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２０１２ ＦＩＡ Ｆ１世界選手権シリーズ第１５戦 日本グランプリレース 

メディアインフォメーション Ｖｏｌ.６ 
 

 

 

 

 

 
 

鈴鹿サーキット開場５０周年のＦ１日本グランプリは、ファミリーで楽しめる！! 
 

鈴鹿サーキット開場50周年を迎えた記念の年に開催される、2012年F1日本グランプリでは「子どもから大人

まで全ての人に最高の思い出を！！」をキーワードに、例年以上に参加・体験できるコンテンツを充実し木曜日

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。 

東コースウォークも体験できる特別ピットウォーク＆ドライバーサイン会を皮切りに、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」の開催、鈴鹿サーキット開場50周年のアニバーサリーイヤーに相応しいスペシャル

ゲストの登場が予定されているステージイベントなどなど、初めてF1観戦されるお客様から、お子さま、ファミリー、

女性、そしてF1観戦ベテランの方まで、サーキットにお見えになった皆様が鈴鹿を満喫できるように盛りだくさん

のイベントプログラムでお迎えいたします。 

 

 

 

MENU 
■東コースウォーク&特別ピットウォーク・サイン会 P.2 

■お子さま券限定！限定ノベルティグッズプレゼント！! P.3 

■F1 KIDSスタンプラリー P.3 

■F1日本グランプリ スペシャルステージ P.4 

■鈴鹿サーキット開場50周年記念 F1マシン展示&デモ走行 P.5 

■F1日本グランプリ前夜祭 P.5 

■ドライバーズパレード P.5 

■Weddingパレード P.6 

■西コースウォーク P.6 

■「カムカム可夢偉」スペシャルファンミーティング P.7 

■「鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性化協議会」イベント P.7 

■チケット情報 P.8 

 

Ｆ１ウィーク イベント情報 

2012年7月10日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット
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東コース解放！全ドライバー参加サイン会！パドックパスが当たる抽選会！ 
 

今年の「特別ピットウォーク」は、F1日本グランプリ観戦チケットをお持ちの

方なら、どなたでも参加が可能です。しかも今年は開場50周年を迎える鈴鹿

サーキットの魅力を体感していただけるように、東コースを開放。F1ドライバー

達の激闘が繰り広げられる国際レーシングコースを、ご自分の身体で体験して

いただけます。また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

に、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サイン会の模様をご覧いた

だけます。 

さらに、鈴鹿サーキット開場50周年を記念して、「パドックパス」や「VIP用ピット

ウォーク」への参加権利が当たる抽選も開催。今年も木曜日からF1日本グラン

プリを是非お楽しみください。 

 

 

■対 象：2012年F1日本グランプリ観戦チケットをお持ちの方 
※金曜日券（前売）をお持ちの方も参加いただけます 

■日 程：10月4日（木） 

■ゲートオープン：メインゲート8:00 
※当日の並び列、混雑の状況によりオープン時間を早める場合もございます。 

■特別ピットウォーク参加PASS配布時間 ： 9:00～11:15 

■特 別 ピットウォーク開 催 時 間 ： 9:00～11:30 最終入場11:15 ※最終入場時間までの入退場は自由 
※特別ピットウォーク混雑時は入場を制限させていただく場合がございます。 

あらかじめご了承ください。 

■東 コ ー ス ウ ォ ー ク 開 催 時 間 ： 9:00～12:30 最終入場11:30 ※最終入場時間までの入退場は自由 

■Ｆ１ドライバーサイン会時間 ： 16:00～17:00 

 

 

お子さま連れでも大丈夫！「ジュニア＆ファミリーピットウォーク」開催！！ 
 

特別ピットウォーク終了後、お子さま連れでご来場いただいた方を対象に「ジュニア&ファミリーピットウォーク」を

開催いたします。お子さまと一緒に、迫力満点のF1のピットを間近でお楽しみいただけます。 
 

※特別ピットウォークにもお子さまと一緒にご参加いただけますが、混雑が予想されますので、お子さま連れの方はジュニア＆

ファミリーピットウォークの時間帯での見学をお勧めいたします。 

※ジュニア＆ファミリーピットウォークには大人の方のみではご参加いただけません。 

 

■対 象：2012年F1日本グランプリ観戦チケットをお持ちの方で中学生までのお子さま連れのご家族 
 ※3歳以上のお子さまからF1観戦チケットが必要です 

■日 時：10月４日（木） 

■開催時間：11:30～12:30 最終入場12:15 ※最終入場時間までの入退場は自由 

 
※当日「GPエントランス」にて、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PASS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PASS（限定ポストカード）は、お一人様につき観戦チケット1枚に対してピットウォーク参加PASS 1枚の発行と

なります。複数枚の交換は致しません。 

※サイン会やプレミアムプログラム参加権は、参加PASS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。 

※鈴鹿サーキット駐車場の開門時間、三重交通臨時バスの運行時間等は、8月末に当ホームページにてお知らせいたします。 

【１０月４日（木）】 

東コースウォーク＆特別ピットウォーク・サイン会 

2011年のピットウォークの様子 

2011年のサイン会の様子 
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子どもチケット購入者全員に、Ｆ１キッズロゴの入った限定ノベルティグッズをプレゼント！! 
 

開場50周年を迎える鈴鹿サーキットとFOM（フォーミュラ・ワン・マネージメント社）

がコラボレーションして誕生した「F1キッズ」のロゴがデザインされたF1日本

グランプリ限定ノベルティグッズ（限定非売品）を、来場されたお子さま（子ども

チケット購入者）全員にプレゼントいたします。鈴鹿サーキットでしか手に入らない

貴重な逸品です。ぜひ、お子さまと一緒にF1日本グランプリをお楽しみください。 

 

■対 象：2012年F1日本グランプリ子ども観戦券ご購入者 
※3日通し観戦券ご購入者に限ります。 

■日 程：10月4日（木）～10月７日（日） 

■時 間：10：00～ モートピア営業時間中（予定） 

■配布場所：レーシングシアター前 特設テント 
※グッズ内容は決定次第ホームページにてご案内いたします。 

※ノベルティグッズの郵送、後日引き換えはいたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

ヒントをもとにチェックポイントを廻って、Ｆ１日本グランプリ限定グッズをゲットしよう！! 
 

レーシングシアター前特設テントにて、F1日本グランプリ子ども観戦券を

お持ちの方に、『スタンプラリーカード』を配布いたします。スタンプラリーカード

に、モートピア園内各所に設けられたスタンプを押してレーシングシアター前に

持ってきた方には、F1 Kids SUZUKAグッズをプレゼント。 

 

■対象：2012年F1日本グランプリ子ども観戦券ご購入者 
※3日通し観戦券ご購入者に限ります。 

■日程：10月4日（木）～10月8日（月・祝） 

■時間：10：00～ モートピア営業時間中（予定） 

■スタンプラリーカード配布場所：レーシングシアター前 特設テント 
※グッズ内容は決定次第ホームページにてご案内いたします。 

※F1 KIDSスタンプラリーの参加は、1回限りとさせていただきます。 

 

【１０月４日（木）～７日（日）】 

お子さま券限定！限定ノベルティグッズプレゼント！! 

【１０月４日（木）～８日（月・祝）】 

Ｆ１ ＫＩＤＳスタンプラリー 

スタンプラリーカード イメージ 

F1 KIDS SUZUKAロゴ 
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グランドスタンド手前のイベント広場「GPスクエア」に設置される「F1日本グランプリ スペシャルステージ」では、

期間中イベントが盛りだくさん。レース観戦と併せて、ステージイベントも是非お楽しみください。 

 

■日程：10月4日（木）～10月7日（日） ※各イベントの開催日時は後日ご案内いたします。 

■場所：GPスクエア内 F1日本グランプリ スペシャルステージ 

 

 

鈴鹿サーキット開場５０周年記念 Ｆ１スペシャルトークショー 
今年開場50周年を迎える記念イベントとして、F1に関わる方々が続々と

登場するステージを開催。鈴鹿サーキット50年の振りかえりと、未来に

向かっての夢を語っていただきます。 
※トークショーのゲストは決定次第ホームページでご案内いたします。 

 

 

コチラＦ１キッズステージ 
コチラレーシングのメンバーによる、レースを題材にしたオリジナルストーリー

を開発。クイズなどの要素も交えながら展開し、ファミリーやお子さま向け

ステージとしてお楽しみいただけます。 

 

 

Ｆ１サポーターズコンテスト 
パドッククラブのチケットを目指して、毎年盛り上がる「F1サポーターズ

コンテスト」を今年も開催いたします。今年は会場のお客様もゲスト審査員

とともに審査をしていただきます。コスプレに限らず、アツい応援メッセージ

を発表したり、友達同士やご家族でのエントリーも可能です。 

 

 

プレミアムオークション 
これまで様々なお宝アイテムが登場した「プレミアムオークション」を今年

も開催いたします。このオークションでの収益金は、日本赤十字社を通じて

東日本大震災復旧支援に役立てていただくよう、全額寄付させていただき

ます。 

 

 

その他にも、イベント盛りだくさん！！ 
鈴鹿サーキットの歴史を創り上げてきた歴代のF1マシンが登場する

「F1メモリアル映像」の上映や、F1日本グランプリ限定グッズなどを紹介する

「鈴鹿サーキットPRタイム」などのステージイベント、そしてレーシングコース

で行われる様々なアトラクションの生放送も行います。 

 

 

【１０月４日（木）～７日（日）】 

Ｆ１日本グランプリ スペシャルステージ 

2011年のトークショーの様子 

2011年のキッズステージの様子 

2011年のサポーターズコンテストの様子

2011年のプレミアムオークションの様子
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鈴鹿を駆け抜けたＦ１マシン展 
第1期のHonda F1マシンをはじめ、国内に現存するマシンを一堂に展示し、

F1ファンに日本グランプリの歴史を感じていただきます。 

■日程：10月5日（金）～10月7日（日） 

■場所：GPスクエア 
※展示マシンの内容は決定次第ホームページでご案内いたします。 

 

Ｆ１マシンデモ走行 
決勝当日、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。 

■日時：10月7日（日） ※時間未定 

■場所：国際レーシングコース 
※走行マシンは決定次第ホームページでご案内いたします。 

 
 

 

 

 

予選が終わっても土曜日は終わらない。「Ｆ１日本グランプリ前夜祭」を開催！ 
 

F1ファンの高揚感が最も昂る決勝前夜、全来場客に向けて「F1日本グラン

プリ前夜祭」を開催いたします。メインゲストとして小林可夢偉選手をお招きし、

意気込みなどを伺いながら決勝前夜を盛り上げます。Honda第1期のF1マシン

サウンド披露や鈴鹿高校書道部による「書道パフォーマンス」、トークショーや

予選プレイバック放映など、決勝レースを待ちきれなくなる興奮のイベントの

模様はサーキット内の大型ビジョンにて放映。ビジョンが見られる場所ならどこ

からでもお楽しみいただけます。 
 

■日時：10月6日（土） 18:00～19:30（予定） 

■場所：グランドスタンド前 特設ステージ 

■内容：書道パフォーマンス、ドライバートークショー、ジャーナリストトークショーなど（予定） 
 

※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。 

 
 

 

 

 

F1日本グランプリ決勝レース前に行われるドライバーズパレードでは、F1

ドライバーが世界の名車に同乗し、鈴鹿サーキット国際レーシングコースを

パレードいたします。 
 

■日時：10月7日（日） ※時間未定 

■場所：国際レーシングコース 
※クラシックカー参加協力：フィオレンティーナ470クラブ 

【１０月５日（金）～７日（日）】 

鈴鹿サーキット開場５０周年記念 鈴鹿を駆け抜けたＦ１マシン展＆Ｆ１デモ走行

【１０月６日（土）】 

Ｆ１日本グランプリ前夜祭 

【１０月７日（日）】 

ドライバーズパレード 

2011年の前夜祭の様子 

2011年のドライバーズパレード

の様子 

2011年のF1マシンデモ走行の 

様子 
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～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いたします。 

 

■日時：10月5日（金）～7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：2012年F1日本グランプリ観戦チケットを新郎新婦様、ご両家ご両親様へ

計6枚プレゼント 
※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。 

■条件： ・2012年4月～2013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 

・9月8日（土）13:00～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 

■お申込み期間：2012年9月2日（日）までにブライダルサロンにてお申し込みください。 
 

※パレードする日程は、9月8日（土）13:00～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、鈴鹿サーキット所有のNSXで走行していただけます。 

 

２０１０年、２０１１年に体験されたお客さまからのメッセージをホームページに掲載中！ 
http://www.suzukacircuit.jp/wedding_s/ 

 

 

 

 

 

 

 

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！! 
 

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いたしました。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

けます。 

 

■日時：10月7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５日（金）～７日（日）】 

Ｗｅｄｄｉｎｇパレード 

【１０月７日（日）】 

西コースウォーク 

2011年のWeddingパレードの様子

2011年の西コースウォークの様子
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決勝翌日の月曜日は、小林可夢偉選手と一緒に盛り上がろう！！ 
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８日(月・祝)には「カムカム可夢偉 スペシャルファンミーティング」を開催いたします。 

 

 

先着５,０００名にウィナーズカードを配布！! 
GPエントランスにて決勝日の表彰式を撮影したウィナーズカードの配布を行います。 

■日時：10月8日（月・祝）9:30～（予定） 

■場所：GPエントランス 

■対象：5,000名様 ※予定配布数になり次第、終了となります。 

 

小林可夢偉選手 スペシャルトークショー開催！! 
可夢偉選手から未来のF1ドライバーを夢見る子ども達へ向けたメッセージを発信。

キッズに向けたトーク内容やコチラレーシングファンクラブ会員の招待等で、

ファミリーで楽しめるコンテンツにします。 

■日時：10月8日（月・祝）10:00～10:30（予定） 

■場所：グランドスタンド前 特設ステージ 
※お子さまがファンミーティングを見やすくするため、グランドスタンドの前列（V1席）に 

ファミリー優先席を設けます。 

 

決勝プレイバック開催！! 
本番のレース映像を大型ビジョンで放映。レースをより一層楽しんで視聴して

いただきます。 

■日時：10月8日（月・祝）10:45～12:15（予定） 

 

メインストレートウォークを開催！! 
誰でも自由にメインストレートに入れる時間を設け、F1マシンが走ったコースを体感していただけます。 

■日時：10月8日（月・祝）10:30～13:00 

■場所：メインストレート 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、さまざまなイベントの開催を予定してい

ます。 
※詳しくは「鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会」のホームページをご覧ください。 http://suzuka21.com/ 
 

【１０月８日（月・祝）】 

「カムカム可夢偉」スペシャルファンミーティング 

【１０月４日（木）～８日（月・祝）】 

「鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性化協議会」イベント 

2011年のスペシャルトークショー

の様子 

2011年のメインストレートウォーク

の様子 
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〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992  TEL（059）378-1111  FAX（059）378-4568  URL http://www.suzukacircuit.jp/

２０１２ Ｆ１日本グランプリ観戦チケット、好評発売中！ 
 

各観戦チケット料金の見直しを行い、3歳以上共通料金だったグランドスタンドV2席を含む全エリアに、高校・大

学生および子ども（3歳～中学生）料金を設定。また3日通し観戦券で前日の4日（木）および「カムカム可夢偉」ス

ペシャルファンミーティングが開催される8日（月・祝）も入場可能です。さらにはこの5日間有効なモートピアパス

ポート付きとなり、これまで以上にファミリーでの観戦がお得になりました。また7月にオープンするレーシングシア

ターにもモートピアパスポートでご入場いただけます。 

 
※モートピアパスポートは大人、高校・大学生、子どものすべての前売3日通し券に付きます。 

※金曜日券にモートピアパスポートは付きません。 

※混雑時はのりものおよびレーシングシアターの入場制限を行う場合があります。 

※V2席の一部は3歳以上共通となります。 

※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。 

 

チケットの詳細は鈴鹿サーキットホームページでご確認ください 

http://www.suzukacircuit.jp/ 
 

 

売切れ間近！ 

ドライバー応援席＜Ｋ・ライコネン Ｍ・シューマッハ Ｓ・ベッテル＞ 
2012年に新たに追加された企画チケット、ライコネン応援席＜R席（最終コーナー シケイン寄り）大人：46,000円＞、

シューマッハ応援席＜S席（最終コーナー メインストレート寄り）大人：39,000円＞、ベッテル応援席＜V1-1席

（グランドスタンド下段 1コーナー寄り）大人：64,000円は、大好評につき売切れ間近。ご希望の方はお早めに

お求めください。 

 


