陸上自衛隊所属ヘリコプターによる展示飛行 
 

陸上自衛隊明野駐屯地所属の「AH-64D（愛称：アパッチ・ロング

ボウ）」、「AH-1S（愛称：コブラ）」、及び他数機のヘリコプターによる

展示飛行を行います。 
 

■日時：10月8日（日）13:20～13:30 

■場所：国際レーシングコース上空 

■内容：陸上自衛隊明野駐屯地所属「AH-64D（愛称：アパッチ・

ロングボウ）」、「AH-1S（愛称：コブラ）」、及び他数機の

ヘリコプターによる展示飛行 

※10月2日(月)〜10月5日(木)の期間で「訓練飛行」を実施します。詳しい日時は決定次第、鈴鹿サーキットウェブサイトにてご

案内いたします。 

 

横山剣さんによる国歌独唱が決定 
 

車・バイク・モータースポーツに造詣が深く、レースにも参戦経験がある、歌手の横山剣さん

（クレイジーケンバンド）による国歌独唱が決まりました。 
 

■日時：10月8日（日）決勝レース前セレモニー中 

■場所：国際レーシングコース 

 

 

航空自衛隊機Ｆ１５Ｊの展示飛行が決定 
 

航空自衛隊小松基地第6航空団所属の「F-15J」4機による鈴鹿サーキット上空で

の展示飛行を行います。 
 

■日時：10月8日（日）13:45～13:55頃 

■場所：国際レーシングコース上空 

■内容：航空自衛隊小松基地第6航空団所属「F-15J」4機による展示飛行 
※天候、その他周辺の状況により、展示飛行は中止になる場合がございます 

※10月2日(月)〜10月5日(木)の期間で「訓練飛行」を実施します。詳しい日時は決定次第、

鈴鹿サーキットウェブサイトにてご案内いたします。 

 

 

 

 
※内容は予告なく変更となる場合がございます 

 

  

日曜日、決勝レース前イベント 

2016年のドライバーズパレー

ドの様子 

横山剣さん 

F-15J 

AH-64D（左）とAH-1S（右） 

※陸上自衛隊HPより引用 

※航空自衛隊ホームページより抜粋 

http://www.mod.go.jp/asdf/equipment/sentouki/F-15/
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Ｆ１日本グランプリ 月曜ファンミーティング 開催！ 

 

決勝レースが終わった翌日まで鈴鹿サーキットに滞在されるファンのみなさまのた

めに、10月9日（月・祝）には、「月曜ファンミーティング」を開催いたします。佐藤琢磨

選手、デイモン・ヒル氏をスペシャルゲストとしてお招きしたトークショーや、F1マシン

が走行したホームストレートを歩くことができる「ホームストレートウォーク」、決勝の

熱戦を映像で振り返るプレイバック放映などでお楽しみいただけます。 

 
 

※内容は予告なく変更となる場合がございます 

 

 

 

 

 

イベント関する詳細は 

鈴鹿サーキットウェブサイト（http://www.suzukacircuit.jp/f1/）をご覧ください。 

月曜日イベント 

2016 年 の ホ ー ム ス ト レ ー ト

ウォークの様子 


