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鈴鹿市民応援席ＰＲイベントについて 

 

◆趣 旨 

 本田技研工業株式会社の参戦により盛り上がるＦ１世界選手権シリーズの第

14戦日本グランプリへ市民の方に足を運んでいただくため， 7月 5日（日）に

発売を開始する鈴鹿市民応援席をＰＲします。 

 また，この時期にＦ１関連イベントを実施することにより，本市の日本グラ

ンプリに向けた盛り上がりを促し，地域を挙げての「おもてなし感」の醸成を

目指します。 

 

◆企画概要 

鈴鹿市民応援席の発売開始翌日の 7月 6日（月）から 7月 19日（日）までの

間にイオンモール鈴鹿内の各所でＰＲイベントを実施します。 

 

（１）フォーミュラーカー展示 

【専門店街１階北コート】 

   ﾏｸﾗｰﾚﾝﾎﾝﾀﾞ MP4/7       7月 11日（土），12日（日） 

                                  各日 10時から 22時  

   ﾎﾝﾀﾞ･ﾚｰｼﾝｸﾞ･F1 ﾁｰﾑ RA108  7月 18日（土），19日（日）  

                                  各日 10時から 22時 

    ※RA108は小学生以下限定のｺｯｸﾋﾟｯﾄ体験搭乗あり  

                 各日，10時 30分，12時 30 分， 

14時 30分，16時 30分の 4 回実施 

（各回先着 20名限定） 

 

（２）写真展（鈴鹿市出身のﾌｫﾄｸﾞﾗﾌｧｰ熱田護氏撮影） 

 【専門店街１階北コート】 

   ﾏｸﾗｰﾚﾝ･ﾎﾝﾀﾞ写真展     7月 6日（月）～11日（金） 

7月 13日(月) ～17日（金）  

                 各日 10時から 22時 

  

【フードコート前広場】 

   日本ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘﾌﾟﾚｲﾊﾞｯｸ写真展 7月 6日（月）～19日（日）  

各日 10時から 22時 



（３）ＰＲイベント 

 【専門店街１階北コート】 

   ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ       7月 11日（土） 

                 11時からミニライブ（午前の部） 

11時 30分からあいさつ 

                  鈴鹿市長 

                   ｲｵﾝﾓｰﾙ鈴鹿ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

                  鈴鹿サーキット（調整中） 

                 13時からミニライブ（午後の部） 

※演奏は，鈴鹿と・き・め・き大使で 

ジャズトランペッターの中村好江さん 

   F1市民応援席申込受付    7月 11日（土），12日（日） 

18日（土），19日（日）  

                             各日 10時から 17時(調整中) 

F1 ﾏｼﾝｺｯｸﾋﾟｯﾄ体験搭乗       7月 18日（土），19日（日） 

（小学生以下限定）      各日，10時 30分，12時 30 分， 

14時 30分，16時 30分の 4回実施 

（各回先着 20名限定） 

国土交通省中部地方整備局  7月 11日（土），12日（日） 

三重河川国道事務所取組紹介    18日（土），19日（日） 

                      各日 10時から 17時(調整中) 

  

【専門店街１階センターコート】 

  F1 ﾏｼﾝのﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾄづくり  7月 11日（土） 

体験             10時から 17時 

 

 【フードコート前広場】 

   鈴鹿 F1協議会紹介パネル   7月 6日（月）～19日（日） 

展示            各日 10時から 22時 

 

 

 

 

 

 

[問合せ先] 鈴鹿市産業振興部商業観光課 菅沼 電話 059-382-9020（直通）  



鈴鹿市民応援席
ＰＲイベント概要

１ 事業名

Ｆ１日本グランプリ「鈴鹿市民応援席ＰＲイベント」

主催 鈴鹿市

協賛 株式会社モビリティランド 鈴鹿サーキット

イオンモール株式会社 イオンモール鈴鹿

２ 目 的

本田技研工業株式会社の参戦により盛り上がるＦ１世界選手権シリーズの
第14戦日本グランプリへ市民の方に足を運んでいただくため， 7月5日（日）に
発売を開始する鈴鹿市民応援席をＰＲします。

また，この時期にＦ１関連イベントを実施することにより，本市の日本グラン
プリに向けた盛り上がりを促し，地域を挙げての「おもてなし感」の醸成を目指
します。
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フォーミュラーカー展示

期間 平成27年7月11日（土）～12日（日）
10時から22時

場所 専門店街１階北コート

マシン マクラーレンホンダ MP4／7

期間 平成27年7月18日（土）～19日（日）
10時から22時

場所 専門店街１階北コート

マシン ホンダ・レーシング・F1チーム RA108
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写真展

期 間 平成27年7月6日（金）～19日（日）10時から22時

場 所 専門店街2階 フードコート前広場

内 容 鈴鹿市出身のフォトグラファー熱田護氏撮影による日本グラ
ンプリ（2009年～2014年）の写真24枚を年度別に展示
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写真展

期 間 平成27年7月6日（月）～10日（金）, 7月13日（月）～17日（金）

10時から22時

場 所 専門店街1階 北コート

内 容 鈴鹿市出身のフォトグラファー熱田護氏撮影による
マクラーレンホンダの写真（1992，2015シーズン）8枚を展示
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ＰＲイベント
～オープニングセレモニー～

日 時 平成27年7月11日（土）

場 所 専門店街１階 北コート

内 容 マクラーレンホンダＭＰ４／７の展示に合わせオープニングセレモニーを
実施

１１：００ ミニライブ（午前の部）

１１：３０ あいさつ

鈴鹿市長 末松 則子

イオンモール鈴鹿ゼネラルマネージャー 松嶋 成悟 様

鈴鹿サーキット総支配人代理 塩津 宏幸 様

１３：００ ミニライブ（午後の部）

※演奏は，鈴鹿と・き・め・き大使でジャズトランペッターの中村好江さん 6



ＰＲイベント
～Ｆ１マシンのダンボールクラフトづくり体験～

日 時 平成27年7月11日（土） 10時から17時

場 所 専門店街１階 センターコート

内 容 本田技研工業株式会社鈴鹿製作所様の協力によりダンボール
を使ったＦ１マシンづくりを体験
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ＰＲイベント
～Ｆ１マシンコックピット体験搭乗～

日 時 平成27年7月18日（土），19日（日）

場 所 専門店街１階 北コート

内 容 小学生以下限定でホンダ・レーシング・F1チーム RA108の
コックピットに体験搭乗を実施

各日，10時30分，12時30分，14時30分，16時30分の4回実施
（各回先着20名限定）
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ＰＲイベント
～Ｆ１日本グランプリチケット販売～

日 時 平成27年7月11日（土）,12日（日）,18日（土）,19日（日）
10時から17時

場 所 専門店街１階 北コート

内 容 Ｆ１日本グランプリの市民応援席の申込受付及び観戦

チケット販売を行う。（鈴鹿サーキット）
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ＰＲイベント
～鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性化協議会の取組紹介～

日 時 平成27年7月6日（月）～19日（日） 10時から22時

場 所 専門店街２階 フードコート前広場

内 容 鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性化協議会の取組をパネル展

示で紹介
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ＰＲイベント
～国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所の取組紹介～

日 時 平成27年7月11日（土）,12日（日）,18日（土）,19日（日）
10時から17時

場 所 専門店街１階 北コート

内 容 国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所が，鈴鹿Ｆ１
日本グランプリ地域活性化協議会の一員として，Ｆ１日本グ
ランプリの際に実施する交通円滑化に関する取組の紹介
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PRイベントスケジュール
センターコート 北コート フードコート前広場

7月6日（月）
～10日（金）

マクラーレン・ホンダ写真展

日本グランプリプレイバック写真展

鈴鹿Ｆ１協議会パネル展示

7月11日（土） Ｆ１マシンダンボールクラフト

オープニングセレモニー
マクラーレンホンダ MP4/7展示
Ｆ１日本グランプリチケット販売
三重河川国道事務所の取組紹介

7月12日（日）
マクラーレンホンダ MP4/7展示
Ｆ１日本グランプリチケット販売
三重河川国道事務所の取組紹介

7月13日（月）
～17日（金）

マクラーレン・ホンダ写真展

7月18日（土） ホンダ・レーシング・F1チーム RA108展示・
ｺｯｸﾋﾟｯﾄ体験搭乗
Ｆ１日本グランプリチケット販売
三重河川国道事務所の取組紹介

7月19日（日）
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展示車両 

 

McLaren Honda MP4/7 

 

１９９２年第３戦ブラジルＧＰより投入され、アイルトン・セナ、ゲルハルト・ベルガ

ー、２人のドライバーによって１４戦中５勝の成績を残した。 

 

ＳＰＥＣ 
シャシー 
型番                        McLaren Honda MP4/7 

   車体構造                      カーボンモノコック 
    全長×全幅×全高              4496×2120mm×990mm 
    ホイールベース                2974mm 
    トレッド（前／後）            1824／1669mm 
    サスペンション（前後とも）    プッシュロッド／ダブルウイッシュボーン 
  タイヤ（前／後）       グッドイヤー製 
    トランスミッション            マクラーレン製横置き 6速セミ AT 
    車体重量                      506kg 
    デザイナー                    ニール・オートレイ／アンリ・デュラン 
  エンジン 

型式             Honda RA122E/B 
  形式             水冷 75度 V12 DOHC 4バルブ 
   総排気量                      3496cc 
    ボア×ストローク（mm）      88.0×47.9 
    圧縮比                        12.9 
    最大出力                      774bhp/14400rpm 

燃料供給方式                  PGM-FI 
スロットル制御方式          電子制御モーター駆動 
重量                          154kg 

  



 

Honda RA108 

 

ルーベンス・バリチェロとジェンソン・バトン、２人のドライバーにより２００８年シー

ズンを戦った。第９戦イギリスＧＰでルーベンス・バリチェロが第３位表彰台を獲得した。 

 

ＳＰＥＣ 
 シャシー 
  型番               Honda RA108 
   車体構造                      カーボンファイバーモノコック 
    全長×全幅×全高              4700mm／1800mm／950mm 
    ホイールベース                3210mm 
    トレッド（前／後）            ― 
    サスペンション（前後とも）    プッシュロッドトーションスプリング 
    タイヤ（前／後）              ブリヂストン製 
    トランスミッション            ホンダ製 7速セミオートマチック 

車体重量                      ― 
デザイナー            ヨルグ・ザンダー 

  エンジン   
型式                          RA808E 

    形式                          水冷 90度 V型 8気筒NA 
    排気量                        2400cc 
    ボア×ストローク              ― 
    圧縮比                        ― 
    最高出力                      700ps以上 
    燃料供給方式                  PGM-FI 
    スロットル制御方式       電子制御油圧駆動 

  重量             ― 


