２０１０ ＦＩＡ Ｆ１世界選手権シリーズ第16戦

日本グランプリレース
最新情報 Ｖｏｌ．１

２０１０．５．７
株式会社モビリティランド

ＬＩＮＥ ＵＰ
■観戦チケット、５月１６日(日)一般発売開始
5月16日（日）F1モナコグランプリ決勝当日の10:00から、いよいよ一般発売が
開始されます。今年は券売初日の混雑緩和を目的に一般発売開始のタイミ
ングを2回に分けて実施いたします。

P.2-5

■企画シート・チケットの詳細決定
小林可夢偉特別応援席グッズ、レディースシート特典、カメラマンシート特典
＆イベント、金曜日当日券料金詳細、車いす観戦エリア詳細が決定いたしま
した。

P.6-8

■ＶＩＰスイート・プレミアム、
フォーミュラワン パドッククラブTMのご案内
「VIPスイート」および「VIPテラス」からご観戦いただける「VIPスイート・プレミアム」
および、「ピット上ラウンジ（ピットビル2階ホスピタリティラウンジ）」をご利用
いただける「フォーミュラワン パドッククラブTM」をご紹介いたします。

P.9

■モビリティランド × ローソン プロジェクトのご紹介
スプーンコーナー入口のL席に設けられた「ローソンシート」の特典が決定。
また月刊ローソンチケットやローソンPOSレジ画面での情報掲載が決まり
ました。

P.10

■国土交通省・観光庁 観光資源のＦ１を応援
観光立国日本を目指し、国土交通省・観光庁が、日本の観光資源である
F1日本グランプリを応援いたします。
今回、前原誠司国土交通大臣、溝畑宏観光庁長官からコメントが届きました。

P.11

■Ｆ１ウィーク最新イベント情報
決勝レース後の西コースウォーク、決勝レース前に行われるレジェンドF1
デモ走行など、F1ウィークに開催される魅力的なイベントが続々決定いたし
ました。

P.12-16

■予約駐車場のご案内
6月15日(火)より予約駐車場の第1次予約抽選受付を開始いたします。今回
は正面駐車場の第7、第10駐車場（第2次予約抽選受付）に加え、第4、第5
駐車場も予約駐車場として販売いたします。

P.17-18

■交通アクセスに関するご案内
円滑なご来場・ご帰宅を促進するために、鈴鹿Ｆ1活性化協議会が実施する
２つのキャンペーンをご案内いたします。

- 1/18-

P.18

観戦チケット、５月１６日(日)一般発売開始
5月16日（日）F1モナコグランプリ決勝当日の10:00から、いよいよ一般発売が開始されます。今年は券売初日
の混雑緩和を目的に一般発売開始のタイミングを2回に分けて実施いたします。

●東コースエリア（RED・BLUEゾーン）

5月16日（日）10：00発売開始

●西コースを含む全てのエリア

5月23日（日）10：00発売開始

東コースエリアの観戦チケットは5月23日以降もご購入いただけます。（完売次第、販売終了）
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ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ（オンラインショッピングサイト）事前登録のおすすめ
鈴鹿F1専用チケットサイトよりオンラインチケットをご購入いただくためには、MOBILITY STATION(オンライン
ショッピング）への会員登録（モビステーションID、パスワードの取得）が必要となります。F1チケット販売開始
以前からご登録を受付けておりますので、スムーズなご購入のために事前のご登録をおすすめいたします。

【ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮアクセス方法】
パソコンからは http://mls.mobilityland.co.jp/ 、携帯電話からは http://mls.mobilityland.co.jp/mobile/ へ
直接アクセスいただくか、鈴鹿サーキットホームページ（パソコン用・携帯電話用）の「オンラインショップ」のリ
ンクからお進みください。

販売窓口
(1)鈴鹿サーキット インターネット販売＜鈴鹿Ｆ１チケットサイト＞
z 東コースエリア（RED・BLUEゾーン）

５月１６日（日）１０：００発売開始

z 西コースを含む全てのエリア

５月２３日（日）１０：００発売開始

※東コースエリアの観戦チケットは5月23日以降もご購入いただけます。（完売次第、販売終了）

(2)コンビニエンスストア・プレイガイド
本年度のコンビニエンスストア・プレイガイドでの販売は、ローソン・ローソンチケットでの独占販売となります。
z 東コースエリア（RED・BLUEゾーン） ５月１６日（日）１１：００発売開始
z 西コースを含む全てのエリア
ローソン

５月２３日（日）１１：００発売開始

※東コースエリアの観戦チケットは5月23日以降もご購入いただけます。
（完売次第、販売終了）

z 東コースエリア（RED・BLUEゾーン） ５月１６日（日）１０：００発売開始
ローソン
チケット

z 西コースを含む全てのエリア

５月２３日（日）１０：００発売開始

※東コースエリアの観戦チケットは5月23日以降もご購入いただけます。
（完売次第、販売終了）

(3)電話予約 ＜ローソンチケット＞
z 東コースエリア（RED・BLUEゾーン）

５月１６日（日）１０：００発売開始

z 西コースを含む全てのエリア

５月２３日（日）１０：００発売開始

※東コースエリアの観戦チケットは5月23日以降もご購入いただけます。（完売次第、販売終了）
※受付電話番号などの詳細は鈴鹿サーキットホームページにてご案内いたします。

(4)フジテレビジョン
フジテレビ
F1 TICKET
SHOPPING

フジテレビオフィシャルサイト F1ページにて販売
http://www.fujitv.co.jp/f1gp/
z ５月１６日（日）１０：００発売開始

※詳細はフジテレビオフィシャルサイト F1ページ（http://www.fujitv.co.jp/f1gp/）にてご確認ください。
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[価格はすべて税込]

Ｆ１観戦チケット料金表

指定席有効日は、V席は10月8日（金）・9日（土）・10日（日）の3日間、その他の席は10月9日（土）・10日（日）の2日間
となります。なお10月8日（金）のフリー走行は、V席以外は自由席となります。

ゾーン

ロケーション

グランドスタンド
RED
メインストレートエンド
第１～第２コーナー
第２コーナー先
BLUE

Ｓ字コーナー～
逆バンク

ダンロップコーナー

GREEN

PURPLE

１３０Ｒ・立体交差

指
定
席

詳細

V1

下段
金・土・日

V2
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D

１階
２階
下段
上段
カメラマン
シート

E

G

土・日
2日間

I
J

-

西ストレート

GREEN

シケイン手前
シケイン
最終コーナー・シケイン側
最終コーナー・メインストレート側

1

130R側

２００Ｒ左

PURPLE

1～3
1～3
4～6
7～9
10～12
-

ゆったり
シート

ヘアピンコーナー

スプーンコーナー

3日間

エリア

-

M
N

入口
ローソンシート
中央
出口

O

-

L

RED

上段

立体交差
側
-

ORANGE

指定席
有効日

サーキット
ビジョン

３日通し観戦券

発
高校・
子ども
売
大学生 （3歳～中学生） 日

62,000円

有

無

2
4・5
1

有
無

2

有

1
2
3
4
-

大人

無
有

-

50,000円
9,000円
64,000円
68,000円
72,000円
76,000円
41,000円
47,000円
43,000円
57,000円
32,000円
37,000円
55,000円
（D-1席＋撮影エリア5ヶ所）
18,000円
14,000円
4,500円
37,000円
14,000円
11,000円
3,000円
35,000円
（1.5倍幅のシート）
11,000円
9,000円
14,000円
11,000円
3,000円
11,000円
9,000円
13,000円
10,000円
35,000円
11,000円

9,000円

3,000円

18,000円

14,000円

4,500円

11,000円

9,000円

3,000円

-

無

-

P

-

-

Q1
Q2
R
S

下段
上段
-

-

5
月
16
日

5
月
23
日

32,000円
有

29,000円
48,000円
44,000円
37,000円

5
月
16
日

※上記価格にはレースエリアへの入場料および指定席料金すべて含まれております。
※すべての指定席、すべての企画シートには数に限りがございます。ご了承ください。
※V1席・V2席を除くすべての指定席は土日のみ有効です。
※L席は「ローソンシート」として、ローソンおよびローソンチケットでの限定発売となります。
※F・H・K席は欠番です。またD-3エリアの一般発売はございません。
※R席は常設席のみとなります。
※高校・大学生観戦チケットは学生証の提示が必要です。
※カメラマンシート導入に伴い、金曜日の自由席エリア、カメラマンシート、カメラマンシート撮影エリアおよびエクストラビューを除
くすべての指定席で長さ20cmを超える撮影用レンズの使用は禁止となります。ご使用の方はカメラマンシート（D-1）をお買い求
めください。
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[価格はすべて税込]

アウトレットシート
指定席
料

Ｖ２

Ａ１

Ｂ２

Ｃ１

Ｄ

Ｑ１

Ｑ２

Ｒ

Ｓ

金 36,000円 20,000円 28,000円 16,000円 11,000円 14,000円 24,000円 22,000円 18,000円

レディースシート（Ｖ１-２席内）
グループ人数
料

1名

2名

3名

4名

5名

6名

金 50,000円 90,000円 120,000円 140,000円 165,000円 180,000円

7名以上
追加1名ごとに
プラス30,000円

小林可夢偉 特別応援席（Ｃ２席内）
37,000円

車いす専用観戦エリア
Ｖ１席

大人

高校・大学生

子ども（3歳～中学生）

62,000円

50,000円

9,000円

Ｖ２席
Ｒ席

72,000円
11,000円

9,000円

3,000円

ＶＩＰスイート・プレミアム
300,000円

フォーミュラワン パドッククラブTM
450,000円

金曜日当日券
大人

高校・大学生

中学生

子ども（小学生）

３歳～未就学児

4,000円

3,000円

1,600円

800円

600円
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企画シート・チケットの詳細決定
小林可夢偉 特別応援席 応援グッズ決定！
世界が認めた日本の力、小林可夢偉。特別応援席でひとつになろう！
BMWザウバーF1チームからF1に参戦している小林選手の特別応援席が登場します。
日本を代表する小林可夢偉選手のホームレースを一丸となって応援しよう！

【小林可夢偉 特別応援席】
■場所：C2席（第２コーナー先スタンド・上段）内に設置
■価格：37,000円(税込)

オリジナル応援グッズも充実！

Ｔシャツ

キャップ

フロント

バック

フロント

バック

※グッズのデザイン及びロゴは、一部変更になる場合がございます。

レディースシート、特典決定！
女性ファンのご要望にお応えして、グランドスタンドV1-2席内に女性専用のレディースシートご用意いたします
女性にうれしい観戦環境（売店・トイレが隣接）の他、オーガニック素材のUVカットストールなど嬉しい観戦グッズも
プレゼント。また、グループ購入することで最大、通常価格の半額以下となるお得な料金も設定いたしました。

グループ人数
料

金

1名
50,000円

2名

3名

4名

5名

6名

7名以上
追加1名ごとに

90,000円 120,000円 140,000円 165,000円 180,000円 プラス30,000円
[価格はすべて税込]

特典：レディースシートグッズ

※デザインは変更になる場合がございます
UVカットストール

UVカットストール

パスケース
エコバッグ

エコバッグ
クッションブランケット
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パスケース

Ｆ１フォトグラファー原富治雄氏［推奨企画］カメラマンシート

特典＆イベント決定！
大人
Ｄ－１席（カメラマンシート）

子ども

高校・大学生

（3歳～中学生）

55,000円(共通料金)

※カメラマンシート導入に伴い、金曜日の自由席エリア、カメラマンシート、カメラマンシート撮影エリア
およびエクストラビューを除くすべての指定席で長さ20cmを超える撮影用レンズの使用は禁止となり
ます。

[価格はすべて税込]

ポイント①： シートは広々の1.5倍！!
カメラ愛好家のお客様から大変ご要望の多かったカメラマンシートをD-1席に設けます。
撮影を考慮し、座席幅は従来の1.5倍に設定いたしました。

ポイント②： 専用エリアは全６ヶ所！!
C２・D・E・I・L・N席にカメラマン専用エリアを設置。ご自由に出入りして撮影いただけます。
※撮影エリアは一般観客席内の区切られた場所で、プロカメラマンの撮影エリアではございません。
※撮影ポイントのご提供を目的としており、専用エリア内での観戦はご遠慮ください。
※カメラマン専用エリアはお席の用意はございません。

ポイント③： もれなく専用ビブスをプレゼント！!
メディアと間違えるほどの臨場感たっぷりの専用ビブスをプレゼント！カメラマン
専用エリアへの入退場はこのビブスでチェックいたします。
※専用ビブスはイベント終了後お持ち帰りいただけます。
※このビブスはカメラマンシート専用エリアのみご入場できます。 コース内のメディアエリ
アはご入場いただけません。
※F1日本グランプリ開催期間中は各カメラマンシート専用エリアの入退場チェックはビブス
で行いますが、観戦ゲートの入退場はチケットにて行いますので予めご了承ください。
※専用ビブスのデザインは変更になる場合がございます。
専用ビブス

ポイント④： 無料預り所でラクラク！!

カメラマンシート専用カメラバッグ預かり所をD席裏オアシス内にご用意いたしました。
カメラマンシートチケットご購入者は無料でご利用いただけます。
※その他の手荷物預かり所は有料にてご利用いただけます。

さらに魅力のスペシャルイベントを開催！!

※協力：キヤノンマーケティングジャパン株式会社

Ｆ１プロカメラマン「原富治雄」氏がアドバイザーに！!
F1プロカメラマン原富治雄氏をアドバイザーに迎え、10月9日(土)の夕方（予定）
にワンポイント講座を実施！

超望遠レンズ実写体験コーナー設置！!
10月8日(金)～10日(日)の3日間、キヤノンマーケティングジャパン株式会社協力
によるレンズの試撮会を実施！

Ｆ１フォトコンテスト
11月7日（日）フォーミュラ・ニッポン最終戦（鈴鹿サーキット） にて発表のフォト
コンテストを企画中！

原富治雄氏

「Ｆ１グランプリ カメラマンミーティング ｉｎ ＳＵＺＵＫＡ」開催！!
10月8日(金)にカメラマンシート購入者優先のスペシャルなミーティング(有料。食事・フリードリンク付き)を
開催！プロカメラマン、国内若手ドライバーのトーク。予選・決勝に向けての撮影ワンポイントアドバイス。
※F1フォトコンテスト、F1グランプリ カメラマンミーティング in SUZUKAに関する詳細は、後日ホームページにて
ご案内いたします。
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[価格はすべて税込]

金曜日当日券、料金詳細決定！

金曜のフリー走行日をご観戦いただける当日観戦チケットを販売いたします。リーズナブルな価格でＦ１マシンの
走行を全ての席（V席を除く）からお楽しみいただけます。前回は大人料金のみのご案内でしたが、高校・大学生、
中学生、子ども(小学生)、3歳～未就学児の料金が決まりましたのでご案内いたします。

金曜日当日券

大人

高校・大学生

中学生

4,000円

3,000円

1,600円

子ども
（小学生）

800円

３歳～
未就学児
600円

車いす専用観戦エリア、５月２３日（日）申し込み開始！
車いすご利用の皆様に、快適にご観戦いただけるよう、グランドスタンドV1席・V2席および最終コーナーR席(予定)に
専用観戦エリアをご用意いたします。なお各エリアとも数量限定のため、申し込み多数の場合は抽選販売とさせて
いただきます。
また、合わせて鈴鹿サーキット正面ゲート前車いす専用駐車場もご用意させていただきます。こちらもお申し込み
多数の場合、抽選となる場合がございます。

席数
Ｖ１席（グランドスタンド下段）
Ｖ２席（グランドスタンド上段）
Ｒ席（最終ｺｰﾅｰｽﾀﾝﾄﾞ）

29席
18席
約100席

大人

高校・大学生

62,000円

50,000円
72,000円(共通料金)
11,000円
9,000円

子ども
（3歳～中学生）

9,000円
3,000円

※介助・ご同伴者（大人子供合わせて2名様まで）も同一料金となります。
※各エリアとも介助・ご同伴者は弊社準備の簡易イスでのご観戦となる場合があります。
※V2席エリアへは、専用エレベーターをご利用いただきます。
※V2席のみ屋根がありますが、雨等で濡れる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

●申 込 み 期 間： 2010年5月23日（日）10:00 ～6月30日（水）17:00 まで
●ご 対 象 者： ・身体障害者障害程度等級１級・２級・３級で下肢、体幹の不自由な方、
・不随意運動・失調などにより歩行に制限があり車椅子利用を必要とされる方
・介助、同伴の方については２名様迄とさせていただきます。
※後日、身体障害者手帳をお持ちの方はコピーをご提出いただきます。

●申 込 み 方 法： インターネットの当社ホームページの専用申込みフォームにてお申し込み下さい。
インターネットが利用できない場合に限り、FAXでの申し込みを受け付けます。
FAXの場合は、専用申込み用紙に必要事項をご記入頂き、下記までお送りください。
鈴鹿サーキットSMSC事務局 FAX：059-378-3625
※送信後は、SMSC事務局までお電話にて到着確認をお願いします。
※FAXでの申し込みは、9:00～17:00の間でお願いします。
※FAX専用申し込み用紙のご用命ならびにFAX到着確認につきましては
鈴鹿サーキットSMSC事務局＜TEL：059-378-3405（9:30～16:30）＞までお願いいたします。

●抽 選 の 通 知：上記申し込み期間終了後、希望者が定員を超えた場合は抽選を行い、抽選結果を郵送にて
ご案内させていただきます。チケット料金のお支払い方法、チケットの発送時期については、
抽選結果にてご案内させていただきます。
●駐

車

場：チケットの申し込み時に車椅子専用駐車場もご予約いただけます。
※車椅子席ご購入お一人様に対し駐車枠1台分までとなります。
※3日間通し10,000円（消費税込み）となります。

●お問い合わせ：〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992
株式会社モビリティランド 鈴鹿サーキット モータースポーツ部運営課 担当 舟橋
TEL：059-378-3405（9:30～16:30） FAX：059-378-3625
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ＶＩＰスイート・プレミアム、フォーミュラワン パドッククラブTMのご案内
グランドスタンド上部の室内観戦空間「VIPスイート」および屋外屋根付き観戦エリア「VIPテラス」からご観戦いただける
「VIPスイート・プレミアム」に加え、「ピット上ラウンジ（ピットビル2階ホスピタリティラウンジ）」をご利用いただける「フォー
ミュラワン パドッククラブTM」を一般販売いたします。

ＶＩＰスイート・プレミアム

～ファーストクラスでゆったりレース観戦～
グランドスタンド上部のガラス張りの室内観戦席VIPスイート(4階・5階。全席指定)およびVIPテラス(3階、屋外屋根付き
観戦エリア。座席指定なし)からご観戦いただけます。さらには特典も盛りだくさん。
ワンランク上の快適観戦環境をご提供いたします。
■料
金：３００，０００円（1名様。小学校5年生以上共通。3日間／金・土・日有効）
■発 売 開 始 日 ：2010年5月16日（日）
■お申込み方法：鈴鹿サーキット インターネット販売＜鈴鹿F1チケットサイト＞からお申込みください。
■特
典：スペシャルランチ（3日間、和食膳または洋食ミニコースが日別に選べます）／
フリードリンク／大会公式プログラム／ギフトグッズ／
木曜日特別ピットウォーク当選権利／専用駐車場（木～日の4日間）
※小学5年生未満のお子様はご利用いただけません。
※18歳未満の方は、保護者の同伴が必要です。

～感動の瞬間のすべてを、最高の場所で。
「フォーミュラワン パドッククラブTM」では、Ｆ１の醍醐味を存分に味わえる
「ピット上ラウンジ（ピットビル2階ホスピタリティラウンジ）」をご用意いたします。
メインストレートを疾走するマシンはもとより、緊迫のピットワークを間近に
ご覧いただけます。

■料

金：４５０，０００円
（1名様。8歳以上共通。3日間／金・土・日有効）
■発 売 期 間 ：2010年5月16日（日）13:00～8月31日(火)16:00まで

※写真はイメージです

※6月22日（火）～6月24日（木）は施設点検のため休業いたします。予めご了承ください。

■申し込み方法：鈴鹿サーキットレースチケットセンター
電話申し込み 059-378-1100 （受付10:00～16:00）
■特
典：ケータリングサービス／フリードリンク／大会公式プログラム／ギフトグッズ／
パドッククラブ限定ピットウォーク（金・土・日）／専用駐車場（シャトルサービス付き）
※8歳未満のお子様はご利用いただけません。
※18歳未満の方は、保護者の同伴が必要です。
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モビリティランド × ローソン プロジェクトのご紹介

モビリティランドが株式会社ローソンとプロモーションパートナーシップを締結

Ｌ席を「ローソンシート」としてローソンチケットで独占販売
コースとの距離が近く、よりレースの臨場感を味わえる「Ｌ席（＝スプーンコーナー入口）」を「ローソンシート」としてローソン
チケットで独占販売。なんと「ローソンシート」をお買い求めのお客様には、モビリティランドとローソンのコラボレーション
による「オリジナルマフラータオル」をプレゼントいたします。
※チケット1枚に付き「オリジナルマフラータオル」1点となります。
※「オリジナルマフラータオル」は会場にてお渡しとなります。
※詳細は「ローチケ.com（http://l-tike.com/）」にてご確認ください。

■ローソンシート（Ｌ席）
大人

高校・大学生

18,000円

14,000円

［価格はすべて税込］

子ども
（３歳～中学生）

4,500円

ローソンにて続々プロモーション展開中！
●「月刊ローソンチケット ENTA版（※全国のローソンにて配布）」にて、情報を掲載！
4月15日発行号では、表紙、および特集ページにて掲載中！
●5月1日～10日、11日～20日の期間、ローソン店頭
にてポスターを展開！
●ローソンポイントカード“Ponta”キャンペーン実施！
※キャンペーンの詳細は、毎月1日にローソン店舗で配布
される「月刊Ponta」または、「ローソンホームページ
（http://www.lawson.co.jp/）」にてご確認ください。
ローソン店頭ポスター

月刊ローソンチケット
ENTA版4月15日発行号

その他にも様々な「Ｆ１日本グランプリ」プロモーションが展開されます！！
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国土交通省・観光庁 観光資源のＦ１を応援
観光立国日本を目指し、国土交通省・観光庁が日本の観光資源であるF1日本グランプリを応援いたします。
F1日本グランプリ決勝レースには、前原誠司国土交通大臣が表彰式プレゼンターとして出席し、広く周辺観光の魅力
を内外にアピールする予定です。観光庁は今年度から「鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性化協議会」にオブザーバー
参加し、Ｆ１を核とする地域と連携したインバウンド拡大・地域活性化戦略を展開しています。

■国土交通大臣 前原誠司様 コメント
「将来にわたり持続可能な国づくりを進めるためには、我が国の人材・技術力・観光資源など
の優れたリソースを有効に活用することが重要であります。
このため、国土交通省では、地域経済の活性化、雇用機会の創出、国際相互理解の増進等
に資する観光立国の実現を我が国の２１世紀の国づくりの柱として、今後ますます強化して参り
ます。このような観点からも、世界有数のサーキットとして海外から高い評価を受け、世界中から
注目される鈴鹿サーキットで行われるF1日本グランプリは、我が国にとって大変貴重な観光資源
であり、鈴鹿F1協議会を中心に、地域が主体的に取り組む観光地づくりという点においても、観光
立国実現に向けたモデルケースとなるイベントと言えるでしょう。
私自身、この秋に開催されるF1日本グランプリに、プレゼンターとして赴く予定で、世界中から
集まった、10万を超える観客の皆様と共に、日本グランプリの価値と感動を分かち合えればと
思っております。」

■観光庁長官 溝畑宏様コメント
「日本は四季折々の豊かな自然・風土、美しい景観、多様な歴史・文化などを数多く有しており、
世界的にみて観光のポテンシャルは極めて高いと考えております。
鈴鹿サーキットは、世界でも3本の指に入ると言われる高い評価を受けており、ここで開催される
F1グランプリは、日本のブランド力を世界に発信できる魅力ある観光資源であります。また、今年
唯一の日本人F1ドライバーとして活躍する小林可夢偉選手も、我々の期待を一身に背負う日本代表
であることはもちろん、世界中の皆様に日本の魅力を伝えていただけるメッセンジャーとしてとても
貴重な存在です。
観光庁では、今後、観光立国、さらには観光大国の実現に向けて、日本国民１億２千万人・
オールジャパンで力をあわせて突き進んでいきたいと考えています。
そして日本代表である小林可夢偉選手には、母国グランプリで世界が驚く走りを披露いただき、
世界中に日本グランプリをアピールしていただきたいと思います。」

訪日観光に関する海外市場向け、新キャッチフレーズ＆ロゴについて
観光庁では、訪日観光を海外市場でＰＲする際などに使用するキャッチフレーズ･
ロゴをモデルチェンジしました。
この“Japan. Endless Discovery.”という新キャッチフレーズは、「尽きることのない
感動に出会える国、日本」という意味合いで、海外の方々に何度も日本にお越し頂き、
その都度、桜に代表される我が国の豊かな自然、あるいは歴史、伝統文化や現代の
文化、食、地域の人々の暮らしといった日本の多種多様な観光資源を是非深く知って頂きたいという気持ちを込めています。
これから各地で本格的に展開する訪日観光プロモーションのあらゆる場面において、日本観光の良さを訴えるシンボルと
して効果的に活用していくこととしています。

「スポーツ観光」の取組について
観光庁では、地域のハイレベルな「観るスポーツ」（プロリーグ等）や世代を超えて人気を集める「するスポーツ」（マラソンや
ウォーキング等）、地域をあげてスポーツイベントを誘致・支援する「支えるスポーツ」の３つを柱とするスポーツ資源を活用
し、周辺観光を促進するために「スポーツ観光」の取組を進めています。
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Ｆ１ウィーク最新イベント情報
Ｆ１日本グランプリウイークは、木曜日から月曜日まで
「鈴鹿らしい！」 「Ｆ１ならでは！」 「見て参加して楽しい！」
イベント盛りだくさん！!
2010年F1日本グランプリでは「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。先にご案内したイベントに加え、新たに決まり
ましたイベントを今回ご案内いたします。

トップドライバーが続々登場！!
「場内各イベント」
サポートレースとして開催されるFCJ（フォーミュラチャレンジ・ジャパン）参戦
ドライバーなど将来のF1を目指す国内若手ドライバー、そして第一線で活躍
するトップドライバー達が鈴鹿サーキットに来場。ゲストトークショーを始めと
した様々なイベントに登場します。

■日時：10月7日（木）～11日（月・祝）
■場所：GPスクエア イベントステージ他
※ゲストドライバーは決定次第順次ご案内いたします。

2009年に開催されたトークショーの様子

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～2009年鈴鹿のF1日本グランプリの映像を、GPスクエア イベント
ステージのビジョンで放映します。

■日時：10月7日（木）～10日（日）
■場所：GPスクエア イベントステージ
2009年の鈴鹿F1GPメモリアル上映会
の様子

Ｆ１日本グランプリウイークの情報満載！!
「ＦＭ三重（FM78.9MHz）公開放送」
盛り上がるF1日本グランプリ会場の様子を、鈴鹿サーキットより特別番組で
公開！ レディオキューブFM三重日本グランプリスペシャルとして、F1
ジャーナリスト、現役レーサーなど、沢山のゲストをお迎えし、臨場感溢れる
サテライトスタジオ会場より公開生放送いたします。三重県全域および東海
地区をカバーしているFM三重ですので、F1日本GPに向かう道中や帰り道
にもラジオでお楽しみいただけます。

■日時：10月8日（金）～11日（月・祝）
■場所：GPスクエア イベントステージ

2009年の公開放送の様子
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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。等身大の
ドライバーの横で2010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7日（木）～10日（日）
■場所：GPスクエア
2009年のドライバーフォトコーナーの
様子

墨で描かれた迫力のＦ１アートの世界
「墨のＦ１アート 垂井ひろし展」
昨年、大人気だった「垂井ひろしの墨のF1展」を、本年はさらにスケール
アップして開催いたします。作品展示に加え、垂井氏がその場で墨絵を描く
デモンストレーションやサイン会なども行います。

■日時：10月7日（木）～10日（日）
■場所：未定
2009年の墨のＦ１アート 垂井ひろし展
の様子

決勝レース後の国際レーシングコースを自分の足で歩こう！!
「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が決定！
戦いの興奮冷めやらぬ国際レーシングコースのアスファルトの熱気を、ご自身
の足で歩いて感じていただくことができます。

■日時：10月10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
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2009年の西コースウォークの様子

鈴鹿を走ったＦ１マシンが復活！!
「レジェンドＦ１デモ走行＆展示」
決勝当日の朝、鈴鹿を走ったことのあるF1マシンのデモ走行を実施いたします。
また、走行したマシンは翌11日（月・祝）に開催するファンミーティングの会場での展示も行います。

【走行】
■日時：10月10日（日）10:00～10:30(予定)
■場所：国際レーシングコース
【展示】
■日時：10月11日（月・祝）
■場所：未定

※写真はイメージです

※走行・展示マシンは後日ご案内いたします。

～お二人の夢をカタチに、心に残る夢のような一時を・・・～

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」
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となります。
この特別な日に10万人の観客にお二人の
幸せを祝ってもらいませんか。

■日
■場
■人
■特

時：10月8日（金）～10日（日） ※時間未定
所：国際レーシングコース
数：各日一組限定
典：2010年F1日本グランプリ観戦チケット
新郎新婦様、ご両家ご両親様へ計6枚プレゼント

※写真はイメージです

※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22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29日(日)
■条

※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。
件： ・2010年4月～2011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29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２９日（日）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・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。
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予選・決勝の模様をサーキットビジョンで再放映！!
「プレイバック上映」
予選・決勝レースの映像をサーキットビジョンにて放映いたします。

■日時： 10月9日（土）前夜祭終了後 【予選プレイバック】
10月9日（土）レース終了後 【決勝プレイバック】
10月11日（月・祝） 時間未定 【決勝プレイバック】
■場所：場内各サーキットビジョン
※写真はイメージです

決勝翌日の月曜日は、レジェンドＦ１展示・メインストレートウォークなど魅力的な
イベントが満載！!
「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11日(月・祝)には「ファンミーティング」を開催いたします。激戦の跡が残るパドックの一部へご案内する「パドック
ミステリーツアー」、熱い戦いが繰り広げられたコース上を歩く「メインストレートウォーク」、デモランマシンを展示する
「レジェンドF1展示」、さらには「決勝プレイバックトークショー」、「プレミアムオークション＆抽選会」など、盛りだくさん
のイベントで、決勝翌日もお楽しみいただけます。

■日時：10月11日（月・祝）

2009年の決勝翌日の様子。左から「トークショー」「パドックミステリーツアー（ポディウム）」「メインストレートウォーク」
「パドックミステリーツアー（メディアセンター）

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、鈴鹿サーキットから周辺交通情報、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8日（金）～10日（日）
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Ｆ１ウィーク イベント一覧
イベント

７日（木）

８日（金）

９日（土）

10日（日）

11日（月）

特別ピットウォーク＆サイン会
サポートレース
ゲストステージ
プレミアムオークション
サポーターズコンテスト
Ｆ１日本グランプリ前夜祭
遊園地もイベント盛りだくさん！
ファンミーティング
鈴鹿Ｆ１ＧＰメモリアル映像上映会
ＦＭ三重公開放送
Ｓｕｚｕｋａ Ｖｏｉｃｅ ＦＭ
プレイバック上映
西コースウォーク
ウエディングパレード
ドライバーフォトコーナー
墨のＦ１アート 垂井ひろし展

備考

※１

※１
※１
※１
※１
※１
※１
※１
※１
※１

※１ 今回最新情報をご案内したイベントです。

※イベントの内容は変更となる場合がございます。ご了承ください。

今回ご紹介した以外にも魅力的なイベントを計画しております。
詳細が決まりましたら鈴鹿サーキットホームページなどで随時ご案内いたします。
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予約駐車場のご案内
６月１５日（火）、ローソンチケットにて第１次予約抽選受付開始！
本年もお客さまに、安心して御来場いただくため、鈴鹿サーキット敷地内および周辺駐車場を、予約駐車場として抽選
販売いたします。正面駐車場は昨年の7番パーキング、10番パーキング（2次受付）に加え、5番パーキング、4番パーキ
ングも予約駐車場としてご用意いたします。また7番パーキングの料金見直しを行いお求めやすくなりました。さらに
ローソンチケットでのお取り扱いとなり、お買い求めが便利になりました。

■第1次予約抽選受付期間：6月15日（火）～6月30日（水）
■予約駐車場 第1次予約抽選受付販売エリア
販売エリア
サーキット正面(4番パーキング)
サーキット正面(5番パーキング)
サーキット正面(7番パーキングA)
サーキット正面(7番パーキングB)

■ご 利

用

期

収容
台数
390台
170台
590台
900台

路面状況
舗装
舗装
舗装
砂利敷

利用可能
日数
4日（金～月）
4日（金～月）
4日（金～月）
4日（金～月）

ご利用期間内の
駐車場管理料
10,000円
10,000円
10,000円
8,500円

推奨ＩＣ
・みえ川越
・四日市東
・大垣
・亀山
・関

間：10月8日(金)～10日(日)＋11日(月・祝)
※予約駐車場ご利用の方は10月7日(木)も利用いただけます。
当日現地にて追加料金1,000円をお支払いください。
※10月11日(月)のみご利用の場合、駐車料金1,000円が必要になります。

■お 申 込 み 方 法：ローソンチケットホームページ（http://l-tike.com/）より受付期間内にお申込みください。
※パソコン(WEB)、携帯電話(mobile)、どちらからでもご利用いただけます。
※当選発表時期のご案内に関しましては、抽選申し込み時にご確認ください。

■決

済

方

法：クレジットカード決済となります。

■お問い合わせ・詳細：［6月8日（火）以降］ローソンチケットホームページ（http://l-tike.com/）
TEL：0570-000-777
※駐車券送料（600円／1申込）およびシステム利用料（210円／1枚）が別途必要です。
※お申込みは、表の“販売エリア”での申込みとなります。お申し込み時には個別の駐車場位置の指定はできません。
※今回の第1次受付分は駐車位置、枠が指定となります。
※期間中、予約駐車場はご利用日数に関わらず同じ料金となります。
※車両の大きさは5m×2.5mまでとなります。
※10月8日(金)～10月10日(日)決勝レーススタートまでは出入り自由です。
※10月11日(月・祝)までご利用いただけますが、決勝レーススタート後に移動されると同じ場所にお停めいただけ
ない場合があります。
※駐車場内でのテントの設営、火気の使用はできません。
※お1人様1件のご購入でお願いいたします。
※転売・権利の譲渡を目的としたお申込みは固くお断りいたします。

第２次受付（正面駐車場１０番パーキング、南コース臨時駐車場、周辺駐車場など）
は、詳細を7月に発表、８月受付予定です。
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予約駐車場マップ
第1次受付予約駐車場 4番パーキング・5番パーキング・7番パーキング

鈴鹿Ｆ1活性化協議会より、交通アクセスに関するご案内
今年も鈴鹿Ｆ1日本グランプリ地域活性化協議会（鈴鹿F1活性化協議会）では、円滑なご来場・ご帰宅を促進するために
２つのキャンペーンを実施いたします。

①高速道路利用車両の出口ＩＣの分散化キャンペーン
鈴鹿ＩＣへの一極集中を解消し、周辺ＩＣへの分散化を図ることで、混雑緩和を目指します。

②公共交通機関利用促進キャンペーン
電車やバスなどの公共交通機関を利用することで、混雑緩和を目指します。
この２つのキャンペーンでは、専用のポスター・チラシを制作し、道の駅や高速道路ＳＡ／ＰＡ、各公共交通機関にて
掲出・配布してまいります。

〒510-0295
三重県鈴鹿市稲生町7992

TEL（059）378-1111

URL http://www.suzukacircuit.jp/
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