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国内最高峰のフォーミュラカーレース、フォーミュラ・ニッポン。5月に開催された鈴鹿2&4レースでの開幕戦に続き、

第5戦が鈴鹿サーキットを舞台に9月3日(土)・4日(日)の日程で開催されます。ベテランドライバーと若手ドライバーの

対決。そしてF1ドライバーの実力を見せ参戦2戦目で初優勝、デビューイヤーチャンピオンの期待もかかる中嶋一貴

の活躍。さらにはシーズンも後半にさしかかり激しさを増すタイトル争いなど、フォーミュラ・ニッポン第5戦は見どころ

満載です。 

また今大会は、ポッカGTサマースペシャルおよびF1日本グランプリの観戦チケット（いずれも2011年のもの）をお

持ちの方を対象に、2,000円でご観戦いただける「特別優待特典」を実施いたします。SUPER GTファンの皆様もF1

ファンの皆様も、ぜひこの機会にフォーミュラ・ニッポンの高速バトルをご堪能ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中嶋一貴Ｆ１ドライバーの真髄を見せ、早くも第２戦で優勝！ 

奇跡を呼ぶ鈴鹿で再び優勝を狙う！！ 
 

これがF1ドライバーだ! と言わんばかりの走りだった。2008年、2009年とF1にフル参戦して活躍。

今季初めてフォーミュラ・ニッポンにチャレンジしてきた中嶋一貴(PETRONAS TEAM TOM'S)。

フォーミュラ・ニッポンはレベルが高く、キャリアの長い強豪選手がひしめく世界。日本人で初めて

F1フル参戦を果たした中嶋悟氏を父に持つサラブレッドとはいえ、苦戦は免れないと言われて

いた。だが一貴はその予想をあっさりと覆した。 

デビューレースとなった開幕戦鈴鹿で絶妙のピットストップを披露して、予選14位から3位表彰台を

獲得したのだ。これだけでもすごいが第2戦はさらに実力発揮。予選は13位と低迷したが、荒れた

コンディションの中、巧みなピット戦略を成功させると一気に加速。なんとデビュー2戦目で初優勝

を飾ったのだ。 

もはやその実力を疑う者はいない。今度は今シーズン

2度目の鈴鹿。これまで好結果を残してきたサーキットだ。

思い起こせば2004年、この年F3にステップアップした中嶋

一貴は鈴鹿開幕ラウンドで2連勝。奇跡とも言えるF3デビューを飾ったのだ。それは

今年の開幕戦鈴鹿表彰台も同じ。だからこそ2度目の鈴鹿ラウンドは誰もが大いに

期待する。世界が認めるテクニカルコース鈴鹿制覇は、全ドライバーが「自信になる」

と答えるほど。鈴鹿での好成績はタイトルへとつながっているのだ。今度は予選PP

（ポール・ポジション）から…。中嶋一貴、デビューイヤータイトルへ向けた華麗な走り

が見られそうだ。 

2011年6月30日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

９/３ SAT. ・ ４ SUN. 
予選 決勝 

２０１１ 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第５戦

2011年開幕戦スタートシーン 

中嶋一貴 

開幕戦鈴鹿で3位に入った 

中嶋一貴の走り 
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シーズン前の予想をくつがえし、若手が予選からトップ争いを展開。 

世代交代を告げるか！? ベテラン勢とのバトルに注目！！ 
 

今シーズンはこれまでと違う戦いが展開されている。それが

若手の躍進だ。開幕戦鈴鹿で予選初PPを獲得したのが、参戦

2年目の山本尚貴(TEAM無限)。第2戦ではキャリア3年目の

塚越広大(DOCOMO TEAM DANNDELION RACING)が自身初の

PP獲得。これに続いたのが同じく3年目の大嶋和也(Team 

LeMans)だった。 

開幕戦決勝はA・ロッテラー(PETRONAS TEAM TOM'S)が

優勝、小暮卓史(NAKAJIMA RACING)が2位に入ったものの、

中嶋一貴が優勝した第2戦は、大嶋2位、塚越3位と若手が表彰

台を独占する結果となった。 

シーズン前の予想は昨年のチャンピオンJP・デ・オリベイラ

(TEAM IMPUL)を筆頭に、小暮卓史、A・ロッテラーの争いと言われていたが、

その構図が大きく変わった。この戦いに中嶋一貴が加わり、若手の塚越広大、

大嶋和也、山本尚貴、さらにはキャリア4年目の伊沢拓也(DOCOMO TEAM 

DANNDELION RACING)も食い込んできそうだ。第5戦となる鈴鹿はシーズン

後半の天王山。タイトルに向けて絶対に落とせない1戦だ。世代交代を告げる

戦いとなるのか、ベテラン勢が意地を見せるのか!?いずれにせよ今シーズン

最も激しい戦いとなるのは間違いないだろう。 

 

 

 

ルーキーたちもいよいよ本領発揮。 

鈴鹿に強い中嶋大祐が再び奇跡の走りを見せてくれるかに注目！！ 
 

ルーキーたちも2度目の鈴鹿ラウンドを迎える。すでにマシンにも、決勝の戦いにも慣れた頃。

本来の実力を発揮してくれそうだ。今シーズンは全日本F3から国本雄資(Projectμ/cerumo・INGING)、

小林崇志(HP REAL RACING)、A・インペラトーリ(SGC by KCMG)がステップアップ。イギリスF3から

中嶋大祐(NAKAJIMA RACING)、イタリアF3からA・カルダレッリ(KONDO RACING)と、5人の実力派が

揃ったが、中でも注目したいのが一貴の弟である中嶋大祐だ。SRS-F(鈴鹿サーキットレーシング

スクール・フォーミュラ)でスカラシップを獲得した大祐にとって鈴鹿はホームコース。どこよりも速く

走る自信があるのだ。思い起こせばFCJ(フォーミュラチャレンジ・ジャパン)デビューとなった2007年の

鈴鹿開幕ラウンド第1戦で予選PPから優勝。兄一貴のF3と変わらぬ衝撃的なデビューを飾ったのだ。

開幕戦は11位に終わったが、今度は違うはず。一気に上位進出もありそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今シーズン大活躍の若手ドライバー。 

左から山本尚貴、塚越広大、大嶋和也 

A・ロッテラー 小暮卓史 JP・デ・オリ

ベイラ 

中嶋大祐 

開催概要 
■大会名称： 2011 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 

■併催レース： 2011年 アチーブメント全日本フォーミュラ3選手権 第12戦&第13戦 

2011年 フォーミュラチャレンジ・ジャパン 第8戦&第9戦 

2011 フォーミュラEnjoy 第5戦 

■主 催： 名古屋レーシングクラブ（NRC） ／ 鈴鹿モータースポーツクラブ（SMSC） ／ 株式会社モビリティランド

■公 認： 国際自動車連盟（FIA） ／ 一般社団法人 日本自動車連盟（JAF） 

■認 定： 日本レースプロモーション（JRP） ／ 日本フォーミュラスリー協会（ＮＦIIIＡ） 

■後 援： 観光庁 ／ 三重県 ／ 鈴鹿市 ／ 鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会 ／ 

鈴鹿商工会議所 ／ 東京中日スポーツ ／ 中日スポーツ ／ 中日新聞社 
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サポートレースも見どころ満載！ 

後半戦の天王山！タイトルの行方を決める重要な鈴鹿ラウンド。 

Ｆ３、ＦＣＪの精鋭たちがテクニカルコースを攻める！ 
 

同時開催されるF3（アチーブメント全日本フォーミュラ3選手権）、FCJ(フォーミュラ

チャレンジ・ジャパン)もフォーミュラ・ニッポン同様、後半戦の重要な戦いとなる。F3は全16戦

の第12戦、13戦。FCJは全14戦の第8戦、第9戦。まさにタイトル争いが絞り込まれ、その

行方が見える時だ。F3のメインCクラスは復帰組が速くて混戦模様。ここまで復帰の安田裕信

が2勝、関口雄飛が1勝を記録したが、若手の山内英輝が開幕戦で優勝、蒲生尚弥が第5戦

で初優勝しており、復帰組対若手の争い。 

FCJは第7戦が終了した時点で平峰一貴が3勝と、一歩抜き出た形だが、ライバルたちも

黙ってはいない。特に鈴鹿はどうしても落とせない戦いとなる。というのも10月のF1日本GPの

サポートレースとして第10戦、11戦が組み込まれており、今回はその前哨戦とも言えるもの。

各選手ともいつも以上に気合が入る。平峰の進撃を止めることができるか、ライバルたちの

走りに注目したい。 

また今回はフォーミュラEnjoyも開催される。気軽に参加できるよう配慮されたレギュレー

ションを備えたフォーミュラカーレースで、若手からベテランまで多彩なドライバーが参加し

ているこのレース。普段の鈴鹿クラブマンレースでの開催とは違い、多くのファンが見守

るフォーミュラ・ニッポンの会場での開催は、いつも以上に気合が入る、激しい戦いとなるだ

ろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3（※写真はイメージです） 

FCJ（※写真はイメージです） 

最新情報は 

鈴鹿サーキットホームページでチェック！ 

http://www.suzukacircuit.jp/ 
 

チケット情報をはじめ、見どころ、観戦情報、イベント情報、エントリーリストやタイムスケジュールなど、

フォーミュラ・ニッポン第5戦に関する情報が掲載される鈴鹿サーキットホームページをチェックしよう！ 
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観戦席はグランドスタンド（Ｖ２・Ｖ１）を含め、全席自由席！ 

前売観戦券はお求めやすい３，９００円！（大人・ゆうえんちモートピアパスポート付） 

さらに！ 「特別優待特典」で、ポッカＧＴサマースペシャルまたはＦ１日本グランプリの観戦券をお持ちの

お客様は、観戦券が２，０００円！! （事前申込みが必要） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■前売券 

観戦券（2日間有効）※9月2日（金）も入場可 

大人 中・高校生 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 入場のみ 

３，９００円 １，６００円 
 

グループチケット（2日間有効）※9月2日（金）も入場可 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 

2名 3名 4名 5名 

７，４００円 １０，５００円 １３，２００円 １５，６００円 
 

■当日券 

観戦券 

 大人 中・高校生 

9月3日（土）予選日 ゆうえんち入園料（１，６００円） 

9月4日（日）決勝日 ４，２００円 １，６００円 
 

※3歳～高校生以下の方の当日券はゆうえんち入園料となります。中高校生／1,600円・小学生／800円・3歳～未就学児／600円  

※大人観戦券にセットされているパスポート（レ－ス開催日いずれか1日有効）は「ゆうえんちのりもの乗り放題モートピアパスポート」と 

なります。 

７月３日（日）チケット発売開始！ 

特別優待特典 
2011年のポッカＧＴサマースペシャル観戦券またはF1日本グランプリ観戦券をお持ちのお客様は、フォーミュ

ラ・ニッポン第5戦 鈴鹿ラウンドの観戦料金がなんと、2,000円に！ぜひこの機会に日本が誇るフォーミュラ最

高峰のレースをご堪能ください。 

■対 象 ： 2011年のポッカＧＴサマースペシャル観戦券またはF1日本グランプリ観戦券をお持ちのお客様 

■料 金 ： 2,000円 

■申込み方法 ： 事前に鈴鹿サーキットホームページから特別優待特典の登録をお済ませください 
※特別優待特典の観戦券にはモートピアパスポートは付いておりません。 

※申込み受付完了画面を印刷のうえ、各観戦券（実券）とともに、メインゲート特設受付会場までお持ちください。 

「鈴鹿サーキット シーズンパス」をすでにお持ちのお客様は、パドックパス（当日引換え）を特別価格の4,000円

でご購入、またはピットウォーク(日曜日)に無料でご参加いただけます。（いずれか1点） 
※事前に鈴鹿サーキットホームページから特別優待特典の登録をお済ませください。 

観戦券 

[価格はすべて税込]
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■パドックパス（2日間有効・別途観戦券必要） 

 

 

パドックでドライバー、レースクイーンに間近で会えたり、ピット裏でのチームの作業を見たり、コースサイドにある激感

エリアで迫力あるレースを観戦できたり、思う存分にレースをお楽しみいただけます。 

パドックパス 
＜大人（中学生以上）＞ 

パドックパスJr 
＜子ども（3歳～小学生）＞ 

６，０００円 １，５００円 
 

※パドックパスのご購入には観戦券が別途必要です。  

※ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階）にはご入場いただけません。  

※前売りパドックパス完売の場合、当日パドックパスは販売いたしません。 

 

★ご入場エリア 
・パドック  ・ピットウォーク  ・激感エリア  ・ホスピタリティテラス（ピットビル3階） 

★特典 
鈴鹿サーキットロゴ入りストラップがセットになった特製プラスチックパドックパスを 

限定販売します。 

●パドックパスのカードフェイスは、公式ポスターをイメージしたデザイン。  

●鈴鹿サーキットオリジナルストラップ（非売品）つき。  

●パドックパスにはシリアルナンバーがついています。  

※前売りにてご購入の方には、必ず特製カード型パドックパスをお渡しします。 

※パドックパスJrは特製カード型パドックパスではありません。 

 

■ピットウォーク券 

レーシングマシンをもっと間近でみたい！マシンやドライバーを撮影したい！ お昼のインターバルに実施するピット

ウォークにぜひご参加ください。小学生以下のお子様は無料でご参加いただけます。 

 
ピットウォーク券 
別途観戦券必要 

大人（中学生以上） 子ども 

9月3日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

9月4日（日）決勝日 ２，０００円 
 

※ピットウォーク時に、脚立のお持込はご遠慮ください。 

 

■～プライベートな空間でレース観戦～ パノラマルーム ※別途観戦券が必要です 

パノラマルームはグランドスタンド最上段のプライベート空間。冷暖房完備の個室で、周囲を気にせずゆったりとご観戦

いただけます。サーキットビジョンを見ながらの観戦やコースを廻る観戦のベースキャンプにも、またお子様連れの

ご家族にもおすすめです。 

パノラマルーム（1室料金） 
4名様（プラスお子様2名様）まで利用可 

２５，０００円 
 

 

★ご観戦エリア パノラマルーム（グランドスタンド最上段のプライベート空間） 
 

★設備内容 ●モニター×1台（26インチ液晶）※レース映像のみ受像 

 ●テーブル×1台 ・イス×6脚  ●冷暖房完備 

 ●居室面積9.9㎡（全室禁煙）  
 

★特典 ピットウォーク券付き 

 

※写真はイメージです 

第2コーナー激感エリアの様子 

[価格はすべて税込]

オプションチケット 
※別途観戦券が必要です 

本イベントは、パドックパスでホスピタリティテラス（ピットビル３階）にご入場いただけます！！ 
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■ＶＩＰスイート・プレミアム＜大人・子ども（3歳以上）共通＞ （2日間有効） 

ゆったり観戦できる屋内と迫力を堪能できる屋根付き屋外スペースが用意されています。 

ＶＩＰスイート・プレミアム 
ゆうえんちモートピアパスポート付 

３２，０００円 
 

 

ご観戦エリア 

・VIPスイート（4階・5階） ※全席指定席 

・VIPテラス(3階) ※自由席 

・ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階） 

・ホスピタリティテラス（ピットビル3階） 
 

当日抽選で当たる！！サービスロードツアー体験（10名様 5名様×2回） 

コースから最も近いサービスロードから迫力ある走行をご覧いただけます！  
※詳細はパス発送同封物をご確認ください。 

 

国際レーシングコース バスクルージング開催！ 

国際レーシングコース バスクルージングに、VIPスイート・プレミアムご購入のお客様、皆様がご参加いただけます。 
 

グリッドウォークが体験できる！ 

フォーミュラ・ニッポン決勝レース時のグリッドウォークにVIPスイート・プレミアムをご購入のお客様全員がご参加い

ただけます。 
 

特典 
●スペシャルランチボックス 

（決勝日 9月4日（日）のみ） 

●フリードリンク(ソフトドリンク・ビール) 

●駐車券（専用駐車エリア） 

●大会公式プログラム 

●ピットウォーク（2日間対象）  

●パドック入場可（2日間対象） 

●ホスピタリティラウンジ入場可 

●ホスピタリティテラス入場可 

●VIPテラス入場可  

●激感エリア入場可 

●V席入場可 

●グリッドウォーク （9月4日（日）フォーミュラ・ニッポン第5戦）  

●バスクルージング 

●記念品  

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 

 

※特典の駐車券は駐車エリアにご入場いただく際、VIPスイートパスとあわせてご提示が必要になります。   

※3歳以上有料（飲料、食事など特典内容は大人同様となります。）  

※レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートはレース開催日（土・日）のいずれか1日有効となります。  

※駐車券は1名様～4名様までのお申込につき、1台分となります。尚、駐車エリアはVIPスイートになるべく近い場所をご用意してお

ります。ゆうえんち側駐車場とは異なりますので予めご了承ください。  

※ホスピタリティラウンジでのお食事対応はいたしておりません。  

※VIPスイート・プレミアムは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。  

※お申し込み後のキャンセルは一切できません。  

※VIPテラスの販売はいたしておりません。VIPテラスはVIPスイートのお客様のご利用エリアとなります。  

※VIPスイート（4階・5階）への飲食物のお持込みはご遠慮ください。 

[価格はすべて税込]

プレミアムエリア
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■ホスピタリティラウンジ（2日間有効／観戦券込） 

ピットレーンに張り出した屋外観戦席も楽しめる。快適で迫力に満ちた観戦をご提供いたします。 

ホスピタリティラウンジ  
ファミリーラウンジ 

（中学生以上） 

ファミリーラウンジＪｒ． 

（3歳～小学生以下） 

ゆうえんちモートピアパスポート付  ゆうえんちモートピアパスポート付 入場のみ 

２５，０００円  ２５，０００円 ８，０００円 
 

 

※ファミリーラウンジはご家族でご観戦のお客様皆様の共有ラウンジです。ご家族単位 

でのお部屋ではございません。なお大人のお客様だけでのご利用は出来ません。 
 

 

ご観戦エリア 

・ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階） 
 

当日抽選で当たる！！サービスロードツアー体験（10名様 5名様×2回） 

コースから最も近いサービスロードから迫力ある走行をご覧いただけます！  
※当選者の発表は、9月3日（土）ホスピタリティラウンジにて提示させていただきます。 

 

 

国際レーシングコース バスクルージング開催！ 

国際レーシングコース バスクルージングに、ホスピタリティラウンジ（ファミリーラウンジ含む）ご購入のお客様、皆様が

ご参加いただけます。 
 

 

★特典 
●スペシャルランチボックス（決勝日 9月4日（日）のみ） 

●フリードリンク(ソフトドリンク・ビール) 

●駐車券（専用駐車エリア）※Jrにはつきません 

●大会公式プログラム※Jrにはつきません 

●Jr.パスはコチラレーシングパスケース付 

●ホスピタリティテラス入場可（2日間対象） 

●パドック入場可（2日間対象）  

●ピットウォーク（2日間対象）  

●激感エリア入場可 

●V席入場可 

●バスクルージング 

●レースリザルトサービス（ブース内設置） 
 

Ｊｒ．パスは特典満載！ 

●ファミリーバックヤードツアー（サーキットの裏側を覗いてみよう） 
※ファミーラウンジご購入者のみの特典となります。 

※当日受付（お子さま全員がご参加いただけます） 
 

●9月3日（土）・4日（日）のどちらか1日分のモートピアパスをプレゼント！ 
※当日のラウンジ内受付カウンターにて受付をいたします。 
 

●記念品がもらえるよ！ 
コチラ、チララグッズをプレゼント！ 

 

※特典の駐車券は駐車エリアにご入場いただく際、ホスピタリティラウンジパスとあわせてご提示が必要になります。  

※ホスピタリティラウンジは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。  

※レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートはレース開催日（土・日）のいずれか1日有効となります。  

※お申し込み後のキャンセルは一切できません。  

※子ども料金には専用エリア駐車券、大会公式プログラムは付きません。  

※室内へ飲食物のお持ち込みは出来ませんので予めご了承ください。  

※屋外観戦席は各お部屋前が指定エリアとなります。ご自身のお部屋の前以外での屋外観戦は出来ません。  

※貸切でのご利用やイベント利用等でご利用いただけないエリアがある場合がございますので、予めご了承ください。 

 

[価格はすべて税込]
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チケットのお求めは 券種によってお取り扱いのない窓口もございます

■オンラインショッピングサイト（MOBILITY STATION） 

Ｐ Ｃ http://mls.mobilityland.co.jp 

モバイル http://mls.mobilityland.co.jp/mobile/ 

（鈴鹿サーキット オンラインショッピングサイト） 

7月3日（日）10：00～8月28日（日）24：00まで 

24時間販売 

■お電話による通信販売 ☎059-378-1100<通信販売専用電話> 

（鈴鹿サーキットモビリティステーション） 
7月3日（日）～8月28日（日）（10：00～16：00） 

■窓口での販売 

（鈴鹿サーキットモビリティステーション） 
7月3日（日）～9月3日（土）（10：00～17：00） 

■プレイガイド・コンビニエンスストア 
販売期間：7月3日（日）～9月3日（土） ※一部販売期間が異なる店舗がございます 

●ローソンチケット ●イープラス ●電子チケットぴあ ●ツインリンクもてぎチケットセンター 

●ローソン ●セブン-イレブン ●ファミリーマート ●サークルＫ・サンクス  

※コンビニには時間帯に制約があります。 ※販売店によって、一部取り扱いのない券種があります。 
 

※パドックパスは、ローソン・ローソンチケットのみでの取り扱いとなります。 
 

鈴鹿サーキット プロモーションパートナー  
 

 

チケットに関するお問い合わせ：鈴鹿サーキットモビリティステーション 059-378-1111（代） 

鈴 鹿 、もてぎのチケット・グッズが同 時 に買 えるオンラインショップ  

詳 しくは http://mls.mobi l i ty land.co. jp/にアクセス！ 


