
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ１日本グランプリウィーク 

最新イベント情報 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１１年４月２５日 

株式会社モビリティランド 鈴鹿サーキット 

メディアインフォメーション Ｖｏｌ.３ 

２０１１  Ｆ ＩＡ  Ｆ１世界選手権シリーズ

日本グランプリレース
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Ｆ１日本グランプリウィークは、木曜日から月曜日までイベント盛りだくさん！! 

 

2011年F1日本グランプリは、「鈴鹿らしい！ F1ならでは！ 見て参加して楽しい！！」をキーワードに、木曜日

から月曜日までの5日間、存分にお楽しみ頂けるイベントを開催いたします。 

 

10月6日(木)、恒例の特別ピットウォーク＆ドライバーサイン会で幕を開け、7日(金)からはお祭り気分をさらに

盛り上げる「サポーターズコンテスト」を、8日(土)にはスペシャルゲストの登場が予定されている前夜祭を開催

いたします。さらには9日(日)のレジェンドF1デモ走行、10日(月・祝)のF1ファンミーティングなど、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、そしてF1観戦ベテランの方まで、サーキットに来られた皆様が

鈴鹿を満喫できるよう、盛りだくさんのイベントでお迎えいたします。また今年は、2012年に開場50周年を迎える

鈴鹿サーキットの歴史に触れるプレイベントも企画しております。 

 
 

【１０月６日（木）】 

「特別ピットウォーク＆サイン会＆スペシャル抽選会」 

今年の「特別ピットウォーク」は当日先着９，０００名様！ 

今年の「特別ピットウォーク」は、2011年F1日本グランプリ

観戦チケットをお持ちの方なら、先着で参加が可能となりま

した（※定員になり次第受付を終了させていただきます）。

さらに、特別ピットウォークに参加された方の中から抽選で

720名様が、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

その模様をご覧いただけるほか、シークレットプログラム

参加権利が当たる抽選会も開催いたします。 

 

 

■対象：2011年F1日本グランプリ観戦チケットをお持ちの方 

■定員：特別ピットウォーク 当日先着9,000名(3,000名/回×3回予定) 

 F1ドライバーサイン会 特別ピットウォーク参加者の中から抽選で720名 

■日時：2011年10月6日(木) 

メインゲートオープン 7:30 

ピットウォーク参加証配布時間 7:30～10:30 （予定数になり次第終了） 

特別ピットウォーク開催時間 ①9:00～9:45 ②9:45～10:30 ③10:30～11:15 

F1ドライバーサイン会 16:00～17:00 
※当日のスケジュールは予定です 

 

※当日「ＧＰエントランス」にて、本年の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証と引換えに、 

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証は9,000枚または10時30分にて配布を終了させていただきます。また、お一人様観戦チケット 

（または観戦パス）1枚に対して参加証1枚の発行となります。複数枚の交換は致しません。 

※サイン会はピットウォーク参加証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。 

※交通教育センター臨時ゲートは、フォーミュラワン パドッククラブTM、ＶＩＰスイート・プレミアム専用ゲートとなります。 

（オープン時間 9:00予定） 

※鈴鹿サーキット駐車場の時間、三重交通臨時バスの運行時間等は、9月にホームページにてお知らせ致します。 

Ｆ１日本グランプリウィーク イベント情報 

2010年の特別ピットウォークのひとこま 
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【１０月６日（木）】 
鈴鹿商工会議所青年部主催 

「ＢＯＸカートグランプリ」 

参戦者募集！Ｆ１ウィークの激戦は、このレースから始まる 

昨年、鈴鹿商工会議所青年部が始めたBOXカートグランプリ。 

各チームがしのぎをけずって製作した駆動力を持たないオリジナル

カートで鈴鹿サーキットのホームストレートを駆け下り、デザイン、

パフォーマンス、タイムを競うレースを行います。観客を楽しませてくれる

ユニークなBOXカートが、F1ウィーク初日の木曜日を盛り上げます。 

さらにこのイベントには一般参加も可能！募集要項などの詳細は後日、

鈴鹿商工会議所青年部ホームページ(http://www.suzuka-yeg.com/)に

て発表されます。（参戦者募集要項は6月上旬発表の予定） 
 

■日時：2011年10月6日(木) ※時間未定 

■場所：国際レーシングコース ホームストレート 

 

 

【１０月７日（金）～９日（日）】 

ここでしか聞けないトークが満載！ 

「Ｆ１日本グランプリスペシャルトークショー」 

GPスクエアの特設ステージではトークショーを開催いたします。フォー

ミュラ・ニッポン、SUPER GTなどに参戦している若手ドライバー、

ジャーナリスト、レースカメラマンらによる、会場でしか聞けない裏話や、

タイムリーな話題などをお楽しみください。 
 

■日時：10月７日（金）～9日（日） 

■場所：GPスクエア内、特設ステージ 

 

 

 

 

【１０月８日（土）】 

決勝レースを盛り上げる「Ｆ１日本グランプリ前夜祭」 

待ちに待った鈴鹿F1日本グランプリの決勝前夜に、グランドスタンド前

の特設ステージで前夜祭を開催。スペシャルゲストによるトークショー

を行います。 
 

■日時：10月8日（土） 

■場所：グランドスタンド前、特設ステージ 

 
※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。 

 

2010年に参加したBOXカートマシン 

過去の前夜祭の様子 

2010年のスペシャルトークショーの様子 
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【１０月９日（日）】 

鈴鹿を走ったＦ１マシンがこの日限定で復活！! 

「レジェンドＦ１デモ走行」 

決勝当日の朝、歴代のF1マシンによるデモ走行を実施いたします。 

 

■日時：10月9日（日）※時間未定 

■場所：国際レーシングコース 

 
※走行マシンは後日ご案内いたします。 

 

 

 

【１０月９日（日）】 

鈴鹿名物！「ドライバーズパレード」 

決勝レース前は、おなじみのドライバーズパレードで、お楽しみください！

本年もＦ１ドライバーがクラシックカーに乗りコースを１周します。 

 

■日時：10月9日（日）13:30～（予定） 

■場所：国際レーシングコース 

 

 

 

【１０月６日（木）～１０日（月・祝）】 

本年も「鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性化協議会」が中心となって、 

様々なイベントを開催予定。 
 

※詳しくは鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会のホームページ

(http://suzuka21.com/)をご覧ください。 

 

 

【１０月８日（土）～１０日（月・祝）】 

公式予選＆決勝終了後の模様をサーキットビジョンにて放映！ 

「プレイバック上映」 

公式予選・決勝レースの映像をセッション終了後にサーキットビジョン

にて放映いたします。さらに月曜日のファンミーティングでは上映と

あわせてトークショーも開催いたします。 

 

■日時： 10月8日（土）予選終了後 【予選プレイバック】 

   9日（日）レース終了後 【決勝プレイバック】 

  10日（月・祝）時間未定 【決勝プレイバック＆トークショー】 

■場所：場内各サーキットビジョン 

 

 

※写真はイメージです 

2010年のドライバーズパレードの様子 

※写真はイメージです 
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【１０月７日（金）～９日（日）】 

市内の交通・駐車場情報をＦＭでお届け！! 

「Ｓｕｚｕｋａ Ｖｏｉｃｅ ＦＭ（FM78.3MHz）」 

鈴鹿市内をカバーする「Suzuka Voice FM(FM78.3MHz)」では、周辺交通情報や駐車場情報など、地元放送局なら

ではの番組や情報をお届けいたします。 
 

■日時：10月7日（金）～9日（日） 

 

 

【１０月９日（日）】 

『Ｆ１日本グランプリを振り返って』を生放送！! 

「レディオ キューブＦＭ三重（FM78.9MHz）」 

「レディオ キューブFM三重(FM78.9MHz)」では、F1日本グランプリ決勝レース終了後に「F1日本グランプリを振り

返って」を生放送いたします。 
 

■日時：10月9日（日）（予定） 

 

 

【１０月１０日（月・祝）】 

今年は、月曜日イベントがますます充実！「ファンミーティング」 

今年の決勝レース翌日は祝日。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

「ファンミーティング」を開催いたします。 

■イベント内容一例（予定）： 

・F1日本グランプリ表彰式の限定ポストカードを先着5,000名の方に

プレゼント！「ウィナーズカードプレゼント」 

・決勝レースの熱い戦いを振り返る「決勝プレイバックトークショー」 

・最後の掘り出し物が見つかるかも！？「ゲストトーク＆プレミアム

オークション」 

※収益金は日本赤十字社を通じて東日本大震災復興支援に役立てて

いただくよう全て寄付させていただきます。 

※ウィナーズカードの配付は先着5,000名でGPスクエアエントランスで行い

ます。（F1日本グランプリ観戦券をお持ちの方を対象としております） 
 

■日時：10月10日（月・祝）9：30～ 

■場所：グランドスタンド前特設ステージ、 

国際レーシングコース、パドック 

 

 

2010年のプレミアムオークションの様子 

2010年のパドックの様子 

（2010年はパドックミステリーツアーを開催） 
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【１０月６日（木）～９日（日）】 

鈴鹿Ｆ１日本グランプリの歴史がよみがえる 

「鈴鹿Ｆ１ＧＰメモリアル映像上映会」 

1987年～2010年の鈴鹿F1日本グランプリのハイライト映像をGPスクエア特設ステージのビジョンで放映します。 
 

■日時：10月6日（木）～9日（日） ※時間未定 

■場所：GPスクエア 特設ステージ 

 

 

【１０月８日（土）・９日（日）】 

家族みんなで楽しめる！ 

鈴鹿サーキットの人気キャラクターコチラファミリーによるオリジナルショー 

「コチラＦ１キッズステージ」 

コチラファミリーによる、鈴鹿サーキットの50年をテーマにしたショーを開催。また鈴鹿サーキットに関するクイズ

なども交えながら、ステージをお楽しみいただけます。 
 

■日時：10月8日（土）・9日（日） ※時間未定 

■場所：GPスクエア 特設ステージ 

 

 

【１０月７日（金）～９日（日）】 

Ｆ１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！! 

「Ｆ１日本ＧＰウエディングパレード」 

お二人の夢をカタチに。心に残る思い出を。 

1年に一度だけ日本にやってくるF1日本グランプリ。大歓声の中、

F1マシンが走るこのコースはお二人だけのものとなります。 

お二人にとってこの幸せで特別な日を、大勢の観客の方に祝ってもら

いませんか。 
 

■日 時： 10月7日（金）～9日（日） ※時間未定 

■場 所： 国際レーシングコース 

■人 数： 各曜日一組限定 

■特 典： 2011年F1日本グランプリ観戦チケットをプレゼント（新郎新婦様、ご両家ご両親様へ計6枚） 
 ※チケットは全席指定席となりますが座席の指定はできかねます。 

■お申込み： 8月21日(日)までに、ブライダルサロンにてお申し込みください 

■抽 選 会： 8月28日(日) ※抽選会にご出席いただけない場合は抽選の対象となりません。あらかじめご了承ください。 

■条 件： ・2011年4月～2012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 

 ・8月28日(日)の抽選会にご出席いただけるカップル 

 ・鈴鹿サーキットホームページおよび宣伝素材、テレビ、専門誌等への露出をご承諾いただけるカップル 
 

※パレードする日程は、8月28日（日）の抽選にて決まります。 

※衣装・美容着付けなど必要な費用はご負担いただきます。 

※衣装はご新郎様タキシード、ご新婦様ウェ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周走行していただけます。 

※パレード車両は鈴鹿サーキット所有のNSXです。 

2010年のウエディングパレードの様子 
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【１０月７日（金）～１０日（月・祝）】 

Ｆ１チームやゲストのサイングッズ等も多数出品予定！ 

「プレミアムオークション」 

昨年は、フェラーリのサイン入りキャップや小林可夢偉選手のサイン

入りレーシングシューズなど、ここでしか手に入らない貴重なお宝が

登場しました。今年も多くのお宝が期待できるかもしれません。 
 

■日時：10月7日（金）～10日（月・祝） 

■場所：GPスクエア 特設ステージ 

※10日（月・祝）のみグランドスタンド 

※収益金は日本赤十字社を通じて東日本大震災復興支援に役立てていただく

よう全て寄付させていただきます。 

 

 

【１０月７日（金）～９日（日）】 

優勝者はパドッククラブを体験できる！ 

大好評の「サポーターズコンテスト」 

ここ数年のF1では、参加者も急上昇中の大好評イベント「サポーターズ

コンテスト」を今年も開催いたします。オリジナルコスチュームや応援

メッセージ披露などのパフォーマンスをしていただき、そのサポーター

の中で優勝を決めるイベントです。優勝者へは豪華特典パドッククラブ

ツアーへご招待いたします。 
 

■日時：10月7日（金）～9日（日） 

■場所：GPスクエア 特設ステージ 
※10月7日（金）・8日（土）に開催する予選を通過した方々で、9日（日）に決勝戦を行います。 

 

【１０月６日（木）～９日（日）】 

等身大のＦ１ドライバー写真パネルと一緒に記念写真を撮ろう！! 

「ドライバーフォトコーナー」 

今年もGPスクエアにF1ドライバー等身大フォトパネルが登場します。

日本グランプリを走る24名の等身大ドライバーパネルの横で2011年F1

日本グランプリ観戦の記念写真を撮ろう！なお、フォトパネルは月曜日

のプレミアムオークションへの出品を予定しています。 
 

■日時：10月6日（木）～9日（日） 

■場所：GPスクエア 
 

 

2010年のプレミアムオークションの様子 

2010年のサポーターズコンテストの様子 

2010年のドライバーズフォトコーナーの様子 
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【１０月９日（日）】 

決勝レースに向けた熱い想いをひとつにする 

鈴鹿高等学校書道部による 

「一筆入魂！書道パフォーマンス」 

決勝レース前の高まる気持ちをひと筆の想いにかえて、地元鈴鹿高等

学校書道部による書道パフォーマンスを行います。 
 

■日時：10月9日（日） 9:00～9:30（予定） 

■場所：グランドスタンド 

 

 

【１０月９日（日）】 

決勝レース後の国際レーシングコースの熱気を自分の足で感じよう！ 

「西コースウォーク」 

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を行います。戦いの興奮冷めやらぬ国際

レーシングコースを歩き、激闘の余韻の残るアスファルトの熱を感じて

いただくことができます。 
 

■日時：10月9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 

 

 

【１０月７日（金）～９日（日）】 

手に汗握る接戦バトルのサポートレースを見逃すな！ 

「ポルシェ カレラカップ ジャパン」と 

「フォーミュラチャレンジ・ジャパン」を開催！ 

世界最速のワンメークレースと称される「ポルシェ カレラカップ 

ジャパン」が昨年に引き続き2011年もF1日本グランプリのサポート

レースとして登場いたします。 

また、2010年新たにサポートレースとして加わった、ジュニア・フォー

ミュラカーレース「FCJ（フォーミュラチャレンジ・ジャパン）」もあわせて

開催！ 

FCJは、トヨタ、ニッサン、Hondaの協力で、「世界で活躍する有能な

若手ドライバーの発掘と育成」および「日本のモータースポーツの裾野

を広げ将来を支える人材の育成」を理念に2006年にスタート。 

今年のサポートレースから、未来のF1ドライバーが誕生するかも！？ 

※スケジュール・詳細は後日ご案内いたします。 

 

 

 

2010年の西コースウォークの様子 

2010年のポルシェ カレラカップ ジャパン 

走行風景 

2010年のFCJ走行風景 

※写真はイメージです 
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Ｆ１日本グランプリウィーク イベント一覧 
イベント 6日（木） 7日（金） 8日（土） 9日（日） 10日（月・祝）

特別ピットウォーク＆サイン会      

F1ドライバーフォトコーナー      

BOX KARTグランプリ      

ゲストステージ      

サポーターコンテスト      

プレミアムオークション      

FM特別放送      

コチラF1キッズステージ      

F1日本グランプリ前夜祭      

公式予選＆決勝プレイバック上映      

書道パフォーマンス      

ドライバーズパレード      

西コースウォーク      

レジェンドF1デモ走行      

鈴鹿F1GPメモリアル映像上映会      

F1ファンミーティング      

ウエディングパレード      

サポートレース      

鈴鹿F1日本グランプリ 

地域活性化協議会イベント 
     

※イベントの内容、スケジュールは暫定です。中止、変更する場合もございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〒510-0295 

三重県鈴鹿市稲生町7992   TEL（059）378-1111   URL http://www.suzukacircuit.jp/ 

２０１１ Ｆ１日本グランプリ観戦チケット、好評発売中！ 
 

指定席区分およびチケット料金の見直し、子ども席の増設、グループシートやオーバー60シートなど新たな

企画席の新設など、お客様にはご希望の「エリア」を、さらに多くの選択肢の中からお選びいただけるように

なった2011年 F1日本グランプリ観戦チケットは好評発売中です。 

 

※ご好評につき完売につき取扱終了とさせていただいた席がございます。ご購入いただける席は各販売

チャンネルでご確認ください。 

※価格、販売チャンネルなどの詳細は鈴鹿サーキットホームページ(http://www.suzukacircuit.jp/)でご確認

ください。 


