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小林可夢偉応援席
２月２０日(日)先行発売開始のご案内

２０１１年２月１４日
株式会社モビリティランド 鈴鹿サーキット

小林可夢偉応援席 最新情報
小林可夢偉応援席、いよいよ２月２０日（日）先行発売開始！!
今年、大幅に拡充された小林可夢偉応援席の先行発売がいよいよ開始されます。
先行発売には「可夢偉」の新ロゴがデザインされた専用オリジナルパスの特典がつき
ます。また、先行特典以外にも同様に新ロゴがデザインされたキャップ、Tシャツといった
オリジナルグッズ4点が用意されています。可夢偉カラーに染まる２つの応援席は
鈴鹿サーキットでも最も熱く、盛り上がるシートになることでしょう。
ぜひ、この大応援団の一員として今年の日本グランプリにご参加ください。

小林可夢偉応援席先行発売

（価格はすべて税込）

■先行発売期間： 発売開始2月20日(日)10:00～ 発売終了3月6日(日)23:59
■料
金： Ｃ席＝大人37,000円／大・高校生26,000円／子ども6,000円
Ｉ席＝37,000円（3歳以上共通）
■先行発売窓口： 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＞
②ローソン／ローソンチケット（Lコード：50284）
■先行発売特典： 先行発売でご購入のお客様には、パドックパスや
関係者パスなどにも用いられているプラスチック
製の専用オリジナルパスをご用意いたします。
※先行発売で完売の場合は、3月27日（日）以降
の小林可夢偉応援席の発売はございません。
※3月27日(日)以降にご購入の場合には、専用
オリジナルパスは付きません。

先行発売特典 専用オリジナルパス
『可夢偉』ロゴ
２０１１年バージョンを初公開
F1ドライバーで唯一漢字を用いて世界中に強い
インパクトを与えた小林可夢偉選手のロゴが
2011年は新デザインにバージョンアップします。
そのデザインが今回のオリジナルグッズにも反映
され、F1テストや様々なプロモーションに先立ち、
本リリースでの紹介が世界初公開となります。

※デザインは変更になる場合がございます。
※専用オリジナルパスは、鈴鹿F1チケットサイトからお申込みのお客様へは4月末に発送いたします。
ローソン／ローソンチケットからお申込みのお客様は、現地にて引き換えとなります。
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小林可夢偉応援席特典、オリジナルグッズ決定！!
小林可夢偉応援席をご購入の特典として、オリジナルグッズをプレゼントいたします。

小林可夢偉応援席特典
オリジナルグッズ（4点セット）

※オリジナルグッズのデザインは変更になる場合がございます。
※グッズは現地にて引き換えとなります。
※キャップ、Tシャツのサイズはフリーサイズで、大人・子ども共通となります。
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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
小さなお子様連れのファミリーにご利用いただけるワンランク上の快適空間「ファミリースイート」を新設！!

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。駐車場も近く、ワンランク上の快適観戦環境をご提供いたします。

ファミリースイートを新設！
快適な観戦をお子様と一緒にお楽しみいただける「ファミリースイート」を
新設いたしました！ファミリー専用の観戦エリアには、専属スタッフによる
お子様のサポートやお子様向けのアメニティをご用意いたします。

■料

金：

（価格はすべて税込）

ファミリースイート
大人（中学生以上）
子ども（3歳～小学生）
３００，０００円
1００，０００円

VIPスイート・プレミアム
大人（中学生以上）
３００，０００円

※1名様料金。3日間／金・土・日有効
※18歳未満の方は保護者の同伴が必要です。
※ファミリーでのご利用につきましては、ご家族様専用ブース（VIPスイート内）のファミリースイートでの
ご観戦となります。

■発売開始日： 2011年3月27日（日）13:00～
※6月14日（火）～6月16日（木）は施設点検のため休業いたします。

■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＞
・鈴鹿サーキット レースチケットセンター
☎059-378-1100（受付時間10:00～16:00） ※3月27日(日)のみ13:00からの受付となります。
■特
典：スペシャルランチ（3日間）／フリードリンク／大会公式プログラム／ゲストトーク／
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）
※お子様のスペシャルランチは、お子様メニューをご用意いたしております。

～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。また、ランチタイムにはF1と共に世界各国を
巡る専属のシェフ達が腕をふるった料理の数々を、洗練されたサービス
スタッフが提供いたします。
■料
金：４５０，０００円（税込）
（1名様。8歳以上共通。3日間／金・土・日有効）
■発 売 期 間 ：2011年3月27日（日）13:00～8月31日(水)16:00まで

※写真はイメージです

※6月14日（火）～6月16日（木）は施設点検のため休業いたします。

■申込み方法：鈴鹿サーキット レースチケットセンター
☎059-378-1100（受付時間10:00～16:00） ※3月27日(日)のみ13:00からの受付となります。
■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／ゲストトーク／
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。

※近隣ホテルの宿泊手配についても承りますのでお気軽にお問い合わせください。
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車いす専用観戦エリアのご案内
車いす専用観戦エリア、３月２７日（日）申込み開始
2011年F1日本グランプリレースでは、車いすをご利用の皆様に快適にご観戦いただけるよう、車いす専用観戦エリアを
下記のとおりご用意いたします。観戦エリアはグランドスタンドV1席・V2席およびR席です。また、併せて鈴鹿サーキット メ
インゲート前の車いす専用駐車場も事前申込み受付をいたします。観戦エリア券・専用駐車場とも数量限定での販売の
ため、事前申込み及び抽選による販売とさせていただきます。

■３日間通し車いす観戦エリア券（レース観戦券含む）
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
80席

（価格はすべて税込）

大人

高校・大学生

62,000円

50,000円
76,000円(共通料金)
22,000円(共通料金)

子ども
（3歳～中学生）

9,000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。
※V1／V2席の介助同伴者は、弊社準備の簡易イスでのご観戦となります。
※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： 2011年3月27日（日）10:00 ～4月17日（日）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いす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： 鈴鹿サーキットF1ホームページ内の専用申込みフォームにてお申込み下さい。
※FAXでのお申込みをご希望の方は、下記SMSC事務局までお問い合わせください。

●抽 選 の 通 知： 上記申込み期間終了後、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
選結果にてあわせてご案内させていただきます。なお、抽選結果は4月下旬発送予定です。
●駐

車

場： チケットの申込み時に車いす専用駐車場もご予約いただけます。
※車いす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 SMSC事務局
TEL：059-378-3405（9:00～17:00） FAX：059-378-3625
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観戦チケット販売日程および販売窓口のご案内
先にご案内いたしました通り、2011年も引き続き券売初日の混雑を緩和するためにエリアごとに分けてチケット
発売を行います。また昨年早くに完売した小林可夢偉応援席は、2月20日(日)より先行発売いたします。

■販売日程

発売開始

○小林可夢偉応援席先行発売（Ｃ席・Ｉ席）
●東コースエリア

発売開始

●東コースエリア駐車券セット

発売終了

2月20日（日）10：00～ 3月6日（日）23:59
発売終了

3月27日（日）10：00～ 4月8日（金）17:00

●企画チケット※1

発売開始

○西コースを含む全てのエリア※2

4月10日（日）10：00～

※1 企画チケット：レディースシート、グループシート、オーバー60シート、カメラマンエリアチケット、アウトレットシート
※2 東コースエリアの観戦チケットは4月10日以降もご購入いただけます。（それぞれ完売次第、販売を終了いたします）

■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＞
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チケットサイトより観戦チケットをご購入いただくためには、MOBILITY STATIONへの会員登録が必要となり
ます。F1チケット販売前でも会員登録は可能ですので、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。

(2) コンビニエンスストア・プレイガイド
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。
ローソン

ローソンチケット

(3) お電話による通信販売 ＜ローソンチケット＞
●小林可夢偉応援席 ２月２０日(日)発売開始
2月20日(日)10:00～23:59 （初日限定）
自動音声電話予約
（Lコード不要）

2月20日(日)10:00～3月6日(日)23:59 （24時間受付）

☎0570-084-736
☎0570-084-005

●東コースエリア／レディースシート／カメラマンエリアチケット ３月２７日(日)発売開始
3月27日(日)10:00～16:00 （初日限定）
☎0570-084-647
オペレーター電話予約
3月27日(日)10:00～販売終了まで （受付時間10:00～20:00） ☎0570-000-732
3月27日(日)10:00～23:59 （初日限定）
☎0570-084-736
自動音声電話予約
（Lコード必要）
3月27日(日)10:00～販売終了まで （24時間受付）
☎0570-084-005
●西コースエリアを含む全てのチケット ４月１０日(日)発売開始
オペレーター電話予約
自動音声電話予約
（Lコード必要）

4月10日(日)10:00～16:00 （初日限定）
4月10日(日)10:00～販売終了まで （受付時間10:00～20:00）
4月10日(日)10:00～23:59 （初日限定）
4月10日(日)10:00～販売終了まで （24時間受付）

☎0570-084-647
☎0570-000-732
☎0570-084-736
☎0570-084-005

※各Lコードはローチケ.comをご確認ください。（http://l-tike.com/sports/f1/）

※(2)および(3)における下記のチケットの取り扱いはありません。
■駐車券セット、グループシート、オーバー60シート、アウトレットシート、VIPスイート・プレミアム（鈴鹿F1チケットサイトにてお買い求めください）
■フォーミュラワン パドッククラブTM （鈴鹿サーキットレースチケットセンター[☎059-378-1100]にてお買い求めください）

※E-2席はローソン／ローソンチケット限定発売となります。

本年度もフジテレビF1 TICKET SHOPPINGでの販売を予定しております。詳細は後日ご案内いたします。
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各種ご案内
お子さま連れでも安心！ 完全予約制の託児所開設！

「Ｆ１キッズルーム」のご案内
レースを安心してお楽しみいただけるよう、鈴鹿市で信頼、実績のあるあおい保
育園の協力で「F1キッズルーム」を開設いたします。場所は、グランドスタンドや
GPスクエアのすぐ近くに位置する交通教育センター内となります。
※写真はイメージです

●開 設 日 時 ： 10月7日(金)～９（日） 各日8:00～17:00
●開 設 場 所 ： 鈴鹿サーキット交通教育センター内
※交通教育センターへの入場は、ご利用日有効の観戦券が必要です
●対 象 年 齢 ： 生後10ヶ月～10歳まで（10ヶ月未満のお子様については要相談）
●ご 利 用 時 間： 3時間以上8時間まで
●託 児 料 金 ： 1時間一人1,000円(税込)（ご予約時間がお支払い対象時間になります）
●定
員： 70名
●予 約 開 始 日 ： 4月10日10:00～ （定員になり次第終了。受付時間10:00～17:00）
●申 込 み 先 ： あおい保育園 TEL：059-387-5220 FAX：059-386-9356
※FAXにてお申込みの場合は、事前に申込み用紙をご請求下さい。

●キャンセル料金：ご利用日前日の17:00まではご利用料金の50%、以降は100%とさせていただきます。
※10ヶ月未満のお子様については、ご相談ください。（1時間2,000円にてお預かりさせていただきます）

予選日夜、ゲートクローズのご案内
10月8日（土）予選日～10月9日（日）終夜営業は致しません
2011年F1日本GPでは、お客様の決勝日の観戦環境をより良いものとする為、予選日10月8日（土）22：00（予定）
～決勝日10月9日（日）6:00(予定)までは園内営業をクローズし、整備・清掃作業を致します。なお直営駐車場
に関しましては、引き続き10月7日（金）～10月9日（日）、（正面駐車場は10月10日（月・祝）まで）終夜オープン
しております。
今までのご利用を感謝致しますとともに、一旦場外にご退場いただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し
上げます。

〒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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