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はじめに

LOVE BIKE, LOVE LIFE
～「日本一のバイクの祭典」鈴鹿8耐へようこそ！！

バイクファン、そしてこれからのバイクファンのために…
32回目の鈴鹿8耐、見逃せない夏がくる。

ライダーにとっての一大夏祭りとなった8耐は、レースだけではなく「日本最大のバイクの祭典」として成長を遂げ、
今も鈴鹿を訪れるバイクファンを魅了し続けています。

それぞれにとっての8耐のドラマは、夏の暑さ・感動の熱さと共に永遠に記憶に刻み込まれることでしょう。

今年はスタンド・ピット・パドックも過去最大のリニューアルを行なった鈴鹿サーキット。
その新たなステージを舞台に、今年も8耐は、夏のドラマ・感動を共有できる「特別な場所」として、
全ての人たちにお楽しみ頂けることを、私たちは目指します。

特に今年は、若者、女性、ファミリー＆キッズといったモータースポーツやバイク未経験の方たちにも、8耐を体感して
いただくことを目的に、“もっと！ 8tai!”をテーマに、ビッグキャンペーンを実施いたします。

この夏、コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐で、ぜひ新たな鈴鹿サーキットを体感してください。
みなさまの来場を心よりお待ちしています。

”
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  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐開催概要”
（1） 大 会 名 称

（英文表記） 

 併   催

（2） 主   催

（3） 協   力

（4） 後   援

（5） 大 会 冠 協 賛

（6） テ レ ビ 放 送

（７） 会   場

（８） 開 催 日 程

”

※スケジュールは変更になる場合があります。

 7月 23日（木） 特別スポーツ走行／公式練習
  24日（金） 公式予選
  25日（土） 鈴鹿4時間耐久ロードレース　決勝
   8:30スタート／12:30ゴール

●鈴鹿4時間耐久ロードレース　スケジュール

 7月 23日（木） 特別スポーツ走行／公式練習
  24日（金） 公式予選
  25日（土） 決勝出場チーム フリー走行
   スペシャル・ステージ 「トップ10トライアル」（公式予選）
   コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐前夜祭
  26日（日） コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース  決勝
   11:30スタート／19:30ゴール

”
”

2009 QTEL FIM世界耐久選手権シリーズ第4戦
  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
2009 QTEL FIM Endurance World Championship Round 4

The 32nd   Coca-Cola Zero” Suzuka 8hours Endurance Road Race

2009 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦
鈴鹿4時間耐久ロードレース（ST600）

財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）
株式会社モビリティランド  鈴鹿サーキット

テレビ朝日

文部科学省、三重県、鈴鹿市、鈴鹿市観光協会、鈴鹿商工会議所

コカ・コーラ ゼロ

地上波 ： 中部日本放送（CBC）
衛星放送 ： スカパー！HD、スカパー！、 スカパー！e2

鈴鹿サーキット 国際レーシングコース（1周／5.821km）
〒510-0295　三重県鈴鹿市稲生町7992　TEL：059-378-1111（代）

2009年 7月23日（木）～7月26日（日）

”

®
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●お問い合わせ先 
【スカパー! カスタマーセンター】  0570-039-888
PHS、IP電話のお客様は045-287-7777 （10:00～20:00 年中無休）

【スカパー! e2 カスタマーセンター】  0570-08-1212
PHS、IP電話のお客様は045-276-7777 （10:00～20:00 年中無休）

地上波での放送が決定！！
中部日本放送（CBC）で、1988年以来
21年ぶり。「鈴鹿8耐」をダイジェストで
番組制作・放送が決定！！

●タイトル ： 2009年鈴鹿8耐ダイジェスト（仮）
●放送局 ： 中部日本放送（CBC）
  ※視聴可能地域はご確認ください。
●放送日時 ： 8月9日（日）13：24～13：54（予定）

■PPV視聴料金 3,150円（番組/税込）

■放送案内

●スカパー！HD「スカチャンHD190」にて初回ノーカット完全生中継含む、
全3回放送　

放送日時 生中継　： 2009年7月26日（日） 10：30～20：30（ch190）
 再放送①： 2009年7月28日（火） 14：00～24：00（ch190）
 再放送②： 未定

2009 TV PROGRAM

今年もスカパー が
ノーカット完全生中継！

!

●スカパー！「スカチャン」にて初回ノーカット完全生中継含む、全3回放送
　
放送日時 生中継　： 2009年7月26日（日） 10：30～20：30（ch162）
 再放送①： 2009年7月28日（火） 14：00～24：00（ch161）
 再放送②： 未定

●スカパー！e2「スカチャンHD800」にて初回ノーカット完全生中継含む、
全3回放送

放送日時 生中継　： 2009年7月26日（日） 10：30～20：30（ch800）
 再放送①： 2009年7月28日（火） 14：00～24：00（ch800）
 再放送②： 未定

※スカパー! e2でご視聴になるには、事前にPPS（視聴チケット）のお申し
込みが必要となります。

今年もテレビ朝日がPR協力！！

多摩テック

鈴鹿8耐とテレビ朝日、このコラボは今年で3年目となる。鈴鹿8耐を知ら
ない人たちにも、鈴鹿8耐の魅力を知ってもらおうと、様々な8耐情報を発信
していく予定。
大会直前には、テレビ朝日本社のある六本木ヒルズに隣接するギャラ

リーUMU（ウム）でプレイベントを実施予定。

8耐はもちろん、F2レースなど数々の名レースを放送してきたCBC
での放送が決定した！ 8耐の魅力を凝縮した放送日は、二週間後の
日曜日。生で観戦した興奮をそのままに、ご自宅でゆっくりと振り返り
ながら堪能いただけます。

多摩テックでライブ中継
パブリックビューイング実施決定！！
◆日時  : 7月26日（日） 9：30～20：00（予定）
◆会場  : ゆうえんちモートピア　青空広場
※多摩テック入園料／大人（中学生以上）1,600円、小学生・幼児800円が
必要となります。

スカパー！が鈴鹿8耐直前スペシャルを
6月26日に放送！！

●スカパー!、スカパー! e2
●放送日時 ： 6月26日（金） 20：00～21：00（無料放送）

2009年大会を直前に控えたチーム、ライダーを昨年のレース、鈴
鹿300kmのシーンを交えて紹介します。



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

- 4 -

RACE HIGHLIGHT.1

様々な観戦方法、楽しみ方がある日本最大級のバイクレース&イベント
コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース

鈴鹿8耐は日本最大級のバイクレース&
イベント
通常の全日本選手権などのレースに対して、コカ・コーラ ゼロ”鈴

鹿8時間耐久ロードレースは、長い時間レースを楽しむことができる。
もちろん、スタートからゴールまで熱い声援を送り続けるのもひとつだ
が、バイクに関わるさまざまなイベントが開催されることから、観戦方法
や楽しみ方が多彩であることが大きな特徴となっている。
全国のバイク関連ショップが集合し、さまざまなイベントが行われる

MOTO MAX。各メーカー関係のブースで行われる趣向を凝らしたイ
ベント、そして コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレースで最大
の人気を博する コカ・コーラ ゼロ”マルチステーションでのイベントな
ど、レースに詳しくなくても、仲間同士、カップル、そして家族で楽しめる
のが、コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレースなのである。

世界選手権としての鈴鹿８耐
鈴鹿8耐が世界選手権のシリーズに組み込まれたのは1980年から

で、これにより世界中から注目を集めることとなる。マシンも世界統一
となり、ヨーロッパで活躍する耐久のスペシャリスト達が参戦できるよ
うになった。今年も海外チームはもちろん、日本のチームからフランス
人女性ライダーの参戦も決定しており、国際色豊かなことも鈴鹿８耐
の大きな特徴である。

コカ・コーラとは1984年来のジョイント
『真夏の祭典』と言われる鈴鹿8時間耐久ロードレースだが、その強
力なパートナーがコカ・コーラだ。コカ・コーラのジョイントは1984年の
第7回大会からで、以来、2009年現在まで続いている。2007年からは
新ブランドを掲げ コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐として開催している。

走行距離は青森から大阪に匹敵
8時間という限られた時間内に、どれだけの距離を走れるかを競う
コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース。昨年の優勝チーム
は途中ピットインを繰り返しながら214周を走破しており、距離に換算
すると約1,250kmとなる。そしてこれは、青森から大阪を越える距離に
匹敵する。しかも、コースには時速60km/h以下となるヘアピンコー
ナーやシケインが数箇所あり、直線区間は２ヶ所しかないのである。

鈴鹿８耐のマシン
鈴鹿8耐には世界最高峰の耐久レースを戦うに相応しい高性能バ

イクが登場する。マシン規則はその時代時代の市販バイクの性能を
反映し、様々な変化を遂げてきたが現在は改造範囲が厳しく制限さ
れており、市販バイクに近い状態でレースを行なっている。にもかかわ
らず、かつてメーカーにより開発されたスペシャルパーツを組み込んだ
マシンを凌ぐタイムが記録されており、現代の市販バイクが極めて高
いレベルとなったことが証明されている。

2008年の鈴鹿8耐

”

”

”

”

”

”

”
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RACE HIGHLIGHT.2

新生・鈴鹿初の８耐

2004年からル・マン24時間やボルドール24時間、フランス国内の耐久レースに出
場。2006年からフランス国内スーパーバイク選手権に出場し、常に40台が出走す
る中で、ベストリザルトは2006年の16位。
『訪日は今回が初めてですが、日本の文化、日本食、そして何よりも日本製のバイク
が大好きで、こうした私にとって、世界的に有名な コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐
久ロードレースに参戦できることは、運命であると同時に、誇りに思います。持ってい
る力を全て出し、全力で頑張ります。8耐ウィークでは、皆さんにお会いできることを
楽しみにしています。是非、応援してください』（マガリー・ラングロス）

マガリー・ラングロス　略歴&メッセージ
国籍：フランス　　生年月日：1971年10月7日

昨年のシーズンオフから、鈴鹿サーキットではピットビルやグランド
スタンドを中心に大改修が施された。以前の鈴鹿サーキットを知る
ファンも、初めて鈴鹿サーキットに訪れるファンも、近代設備の迫力に
圧倒されるはずだ。そして コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロード
レースが、新生・鈴鹿サーキットで初開催となるわけだが、昼間はもち
ろんのこと夜間走行や感動のチェッカーではこれまでとはまったく
違ったシーンが見られることになる。
ぜひ、その目に感動のシーンを焼き付けてもらいたい。

女性ライダー登場!!
今年の コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレースには、ゼッ

ケン221クレバーウルフレーシングチームから女性ライダーのMagali 
LANGLOIS（マガリー・ラングロス）が出場することが決定した。クレ
バーウルフレーシングチームといえば、8耐決勝への連続出場記録を
更新し続ける斉藤光雄が所属するチームとして知られる。今年はこの
チームに第3ライダーとしてラングロスが加入。8耐で女性ライダーが
出場するのは、2005年のサムウェラ・デナルディ以来となる。

鈴鹿8耐チェッカー後の花火

”

”

”
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HOT NEWS.1

もっと見て・感じて！ 8tai！ 『バイク de 楽しいキャンペーン』
夏の祭典として恒例となった「 コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐」を、今年も7月23日（木）～26日（日）に開催いたします。32回目
を迎える歴史の中で“鈴鹿８耐”は数々のドラマを生み、モータースポーツファン、バイクファンの皆様を魅了して参りました。
しかし近年、趣味はますます多様化し、モータースポーツやバイクに興味のない方々にとって、レースに触れる機会が少なく
なってきているのも事実です。そんな時代背景を受け、今年の「 コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿８耐」では、モータースポーツやバイ
ク未経験の方たちにも８耐を体感していただくことを目的に、さまざまな新企画をご提案いたします。
観る人にとって優しい施設となった「新生・SUZUKA」。その第一歩ともなるのが今回の「 コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿８耐」で
す。どうか皆様、ご期待ください。

47年前の1962年。鈴鹿サーキットは日本で初めての本格的なレーシングコースとして誕生し、それ以来日本のモータース
ポーツの中心地としてさまざまなレースを開催してきました。特に「鈴鹿８時間耐久ロードレース」は、30年以上に渡り、夏の風
物詩・バイクの祭典として多くの観客を魅了して参りました。
「鈴鹿８耐の醍醐味は？」との問いに対して、最も多く聞かれる二文字、それが“感動”です。８時間という長い時間を選手・
観客・スタッフの皆が共有し、ゴールを目指す…。
スタート直前のドキドキ感、ジリジリ焼けるような真夏の暑さ、夕暮れ時のロマンティックな１シーン、ゴールが目の前に迫っ
た緊張感、カウントダウンの高揚感、夏の想い出と共に打上げられる花火…このすべてを、訪れた皆が共有する…。
その一体感と達成感が“大きな感動”となって、身体に刻まれる。それが“鈴鹿８耐”……、“鈴鹿”の原点です。

”

”

”

事前にお申込みいただいた18歳～22歳の先着5,000名様に「入場＋エリア席観戦」を無料でご招待。
まずはサーキットの楽しさを味わって欲しい！　その想いは各イベント＆ブースでも展開されます。

若 者 世 代 へ 8tai! ヤング割 ０円！ キャンペーン

「サーキットって楽しいところなの？」「快適に過ごせるの？」女性の声をもとに、
ホスピタリティを充実いたしました。女性向けのイベントも、多数開催いたします。

女 性 層 へ 8tai! Welcome Girls キャンペーン

休日はファミリーみんなでお得に過ごしたい！　そんなご家族の願いを叶えるために、観戦券をお持ちの大人の方と一緒に
来場されたお子様を5名様まで無料ご招待！　キッズ＆ファミリーイベントも拡充いたします。

ファミリー層へ 8tai! 子どもと一緒に！ キャンペーン

1

2

3

“鈴鹿”の楽しさ、
原点はここにあります。
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HOT NEWS.2

若 者 世 代 へ1

8tai! ヤング割 ０円！ キャンペーン

8tai! ヤング割 ０円！ キャンペーン

お申し込み…鈴鹿サーキットホームページにて

「18歳～22歳（※）」先着5,000名様限定特別観戦料金

事前お申込みの「18歳～22歳（※）」の先着5,000名様を
「入場＋エリア席観戦」に無料でご招待！

休日はのんびりゆったり、お出かけは適当な近場…そんな休日の過ごし方をする若者層が増加し
ています。しかし、その本音を探ってみれば「ドキドキしたり、感動したりしてみたい」「新しいことを体
験してみたい」という声も多く聞かれます。
また、ゲームやバーチャルではさまざまな世界を味わっているものの、“本物”に接する機会が少な
いのもこの世代の特徴です。
だからこそ、そんな世代にサーキットの“リアル”なドキドキ感、ワクワク感を味わい、モータースポー
ツの楽しさを肌で感じて欲しい…！　その想いのもとに、事前にお申込みいただいた18歳～22歳
（※）の5,000名様を、「入場（当日6,500円）＋エリア席観戦（当日6,500円）」に無料でご招待いたし
ます。
仲間同士でアウトドア気分を楽しんだり、祭り気分を満喫したり、観戦コンパを開催ししたり…？
盛りだくさんの内容で８耐の楽しさをサイドから演出します。

◆（※）ご招待は決勝当日の年齢が18歳～22歳（8耐決勝日の2009年7月26日時点での満年齢）の方に限ります。決勝当日受
付の際、年齢がわかる顔写真付身分証明書の提示が必要となります。
◆お申込み完了後に自動返信される「メール」をプリントアウトし、当日メインゲート特設受付にお持ちください。

通常当日観戦券料金

８taiヤング割 0円！
キャンペーン特別観戦料金

6,500円

無料

6,500円

観戦券料金
（4日間有効） Ａ・Ｂ・Ｑ・Ｒエリア席券

無料

受付中！
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HOT NEWS.3

やっぱバイクに乗りtai！

●実施日／7月25日（土）、26日（日）
●参加料／お一人様100円
●対　象／普通自動二輪免許をお持ちの18歳以上の方

バイクは見るものではなく、やっ
ぱり乗りたい。８時間もレース見て
ると、やっぱり乗りたい。もう、我慢
できません。そんなアナタを待って
ました！　アナタの熱い想いを受け
止めるバイクを用意します。

2.

コ コ 、が 変 わ る ！1 8tai! ヤング割 ０円！ キャンペーン

●実施日／7月25日（土）、26日（日）
●参加料／お一人様100円
●対　象／普通自動二輪免許をお持ちでない18歳以上の方（未成年の方は、保護者の承諾記入が必要となります）

バイクに乗ったこと、ありますか？ せっかく８耐に来たんだから、バイ
クに乗ってみませんか？ えっ？ 免許が無い？ いいんですよ、いいんで
すよ～。免許が無いけど、バイクに乗りたい！！ そんな塾生を募集します。

1.

三重県人気スポット観光も一度にできちゃう？
たくさんの人気観光スポットが点在する三重県。そ

してその観光に欠かせないものと言えば、ご当地グル
メや特産品などのお土産。三重県の魅力が、鈴鹿
サーキットでお楽しみいただけます。

6.

当日受付 お祭り＆キャンプを楽しんじゃえ！

８耐の最大の楽しさはやっぱり
“お祭り気分！”。
今年はキャンプサイトが新設さ

れる！　夜を盛り上げるさまざまな
イベントも開催されます。超・盛り
上がる1泊2日の８耐を仲間同士
で楽しもう！

3. （P14/P26参照）

雑誌「MOTO NAVI」のカメラマン
が、８耐会場内に潜入！
ストリートスナップ写真のターゲット

を探します。あなたもお洒落して、プ
ロのカメラマンに撮られちゃおう！

4. 涼～リラックススペース、
「8耐Cafe」が登場

8耐＝暑いなんて言わせません。今年は涼めるリラックスス
ペースを用意。カフェスタイルで楽しめる「8耐 Cafe」でゆったり
どうぞ。

5.

※写真はイメージです。イベントなどの予定は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

「伊勢うどん」など、ご当地グルメを味わうことも。

当日受付免許がないけど、バイクに乗りtai!

8taiで撮られちゃおう！？

●期間／7月24日（金）～26日（日）　予定
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HOT NEWS.4

女 性 層 へ2

8tai！ Welcome Girls キャンペーン
もっと女性に優しく、
快適にモータースポーツを楽しめる環境をご提供します。
“サーキットって、なんだか男っぽい感じ…”。そんな女性の声にお応えし、今回のサーキット改修では女性
に優しい数々のスポットを新設し、女性が無理をせずモータースポーツ観戦を楽しめる環境を整えます。
また、迫力と快適観戦を同時にお楽しみいただけるよう、女性専用ホスピタリティテラスを特別価格でご
利用いただけるプランもご用意いたしました。今までのイメージを一新する、女性に優しい８耐にどうかご期
待ください。

メッセージを
屋外大型ビジョンで届けて！

●日時／7月26日（日）20：00頃　チェッカー後～花火中にかけて
●内容／屋外大型ビジョンにお好きなメッセージを掲載

大切な人への気持ちを、
屋外大型ビジョンを通して伝
えます。参加は抽選とし、事
前に8ta i . c om専用応募
フォームにて受け付け、メッ
セージを選考します。

3.

コ コ 、が 変 わ る ！2 8tai！ Welcome Girls キャンペーン

甘いスイーツをいかが？
「ガールズカフェ」でゆったり4.

国井律子さんの、素敵ライフ
真似してみたい！

国井律子さんホームページ…
http://www.kuniritsu.com/

バイクライフをつづるエッセイス
ト・国井律子さんをゲストに迎え、
そのスタイリッシュな生き方や、人
生を楽しむ方法、お洒落ポイントな
どをトークショーで楽しみます。

女性専用スペース
「ビューティールーム」

女性にとって、重要なお化粧直しをゆったりできる女性専用
スペースをご用意。夏の暑さや長時間の観戦をしっかりサポー
トします。

2.

※写真はイメージです。イベントなどの予定は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

1.

●期間／7月25日（土）・26日（日）　予定
●場所／GPスクエア「Cafe 8」

暑い8耐観戦で疲れた体を甘いスイーツで癒しませんか？
オリジナルスイーツのほか、女性にうれしいファッション誌な

ども取り揃えます。

●日時／7月25日（土）・26日（日）　予定
●場所／GPスクエア内V席入口隣・交通教育センター・Cafe 8内 等
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HOT NEWS.5

ホスピタリティテラスプラン！
Ladies'限定

「女性限定」のホスピタリティテラス
特別観戦プランが登場します。

Ladies'限定 ホスピタリティテラスプラン特別観戦料金

8耐の迫力が間近にありながらも、ゆったり優しく、そして贅
沢気分を味わえる…。こんなLadies'限定プランをご用意し
ました。
プランでお楽しみいただけるのは、「参加ライダーを間近に
見られるパドックエリアへの入場＋日差しを避け、快適な環
境で観戦できるピットビル3階のホスピタリティテラス席」。セ
レブ気分も満喫しながら、感動の8耐をどうぞ…。
ちょっと贅沢な気分でレースをゆったり味わっていただくこ
とができます。

ホスピタリティテラス
通常料金

1名様／32,000円（観戦券別）

1名様／16,000円（観戦券別）
Ladies' 限定

ホスピタリティテラス
特別料金

ホスピタリティテラスからの眺め

＜特典＞
●Ladies'テラス（詳細は下記参照）のご利用 　●ピットウォークへの参加　●A・B・Q・Rエリア席入場OK！　　
●激感エリア入場OK！　●専用プラスチックパス付き

◆先着200名様限定とさせていただきます。
◆MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からお申し込みください。
◆ホスピタリティテラスのご購入には観戦券が別途必要です（8耐ヤング割0円キャンペーン併用可 ※18～22歳に限ります）。

ホスピタリティテラスには、女性限定でご利用いただける「Ladies'テラス」
を新設いたしました。
このスペースが誕生したきっかけは「ヘルメットを脱いでも、綺麗でいたい」
そんな女性ライダーのひとこと。
８耐を乗り切る、やさしいアメニティなどで女性をお迎えします。

※写真はイメージです。イベントなどの予定は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

「Ladies'テラス」にはアメニティも充実。

～限定スペースも誕生します！～
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HOT NEWS.6

“本当は家族みんなで出掛けたい。でも「観戦券全員分となると
高いしね」「子どもが途中で退屈するのでは？」「家族みんなが楽し
めるかなぁ？」そんなファミリー層の声にお応えしたのが、「８tai！子ど
もと一緒に！キャンペーン」。
８耐観戦券（※）をお持ちの大人の方と一緒に来場すると、お
子様は5名様まで8耐観戦入場が無料になるほか、お子様向けの
イベントやスペースも拡大しました。
できるだけ家族で一緒に過ごし、想い出をつくりたい。しかもお得
に、全員が楽しめる…そんな願いを今年の８耐は叶えます。

ファミリー層へ1

8tai! 子どもと一緒に！ キャンペーン
8耐観戦券をお持ちの大人の方と一緒に来場すると、
お子様は5名様まで無料！

◆（※）対象となる観戦券は、観戦券（大人）（ペア）となります。※ツアー、その他企画に伴う観戦券は対象外となります。
◆指定席のご入場は、別途指定席券が必要となります（中高生以下の方は、A・B・Q・Rエリア席は指定席券不要）。
◆大人観戦券は、ゆうえんちモートピアパスポート1日券付き。

ファミリーだけの
特典・ミニパドックツアー！

●日時／7月25日（土）、7月26日（日）　12：00～17：00
　　　　毎時00分・30分　合計10回/日（予定）
●受付／当日受付（GPスクエア内イベント受付ブース）各回先着20名様
●対象／高校生以下の子供を含むファミリー
●所要時間／30分

お子様と一緒に来場されたファミリーの嬉しい特典が「ミニパ
ドックツアー」。普段は、入ることのできないパドックエリアや新
ピットビルなどを約30分かけて見学します。サーキットの裏側“パ
ドック”では、レースがより身近に感じられるはず！

1. 2.

前売観戦券料金

８tai！子どもと一緒に！　
キャンペーン

特別観戦料金　

特　　典

●ミニパドックツアー参加無料！
●お子様はピットウォーク無料！
●ゆうえんちモートピアパスポートが割引に！

5名様まで無料

800円 600円1,600円5,500円
※ペア10,000円

5,500円
※ペア10,000円

大人 中・高生 小学生 幼　児

ーーーーー
（4日間有効）

（4日間有効） （4日間有効）

※写真はイメージです。イベントなどの予定は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

8耐をテーマに、
夏休み自由研究

※対象：中学生以下のお子様
※申し込み方法：当日受付（予定）

夏休みの自由研究、もうテーマは決まったかな？　鈴鹿サー
キットでは、８耐ならではの“研究課題”をプレゼントするよ。
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託児所、ファミリー休憩室
やさしさ充実！

せっかく8耐を訪れたなら、ゴールまで楽しみたい！そんなご家
族のために、お子様をお預かりする託児所を完備しました。また、
お子様が仮眠できるスペースもご用意しています。

3. 4.
コ コ 、が 変 わ る ！3 8tai! 子どもと一緒に！ キャンペーン

キッズがバイクで
コースパレード！

お子様がバイクで決勝前のコー
スをパレード。
大観衆の中、走り抜けるお子様

の姿には大きな感動が！

（募集期間は終了しました）

子どもバイク教室
親子タンデム体験5. 3泊4日、８耐キッズキャンプ！

8耐の3泊4日キャンププログラムが誕生しました。
3泊4日のメニューは、バイク教室のほか、救急スキル学習、

コースオフィシャル体験、野外炊飯など多岐に渡ります。鈴鹿
サーキットの広大な森と、回りの自然を利用し、８耐ならではのプ
ログラムが折り込まれたキャンプです。

親子がコミュニケーションをとりながら参加できる「子どもバイ
ク教室」を開催。ルールやマナーを学びながら、お子様が実際に
バイクを運転します。また、親子で二人乗りできるタンデム教室
も開催。

6.

※写真はイメージです。イベントなどの予定は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

●実施日／7月25日（土）、26日（日）　両日　9：30～16：30予定
　※スケジュールにつきましては決定次第、8tai.comにてお知らせいたします。

●参加料／お一人様100円　1開催：約30分（準備時間含む）

●日程／7月24日（金）～27日（月）【3泊4日】
●参加対象／小学4年生～6年生　20名（最小催行人数12名）
●料金／40,000円（税込み）
●申込み受付／事前予約
　※お申込み方法は、後日8tai.comにてご案内いたします。

●キャンプ予定地／国際レーシングコース 逆バンク特設キャンプエリア

キッズみんなで作り出す、
夏の想い出は最高のものに！
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SPECIAL TOPICS.1

鈴鹿新グランドスタンドからの眺め

新ピットビルのステイタスエリア！！
ホスピタリティラウンジを体感！！
新設されたピットビル２Ｆ、ステイタスエリアにある「ホスピタリティラ

ウンジ」は、全天候対応可能な全面ガラス張り個室で、レースを身近
に体感できる屋外観戦席も完備した設備だ。
決勝日のお食事付・フリードリンクのプレミアがついた「ホスピタリ
ティラウンジ」、是非一度、快適さと迫力に満ちたステイタスエリアで
の鈴鹿8耐観戦を体感していただきたい。

（チケット詳細は、P30へ）

ホスピタリティテラス

ホスピタリティラウンジ

ピットビル2F（屋内）

ピットビル3F（オープンエア）
ピットビル最上階のホスピタリティ
テラスは、開放感と快適さを兼ね備えた
極上観戦エリア！！
新ピットビルの最上階３Ｆにある「ホスピタリティテラス」は、屋根付

きオープンエアタイプの観戦エリアである。その眺望の良さによりメイ
ンストレートはもちろん、パドックを挟んだＳ字コーナーからダンンロッ
プコーナー側も一部見渡すことができる。また、屋外観戦席も用意さ
れており、快適な観戦を楽しむことができる。

（チケット詳細は、P31へ）

大屋根が設置された新グランドスタンドをはじ
め、逆バンクからダンロップコーナスタンドの常設
化、個別シートを備えたシケインスタンドが新設さ
れるなど観戦環境が格段に向上したことにより、
まったく新しい視線で緊張のスタートと、感動の
ゴールシーンが見られることになり、新しい鈴鹿8
耐が今年の大会から始まることになる。
果たして今年、どんな激戦が待ち受け、どんな
感動のゴールが生まれるのだろうか。そのすべて
を新生鈴鹿サーキットで満喫しよう！

（チケット詳細は、P29へ）

観戦環境が向上した、新しい鈴鹿での新しい鈴鹿8耐
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コースサイドにステイ！
ライダー専用キャンプ観戦席

トップチームのスタートシーンを目の前で！！
スターティンググリッドが最終コーナー
側に移動！！
ル・マン式スタートでお馴染みの鈴鹿8耐スタートシーンも新施設
に合わせて進化する！！
これまでに比べて全体のグリッド位置が最終コーナー側に約80m
移動し、スタートシグナルブリッジ下にポールポジションがセットされる。
昨年までポールポジションは観戦エリアから離れた位置にあったが今
年はグランドスタンド、新ピットビルのほとんどのエリアでトップチーム
の迫力あるスタートシーンを見ることができるようになりこれまで以上
の盛上りは必至だ。

寝ても覚めても8耐三昧！　逆バンクエリア付近にバイク専用の
キャンプエリアを設置。観戦席の近くにテントの設営とバイクの駐車
ができる。バイク乗りの楽しみのひとつでもあるツーリングキャンプが、
8耐のコースサイドで可能となり、これまでにない8耐の楽しみ方が生
まれた。

※本キャンプエリアはバイク専用です。4輪車でのご利用は頂けませんのでご注意
下さい。
※当エリアのご利用は1サイト：バイク1台/1名のみのご利用となります。
ご友人などと2名以上でご利用希望の場合はそれぞれ1サイトご予約下さい。
※当エリアは砕石が敷き詰められた、硬い地盤の場所となります。クッションマット等
をお持ち頂くことを推奨します。

■申込開始日：2009年6月15日（月）AM9:00より受付開始
■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：１５，０００円（1名まで・バイク1台駐車可） 
※税込、別途観戦チケット必要
■サイト数：125サイト

暑さを楽しめ！
水浴びスプラッシュ観戦席
夏の暑さを楽しみながら、観戦できるエリアが8耐に初登場！
2コーナー付近の観戦スタンドの一部を誰でも自由に水浴びがで

きるエリアが登場する。水着や濡れても良い格好でこのエリアに来て、
8耐を楽しく観戦しよう。
さらにこのエリアには「スプラッシュガール」と呼ばれる水着の女の
子たちが、神出鬼没に登場する予定。観客に水を掛けまくるぞ。

ライダー専用キャンプエリア
※一部工事中のため、エリアは変更となる場合があります。
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SPECIAL TOPICS.2

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐オリジナルデザイン缶

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐オリジナルカラーリング自販機

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐オリジナル
デザイン缶（350ml）、飲料自動販売機
が誕生

”

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐第32回大会の開催を記念して、「 コカ・コーラ 
ゼロ”鈴鹿8耐オリジナルデザイン350ml缶」（2種類）が、三重県・岐阜県内の
自動販売機を中心に、数量限定で発売されている。
2007年のブランド立ち上げの年から継続している「コカ･コーラ ゼロ」と鈴
鹿8耐とのパートナーシップ。3年目を迎えた今年は、その関係を更に一歩進め、
コカ・コーラ ゼロとして初めての大会オリジナルデザイン缶を開発。バイクなら
ではのスピーディーな疾走感を表現したものと、鈴鹿8耐の象徴とも言えるス
タート直前のサーキットの熱狂と臨場感を表現したものと、2パターンのデザイ
ンで開発し、鈴鹿8耐のコアなファンのみならず、バイクやモータースポーツ全
般に興味を持っている、より幅広い層に対しても「コカ・コーラ ゼロ」ブランド
ならではのワイルドな世界観を訴求することで、夏のモータースポーツの風物
詩として長年の歴史を誇る「 コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐」を、熱く、そしてパワ
フルに盛り上げてくれるだろう。
また、昨年初登場した、コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐オリジナルカラーリング
の飲料自動販売機も鈴鹿8耐の歴史を綴った新たなデザインで登場！！　東海
地区を中心にあなたの街角にも登場してくるぞ！　この自動販売機を見かけた
らコカ・コーラ ゼロを飲みながら鈴鹿8耐に想いを馳せよう！！

バイクを愛し、人生を楽しむ人へ・・・とっておきのNEWS!
様々なプレイベントなどで「LOVE BIKE, LOVE LIFE」のメッセージ入り

特製リストバンドをGETしよう!  モータースポーツ都市宣言を行う鈴鹿市で
は、街をあげてバイカーをウエルカム！! 鈴鹿市のサポートショップ登録店
（協力店舗など）でリストバンド（または観戦チケット）を提示すると、ドリンク
サービスなどうれしい特典が受けられる。サポートショップ店頭にはウェルカ
ムムードを盛り上げる「LOVE BIKE, LOVE LIFE」デザインののぼりも立
ち、お祭りムード満点だ!
今年の8耐には、ぜひこのリストバンドを付けて来場してほしい。様々な

サービスを受けられるとともに、バイクを愛するもの同士の一体感が味わえ
るはずだ。

“LOVE BIKE, LOVE LIFE”
リストバンド

※リストバンド配布のプレイベントや、サポートショップの情報は、後日8tai.comでご案内いたします。

” ”

”

”

三重県観光連盟とツーリングGOGO
そして鈴鹿8耐がコラボ！！
0円マップ関西・四国 特別編『三重・鈴鹿8耐』
関西屈指のツーリングコース＝伊勢志摩を

有する三重県をツーリングGOGOが完全ガイ
ド。独自の情報に三重県観光連盟ならではの
地元の生情報をプラスし、三重県に特化した
ライダーマップが完成する。
鈴鹿サーキット周辺は、特に詳細となる。夏

には鈴鹿8耐とともに三重県の観光スポットを
満喫しよう！！

■ツーリングGO！GO！ 別冊　0円マップ関西・四国
　（小冊子タイプの地図として別冊付録が付きます）
■全国書店・コンビニエンスストア（一部）にて販売中！
　発行： 株式会社 三栄書房

”

”
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SPECIAL TOPICS.3

全国のバイカーズカフェが、
8耐サポートカフェとして続々と参加

■8耐サポートカフェ参加リスト

ツーリングの立ち寄りポイントやバイク仲間との集合場所になっていたりと、最近人気が高まっている、全国各地の「バイカーズカフェ」。
鈴鹿8耐はこれらのバイカーズカフェとリレーションを図り、レースやイベント情報の発信、キャンペーン展開など、バイクファンとコミュニケーションを図る試みを

本年より実施いたします。

カフェを訪れた思い出の写真を8tai.comでご紹介したり、カフェを中心とした参加型のキャンペーンも展開。

今年の夏は是非とも、8耐+ツーリング+カフェで楽しんで欲しい。

・マックさんの家（京都）
・Café Mother Road（三重）
・b'coffee（岐阜）
・ライダーズカフェ  MACH Ⅲ（大阪）
・カフェ フラミンゴ（大阪）
・カフェ＆レストラン　FREAK（大阪）
・Bike＆Café　Dears（大阪）
・ANY’s BURGER（大阪）
・UK CAFÉ 東大阪店（大阪）
・CAFÉ UNO（大阪）
・Café Orange（大阪）
・THE PANHEAD‘S HEAVEN SALOON（大阪）
・Riders café CoR（大阪）
・ライダーズ カフェパッシング（奈良）
・リトモ・セレーノ（東京）
・Over Take（東京）
・Bunny Beach（東京）
・Garage Cafe MANX（東京）
・JOEY‘S BAR（東京）
・ダムトラックスカフェ大観山店（神奈川）
・msCAFE　横浜町田店（神奈川）
・Cafe HangLoose（神奈川）
・喫茶店 ゼフィール（神奈川）
・UNX café（静岡）
・Hillman‘s（静岡）
・CAFE JIJI・BABA（山梨）
・バイカーズカフェ クラブビッグワン（千葉）
・CAMON（栃木）
・夢鹿蔵（埼玉）
・Mo2or Café（埼玉）

※参加カフェは今後も増える予定です。
　サポート内容など詳しくは今後8tai.comにてご案内いたします。
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SPECIAL TOPICS.4

FM YOKOHAMA 84.7MHzで
毎週土曜日昼に鈴鹿8耐を紹介!!
FMヨコハマ土曜日の人気音楽番組「Smilin'！ Groovin'！」は、日本の最

新ヒットと懐かしの洋楽ヒットを交互にカウントダウンしていく音楽番組。昔
の曲が好きなお父さん・お母さん、最新ヒット曲を聞きたい子供たち。家でも
でもクルマでもお店でも、一緒になって楽しめるプログラム。
その番組を通して、 FM YOKOHAMAは地元神奈川県のチーム「ヨシ
ムラ」を応援。 バイクの保有台数が日本でもTOPクラスの神奈川県のリス
ナーと共に盛り上がる。そして、レーシングライダーや鈴鹿サーキットクイーン
のゲスト出演など、LIVE感溢れる演出で「鈴鹿8耐」のみどころをレース初
心者にもわかるように伝えていく。

■番組名 : 「Smilin'！ Groovin'！」
■コーナー名 : コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐へGoーッ！

◆実施期間  : 2009年6月6日～7月25日（予定）
◆放送時間  : 毎週（土） 「Smilin'！ Groovin'！」 内
 　時間帯:12時台にコーナー展開
 　（番組放映時間は、11時～13時）
◆パーソナリティ  : ヴァンスK、遠近由美子

MOTONAVIと鈴鹿8耐がコラボ！！
MOTONAVI+SUZUKA8耐
 「LOVE BIKE, LOVE LIFE」 
RIDERS GROOVE
大人のモーターサイクルスタイル誌「MOTONAVI」（二玄社）に連載中の

人気エッセイスト、国井律子氏が鈴鹿８耐に登場！
MOTONAVI創刊時から国井氏が連載する人気コーナー「LOVE BIKE， 

LOVE LIFE」は、偶然にも鈴鹿８耐の基本コンセプトと同じネーミング。今回、
その共通したテーマをきっかけにコラボレーションがスタート！！
国井氏のさまざまな経験を通して感じた「鈴鹿８耐」の魅力を、彼女のネット

ワークを使って様々なタイプのライダーに向けて発信し、８耐への参加を呼び
かけます。そして、レース当日にはトークショーやサイン会などライダー向けのイ
ベントも開催。

【イベント予定】
①土曜日 前夜祭出演　MOTONAVI河西編集長とトークショー出演
②決勝日 コカ・コーラ ゼロ”マルチステーション
 MOTONAVIトークショー出演
③決勝日 「クニイの素」「タビリツ」「MOTONAVIバックナンバー」
 サイン販売会
 ※内容は変更になる場合があります。

系列局を超えたラジオ局が一堂に会して、ラジオ局ファン（リスナー）の輪で盛り上がる！
“ラジオ局８耐チーム応援シート”
全国各地でそれぞれ地域の特色なども織り交ぜながらリスナーを楽しませ

てくれるラジオ局。そんなラジオ局の中で、8耐に出場する地元チームを応援し
ようと毎年8耐前にオンエアーしているラジオ局が広がっている。
鈴鹿サーキットではそんなラジオ局大好きリスナーに、8耐を通じて一緒に盛

り上がれる、ラジオフリークが集まる観戦エリアを作っている。それが、"ラジオ局
８耐チーム応援シート"それぞれ各局で応援する地元チームは違えども、8耐を
通して一緒に盛り上がっちゃおうと言うシートだ。
それぞれのラジオ局パーソナリティの呼びかけで集まってくるリスナー同士、

●観戦券＋V1指定席券（ラジオ局８耐チーム応援シート）
●観戦券は特製プラスチックパス（ストラップ付）
【特典・プレゼント】
　特製タオル
　 コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿８耐オリジナルデザイン缶
　鈴鹿8耐「第32回大会」記念ピンズ

“ラジオ局８耐チーム応援シート”
13,500円

※参加ラジオ局や企画の詳細は、「8tai.com」をご覧ください。

ヴァンスK 遠近由美子

”

”

■国井 律子プロフィール
1975年東京生まれ。
玉川大学文芸部芸術学科卒業。
モデル、ラジオレポーターなどを経て、現在は旅人
エッセイストとして雑誌、TV、ラジオなどで幅広く活
躍中。時間を見つけて日本そして世界を放浪する。
趣味はバイクツーリング、波乗り、自転車など。愛
車は99年式ハーレーダビッドソン・スポーツスター
XL1200S。著書は「放浪レディ」「アタシはバイク
で旅に出る」「クニイの素」「タ・ビ・リ・ツ」など多数。
http://kuniritsu.com

特製タオル

鈴鹿8耐
「第32回大会」
記念ピンズ

※予定／各ラジオ局によって内容は異なりますのでオンエアーなどでご確認ください。

盛り上がろう!パーソナリティが観戦席に訪れたり、生放送を8耐会場からしたり、
イベント会場でラジオ局コーナーがあったりとそれぞれのラジオ局も盛り上げ
てくれます。

●MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からお申し込みください。 特製プラスチックパス

”
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SPECIAL TOPICS.5

新設備が誕生した鈴鹿サーキット。
そのコースを愛車でパレード！！
「市民で創りあげる夏の一大イベント。日本最大級の交通安全パレード」
今年で第11回目を迎える鈴鹿商工会議所青年部「バイクであいたいパレード」。
参加する市民・参加者１人ひとりが楽しめ、テーマ「めざせ日本一！ 過去最

多参加台数！」を柱に、過去最多の約800台という日本一のバイクパレードを全
国にアピールします。パレードの認知度をあげ、市民の方々にも理解して楽し
んでいただけるような企画・運営を行い、鈴鹿商工会議所青年部全員の力で
盛り上げていきたいと思います。地元鈴鹿市民による安全警備・運営から、バ
イクパレード市民枠増設による市民参加まで、地域に密着したイベントを展開
いたします。

■日時／7月25日（土） 一部／13:30～14:30　二部／16:00～17:30（予定）
　※バイクパレードは18時30分から出発します。
■場所／鈴鹿ハンター特設会場

　※パレードコースは鈴鹿ハンター駐車場から鈴鹿サーキットまで
　※パレードコース及び周辺道路は18時30分より交通規制により渋滞が予想されます。
　※尚、パレード中は道路の横断はできません。
　※大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力おねがいします。

鈴鹿商工会議所青年部による日本最大級の交通安全バイクパレード

バイクであいたいパレード2009 [開催概要]

2009

たくさんのご応募、ありがとうございました。
当選者の発表は、

http://www.suzuka-yeg.com/

にてご覧いただけます。

[パレードコースマップ]

鈴鹿ハンター

弁天山公園

インフォメーション
ブース

パレード
集合場所

パレード進路

一般受付 本部

 鈴鹿サーキット

至 R-1

至 R-23至 R-1

近鉄
平田町駅

ろうきん

中央道路

平安閣

昭和シェル
GS

コ
イ
ン

ラ
ン
ド
リ
ー

岡
本
総
本
店

出会いふれあい
ONステージ

前夜祭
会場

N

ローソン

セイムス

サンクス

ファミリーマート

セブンイレブン

第11回 バイクであいたいパレード2009　第11回 バイクであいたいパレード2009　約800台参加！約800台参加！第11回 バイクであいたいパレード2009　約800台参加！
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SPECIAL TOPICS.6

７月25日（土）１９：15スタート！（予定）●グランドスタンド前

  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐前夜祭  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐前夜祭”  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐前夜祭”

ナイトピットウォークでのチームによるパフォーマンス

グランドスタンド前を通過するパレード

ナイトピットウォーク ※イベント内容は変更される場合があります。

新生鈴鹿で新しい8耐前夜祭！！
モータースポーツ初心者、ファミリー、女性が楽しめる！ くつろげる！

毎年恒例となり連なるヘッドライトの光が、天の川のような美しさと
迫力を見せる「バイクであいたいパレード」で幕を開ける コカ・コーラ
ゼロ”鈴鹿8耐前夜祭。
なんと今年は、さらに美しさがスケールアップ!昨年を上回る約800
台のバイクがパレードに参加し、新しくなった鈴鹿サーキットのグラン
ドスタンド、ピットビルの間を駆け抜ける。
そして、大きく変わったのはグランドスタンドだけではなく前夜祭も!
今年から新たに、キッズやファミリー、カップルも楽しめるイベントが登
場。ピットビル前のコース開放時には、コース上に移動遊園地を彷彿
させる様々なイベントや炎の大道芸、憧れの光り輝くトロフィーとの記
念撮影など、熱戦が繰り広げられるコースで コカ・コーラ ゼロ”を飲
みながらワクワク&ゆったりで過ごそう!
また、チームやライダーを間近で見られ一緒に盛り上がることがで

きる人気の「ナイトピットウォーク」を今年も開催。チームとの距離感
は、まさにTAIL TO NOSE!!
夜の帳の下、光と興奮に前夜祭が包まれる。

翌日の決勝に向け、本番さながらのタイヤ交換、給油リハーサルな
ど最後の調整作業を間近で見れることがナイトピットウォークの大き
な楽しみ。特に今年は新しいピットで行なわれる最初の8耐ということ
もあり、入念なチェックが行なわれることだろう。
また、各チームがサプライズで行うパフォーマンスにも注目だ。

チーム、ライダー、ファン全ての人にとって、生まれ変わった鈴鹿
サーキットが新しいドラマを生み出す・・・・そんな予感が コカ・コーラ 
ゼロ”鈴鹿8耐前夜祭をこれまで以上に盛上げる。

”

”

”
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SPECIAL TOPICS.7

7月24日（金）、25日（土）の2日間、鈴鹿市内主要地域にて、レースファン・レース関係者が利用できる市内無料巡回バスが運行される。
市内の総合スーパーマーケット、平田町周辺の飲食店やナイトスポットを巡回。

鈴鹿市は全国初の「モータースポーツ都市」を宣言しています
鈴鹿市は、民・産・学・官の連携により、モータースポーツのメッカにすることで、モータースポーツの振興を図り、市を活
性化することを目的に「モータースポーツ都市」を宣言しました。　　　　　　　　　　　　　　　（鈴鹿市HPより）

鈴鹿ウエルカムプログラム

レースファン市内無料巡回バスの運行
鈴鹿商工会議所主管の鈴鹿での滞在が

もっと楽しくなりま
す!

”

■実施予定概要 ： バス2台による巡回
 7月24日（金） 17：00～23：40
 25日（土） 17：00～18：00
  19：00～23：40
　※各時間最終鈴鹿サーキット発
　※25日（土）18：00～19：00の間、バイクパレード交通規制のため、鈴鹿サーキット発は
　　一時中断いたします。
■ご利用 ： 8耐チケット又は8耐パス、“LOVE BIKE, LOVE LIFE”リストバンド、または
　　　　　鈴鹿ウエルカムプログラムチラシをお持ちの方（料金無料）
　※満員の場合は、乗車をお断りすることがあります。
　※ルートは後日ご案内します。

鈴鹿市では、鈴鹿8耐へ全国からお越しになる観客の皆様を暖かくお迎えいただき、特に鈴鹿商工会議所青年部による鈴鹿市内から鈴鹿サーキット
までの一大バイクパレードは、ついに11回目を迎えるなど、バイク乗りの皆様を歓迎いただいています。
特に2004年12月、全国初の「モータースポーツ都市」を宣言した鈴鹿市、鈴鹿商工会議所と一体となった下記の歓迎プログラムをパレードのみなら
ず展開していただきます。ぜひ、皆様のご支援ご協力もお願いいたします。

鈴鹿サーキット

平田町駅 近鉄鈴鹿
線

簡易マップ簡易マップ簡易マップ
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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。
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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。
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　コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐、チケット発売中!”

前売観戦券（7月23日（木）～26日（日）期間中有効） ※料金はすべて税込

※3才～高校生の方は、各日とも遊園地入園料（3才～未就学児／600円・小学生／800円・中高校生／1,600円）で、自由席にてご観戦いただけます。

5,500円 10,000円 20,000円 1,600円
大　人 ペア（大人2名） ファミ得（大人2名+子ども1名）

23,000円
ファミ得（大人2名+子ども2名） 中・高校生（入場のみ）

8,000円 6,000円
V1席

10,000円
A・B・Q・Rエリア

前売指定席券（期間中の土・日有効、別途観戦券必要）

※V2・V1指定席券をお持ちの方は、A・B・Q・Rエリアにも入場できます。
※A・B・Q・Rエリアに席番の指定はありません。
※３才以上のお子様が指定席に入る場合は、指定席券と観戦券又は遊園地入園料が必要となります（A・B・Q・Rエリアのみ高校生以下の方は指定席券は不
要です）。

※自由席・指定席の一部には、団体専用席、メーカー・チーム応援専用席、シーズンシートがあらかじめ区画されている場合があります。ご了承ください。

V2指定席券のご呈示で、Ｖ2席内専用コーナーにご用意したコカ・
コーラ製品を無料でお飲みいただけます。

日時：7月26日（日）決勝レース開催中
※V2指定席券をご呈示いただいた方に限ります。
※コカ・コーラ製品は一部に限定させていただきます。
※ご希望の商品が品切れになる場合もございます。

V2指定席券には、なんと「V2スペシャルランチチケット（1枚）」も
付いてくる！
このランチチケットが利用できるのは、V2席裏にある各人気ショッ
プ。しかもこのチケットでしか食べられない限定メニューなのです！

■観戦席・指定席図

交通教育センター 会場

水浴び
スプラッシュ観戦席

ライダー専用
キャンプ観戦席

V2席の特典が、パワーアップ！！
（グランドスタンド上段席）

目の前に広がるのは、メインストレートコースと新しくなったばかりのピットビル。
最終コーナーから第１コーナー、そしてピットロードまで見渡すことができる。
スタート直前のグリッドや、ピットクルーの緊張感まで伝わってくる！
3基の大型ビジョンで、レースの状況もしっかりチェック。
大型の屋根の下、ゆったりシート＋ドリンクホルダーで、快適観戦！

魅力いっぱい！ 新生V2席

新生V2席

8時間限定、
コカ・コーラ製品飲み放題！

「V2スペシャルランチ」が
付いてくる！

日時：7月24日（金）～26日（日）の、いずれか1日
★メニュー・店舗など詳しくは、6月26日（金）に8tai.comにて発表

8時間限定!!
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家族で遊ぶならコレ!!
※子どもは、3才～高校生となります。

観戦券、A・B・Q・Rエリア席、モートピアパスポート（1日分）がついて

大人2名
＋

子ども1名 円（税込）20,000
大人2名
＋

子ども2名 円（税込）23,000

大人2名
＋

子ども1名 円（税込）33,000
大人2名
＋

子ども2名 円（税込）43,000
観戦券、V2指定席、A・B・Q・Rエリア席、モートピアパスポート（1日分）がついて

前売り
ファミ得チケット

ファミ得チケット（7月23日（木）～26日（日）期間中有効）

※ファミ得チケットは、大人2名＋子ども1名または大人2名＋子ども2名のセットで、観戦券＋A・B・Q・Rエリア席＋モートピアパスポート券（1日分）がついています。

※ファミ得チケットのV2指定席セットは、MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）とローソンチケットのみでの販売となります。

新ピットビルディング2階に設けられたホスピタリティラウンジはハイグレードな観戦ルームに加えて、ピットレーンに張り出した屋外観戦席を設
置。鈴鹿サーキットはおもてなしの心とともに、快適で迫力に満ちた観戦をご提供いたします。

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からお申込みください。　●受付期間／5月23日（土）10:00～7月17日（金）24:00まで
※駐車券は1名様～4名様までのお申込1件につき1台分となります。（ファミリーラウンジJr.には付きません）
※ホスピタリティラウンジは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。
※お申込後のキャンセルは一切できません。
※屋外観戦席は自由席となります。
※ファミリーラウンジはご家族でご観戦いただける共有ラウンジです。

●駐車券（専用駐車エリア）　※ファミリーラウンジJr.には付きません
●ホスピタリティテラス・パドック・ピットウォーク入場可（4日間対象）
●スペシャルランチボックス（7/26（日）のみ）
●フリードリンク（ソフトドリンク・ビール）
●大会公式プログラム　※ファミリーラウンジJr.には付きません
●A・B・Q・Rエリア入場可
●激感エリア入場可
●専用プラスチックパス　※ファミリーラウンジJr.には付きません

ホスピタリティラウンジ
<大人向け>

（3日間有効・観戦券込み）

新ピットビルディング2階に新設されたワンランク上の観戦空間

【ホスピタリティラウンジ特典】

ホスピタリティラウンジ

45,000円

ファミリーラウンジ
<大人（中学生以上）>
（3日間有効・観戦券込み）

45,000円

ファミリーラウンジJr.
<子ども（3歳～小学生）>
（3日間有効・観戦券込み）

8,000円

写真はイメージです

V2V2指定席セット指定席セットV2指定席セット

A・B・Q・Rエリアエリア席セット席セットA・B・Q・Rエリア席セット
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★お得な観戦チケットつきツアーも開催!
　お問い合わせ：株式会社モビリティランド トラベルセンター…q03-3278-0808

※ホスピタリティテラスのご購入には観戦券が別途必要です。
※3歳以上有料となります。（特典内容は大人同様となります）
※ホスピタリティテラスは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。 
※お申し込み後のキャンセルは一切できません。

●ピットウォーク（4日間対象）
●パドック入場可（4日間対象）
●A・B・Q・Rエリア入場可
●激感エリア入場可
●専用プラスチックパス
※Jr.には特典は付きません。

ホスピタリティテラス
<大人（中学生以上）>

（4日間有効・別途観戦券必要）

新ピットビルディング3階からの眺望と生の迫力を体感できる空間

【ホスピタリティテラス特典】

ホスピタリティテラス

32,000円

ホスピタリティテラスJr.
<子ども（3歳～小学生）>
（4日間有効・別途観戦券必要）

2,000円

新ピットビルディング3階からご観戦いただけるホスピタリティテラスは、自然光を活かし、開放的な空間とするために壁を設置せずに、コースが
見渡せる場所となります。2階席のホスピタリティラウンジ同様に屋外観戦席をご用意しております。

写真はイメージです

別途観戦券が必要です

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からお申込みください。
　●受付期間／7月17日（金）24：00まで
※3歳以上共通料金となります（飲料・食事など特典内容は大人同様となります）。
※駐車券は1名様～4名様までのお申込1件につき1台分となります。
※ホスピタリティラウンジでのお食事対応はいたしておりません。
※VIPスイート・プレミアムは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。
※お申込後のキャンセルは一切できません。
※VIPテラスの販売はいたしておりません。VIPテラスはVIPスイートのお客様のご利用エリアとなりました。

●スペシャルランチボックス（7/25（土）・26（日）の2日間のみ）
●フリードリンク（ソフトドリンク・ビール）
●駐車券（専用駐車エリア）
●大会公式プログラム
●ホスピタリティテラス・パドック・ピットウォーク入場可（4日間対象）
●ホスピタリティラウンジ・VIPテラス入場可（3日間対象）
●記念品

VIPスイート・プレミアム
（3日間有効・観戦券込み・3歳以上共通料金）

パドック、ホスピタリティラウンジにも入れる最高級の観戦環境を提供

【VIPスイート・プレミアム特典】

VIPスイート・プレミアム

62,000円

グランドスタンド上部に位置し、東コースの大部分を見渡すことができるVIPスイート。新施設のオープンに伴い、VIPスイート・プレミアムはVIP
スイート、VIPテラス、パドックをはじめ、新ピットビルディングのホスピタリティテラス（3階）、ホスピタリティラウンジ（2階）にもご入場いただけ
るようになりました。

写真はイメージです

◆先着200名様限定とさせていただきます。
◆MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からお申
込みください

◆ホスピタリティテラスのご購入には観戦券が別途必要です（8耐ヤ
ング割0円キャンペーン併用可 ※18～22歳に限ります）。

Lady's限定 ホスピタリティテラスプラン
1名様／16,000円（観戦券別）
★通常の特典にプラスして、
　Lady'sテラスがご利用いただけます。 

※詳細は、P10を参照ください。
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ピットウォーク券（7月23日（木）～26日（日）、別途観戦券必要）
※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からお申込みください。
　●受付期間／7月17日（金）24:00まで
※前売りピットウォーク券が完売の場合、当日ピットウォーク券の販売はございません。
※販売場所／ピットウォークチケットBOX2,000円 無料

大人（中学生以上） 3才～小学生

特製カード型パドックパス限定販売（7月23日（木）～26日（日）期間中有効、別途観戦券必要）
鈴鹿サーキットロゴ入りストラップがセットになった特製プラスチックパスを限定販売します。

1ピットウォークにご参加いただけます。
2A・B・Q・Rエリア席でもご観戦いただけます。
3激感エリアにもご入場いただけます。
●鈴鹿サーキットオリジナルストラップ（非売品）付き。

※3才～小学生のパドックパスJr.は、特製カード型ではありません。15,000円 1,500円
パドックパス／中学生以上 パドックパスJr.／3才～小学生

限定販売

前売販売

パドックパス
購入特典

※募集期間内でも販売台数が完売した時点で予約を終了いたします。
※お申し込みの方に確認書をお送りいたします、ご案内にしたがって、代金をお振込みください。
※振込み手数料は、お客様でご負担ください。
※ご来場の際にはお申し込み確認後、郵送いたします確認書と振込みの控えをお持ちください（２台で、ご到着が別の場合、確認書と振込み控えを、おのおのお持ちください）。
受付で枠番号の駐車券を発行いたしますので、入退場の時はダッシュボードにお示しください。駐車は指定の枠番号にお停めください。
※本駐車券でのクアガーデン、レストランのご利用特典は受けられま
せん。ご了承ください。
※転売・権利の譲渡等を目的としたお申し込みは固くお断りいたします。
※予約駐車場は、7月24日（金）午前７時にオープン予定しています。さら
に早いご到着の方は仮駐車スペースでお待ちいただく場合があります。
※ご来場後車両ナンバーが変っての再入場は、そのつど係員にお申
し付けください。駐車券のナンバーを変更し、再発行いたします。
※お連れ様と隣同士の駐車枠のご希望にはそいかねます。ご了承ください。
※車椅子ご利用の方もお申し込みいただけますが、駐車枠は5ｍ×2.5
ｍとなります。なお当日受付の車椅子駐車場は、別途正面ゲート近く
にあります。
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チケットのお求めは
■鈴鹿サーキットレースチケットセンター

■鈴鹿サーキット電話通信販売 10：00～16：00／7月17日（金）までq059-378-1100

■チケットサービス

■MOBILITY STATION [http://mls.mobilityland.co.jp/] 7月17日（金）24:00まで（24時間受付）

■プレイガイド・コンビニエンスストア 7月25日（土）まで

10：00～17：00／7月25日（土）まで

チケットに関するお問い合わせ：

券種によってお取り扱いのない窓口もございます。

（一部販売期間が異なる店舗がございます）

鈴鹿サーキットレースチケットセンター　q059-378-1111（代）

お問い合わせ

興行の成立・
払い戻しについて

●電子チケットぴあ　●セブン－イレブンネット　●CNプレイガイド　●ローソンチケット　●イープラス
●セブンイレブン　●ローソン　●ファミリーマート　●サークルK・サンクス　●am/pm
※コンビニには時間帯に制約があります。　　※販売店によって、一部取り扱いのない券種があります。

●決勝日のメインレース(8耐)がスタートした時点をもって本興行は成立となります。
●興行が不成立の場合は、所定の条件で払い戻しをいたします。
●前売券は決勝日の興行が不成立の場合のみ払い戻しの対象となり、木曜日・金曜日・土曜日の興行が不成立の場合は、払い
戻しの対象にはなりません。
●ご購入いただいたチケットは、払い戻し・変更等、事情の如何に関わらず再発行はいたしかねます。

鈴鹿、もてぎのチケット・グッズが同時に買えるオンラインショップ
詳しくは、http://mls.mobilityland.co.jp/にアクセス！

※6月22日（月）～24日（水）は休業

※6月22日（月）～24日（水）は休業＜通信販売専用電話＞

MUFGカード、MUFGカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレスカード、DCカード、UFJカード、NICOS各会員様用
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公共交通機関

近　

鉄
京都駅（八木駅のりかえ）

平田町駅

白 子 駅難 　 波 　 駅

難 　 波　駅

名 古 屋 駅

名 古 屋 駅
鈴鹿サーキット
稲 生 駅

津　

駅

１時間１０分 タクシー１０分

快速「みえ」で４５分

１時間3０分
近鉄線（特急）

５０分 近鉄線（特急）

JR経由
伊勢鉄道

徒歩２０分

２０分
伊勢鉄道

タクシー１０分
バス１５分

３.５km

１.３km

６.２km

４０分（特急）

１時間４０分（特急）

２時間（特急）

鈴
鹿
サ
ー
キ
ッ
ト

■お車をご利用の場合

※鈴鹿ICは混雑する場合があります。事前情報をご確認の上、ご来場ください。

◎名古屋から約50km。東名阪自動車道「鈴鹿IC」より約13km。
　伊勢湾岸道「みえ川越IC」より国道23号経由で約32km。
　国道23号線「サーキット道路入口」（寺家五丁目交差点）にて右折。
◎大阪から約150km。名阪国道「関IC」から県道144号線経由で約16km。
　名神高速道路から新名神高速道路「亀山IC」、「亀山スマートIC」から、県道144号線経由で約18km。

道路案内図

関I.C.
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「8tai.com」
鈴鹿8耐の最新情報はここでチェック!
今年の鈴鹿8耐は、まず「www.8tai.com」にアクセス！
8耐フリークから8耐初心者まで役立つ情報いっぱい!
もちろんレースやイベントの最新情報も盛りだくさんです。


