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  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐をより楽しめるバイクの祭典、それが「MOTO MAX」”

■開催日 ：  7月25日（土）・26日（日）
■場　所 ：  メイン会場／鈴鹿サーキット 交通教育センター

「MOTO MAX」は、 コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐が「日本最大・最高のバイクイベント」として、観て・聴いて・触れて・体験でき
るつまりあらゆる角度からバイクを楽しめることを目指し、様々な新しい試みにチャレンジできるイベント。
今年は5年目を迎え、5周年記念のスペシャル企画を用意し、ますますパワーアップして開催いたします。
ユーザーの年代や使用車種・タイプを問わず、あらゆるバイカー・バイクに関心のある人々のファンマインドを刺激する“参加
型のバイクの祭典”として進化します。

”

※イベント内容は変更される場合があります。

詳細は『8tai.com』にてご案内します！　 コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐のすべてがわかる『8tai.com』にアクセスください。”

バイクの祭典「MOTO MAX」をレースと一緒に楽しもう!! バイクの祭典「MOTO MAX」をレースと一緒に楽しもう!! バイクの祭典「MOTO MAX」をレースと一緒に楽しもう!! 

今年は5周年
スペシャル企画を開催！！
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※イベント内容は変更される場合があります。

今年も「カスタムマシン・オブ・ザ・イヤー」の称
号をかけて国内トップカスタムビルダーが手掛けた
カスタム車輌が会場に集結する。
昨年は50台を越えるマシンがその舞台に上が

り、8耐来場者の投票により優勝が決定、ブルドッ
クモーターサイクルズが2連覇を飾った。今年も既
に多くのビルダーがマシンの製作を進めており、ハ
イレベルで美しいマシンが会場に並べられることに
なりそうだ。

国内トップカスタムビルダーによる競演
カスタムマシンコンテスト

今年もバイクのびっくり箱「BIKE JACK IN 
THE BOX」は、何が飛び出すか分からないぞ！
今年もいくつかのテーマでの展示を予定。一度

は見てみたいプレミアムなマシンをはじめ、変り種
バイクなど、どれもめったにお目にかかれないバイク
が展示され、今年も多くのお客様の目を釘付けに
することは間違いない!　乞うご期待！！

これぞバイクのビックリ箱。さて何が飛び出すか!?
BIKE JACK IN THE BOX

■共催：カスタムピープル

※写真は2008年開催のものです。

今年もMOTO MAXの中心的イベントとして、ア
フターパーツメーカーやバイク関連グッズメーカー
が一堂に集まるマーケットエリアを開催！　昨年も
様々なバイク関連ショップが軒を並べたが、今年も
多くのメーカーによる出展が予定されている。
MOTO MAXの5周年を記念した「福袋」や「ス

ペシャルセール」など、例年以上にバイクファンなら
誰でもうれしくなってしまうこと間違いなし！

欲しかったあのパーツが見られる、買える!
カスタム・ビレッジ

■カスタム・ビレッジ　参加予定企業 （50音順・2009年6月8日現在）
・（有）サインハウス
・（株）レオタニモト
・（株）江沼チヱン製作所
・（株）D.I.D
・Super-Bike DIG-IT
・J-TRIP
・（株）デグナー

・DOUBLE O Glasses GEAR
・（有）MOTO VITA
・（株）クシタニ
・（株）ベータチタニウム
・（有）ササキスポーツクラブ
・国美コマース（株）
・ホンダワールド（株）／TSR

・（株）レッドバロン
・（株）アールエスタイチ
・（株）キジマ
・（株）マジカルレーシング
・PIAA（株）
・（株）アルティメット（BULL DOCK）
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※イベント内容は変更される場合があります。
※写真は2008年開催のものです。

昨年好評だった未来のライダー達の迫力の走り
を間近で体感できる「ポケバイキッズ・デモラン」を
今年も開催予定。ポケバイの選手権で上位を走る
キッズライダーのライディングは必見！
ポケバイメーカー様のブースが設置されるととも

に、5～10歳のお子様を対象とした親子でご参加
いただけるポケバイの体験試乗会を実施。

ポケバイキッズ・デモランin MOTOMAX
& ポケバイ親子 体験試乗会開催!

今年で2回目となるバイクヒストリー展。今年のテーマとなるマシンは、誕生してから今年で
24年の歳月が経つThe Art of Engineering ヤマハの至宝「VMAX」。
今回の8耐では、「LEGENDS OF VMAX（仮称）」と銘打ち、オーナーのパレードランをはじめ、

VMAXにゆかりの深いゲストによるトークショーなど、観て、参加して楽しめるイベントを開催予定。

●イベント内容
　・歴代VMAX展示
　・新型VMAX試乗会／25日（土）・26日（日）
　・ロードコースメインストレートでVMAXバイク文字記念撮影会（26日（日）早朝）

●お問合せ先：MOTO MAX事務局

8耐でバイクの文化に触れてみる （仮称）

第2回 8耐バイク・ヒストリー展／LEGENDS OF VMAX

参加型イベントの好評企画「スト・ぱっ！！」を今
年も開催。3m四方の枠の中で、何分何秒足を着
かずにバイクに乗っていられるかを競うお客様参
加型のイベント。今年も多くの方が気軽に挑戦で
きるよう完全当日エントリー制を予定。
スペシャルゲストが飛び入り参加するなど年々
盛り上がりが増しているぞ。みんなで参加して、み
んなで盛り上がって楽しもう！

あなたは何秒止まっていられるか？
スト・ぱっ！！ ●協力：オートバイ

●協力： 株式会社 日本ライフ社
 有限会社デルタエンタープライズ
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トライアル競技とは、通常スピードを競うロードレースとは異なり、岩山や崖や川などの自然
のフィールドをいかにバイクで足を着かずに走破できるかを競う競技。今年もMOTO MAX会
場には難易度ウルトラCの人工構造物を数多く設置。地元三重県出身の2007年度全日本ト
ライアルチャンピオンの小川友幸選手をはじめとするTOPライダー達が果敢にチャレンジしま
す。全日本トップライダーが繰り広げるスリリングかつ大迫力のトライアルデモンストレーション
を楽しもう。

●場所 : GPスクエア特設会場
●出演 : 全日本トライアル選手権ランキングトップライダー

全日本トップトライアルライダーが夢の競演！
TRIAL DREAM MATCH IN MOTO MAX

小川友幸
2007年度全日本国際A級スーパークラスチャンピオン
2008年度全日本国際A級スーパークラスランキング2位
TEAM MITANI所属

※イベント内容は変更される場合があります。
※写真は2008年開催のものです。

今年も決勝前日のMOTO MAX会場にて大撮
影会を開催。毎年100台を越える自慢の愛車が
集結。アメリカンでもビックバイクでも単気筒車で
もジャンルは自由。
あなたの自慢の1台をプロのカメラマンに撮影

してもらえるビッグチャンス！
今年、撮影会をサポートするのは、「カスタム

バーニング」。詳細は、カスタムバーニング誌およ
び8tai.comにて後日ご案内いたします。

あなたの愛車を自慢してみませんか
愛車撮影会

●協力：カスタムバーニング
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SPECIAL EVENT.1

ライダー・キャンギャルも登場して
盛り上げる！
グランプリスクエアでは、今年も各社のブースがライダーのトークショーやス
ペシャルアイテムの販売などでイベントを盛り上げてくれる予定。
コカ･コーラ ゼロブースでは、おなじみの『コカ･コーラ ゼロ』を飲んで挑戦
できるゲームや、スペシャルゲストを迎えてのトークショー、また『コカ･コーラ 
ゼロ サーキットクイーン』が全員集合するイベントなども開催。
グッズを配布するブースもあるので、ぜひ多くのブースをのぞいてみよう。

イベントブース

”

”
”

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐に
なくてはならない定番イベント
コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐のイベントステージの中でも最も熱いのが、この
コカ・コーラ ゼロ”マルチステーション。例年、鈴鹿8耐の世界に共感した
数多くのアーティストが登場し、熱いパフォーマンスを繰り広げてくれる。
さて、今年はどんなアーティストが登場し、どんなスペシャルプログラムが繰
り広げられるのか？ 期待しよう！！

バイクフリークが和気あいあいと楽しめるイベント

■共催：モト・チャンプ

4ストローク・ミニバイクのHondaエイプやモンキー、スーパーカブなどを中心に、ノーマルから
カスタムされたマシンたち“4MINI”が全国から大集合!!
毎年700台を超える参加者で盛り上がっているこのイベント、今年も8耐決勝前日に西パドック
&国際南コース一帯を使って開催。

4MINIパラダイス

●日時 : 7月25日（土）
●場所 : 南コース一帯

コカ・コーラ ゼロ”マルチステーション”

●左嵜啓史（サザキ ヒロシ）
滋賀県出身のシンガーソングライター。
鈴鹿8耐をこよなく愛し、今年で８年目の登場となる。
コカ・コーラ ゼロ”マルチステーションでは今年、８耐
のために書き下ろした新曲などを披露する。
”

※イベント内容は変更される場合があります。
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AREA INFORMATION.1

“8耐ヤマトらくらくツーリングパック”が今年もご利用頂けます！！
★タンデムでも気軽に8耐へ★タンデムでも気軽に8耐へ★タンデムでも気軽に8耐へ

「8耐にバイクで行きたいんだけど、持っていく荷物が載りきらない！」
そんなお客様のために、お荷物を事前に鈴鹿サーキットまでお運びするサービスが「お荷物引取りサービス」です。
伝票を記入し、ヤマト運輸にお預けいただくだけで、全国各地からお荷物を鈴鹿サーキットにお運びします。

「8耐をいろいろな場所で楽しみたいけど、荷物が重い。どこかに預けられないかな？」
「手荷物お預かりサービス」なら、そんなお客様ご要望にお応えできます。専用窓口で伝票をご記入いただければ、8耐期間中指定時間ならいつでもお
客様の手荷物を大切に保管いたします。指定時間内なら荷物の出し入れ自由！ コインロッカー感覚でご利用ください。

「たくさんお土産を買ったけど、バイクに載りきらない！」
そんな時は「お荷物発送サービス」をご利用ください。お客様の手荷物をヤマト運輸がご自宅またはご指定場所までお届けします。

ご利用方法等は、
【8tai.com】でご案内いたします。
協力:ヤマト運輸株式会社

キャンプセットを満載したり、帰りのお土産を積み込んだり、荷物をどうするかは悩みのタネですが、8耐ではその心配は不要！
「大きな荷物は事前に送って、サーキットで受け取る」、そんならくちんなサービス“8耐ヤマトらくらくツーリングパック”が今年もご利用い
ただけます。毎年好評なこのサービス、鈴鹿サーキット内での受け取りはもちろん、観戦中の荷物預かりや帰りの荷物の発送までヤマ
ト運輸の一括管理で安心です。

“涼・楽・休”スペースでカラダもピットインしましょう
★8耐ライフをもっと快適に★8耐ライフをもっと快適に★8耐ライフをもっと快適に

灼熱の太陽の下で、レースを楽しむのが鈴鹿8耐の醍醐味。でも、ちょっとカラダを休めたい時
には、コースサイドの主要観戦エリア手前の“クールダウンエリア”やMOTO MAX会場内のサ
ポートハウスをご活用ください。
ひんやりした霧が心地よい「クールミスト」が設置されているテントは、昨年も大好評！！　暑さ対
策にぜひどうぞ。

※MOTO MAX会場内のサポートハウスには、女性用スペースもありますので、安心してご利用いただけます。
※コースサイドの“クールダウンエリア”には、テント内にテーブル・イス・洗面コーナーをご用意しています。
※レイアウトは変更になる可能性があります。

※イベント内容は変更される場合があります。



2009 QTEL FIM Endurance World Championship Round 4
The 32nd "Coca-Cola Zero"Suzuka 8hours Endurance Road Race

- 27 -

AREA INFORMATION.2

※受付時間は、各営業終了時間の30分前となります。

豊かな自然に囲まれた鈴鹿サーキットならではのリラクゼーションスペースです。大浴場、露天風呂、サウナ
からなる浴場ゾーンでは天然温泉の醍醐味を。また水着で楽しめる温水プール、気泡浴、圧注浴、打たせ湯
など、バラエティに富んだアクティブゾーンも魅力です。良質のお湯をそのままに、ご満喫ください。

※スペシャルトピックス1に紹介されているライダー専用キャンプ場もございます。
※オートキャンプ場のご利用に際しては、別途「 コカ・コーラ ゼロ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第32回大会」の観戦チケットが必要となります。★当日受付時に提示い
ただきます。
※3歳より上記料金が適用されます。
※完全予約制です。ご予約されていない方はご利用いただけません。なお、販売定数に達した時点で以降のお申込みについてはキャンセル待ちを承りますが、こちらも一
定数に達した時点で締め切りとさせていただきますのでご了承ください。

※各サイト内の場所指定はお受けできません。あらかじめご了承ください。
※定員を超える場合、常設エリアは7,000円/人、特設エリアは5,000円/人の追加料金が必要となります。
※各サイトの基準となる広さは常設エリアが9.0m×9.0m（フリーサイト2輪は4.5m×9.0m）、特設エリアが2.4m×4.0mとなります。
※第2オートキャンプ場はテントエリアと駐車スペースが別の場所になりますのでご注意ください。
※1サイトご予約につきサイト内には自動車1台が駐車いただけます。制限台数を越えた車両についてはオートキャンプ場内には駐車いただけません。なお、オートバイにつ
いては1サイトに2台までご駐車いただけます。
※お申込みいただいたお客様には、後日案内書をお送りいたします。料金のご精算については、当日オートキャンプ場受付にて行います。
※天然温泉クア・ガーデンのご利用は別料金が必要となります。
※オートキャンプ場のご利用にあたっては、ペットの持込み、直火での調理等は固くお断りさせていただきます。

■営業時間
   温泉エリア  アクティブゾーンエリア
 7/23（木） 

6：00～9：30  11：00～24：00
 7/24（金）    11:00～22:00
 7/25（土） 6：00～9：30  11：00～（オールナイト営業）
 7/26（日） （オールナイト営業）～9：30  11：00～24：00

■ご利用料金
料金（税込）日程 アメニティ

大人(中学生～)

大人(中学生～)

子ども(3歳～)

子ども(3歳～)

温泉のみ 温泉＋プール

1,000円

1,500円

1,200円

800円

1,500円 バス＋フェイスタオル（レンタル）
シャンプー・リンス・ボディソープ（常設）
歯ブラシやカミソリ等（自販機販売）

1,200円

7/23(木)

7/24（金）
7/25（土）
7/26（日）

楽々オートキャンプ。鈴鹿にどっぷり、8耐三昧！
★完全予約制！！オートキャンプ場のご案内★完全予約制！！オートキャンプ場のご案内★完全予約制！！オートキャンプ場のご案内

豊かな自然に囲まれたリラクゼーションスペース
★鈴鹿サーキット「天然温泉クア・ガーデン」鈴鹿サーキット「天然温泉クア・ガーデン」★鈴鹿サーキット「天然温泉クア・ガーデン」

■申込受付中
■申込時間・・・・・・9:00～17:30
■申込方法・・・・・・電話受付のみで先着順【TEL:059-378-1111（代表）】

※一回の受付につき、お一人様で2サイトまでお申込み頂けます。
■ご利用期間・・・2009年7月24日（金）～27日(月) （3泊4日）
■ご利用料金・・・右表参照ください

★ご注意ください
コカ・コーラ ゼロ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第32回大会の開催においては、鈴鹿サーキット敷地内駐車場を予約駐車場エリアとさせていただき
ます。これに伴い昨年まで行っていた当日予約サイト（通称：持込みキャンプエリア）の販売は実施せず、完全予約制とさせていただきますので予めご了
承ください。

”

”

※イベント内容は変更される場合があります。
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AREA INFORMATION.3

ゆうえんちでも8耐バトルが楽しめる！！
★鈴鹿サーキットには、楽しさいっぱい！！★鈴鹿サーキットには、楽しさいっぱい！！★鈴鹿サーキットには、楽しさいっぱい！！

ピピラのモトフィールド 「第3回 プッチ耐久レース」
キッズも8耐ライダーになれる!ピピラのモトフィールドでは「プッチ耐久レース」をツーリングバイクで開催。ライダーは2名まで登録OK。ピット作
業（スタッフによるバッテリー交換）もあって本格的だ。参加してくれたキッズにはライセンスカードがプレゼントされるよ。

●ピピラのモトフィールド
「ピピラのモトフィールド」は、全天候型の「キッズバイク」、変化に富んだロング
コースで楽しむ「ツーリングバイク」、そして、まだ自転車に乗れない子どもたちで
も安心して楽しくバイクに乗れる「ピンキーバイク」が楽しめる人気のエリア。バ
イクに乗るお子さまだけでなく、家族みんなが心地よく楽しんでいただける仕組
みがいっぱいです。

■開催日・・・・・・・・・・・・・・7月24日（金）～26日（日）
■開始時間・・・・・・・・・・・14:00～15:30（予定）（10台×1日3回） ※レース開催中は一般のお客様はご乗車できません。
■参加制限・・・・・・・・・・・3歳～小学6年生　※小学2年生以下はキッズバイクAライセンスが必要です。
■料金・・・・・・・・・・・・・・・・・1チーム1,000円（参加者特別ライセンスの料金を含む） ※モートピアパスポートをお持ちの方も必要です。
■走行時間・・・・・・・・・・・15分
■受付・・・・・・・・・・・・・・・・・遊園地開園～　※定員になり次第受付終了
■受付場所・・・・・・・・・・・モトフィールド内／特設受付
■特記・・・・・・・・・・・・・・・・・ライダーは1チームにつき2名まで登録可。1人での参戦もOKです。

※イベント内容は変更される場合があります。




