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2011 QTEL FIM Endurance World Championship Series, Round 3
The 34th "Coca-Cola Zero"Suzuka 8hours Endurance Road Race
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第34回大会
  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース”

2011 QTEL FIM世界耐久選手権シリーズ第3戦

バイク好きはみんな集まれ！
バイク乗りが楽しむイベント
「MOTO MAX」も同時開催
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はじめに
“もっと8tai! もっとBike!”
～「日本最大級のバイクの祭典」鈴鹿8耐～
　このたびの東日本大震災において被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
一刻も早い被災地復興を心よりお祈り申し上げます。

　平素は、当社事業に多大なるご支援・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　今年もコカ･コーラ様のご協賛のもと、2011 QTEL FIM世界耐久選手権シリーズ第3戦「 コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿
8時間耐久ロードレース」を開催させていただきます。

　鈴鹿8時間耐久ロードレースは、1978年の第1回大会以来、今年で34回目の大会となります。
　鈴鹿8耐は、真夏の8時間という過酷な状況の中で、数々の名勝負を繰り広げてきた戦いの歴史であり、決してあき
らめない強い精神力、チーム一丸となって困難に立ち向かう団結力によって、数々のドラマを生み出してきた、感動の
歴史でもあります。

　今年は震災復興に向けた節電への配慮から、決勝レースの開始時間を1時間早めることといたしました。それによ
り34回の歴史の中では初めてとなる、夜間走行のない「鈴鹿8耐」となります。　
　しかしレースの過酷さや、勝つことの難しさに変わりはなく、昼間だけのレースになることで、スプリント耐久の要素
がさらに強まり、これまでにない厳しい闘いになることも予想されます。
　そして夏の日差しが残るゴールの瞬間に、厳しいレースを戦い抜いたライダーたちと、そこに集う全ての皆様とともに、
ゴールの感動を共有するとき、今大会は8耐の長い歴史の中でも、特別な意味を持つ大会となるでしょう。
　
　私共は、今年も “もっと8tai! もっとBike!”  をテーマに、バイクファンの拡大を目的とした様々なプログラムを実施い
たします。また、今年は鈴鹿サーキットの遊園地モートピアにご来場いただくファミリーのお客様にも、8耐の興奮と感
動を気軽にご体験いただけるプログラムを多数ご用意し、鈴鹿サーキット全体を「日本最大級のバイクの祭典」として
演出いたします。

　最後になりますが、地元の皆様、メディアの皆様、FIM、MFJをはじめとする関係各位の皆様、
そして1984年以来の長きにわたり、この鈴鹿8耐の歴史を共に作り上げていただきました、世界ナンバーワンブランド
のコカ・コーラ様に厚くお礼申し上げます。

株式会社モビリティランド 取締役社長

”
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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） 後   援

（4） 大 会 冠 協 賛

（5） テ レ ビ 放 送

（6） 会   場

（7） 開 催 日 程

”

※スケジュールは変更になる場合があります。

※例年より1時間早いスタートとなり、夜間走行はございません。

 7月 28日（木） 特別スポーツ走行
  29日（金） 公式予選
  30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 28日（木） 特別スポーツ走行
  29日（金） 公式練習／公式予選
  30日（土） 決勝出場チーム フリー走行
   TOP10トライアル（公式予選）
   コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐前夜祭
  31日（日） コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース  決勝
   10:30スタート／18:30ゴール

”
”

2011 QTEL FIM世界耐久選手権シリーズ第3戦
  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第34回大会
2011 QTEL FIM Endurance World Championship Series Round 3
The 34th   Coca-Cola Zero” Suzuka 8hours Endurance Road Race

2011 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4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

文部科学省、 観光庁、三重県、 鈴鹿市、 鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会、
一般社団法人 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）

2011年 7月28日（木）～7月31日（日）

”

！ ！ ！

本大会でお預かりした義援金は、「東日本大震災支援モータースポーツ口座」から日本
赤十字社を通じて被災地へ全額寄付させていただきます。

「がんばろう!日本」を統一メッセージとした、復興
支援の取り組みを、鈴鹿8耐でも実施いたします
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2011  HIGHLIGHT.1

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース
その歴史

2010年鈴鹿8耐～ピット作業はチームの総合力をが問われる

2010年鈴鹿8耐～2011年は鈴鹿8耐史上初、ナイトランのないレースとなる

”

1978年に第1回大会が開催された鈴鹿8時間耐久ロードレース。
その後1980年には世界選手権の一戦として組み込まれ、1984年
からコカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレースとして開催となった。
なお、1997年は スプライト クール”、1998～99年は スプライト”と

しての開催で、そして2007年から現在の コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時
間耐久ロードレースとして行われている。
決められた距離を、いかに短い時間で走り切ることができるかを競

うスプリントレースとは違い、耐久レースは、決められた時間内に、どれ
だけ長い距離を走れたかを競うものだ。
ライダーは、2名または3名での登録が可能。2名登録の場合は補
欠ライダーの登録が認められ、3名登録の場合は、補欠ライダーの登
録はできない。決勝レースがスタートしてからの補欠ライダーの登用は
できないので、ライダーの2名登録はリスクがあるが、3名のライダー登
録の場合は、3人のライダーが満足できるマシンをセットアップしなく
てはならず、チームの技術力が問われる形だ。
そのマシンは、EWC（Endurance World Championship）と呼ば
れるもので、日本最高峰JSB1000マシンと酷似したレギュレーション
となっている。そして通常であれば、約1時間毎にライダーはピットイン
し、ライダー交替を行うが、この際に、燃料補給や前後のタイヤ交換
などの作業が行われる。その間、十数秒で完了する一連のピットワー

クも、コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレースでは大きな見ど
ころのひとつになっている。ライダーがラップタイムを1秒上げることは、
至難であり、リスクも高まる。しかし、ピットワークを成功させることによ
り、ライバルとのタイム差を縮めることができるため、メカニックの腕の
見せどころでもある。

ナイトランのない史上初のデイタイム決戦
コカ・コーラゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレースが、『スプリント耐

久』と呼ばれるようになったのは、1980年代前半から続く世界GPライ
ダーの参戦に起因している。世界GPライダーたちは、いきなりスプリ
ントレース並みの速さを見せつけ、この大会を制するためには、通常
の耐久レースで勝つための常識だった『安定したアベレージ走行』は
覆され、『安定したスプリントレース並みの速さ』が求められるようにな
ったのだ。
さて、今大会は34回大会となるが、これまでの長い歴史の中で、そ
れぞれの時代に合わせる形で、マシンのレギュレーション変更や、そ
の他のルール変更が幾度となく行われてきた。こうした中で、午前11
時30分にル・マン式スタートによりレースが始まり、午後7時30分に栄
光のチェッカーが振り下ろされるというのは不変だったのだが、今年、
3月11日に東日本を襲った未曾有の震災、そしてその復興に伴う節電
への配慮から、今大会に限り決勝レースのスケジュールを変更。スタ
ート時間を午前10時30分とし、チェッカーは午後6時30分に振られる
ことになった。1982年の第5回大会で、台風がサーキットを直撃したこ
とから、スタートから6時間後にレース終了のチェッカーが振られたこと
があるが、レース前に、決勝レースのスケジュールが変更されるのは、
史上初のことだ。
この午前10時30分スタート、午後6時30分チェッカーは、レース展
開を大きく様変わりさせる可能性が高い。なぜなら、例年であればこ
の時期、午後7時頃に日没となり、その後は夜間走行での戦いとなる
のだが、今年は、この夜間走行がないために、『スプリント耐久』にさら
に拍車がかかるからだ。

夜間走行では、昼間の走行と比較して、ラップタイムが落ちてしま
う。しかし、夜間走行がない今年は、スタートからゴールまで、すべての
時間帯がスプリントレース並みのハイペースバトルとなる。
現在、この コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレースでの最

多周回数は、2002年に加藤大治郎とコーリン・エドワーズが記録した
219周。この後に、サーキットの改修などがあり参考記録となっている
が、デイタイム・バトルとなる今年は、いよいよ220周を走破するチー
ムが出てくる可能性が高い。

”
”

”

”
”

”

”
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2011  HIGHLIGHT.2

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース
伊藤真一参戦!? 目が離せない事前情報
”

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレースで、さまざまな記録
を持つ伊藤真一だが、参戦の可能性が高まってきた。
伊藤は、昨年限りで全日本ロードレースJSB1000を卒業。しかし、

自身も被災者となった東日本大震災からの復興を胸に、鈴鹿2&4
レースに緊急出場を決めた。そしてこれは、コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8
時間耐久ロードレースに向けたマシン開発の一環とも言われている
からだ。
伊藤は、1997年に、宇川徹と出場し、日本人ペアとして初の勝者と

なった。その後、1998年（with 宇川）、2006年（with 辻村猛）と通算3
勝を記録している。これは通算5勝の宇川、同4勝のワイン・ガード
ナーに次ぐ歴代3位だ。また、ポールポジショングリッドには、通算8回
立っているが、その内の7回が、伊藤がマークしたもので、歴代トップ
の記録だ。
鈴鹿2&4レースに伊藤は、F.C.C. TSR Hondaからのエントリー

で、秋吉耕佑とチームメイトとなるが、日本のトップ2であるこのふたり
が2009年以来のペアを組むのかどうかが注目される。
さらに昨年の コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース覇
者、MuSASHi RT ハルクプロは、高橋 巧（ペアライダーは未定）を
擁して連覇を狙う。第1回大会をはじめ通算4勝をマークしているヨシ
ムラもエントリーを決めており、国内では8耐でしか見ることのできな
いヨシムラの走りに注目が集まる。 また、トリックスターが、エヴァRT
初号機トリックスターFRTRとして、出口修、芹沢太麻樹、武石伸也の
3名体制で早くもエントリーが決定。EVAファンの思いを乗せて、真夏
の鈴鹿を駆け抜ける。さらに海外からの参戦チームなど、これから夏の
決戦に向けて、目が離せない状態が続く。

今年も鈴鹿８耐では、伊賀流忍者のふるさと伊賀上野の社団法人伊賀
上野観光協会がカワサキのマシン「Ninja ZX-10R」で参戦するトリックス
ターをスポンサードし、様々なコラボレーションを実施することが決定（この
取り組みにより、2010年鈴鹿サーキットモータースポーツ特別顕彰を受賞し
ました）。
忍者とNinja・・・ともに長い歴史を持ち、世界への認知度も高い二つの

“ニンジャ”が今年もジョイントし、真夏の鈴鹿８耐を舞台に暴れまくる。

｢鈴鹿８耐×社団法人伊賀上野観光協会×トリックスター｣のコラボレーションが今年も決定！！

●社団法人伊賀上野観光協会がトリックスターをスポンサード
●トリックスターのマシンに伊賀上野ロゴマークが登場
●8耐期間中GPスクエアで手裏剣打ち大会などの忍者イベントを開催予定
●伊賀上野応援団結成!! （予定）

2010年鈴鹿8耐～決勝スタート

2010年鈴鹿8耐～ヨシムラの走り 2010年鈴鹿8耐～エヴァンゲリオンRT初号機TRICK☆STAR

概
要

2009年鈴鹿8耐～伊藤真一 高橋 巧

”

”

”
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2011   TOPICS.1

コカ･コーラ ゼロ”と鈴鹿8耐のパートナーシップは今年さらなる進化を遂げる!!

Hondaの新型CBR250Rが、コカ・コーラ ゼロカラーとなって登場!!

スタートやゴールの感動はもちろん。コカ・コーラ製品の決勝8時間飲み放題に加え、V2席全
員に コカ・コーラ ゼロ”オリジナル応援タオルプレゼントを実施。

7月31日（日）決勝レース中 [8時間限定 10:30～18:30]
※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。

グランドスタンドV2席は、スタートの興奮、感動のフィナーレ、
そしてコカ・コーラの魅力をたっぷり味わえる!!

※イベント内容は変更される場合があります。※写真はすべてイメージです。

※タオルのデザインはイメージです。
　変更となる場合がございます。

コカ・コーラ製品 飲み放題について

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

2007年から大会タイトルを コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐として開催し5年目となる今年の鈴鹿8
耐では、昨年に引き続きHonda VFR1200Fをマーシャルバイクとし、サーキットはもちろん、あ
らゆる場面で登場。さらに今年はHondaの新型CBR250Rがコカ・コーラ ゼロカラーになって
登場。VFR1200Fとともに コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐をPRしていきます。

コカ・コーラ ゼロ”イベントブースが大胆に進化！！
8耐でもっとも賑わうイベントスペース『GPスクエア』。その象徴である コカ・コーラ ゼロ”イベ
ントブースが、コカ・コーラ ゼロ”ブースのシンボルロゴである「スパイキーハート」をモチーフと
して大胆に登場。
ステージでは、ゲストトークショーや コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿サーキットクイーン撮影会をはじめ、
様々なイベントが実施され、GPスクエアの一大拠点となります。

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐オリジナル飲料自動販売機が登場
2008年に初登場した、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
が今年も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！！

”

”

”

”

”

”

”

”

”
”

”
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もっと 8tai！ キャンペーン

「もっと見て・感じて 8tai! バイク de 楽しいキャンペーン」～「ヤング割 ０円！ キャンペーン」、「子どもと一緒に！ キャンペーン」
は、伝統ある日本最大級のバイクレース「8耐」を、もっと多くの方に見てもらいたい、感じていただきたいという想いがこもったキャ
ンペーンとして、2009年から始まりました。
今年も8taiに触れる場所、そしてバイク、レースに触れる場所を拡大して、さまざまなお客様にお届けします。

8tai! ヤング割 ０円！ キャンペーン
「18歳～22歳（※）」先着2,000名様限定 観戦料金 無料

事前お申込みの「18歳～22歳（※）」の先着2,000名様を「入場＋V1エリア」に無料でご招待！

事前にお申込みいただいた18歳～22歳の先着2,000名様を「入場＋V1エリア」に無料でご招待。
まずはサーキットの楽しさを味わって欲しい！ そしてバイクに触れてほしい！ 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

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ご来場された
お子様を5名様まで無料ご招待！　もちろん、お子様がバイクに触れられるイベントもご用意。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

8時間を戦い抜くライダーを、みんなが一体となって応援する、そんな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…！ その想いを体感していただくために、今年は事前にお申込みいただいた18歳～22歳（※）の2,000
名様を、「入場＋V1エリア」に無料でご招待いたします。

◆（※）ご招待は決勝当日の年齢が18歳～22歳（8耐決勝日の2011年7月31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

5,500円

無料

5,000円

観戦券料金
（4日間有効） V1エリア

無料

お申し込み…鈴鹿サーキットホームページにて

受付中！！
5月7日～
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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（大人またはグループチケット）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、V1・B・Qエリアは指定席券不要）。
◆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

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
※グループ2名10,400円

5,500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。名称、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。

キッズオアシス～さあ子どもたちは、クールなキッズオアシスに集まれ！！

ミニパドックツアー！

●日時／7月30日（土）・31日（日）
●対象／小学生以下のお子様
●受付／当日受付（予定）

◆「バットのエネルギー海賊団 ハチタイ広場」（予定）
　鈴鹿山系の天然水を使ったクールダウンエリア＆クールイベントを開催

◆「バットのエネルギー海賊団 クールダウン大作戦」（予定）
　今年も、パワーアップしたバットのエネルギー海賊団が、鈴鹿山系の天然水ミストで、
　クールダウン大作戦を開催

◆「コチラレーシング８耐スペシャル」（予定）
　コチラレーシングハングオンバイク搭乗体験、８耐特典付きコチラレーシングファンクラブ
　会員入会を開催

キッズオアシスでは、遊園地モートピアでおなじみの「バットのエネルギー海賊団」よる鈴鹿山系の天然水を使ったクールダウンイベント
や、ファミリーでご参加できるイベント、コチラレーシングブース・8耐にちなんだ体験イベント、楽しいイベントが盛りだくさん！！

ママ サポートセンター（託児所）

●日時／7月31日（日）
●場所／STEC（交通教育センター）
●受付／事前予約
※詳しくは、後日8tai.comで告知いたします

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！
●日時／ 7月30日（土）・31日（日）　12：00～17：00（予定）
 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／高校生以下のお子様を含むファミリー
●所要時間／約30分

※グループ2名10,400円

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。

コチラレーシングブース 山口辰也のセーフティキッズバイク
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【8耐感動プログラム】8tai! ビジョンエンドロール

【8耐感動プログラム】ゴール後の花火感動演出

8耐ならではの感動のフィナーレ。決勝終了後のグランドスタンド大型ビジョンを通じて、大切な人へ
のメッセージや8耐への想いを伝えてみませんか？　決勝当日、携帯メールから応募を受け付けます。

【8耐感動プログラム】8耐の思い出、教えてください。
1978年の第1回から昨年まで、約700万人の方に来場していただいた鈴鹿8耐。数々の鈴鹿8耐の思い出を教えてください。
鈴鹿サーキットのオフィシャルTwitterやFacebook、8耐公式ホームページでご紹介いたします。

※イベント内容は変更される場合があります。

8耐名物のゴール後の花火を、花火鑑賞士・サウンドアーティスト井口拓磨氏による花火音楽演出を実施します。

井口 拓磨 TAKUMA INOKUCHI
サウンドアーティスト ¦ 作曲家 
1981年横浜生まれ
ピアノ・シンセサイザーを中心とした、情景的かつメロディアスなニューエイジサ
ウンドが注目を浴びる気鋭のサウンドクリエイター。

2010年の花火
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MOTO MAXで最も人気が高いのがバイクの体験イベント。昨年大好評だった試乗会をはじめ、ファミリー
で楽しめるバイク教室やタンデム教室、免許を持たないこれからのバイクファン向けイベントを開催。より
多くの方に“もっとバイク”を感じていただきます。“もっと8tai! もっとBike!”をテーマに、バイク体験イベン
トを拡大！！ 2つの会場で「見て」「参加して」MOTO MAXをお楽しみください。

※イベント内容は変更される場合があります。

今年もGPスクエアとSTEC（交通教育センター）の2会場で開催！！
■開催日 ： 7月30日（土）・31日（日）

80年代バイクブーム。その当時熱くなったバイク達と再会できます。今でも色あせないバイク
に跨がれば、あの頃にタイムスリップできるかも!?

80’s & 90’sタイムマシン試乗会

●日時／7月30日（土）、31日（日）　9：00～17：00
●対象／普通自動二輪免許（小型限定可）以上をお持ちの20才以上の方　
　　　　※未成年者は、保護者の承諾書が必要です
●受付／当日受付のみ

STEC会場参加して
楽しむ

最新のネイキッドやスーパースポーツなど、様々なジャンルの国内外ニューモデルを集めた
試乗会を開催します。驚きの最新バイクから気になるニューモデルまで、一気にチェックしてく
ださい。

国内外ニューモデル試乗会

●日時／7月30日（土）、31日（日）　9：00～17：00
●対象／普通自動二輪免許（小型限定可）以上をお持ちの20才以上の方　
　　　　※未成年者は、保護者の承諾書が必要です
●受付／当日受付のみ

STEC会場参加して
楽しむ

親子やカップルでの二人乗り（タンデム）を安全に体験しましょう。タンデムはバイク特有の
スキンシップの形でもあります。しかし、親子でとなるとヘルメットの準備など意外とハードルは
高いもの。また、タンデム特有の同乗者にも知っていてほしい安全知識をご案内いたします。

親子・カップル タンデム教室

●日時／7月30日（土）、31日（日）　9：00～17：00
●対象／二輪免許取得後1年以上経過している20才以上の方　
　　　　※未成年者は、保護者の承諾書が必要です
●受付／当日受付のみ

STEC会場参加して
楽しむ
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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2010年開催のものです。

乗ってこそ楽しいバイク！ 免許をお持ちでない方に触れてもらいたい！ そんな想いで始めた
この企画、今年も継続拡大します。8耐を機にあなたのバイクライフが始まることを期待して、優
しいインストラクターが手ほどきいたします。

免許がないけどバイク乗りtai！

●日時／7月30日（土）、31日（日）　9：00～17：00
●対象／免許をお持ちでない20才以上の方　
●受付／当日受付のみ

STEC会場参加して
楽しむ

STEC会場参加して
楽しむ

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

STEC会場参加して
楽しむ

久々にご自分の安全運転技術を確かめてみませんか？ みなさんおなじみの一本橋などは、
胸を躍らせて免許取得に燃えたあの日々を思い出させてしまうのでは？ 免許をお持ちの方を
対象に、今一度バイクの基本に触れ、これからもずっとバイクとお付き合いいただくためのイベ
ントを展開します。

セーフティーライドチェック

●日時／7月30日（土）、31日（日）　9：00～17：00
●対象／普通自動二輪免許（小型限定可）以上をお持ちの20才以上の方　
　　　　※未成年者は、保護者の承諾書が必要です
●受付／当日受付のみ

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、年々盛り上がりを増しています。みんなで参加し
て、みんなで盛り上がって楽しんでください。

STEC会場
見て
楽しむ

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、今年も多くのメーカーによる出展が予定されています。

カスタム・ビレッジ
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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2010年開催のもの、またはイメージです。

プロトタイプ電動スポーツバイク『Prozza TT零-11』で、『マン島TT』レースのゼロエミッショ
ンバイクによるスピードレース【TTzero】クラスに、日本チームとして初めて挑戦するチーム・プ
ロッツァ。その母体は、老舗の自動車用品メーカーであり、自社開発による電動スクーターの販
売を2009年3月から開始した株式会社プロスタッフ（愛知県一宮市）。レーシングライダーであ
り2輪ジャーナリストでもある松下ヨシナリ氏が、ライダーとして5月30日～6月12日に開催される
『マン島TT』で同クラスに挑戦する。
この電動バイク『TT零-11』が鈴鹿8耐に登場。GPスクエアでの展示や決勝スタート前のセ

レモニーで松下ヨシナリ氏によるデモンストレーション走行も予定されている。

■出展マシン：
1968 RD05A #1 P.リード
1974 YZR500 #1 G.アゴスチーニ
1983 YZR500 #4 K.ロバーツ
1986 YZR250  #31 平忠彦
1988 YZR500 #3 E.ローソン
1993 YZR500 #1 W.レイニー
1997 YZR500 #5 阿部典史
2002 YZR-M1 #3 M.ビアッジ
2005 YZR-M1 #46 V.ロッシ
2010 YZR-M1 #99 J.ロレンソ
2011 YZR-M1 #1 J.ロレンソ

ライダーとマシンという異なるもの同士が勝利に向かい一心となって走る姿を、従来の静態
然としたマシン展示ではなく、見る側に動きを感じてもらえるようにレースのワンシーンを切り
取ったような展示で紹介します。
また、GPマシンのレプリカを乗車コーナーとして設置し、実際に触れることでレースのみなら
ずバイクへの興味やファミリーで楽しめる場を提供します。

異体同心

「YAMAHA Grand Prix Racing 50th Anniversary
世界グランプリへの挑戦」特別編

1961年のフランスGPに初参戦して以来、今年WGP参戦50周年を迎えるヤマハ発動機。
ヤマハ・コミュニケーションプラザ（静岡県磐田市）で開催中の「YAMAHA Grand Prix 
Racing 50th Anniversary 世界グランプリへの挑戦」特別編として鈴鹿8耐の会場で特別開
催いたします。
鈴鹿で開催されたWGPにも参戦したマシンをはじめ、50年の歴史を語るに欠かせないGP

マシンが勢揃いいたします。

GPスクエア会場

GPスクエア会場

GPスクエア会場

第4回 8耐バイク・ヒストリー展

見て
楽しむ

第4回 8耐バイク・ヒストリー展

見て
楽しむ

見て
楽しむ

※出展マシンは変更になる場合がございます。

1988 YZR500

1993 YZR500 1997 YZR500

マン島TT参戦電動バイク 「プロッツァTT零-11」
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■共催：モト・チャンプ4MINIパラダイス

※イベント内容は変更される場合があります。

2002年からスタートした「鈴鹿8耐への旅」シンガーソングライター 左嵜啓史が、10年目となる今
年、旅の集大成を迎えます。
バイクとギターで日本中を行脚し、8耐やバイクの魅力を歌で伝える10回目の旅を、5月29日（日）鈴
鹿コミュニティー広場からスタートさせます。
旅の終着地である、今年の鈴鹿8耐会場の各所で10年目の8耐を歌い上げます。

鈴鹿8耐＆LOVE BIKEメッセンジャー 左嵜啓史
～10年目の夏、鈴鹿8耐への道 LAST RUN

■鈴鹿8耐への道2011　出陣式
　●日時 ： 5月29日（日）19時～
　●会場 : 鈴鹿コミュニティー広場（入場無料）

■“8耐”が全国カラオケ店で配信中
　左嵜啓史の“8耐”がJOYSOUNDで配信されています。
　全国のJOYSOUNDを扱うカラオケ店で検索ください。

バイクフリークが和気あいあいと楽しめるイベント
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。

●日時 : 7月30日（土）
●場所 : 南コース一帯
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※イベント内容は変更される場合があります。

前夜祭のオープニングで盛り上がる鈴鹿
サーキットを愛車で走ってみませんか?
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で

ある、鈴鹿商工会議所青年部主催『バイクであいたいパレード』。
過去12回の歴史・伝統を引き継ぎながら、バイクパレードに更なる地域

の魅力をPRする為、今年は『鈴鹿であいたいパレード』をテーマに、鈴鹿の
地域ブランドをはじめとする歴史・文化・観光・食・自然をもっと全国の参加
ライダーに知って頂き、鈴鹿市民も再発見出来ることを大きな柱として、イ
ベントを企画していきます。
そして東日本大震災の復旧・復興の為に『がんばろう! 日本 届け! 鈴鹿
の絆 Take Action』を我々のエールとして掲げ活動していきます。
鈴鹿商工会議所青年部全員の力と地域の力を結集しモータースポーツ

と地域経済の発展を全国に発信していきます。

■日時： 7月30日（土） 13:00～19:30（予定）
　※バイクパレードは18時30分から出発します。（予定）
■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西側駐車場から鈴鹿サーキットまで
■内容： 鈴鹿8時間耐久ロードレース前夜祭として、交通安全啓発車両
 を配備した全国各地から集まったバイクが鈴鹿ハンターから鈴鹿
 サーキットの8耐前夜祭会場に向けて日本最大級の交通安全パ
 レードを行います。
　※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。大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力の程お願いします。
■応募方法
　鈴鹿商工会議所青年部ホームページからご応募下さい。

　★応募開始5月16日（月）～応募締切5月30日（月）
■お問い合わせ先／鈴鹿商工会議所青年部 川口・高橋まで
　☎059-382－3222

第13回 バイクであいたいパレード2011参加者募集第13回 バイクであいたいパレード2011参加者募集
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

『がんばろう! 日本 届け! 鈴鹿の絆 Take Action 』
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プログラム
7/30（土）18：30～（予定）

前夜祭が開幕！！

市民の歓迎を受けながら
鈴鹿市内を交通安全パレード

決勝前日の鈴鹿サーキット
国際レーシングコースへ

前夜祭オープニングイベントとして、
鈴鹿サーキットを走行

パレード出発地点の「鈴鹿ハンター会場」
でも、イベントが盛りだくさん!!

5月16日（月）
パレード参加募集開始！！

パレードに参加希望のバイククラブを
インターネットにて募集いたします。
応募は、下記URLよりアクセスしてください。

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

“モータースポーツ都市”
鈴鹿市に全国各地から集まる
鈴鹿8耐ファンの方々へ
鈴鹿商工会議所では市民参加の様々なウエルカム運動を展開

しています。なかでも鈴鹿商工会議所青年部が中心となり鈴鹿市
の魅力を発信し、「交通安全」「マナーアップ」の啓蒙運動を通じて
市民との交流を深めてゆくイベント、これが日本最大級のバイクパ
レード『バイクであいたいパレード』です。
今年は、『バイクであいたいパレード』が第13回目を迎えます。
年々知名度・参加台数ともに増加し規模も拡大される中、常に新し
い発見と情熱で、全国各地から集まる8耐ファンを毎年お出迎えし
ています。市内特設イベント会場となるショッピングセンター「鈴鹿
ハンター」をスタートし、500台のバイクが交通安全を呼びかけなが
らパレードします。約7.5kmの道のりを、沿道の声援を浴びながら、
晴れやかに鈴鹿8耐前夜祭会場を目指します。

第13回バイクであいたいパレード2011第13回バイクであいたいパレード2011

[パレードコースマップ]

～開催概要～

お問い合わせ先…鈴鹿商工会議所青年部
[Tel] 059-382-3222(代)

担当：川口・高橋

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

※イベント内容は変更される場合があります。
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2011   TOPICS.3

７月30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”

チェッカー贈呈式 ナイトピットウォークでパフォーマンスするチーム

※イベント内容は変更される場合があります。
SKE48 チームE ©PYTHAGORAS PROMOTION

◎SKE48とは・・・・

今年はSKE48 team Eがライブで盛り上げる!

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ることができるのがナイトピットウォー
クの大きな楽しみ。
何と言っても大注目は、各チームがサプライズで行なう距離感ゼロ

のパフォーマンス。今年はどんなパフォーマンスが飛び出すのか？！
チーム・ライダー、そしてファンが一体となる前夜祭は、盛り上がること
間違いなし！！

毎年恒例となった「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。今年も500台を上回るバイクが
パレードに参加、鈴鹿サーキット国際レーシングコースを駆け抜ける。
そして、前夜祭といえばライブ！！ 昨年に引き続きSKE48 チームE

のメンバーが熱気一杯に、華を添えてくれる。また、ライダーもステー
ジに登場し、ファンにメッセージを送ります。それから、年々盛り上がり
がパワーアップしている「ナイトピットウォーク」を今年も開催!!

”

”

今年はSKE48 team
名古屋拠点のアイドルグループ「SKE48」が、コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8耐前夜祭でライブパフォーマンス

を今年も披露してくれることが決定!! 昨年も大いに8耐を盛り上げてくれた彼女達。今年はSKE48 チームE
のメンバーが全力で熱いパフォーマンスを繰り広げてくれる。SKE48がチームやライダー、ファンを精一杯応
援してくれる感動のパフォーマンスをお楽しみに。

作詞家秋元康氏が総合プロデューサーを務める、名古屋に拠点を置く地元人気アイドルグルー
プSKE48（エスケーイー フォーティエイト）。地元東海地区のアイドルとして、一足先に誕生した東
京・秋葉原の「AKB48（エーケービー フォーティエイト）」の全国進出第一弾として2008年に誕生
しました。2010年、次なる成長に向けて、地元でもある鈴鹿サーキットで開催されるモータースポー
ツという真剣勝負のスポーツフィールドを応援することで、彼女たち自らも成長・進化を果たしていく
ことを目的として「2010鈴鹿サーキットモータースポーツ応援団」に就任しました。
そして、2011年は3月9日発売の5枚目のNEWシングル「バンザイVenus」が、リリースに合わせ
て春の鈴鹿サーキットTV-CMソングに起用されました。
2011年もSKE48はレーシングコースで真剣勝負を行なう人、それを応援する人、ゆうえんち

「モートピア」で果敢に乗り物に挑戦する子供たちなど、鈴鹿サーキットで楽しむすべての方の
Venusとなるべく、鈴鹿サーキットのさまざまな場面に登場します。そして、鈴鹿サーキットの中で育ま
れる子供たちの夢や達成感を広く応援していきます。
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今年の8耐は、ファミリーの方にも楽しんでいただけるよう、ゆうえんちモートピアも8耐一色になります。8耐を一人で見に来ていたお父さんも、この機会に
是非ご家族一緒に8耐観戦にご来場ください。

①8tai!子どもと一緒にキャンペーン
　8耐観戦券をお持ちの方は、お子様が5名まで無料!

②2011 プッチ耐久 ～みんなで協力！ もっと８tai！～
　8耐開催期間限定のプッチ耐久を今年も開催。
　ファミリーでお友達同士で協力し合いながら楽しめる15分間の耐久レースを開催します。

　●日時／7月29日（金）・30日（土）・31日（日）
　●場所／モトフィールド内 ツーリングバイクコース
　●受付／開園時間～（定員になり次第受付終了）
　●料金／1チーム2名 1,000円（参加記念ライセンス発行料含む）

※モートピアパスポート、のりものクーポンではご利用できません。
※小学2年生以下はキッズバイクAライセンスまたはツーリングバイクライセンス所持者

③8耐スペシャルライセンスで、8耐の感動を味わおう!
　7月31日（日）に8耐スペシャルライセンスのご提示で、15時半以降、コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐の観戦がご家族全員無料!
　感動のゴールを目の前で味わおう。ゴール後には花火も打ち上げられます。

　●入手方法／ピピラのモトフィールド3機種（ツーリングバイク、キッズバイク、ピピラのピンキーバイク）の内、2機種利用者
　●発行期間／5月1日（日）～7月31日（日）
　●料金／300円／1枚（写真入）

※7月31日（日）の15時半以降、8耐スペシャルライセンスでV1エリア席に入場いただけます。
※ゆうえんちモートピア入園料は別途必要です。
※レース・イベントは天候・レース等の状況により予告なく中止・変更などが発生する場合がございます。

ゆうえんちモートピアも8耐一色！ スペシャルライセンスで観戦無料*！！
★モートピアで8耐！！★モートピアで8耐！！

※イベント内容は変更される場合があります。

*7月31日（日）15時半以降

15時半以降は、生の8耐を観に行こう！
8耐スペシャルライセンスがあれば、観戦無料！！

8耐スペシャルライセンス

”
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TV Program

※イベント内容は変更される場合があります。

MOTONAVIと鈴鹿8耐がコラボ！！～MOTONAVI RIDERS SQUARE
大人のモーターサイクルスタイル誌「MOTONAVI」（ボイス・パブリケーション）と鈴鹿8耐が3年目のコラボ決定。
GPスクエアに展開される『MOTONAVI RIDERS SQUARE』では、MotoGP中継でもおなじみの英玲奈さんがゲストとして登場。他にもたくさんのゲストがモー

タースポーツやオートバイの楽しみ方について語ります。

●スカパー  では、「スカチャン162」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　： 2011年7月31日（日） 9:30～19:30 （ch.162）
 再放送①： 日時/チャンネル未定
 再放送②： 日時/チャンネル未定

地上波～中部日本放送（CBC）では、昨年に引き続き「鈴鹿8耐」をダイジェストで放送！！

●タイトル ： 2011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 ： 未定

●スカパー  HDでは、「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　： 2011年7月31日（日） 9:30～19:30 （ch.190）
 再放送①： 日時/チャンネル未定
 再放送②： 日時/チャンネル未定

今年もスカパー がノーカット完全生中継！　PPV視聴料金 3,150円（番組/税込）!

●スカパー  e2では、「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　： 2011年7月31日（日） 9:30～19:30 （ch.800）
 再放送①： 日時/チャンネル未定
 再放送②： 日時/チャンネル未定

一昨年より8耐の放送を手がけるCBCが、2011年も8耐の魅力と感動を伝えるドキュメンタリー番組を放送することが決定。
鈴鹿サーキットで数多くのレース放送の実績を持つCBCならではの、迫力の映像をお楽しみいただけます。

！

！ ！

●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）

！

！

英玲奈
◎生年月日 : 1983年2月9日
◎出 身 地 : 神奈川県
◎血 液 型 : O型 
◎趣 味 : 写真を撮る事・読書・ネイルアート・料理・お菓子作り・
  バイクに乗る事・パソコン・ボウリング・釣り・工芸品作り（七宝焼きetc）

2010年MOTONAVIコラボイベント
トークショー
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ゆったり駐車、楽々オートキャンプ。鈴鹿にどっぷり、8耐三昧！
★前売駐車場・オートキャンプ場のご案内★前売駐車場・オートキャンプ場のご案内

★前売駐車場

★完全予約制オートキャンプ場
■申込期間・・・・・・・・・5月27日（金）　AM9:00より受付開始　※受付時間　平日 9:00～19:00／土日祝 9:00～18:00
■申込方法・・・・・・・・・電話受付のみで先着順【TEL:059-378-5489（予約専用ダイヤル）】　※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。
■利用期間・・・・・・・・・7月29日（金）～8月1日（月） （3泊4日）
■利用料金・・・・・・・・・下表参照ください

5名様まで泊まれるドームテント等がセットになったお手軽キャンプパック。 小グループに最適！
○期間 : 7月29日（金）～8月1日（月） 3泊4日
○ご利用サイト : グループサイト　※4輪は2台、2輪は5台までサイト内に駐車いただけます。
○ご利用料金 : 45,000円（定員5名）       ※定員を超える場合、7,000円/人（3歳以上～）

お勧めプラン❶ 8耐 お手軽グループキャンプパック

■利用料金・・・・・・・・・4,000円／台　※前売駐車場はエリア指定となります。駐車位置番号の指定はできません。
■利用期間・・・・・・・・・7月29日（金）7：00～7月31日（日） 決勝レーススタート後の退場まで有効
■申込期間・・・・・・・・・5月7日（土）　10：00より受付中　※予定数に達し次第終了いたします。
■申込方法・・・・・・・・・鈴鹿サーキットMOBILITY STATION（オンラインショップ）、モビリティステーション（旧チケットセンター）窓口、電話通販にて販売いたします。

コカ・コーラ ゼロ” 鈴鹿8時間耐久ロードレースでは、人気の高い鈴鹿サーキット正面駐車場の一部（7番パーキング（7P）：計590台分）を前売とし、
5月7日（土）からMOBILITY STATIONにて発売中です。オートキャンプ場も完全予約制となります。

（価格は全て税込、駐車料金込）

サイト数 料金（定員）

キャラバンサイト

（上下水道、AC電源あり）
5 53,000円（4名）

個別サイト

（AC電源あり）
10 46,000円（4名）

フリーサイト（4輪） 40,000円（4名）

フリーサイト（2輪） 20,000円（2名）

第2オートキャンプ場（4輪） 120 18,000円（4名）

第2オートキャンプ場（2輪） 12,000円（2名）

サイト種別

45

10

常設エリア

特設エリア

※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34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。

”

※イベント内容は変更される場合があります。

GS

前売制駐車場前売制駐車場前売制駐車場

バス・タクシーゲート
（バイク入口）
バス・タクシーゲート
（バイク入口）

※期間中の出入は自由ですが、再入場の際は、それまでと同じ場所に駐車できない場合がございます。また、決勝レーススタート後の車両移動は退出扱いとなります。
※7月28日（木）に予約駐車場をご利用いただく場合は、別途1,000円が必要となります。
※駐車枠の大きさは5m×2.5mとなります。また、駐車場内でのテントの設営、火気の使用はできません。
※その他当日駐車場については、ホームページをご確認ください。

20サイト限定! 18歳～22歳の方を対象としたお値打ち宿泊プランです。
○期間 : 7月29日（金）～8月1日（月） 3泊4日
○ご利用サイト : 第2特設キャンプサイト　※自動車1台、2輪社は2台まで駐車いただけますが、ステイエリアと駐車スペースが離れています。
○ご利用料金 : 4輪 10,800円（定員4名）　2輪  7,800円（定員2名）　※定員を超える場合は、2000円/人（3歳以上～）

お勧めプラン❷ 8耐ヤング割 キャンププラン

10サイト限定！ 8耐だけでなく、モートピア（遊園地）と両方を楽しんでいただけるようにモートピアパスポートを1日分つけた、ご家族向けのご宿泊プランです。
○期間 : 7月29日（金）～8月1日（月） 3泊4日
○ご利用サイト : フリーサイト ※自動車1台、2輪車は2台まで駐車いただけます。
○ご利用料金:42,000円（定員4名） ※定員を超える場合、7,000円/人（3歳以上）

お勧めプラン❸

★お勧めプランの詳細につきましては、お問い合わせください。

子供と一緒!モートピア1DAYパスポートつき 8耐スペシャルプラン

”
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2011   INFORMATION.2

鈴鹿サーキット内のリゾートホテルに宿泊しながら、ゆっくりレース観戦をお楽しみいただける、「ホテル宿泊
８耐観戦プラン」を今年も販売いたします。
2010年の3月にはゆうえんちのモートピアとレストランがリニューアルされ、ファミリーでますます鈴鹿サー
キットを満喫いただける施設に生まれ変わりました。また、8耐開催期間中はプールもオープンしているた
め、サーキットホテルに滞在することで様々な楽しみを満喫することができます。

ゆっくりレース観戦をお楽しみください

※受付時間は、各営業終了時間の30分前とさせていただきます。

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。良質のお湯をご満喫ください。

■営業時間
   温泉  アクティブゾーン
 7/28（木） 

6：00～9：30  11：00～24：00
 7/29（金）    11:00～22:00
 7/30（土） 6：00～9：30  11：00～（オールナイト営業）
 7/31（日） （オールナイト営業）～9：30  11：00～24：00

■ご利用料金

■ホテルご宿泊特典

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（貸し出し）
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（自動販売機にて販売）

1,200円

7/28（木）

7/29（金）
7/30（土）
7/31（日）

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」

※イベント内容は変更される場合があります。

■申込開始日・・2011年5月27日（金）　AM9:00より受付開始
■受付時間・・・・・・平日 9:00～19:00／土日祝 9:00～18:00
■申込方法・・・・・・電話受付のみ【TEL:059-378-5489（予約専用ダイヤル）】

※一回の受付につき、お一人様で2室までお申込み頂けます。
★料金および詳細につきましては、後日8tai.comにてお知らせいたします。

■ホテルご宿泊プラン
※料金は、金・日曜日泊「別館禁煙ルーム 1室4名利用」の際の料金となります。
●ご宿泊料金（ルームチャージ）・・・・・・・9,000円／人～ （※入湯税別）
●「そら・たべよ」朝食付プラン・・・・・・・・・10,800円／人～ （税込）
●「そら・たべよ」夕・朝食付プラン・・・・13,700円／人～ （税込）

★ホテル宿泊8耐観戦プラン販売決定！ 5月27日より受付開始！★ホテル宿泊8耐観戦プラン販売決定！ 5月27日より受付開始！

ホテルご宿泊者には、ご滞在中下記の特典がございます。
●天然温泉クア・ガーデン（温泉・温水プール）ご利用2日間無料
●ゆうえんち「モートピア」2日間入園無料
●駐車料金2日間無料
●チェックイン前・チェックイン後のお荷物お預かり
※レース観戦には、別途「 コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第34回大会」の観戦チケットが必要となります。”
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大好評

　コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐、5月7日(土)チケット発売開始!
●鈴鹿サーキット モビリティステーション窓口は、5月8日（日）から発売開始●
”

前売観戦券（大人／5,500円）でレース観戦も、遊園地も楽しめる!!
※のりもの乗り放題のモートピアパスポートつき（前売観戦券の大人・グループ・ファミ得／期間中の1日のみ有効）。
※大人のお客様がモートピアパスポートで観戦される場合は、別途追加料金が必要となります。
※前売観戦券でプールをご利用になる場合は、別途追加料金が必要です。

鈴鹿8耐は、レースも遊園地も丸ごと楽しめる!!

前売観戦券（7月28日（木）～31日（日）期間中有効、税込、指定席は土・日のみ有効）

※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。
※大人・グループ・ファミ得は期間中1日のパスポート付。

5,500円 10,400円 18,000円1,600円

大　人 グループ
チケット2名

ファミ得V1エリアセット
（大人2名+子ども1名）

ファミ得V1エリアセット
（大人2名+子ども2名）

21,000円28,500円

ファミ得V2席セット
（大人2名+子ども1名）

ファミ得V2席セット
（大人2名+子ども2名）

37,000円

中・高校生
（入場のみ）

前売指定席券（期間中の土・日有効、別途観戦券必要、税込）

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

※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。

レース前売観戦券で遊園地も遊べる!レース前売観戦券で遊園地も遊べる!
鈴鹿8耐は、レースも遊園地も丸ごと楽しめる!!

■観戦席・指定席図

STEC会場
（交通教育センター）

GPスクエア
会場

2F ホスピタリティラウンジ
3F ホスピタリティテラス

パノラマルーム

❶V1エリアになって、お求めやすい価格に！！
❷V2・プレミアムエリアパスで、V1エリアに入場可能！！

V1指定席がエリア席になりました！！V1指定席がエリア席になりました！！V1指定席がエリア席になりました！！V1指定席がエリア席になりました！！ V2席は、コカ・コーラ製品 飲み放題！！ ※31日決勝レース中

B2

B1

Q1

Q2

NEWS

5,000円 3,000円
V1エリア

8,000円
V2指定席 B・Qエリア
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ピットウォーク券（7月29日（金）～31日（日）、税込、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／5月7日（土）10：00～7月22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。2,000円 無料

大人（中学生以上） 3才～小学生

MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）でファミ得チケット（エ
リアセット・V2指定席セット）を買うとファミ得オリジナルグッズをプレゼント！

特製カード型パドックパス限定販売（7月29日（金）～31日（日）期間中有効、税込、別途観戦券必要）

マシンやライダーを目の前で見ることができるのがピットウォーク。小学生以下は無料となっており、ファミリーでお楽しみいただけます。
ピットウォーク券は前売販売になります！！

ピットウォークにご参加いただけます。
V1・B・Qエリアでもご観戦いただけます。
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

パドックパス
購入特典

観戦券、V1・B・Qエリア、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） 大人2名＋子ども2名 円（税込）

大人2名＋子ども1名 円（税込） 大人2名＋子ども2名 円（税込）

観戦券、V2指定席上段、V1・B・Qエリア、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
V2席セットV2席セット

期間中いずれか1日のりもの乗り放題！！
MOBILITY STATIONのみでの限定販売！ 

V2日陰席でお子様も安心！

V1エリアセット

V2指定席女性専用エリアだから一人でも安心！！グループでの観戦はさらにお得！　女性ならではの観戦スタイルで一緒に盛り上がろう！！

【セット内容】 ●レース観戦 ●V2指定席中段（土・日のみ有効）
●V1・B・Qエリア入場可 ●ゆうえんちモートピアパスポート付（期間中の1日のみ有効）

家族で遊ぶなら
コレ!!

ファミ得チケット（7月28日（木）～31日（日）期間中有効、税込）

前売レディースシート（7月28日（木）～31日（日）期間中有効、税込、V2指定席は土・日のみ有効）

各日

V1エリア
入場可
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。V1エリアでも観戦できる！

※MOBILITY STATION、ローソン・ローソンチケッ トのみでの限定販売！

※V1・B・Qエリアは、土日のみ有効。

※V2指定席、V1・B・Qエリアは、土日のみ有効。
※数に限りがあります。

V1エリアセット

12,150円
1名

22,950円
2名

32,400円
3名

40,500円
4名

47,250円
5名

女性同士ならコ
レ!!

2～5名のグループならこれで決まり！　友達や知り合いを誘ってお得に観戦しよう！！　ゆうえんちモートピアパスポート付（期間中1日有効）

前売グループチケット（7月28日（木）～31日（日）期間中有効、税込）

10,400円
2名

14,850円
3名

18,700円
4名

22,000円
5名

グループならコ
レ!!

※前売りパドックパスが完売の場合、当日パドックパスの販売はございません。
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※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。
※レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートはレース開催期間中のいずれか1日有効となります。
※ホスピタリティテラスでのお食事対応はいたしておりません。
※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。
※貸切でのご利用やイベント利用等でご利用いただけないエリアがある場合がございますので、予めご了承ください。

●専用プラスチックパス　※Jrはコチラレーシングパスケース付きです
●パドック入場可（3日間対象）
●ピットウォーク（3日間対象）
●V1エリア入場可【NEW！】
●B・Qエリア入場可
●激感エリア入場可
●ゆうえんちモートピアパスポート（期間中の1日のみ有効）　※Jrにはつきません

ホスピタリティテラス
<大人（中学生以上）>

（3日間有効）

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（税込）（7月29日（金）・30日（土）・31日（日）有効）　※レース観戦券込
MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）、ローソン・ローソン チケットのみでの限定販売！

【ホスピタリティテラス（ピットビル3階）特典】

今年から

V1エリア
入場可！！

今年から

V1エリア
入場可！！

ホスピタリティテラス

28,500円

ホスピタリティテラスJr
<子ども（3歳～小学生）>

（3日間有効）

2,800円

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

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。

※ 特典の駐車券は駐車エリアにご入場いただく際、ホスピタリティラウンジパスとあわせてご提示が必要になります。
※ 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。
※ レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートはレース開催期間中のいずれか1日有効となります。
※ お申し込み後のキャンセルは一切できません。
※ 子ども料金には専用エリア駐車券、大会公式プログラム・ゆうえんちモートピアパスポートは付きません。
※ 室内へ飲食物のお持ち込みは出来ませんので予めご了承ください。
※ 屋外観戦席は各お部屋前が指定エリアとなります。ご自身のお部屋の前以外での屋外観戦は出来ません。

※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7日（土）10：00～7月22日（金）24：00まで

ご家族専用ラウンジでのご観戦、ファミリーでゆっくりレースを楽しもう！ 
※ご家族でご観戦のお客様皆様の共有ラウ ンジです。ご家族単位でのお部屋ではございません。ファミリーラウンジは大人のお客様だけでのご利用は出来ません。 

●スペシャルランチボックス（決勝日 7月31日
（日）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）　※Jrにはつきません
●大会公式プログラム　※Jrにはつきません
●専用プラスチックパス　
●パドック入場可（3日間対象）
●ピットウォーク（3日間対象）
●V1エリア入場可【NEW!!】

●B・Qエリア入場可
●激感エリア入場可
●ゆうえんちモートピアパスポート（期間中の1日
のみ有効）　※Jrにはつきません

ホスピタリティラウンジ
<大人（中学生以上）>
（3日間有効・観戦券込み）

ピットビルディング2階の快適空間

■ホスピタリティラウンジ（税込） ＜大人（中学生以上）＞ （7月29日（金）・30日（土）・31日（日）有効）　※レース観戦券込
■ファミリーラウンジ・ファミリーラウンジJr（税込）

【ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階）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

7月31日（
日）

開催！
ご購入の方

は、

もれなく
ご参加

いただけ
ます。

グリ

ッドツアー

※Jrはコチラレーシングパスケース付きです
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パノラマルームはグランドスタンド最上段のプライベート空間。  冷暖房完備の個室で、周囲を気にせずゆったりとご観戦いただけます。
サーキットビジョンを見ながらの観戦やコースを廻る観戦のベースキャンプにも、またお子様連れのご家族にもおすすめです。

※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／5月7日（土）10：00～7月22日（金）24：00まで

●ピットウォーク（3日間対象）
●大人4名に加え、お子様（小学生まで）2名までご利用いただけます。
●観戦券（入園券）が別途必要です。 

パノラマルーム利用
（3日間有効・1室4名まで）

※観戦券別途必要

グランドスタンド最上段のプライベート空間、お子様連れでも、周囲に気を使わず快適観戦！

【パノラマルーム特典】

●モニター×1台（26インチ液晶）　※レース映像のみ受像
●テーブル×1台、イス×6脚
●冷暖房完備
●居室面積9.9m2（全室禁煙）  

【パノラマルーム設備内容】

パノラマルーム

65,000円

※写真はイメージです

※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／5月7日（土）10：00～7月22日（金）24：00まで
※ 特典の駐車券は駐車エリアにご入場いただく際、VIPスイートパスとあわせてご提示が必要になります。
※ 3歳以上有料（飲料、食事など特典内容は大人同様となります。）
※ レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートはレース開催期間中のいずれか1日有効となります。
※ 駐車券は1名様～4名様までのお申込につき、1台分となります。尚、駐車エリアはVIPスイートになるべく近い場所
をご用意しております。ゆうえんち側駐車場とは異なりますので予めご了承ください。
※ 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。
※ お申し込み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。
※ VIPスイート（4階・5階）への飲食物のお持込みはご遠慮ください。

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）
※ゆうえんちモートピアパスポート1日分付

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。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、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プレミアムパスです。

※写真はイメージです

●スペシャルランチボックス（7/30（土）・31（日）の2日間のみ）
●フリードリンク（ソフトドリンク・ビール）　※VIPスイート、ホスピタリティラウンジにて利用可
●駐車券（専用駐車エリア）　※7/29（金）～31（日）の3日間
●大会公式プログラム
●ピットウォーク（3日間対象）
●パドック入場可（3日間対象）
●ホスピタリティラウンジ入場可（3日間対象）
●ホスピタリティテラス入場可（3日間対象）
●VIPテラス入場可（3日間対象）
●V1エリア入場可【NEW！】
●B・Qエリア入場可
●激感エリア入場可
●記念品
●ゆうえんちモートピアパスポート（期間中の1日のみ有効）
●グリッドツアー（7月31日（日）決勝レース前）

■VIPスイート・プレミアム（税込） ＜大人・子ども（3歳以上）共通＞ （3日間有効） ※レース観戦券込（ゆうえんちモートピアパスポート付）

今年から

V1エリア
入場可！！

7日（
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★お問い合わせ・お申し込み：株式会社モビリティランド トラベルセンター… 03-3278-0808

　コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐観戦ツアー!”
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チケットのお求めは
■鈴鹿サーキットモビリティステーション窓口

■鈴鹿サーキット電話通信販売 5月7日（土）～7月22日（金）／10：00～16：00059-378-1100

■MOBILITY STATION [http://mls.mobilityland.co.jp/]
鈴鹿サーキットオンライン ショッピングサイト

5月7日（土）10：00～7月22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 5月7日（土）10:00～7月30日（土）

5月8日（日）～7月30日（土）／10：00～17：00

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）

鈴鹿サーキットモビリティステーション　 059-378-1111（代）

お問い合わせ

興行の成立・
払い戻しについて

●ローソンチケット　●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　●イープラス
●ローソン　●セブンイレブン　●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、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。

※6月14日（火）～16日（木）は休業

※6月14日（火）～16日（木）は休業＜通信販売専用電話＞

※V2指定席、V1エリア、B・Qエリア、レディースシート、ホスピタリティテラス、パドックパスは、
　ローソン・ローソンチケットのみでの取り扱いとなります。
鈴鹿サーキット プロモーションパートナー
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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「亀山IC」より約16km。
　名神高速道路から新名神高速道路「亀山JCT」経由で「鈴鹿IC」より約13km。

道路案内図




