
東京地区
住所

東京都港区南青山2-1-1Honda青山ビル1階

高速道・自動車道等
住所

ファミリーマート 御在所インター（下り） 三重県四日市市山之一色町字乱取口１４９１－２
ローソン 大山田パーキングエリア下り 三重県桑名市大字蠣塚新田字大谷７４‐２

三重川越インター周辺
住所

サークルＫ 名四亀須店 三重郡川越町大字新田５２５－１
サークルＫ 国１川越店 三重郡川越町大字豊田一色２６９－１

桑名市・朝日町
住所

サークルＫ 桑名参宮通店 三重県桑名市参宮通５７－１０
サンクス 名四桑名店 三重県桑名市大字小貝須字東ノ島１４８－１
ローソン 桑名駅前 三重県桑名市桑栄町１‐１
ローソン 朝日町小向 三重県三重郡朝日町小向３０１

四日市市・菰野町
住所

サークルＫ 菰野桜野店 三重郡菰野町大字菰野２３４９
サークルＫ 四日市うねめ店 三重県四日市市采女町３２４０
サークルＫ 新正店 三重県四日市市新正２丁目８－２３
サークルＫ 四日市西山町 三重県四日市市西山町７５４８番地２
サンクス 四日市桜店 三重県四日市市桜町８３６９－２
ファミリーマート 近鉄四日市駅西店 三重県四日市市安島１－２－１８三誠ビルディング
ファミリーマート 近鉄四日市駅南口店 三重県四日市市安島１丁目１－６０
ファミリーマート 近鉄四日市駅前店 三重県四日市市安島１丁目３１－１
ローソン 四日市みやまど 三重県四日市市大字六呂見字甚九郎田９３６－１

亀山市
住所

サークルＫ 国１関宿店 三重県亀山市関町木崎１７９５－３
サークルＫ 亀山野村 三重県亀山市野村四丁目３番１３号
サンクス 亀山インター 三重県亀山市小野町字北谷６７３－１
セブン・イレブン 亀山羽若町 三重県亀山市羽若町字大薮８７－２
セブン・イレブン 亀山菅内町 三重県亀山市菅内町１４６２番１
ローソン 亀山東御幸 三重県亀山市東御幸町字実泥２９－１

津市
住所

サークルＫ 河芸上野店 三重県津市河芸町中別保２１２－５
セブン・イレブン 津市河芸町三行 三重県津市河芸町三行１７３９－１
ローソン 津駅前 三重県津市栄町３－２３２

※各配布場所の営業時間内での配布となります。

名称

名称

名称

名称

名称

Hondaウエルカムプラザ青山

名称

２０１２年　アクセスマップ・帰路マップ配布先一覧表

鈴鹿サーキットホームページではアクセスマップ・帰路マップのダウンロードができます。
※在庫切れの場合はご容赦ください。

アクセスマップ・帰路マップはSuzukaVoiceMagazineとして配布します。
SuzukaVoiceMagazineは１０月４日（木）よりの配布を予定しております。

※配布場所により配布開始日が変更となる場合があります。

名称



鈴鹿市　１／２ ※住所順
住所

サークルＫ 鈴鹿桜島二丁目 三重県鈴鹿市桜島二丁目1番地１
サークルＫ 鈴鹿須賀三丁目 三重県鈴鹿市須賀三丁目１３－３２
ファミリーマート 鈴鹿秋永 三重県鈴鹿市秋永町蔵久７７６－３
サンクス 鈴鹿神戸９丁目店 三重県鈴鹿市神戸９丁目１４番８号
サークルＫ 鈴鹿中旭が丘 三重県鈴鹿市中旭が丘一丁目11番17号
サークルＫ 鈴鹿旭が丘 三重県鈴鹿市中旭が丘三丁目10番25号
ファミリーマート 鈴鹿旭ヶ丘 三重県鈴鹿市東旭ケ丘４－７０２８
サークルＫ 鈴鹿三日市南 三重県鈴鹿市三日市南３丁目２０２７番地１
ファミリーマート 江島町 三重県鈴鹿市南江島町１７－３８
ローソン 鈴鹿阿古曽町 三重県鈴鹿市阿古曽町１９－１６
セブン・イレブン 鈴鹿伊船町 三重県鈴鹿市伊船町２３０６－１
ファミリーマート 磯山駅前 三重県鈴鹿市磯山２－１１－３０
ファミリーマート 鈴鹿一ノ宮 三重県鈴鹿市一ノ宮町字別明１３４８
ファミリーマート 鈴鹿稲生 三重県鈴鹿市稲生３－１６－３３
ローソン 鈴鹿稲生西三丁目 三重県鈴鹿市稲生西３－７５８６－１
セブン・イレブン 鈴鹿岡田1丁目 三重県鈴鹿市岡田１丁目１２１－５
ファミリーマート 鈴鹿岡田 三重県鈴鹿市岡田３－２－１
サークルＫ 鈴鹿おかだ 三重県鈴鹿市岡田三丁目１５番７号
セブン・イレブン 鈴鹿下大久保町 三重県鈴鹿市下大久保町字小谷２６７４
ミニストップ 加佐登店 三重県鈴鹿市加佐登４－１８１８
セブン・イレブン 鈴鹿岸岡町 三重県鈴鹿市岸岡町字北新田１９５８－３８
ミニストップ 五祝店 三重県鈴鹿市五祝町字池尻３８－２
サンクス 鈴鹿御薗町 三重県鈴鹿市御薗町４４４６
セブン・イレブン 鈴鹿広瀬町 三重県鈴鹿市広瀬町字東野２７１２
セブン・イレブン 鈴鹿江島町 三重県鈴鹿市江島町字亀池６３１
ローソン 鈴鹿高岡町 三重県鈴鹿市高岡台２丁目１ー１
ミニストップ 国府店 三重県鈴鹿市国府町３６９４－６
サークルＫ 鈴鹿国府店 三重県鈴鹿市国府町５７３１番地の１１
ローソン 鈴鹿国府 三重県鈴鹿市国府町字石丸７７７３－１
ミニストップ 鈴鹿桜島店 三重県鈴鹿市桜島町４丁目１番地
ファミリーマート 鈴鹿三日市 三重県鈴鹿市三日市２－１１－３
サンクス 鈴鹿算所 三重県鈴鹿市算所３丁目７－２３
ローソン 鈴鹿算所 三重県鈴鹿市算所町字新開１２５８－４
サンクス 鈴鹿寺家五丁目 三重県鈴鹿市寺家５丁目８－２２
ローソン 鈴鹿住吉三丁目 三重県鈴鹿市住吉　３ー２０ー８
ファミリーマート 鈴鹿ホンダ前 三重県鈴鹿市住吉１－３０－１５
サークルＫ 鈴鹿住吉店 三重県鈴鹿市住吉町下野田５８２６－７
サークルＫ 鈴鹿小田 三重県鈴鹿市小田町４５６番地の３
サークルＫ 鈴鹿庄野 三重県鈴鹿市庄野町３番３３号
ミニストップ 鈴鹿庄野町店 三重県鈴鹿市庄野町８３５
ファミリーマート 神戸七丁目店 三重県鈴鹿市神戸７－１６－２２
サークルＫ 鈴鹿神戸七丁目 三重県鈴鹿市神戸七丁目１番１２号
ミニストップ 鈴鹿西条店 三重県鈴鹿市西条４－４７
ミニストップ 鈴鹿平田店 三重県鈴鹿市大池一丁目1番8号
ローソン 鈴鹿本田技研前 三重県鈴鹿市大池町３丁目９番２５号
セブン・イレブン 鈴鹿地子町 三重県鈴鹿市地子町８１６－１
ファミリーマート 鈴鹿インター西 三重県鈴鹿市長沢町１２６４－１２
ローソン 鈴鹿インター 三重県鈴鹿市長沢町１５２８－１
ファミリーマート 鈴鹿インター東 三重県鈴鹿市長沢町字新沢１８２１－６
ローソン 鈴鹿津賀 三重県鈴鹿市津賀町字ニツ辻２０５－１
セブン・イレブン 鈴鹿道伯町 三重県鈴鹿市道伯町字赤禿山２１５０－１６
ファミリーマート 鈴鹿サーキット前 三重県鈴鹿市道伯町字筧田２０６２－１
ローソン 鈴鹿南玉垣東 三重県鈴鹿市南玉垣町字玉垣５７０２－１
ローソン 鈴鹿南玉垣 三重県鈴鹿市南玉垣町字玉垣６４９０－２

名称



鈴鹿市　２／２ ※住所順
住所

ミニストップ 鈴鹿白子店 三重県鈴鹿市白子三丁目８番地の１
サークルＫ 鈴鹿白子町店 三重県鈴鹿市白子町白江土地区画整理事業４３街区１、２
ファミリーマート 鈴鹿中央通り 三重県鈴鹿市飯野寺家町字柳原８４９
サークルＫ 鈴鹿平田二丁目店 三重県鈴鹿市平田二丁目６番５号
セブン・イレブン 鈴鹿平野町 三重県鈴鹿市平野町字石丸７７４０番５
ファミリーマート 鈴鹿北玉垣 三重県鈴鹿市北玉垣町８４１－１
ファミリーマート 末広町 三重県鈴鹿市末広東１－３２
サークルＫ 鈴鹿末広南店 三重県鈴鹿市末広南３丁目６番１５号
セブン・イレブン 鈴鹿野村町 三重県鈴鹿市野村町字助佐割２０２－１
ミニストップ 鈴鹿野町店 三重県鈴鹿市野町中三丁目１番１０号
セブン・イレブン 鈴鹿矢橋1丁目 三重県鈴鹿市矢橋１丁１丁目２１番２１号
ファミリーマート 鈴鹿林崎町 三重県鈴鹿市林崎町１０３３－２

名称


