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岩城滉一氏が「鈴鹿と・き・め・きモーター
スポーツ大使」に就任、
今年の８耐も強力にバックアップ！

今年もテレビ朝日、メ～テレがPR協力！

数多くのバイク漫画を手掛けている東本昌平氏が、今年の鈴鹿8耐ポス
タービジュアルを制作！ ハルモトワールドで描かれる鈴鹿8耐。多くのバイク
ファンの心をひきつける作品を現在制作中。MOTO MAX会場では、原画
展を開催予定。様々なバイクを描いた貴重な作品を展示します。ご期待くだ
さい。

●東本昌平（はるもと しょうへい）プロフィール
ミスターバイクBGの表紙や「キリン」「CB感。reborn」「RIDE」な
ど多くのバイク漫画・イラストレーション作品を執筆。マシンの精
細な写実とライディングフィールを感じることのできるストー
リーと画風が多くのバイクファンから支持されています。

【作品】
・キリン（1987年～、モーターマガジン社～少年画報社） 
・SS（2000～2003年、ビッグコミックスペリオール、小学館）
・CB感。reborn（2003年～、ビッグコミックスピリッツ、小学館）
・東本昌平初期作品集　HiHiHi!（2004年、少年画報社）
・東本昌平 RIDE（2007年～、モーターマガジン社）
・ミスターバイクBG（1987年～、表紙イラスト）

ミスターバイクの顔（表紙）、
イラストレーター東本昌平氏が
8耐キービジュアルを書きおろし!

スカパー  パーフェクトチョイスで
完全生中継が決定!
今年もレース開始から終了まで、生中継でお届けいたします!!
（※詳細は後日発表いたします）

●スカパー!ご視聴・ご加入に関するお問い合わせ先 
　スカイパーフェクTV! カスタマーセンター・・・・・0570-039-888
　PHS、IP電話の方はこちら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・045-287-7777
　受付時間／10:00～20:00（年中無休）

Special Topics.1

今年も コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8耐では、テレビ朝日とメ～テレがPR協力を
してくれることになった!

鈴鹿サーキットがテレビ朝日、メ～テレと8耐でコラボするのは2年目となる。
鈴鹿8耐を全く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ただくことになる。また、大会直前には、六本木ヒルズ
のテレビ朝日本社に隣接するギャラリーUMU（ウム）でプレイベントも予定され
ている。

”

!

東本昌平／ミスターバイクBG©

昨年、大会名誉顧問で活躍した岩城滉一氏が、今年は鈴鹿市からの要
請で、中嶋悟氏とともに「鈴鹿と・き・め・きモータースポーツ大使」に就任。
岩城氏はこれまでに2輪・4輪ともレース経験があり、鈴鹿サーキットで開

催される「"NANKAI"Mini-Moto4時間耐久ロードレース」やツインリンクも
てぎで開催される「もて耐」「DE耐」など、数々のモータースポーツシーンで
輝かしい戦歴を打ちたて続けている。その情熱そのままに、昨年もテレビや
紙誌など数々のメディアを通じて8耐の魅力を広くPRしてくれた。
今年は「鈴鹿と・き・め・きモータースポーツ大使」・鈴鹿8耐の大会名誉

顧問として、さまざまなイベントを盛り上げてくれる。
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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

大観覧車ジュピターに
コカ・コーラ&コカ・コーラ ゼロ看板登場！！

※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。

Special Topics.2

地元チームを強力にバックアップ！！
ラジオ局チーム応援シートで応援しよう！！
昨年に引き続き今年も8耐を応援する各地のラジオステーションが、その地

域のチームを強力にバックアップ！！ グランドスタンドではチーム応援席で、お
目当てのチームの応援で盛り上がろう！
また、MOTOMAX会場では、恒例の「ON AIR SPOT」にてラジオ局パーソ

ナリティがトークやクイズなどのイベントを展開。ラジオ局チームグッズやパドッ
クツアー参加の抽選会も企画されている。今年もラジオ局チーム応援シートの
チケットを買って8耐を丸ごと楽しもう！！

観戦券（カード型観戦券）＋S2指定席券（ラジオ局チーム応援席）
※S2指定席券をお持ちの方は、A・B2・C・D・Eエリアにも入場できます。12,000円

チケット料金

※参加ラジオ局や応援ライダー・チームの詳細は、決定次第「8tai.com」
　にてご案内します。

※写真は、3月16日開催のスーパーGTシリーズ開幕戦「SUZUKA GT300km」

1984年の第7回大会から冠スポンサーとしてコカ・コーラが大会を強力に
バックアップし、コカ・コーラ”鈴鹿8耐として開催している。そして昨年からは
コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐として新たなスタートを切った。
今年は冠スポンサーとして四半世紀、25回目の大会となる。この記念すべき

年に、鈴鹿サーキットの名物ともいえる観覧車に、コカ・コーラ&コカ・コーラ ゼロ
の看板が掲げられた。長年ライダー、ドライバーを見守ってきたこの観覧車は、新
たな顔で今年も鈴鹿に集うみんなを迎えてくれる。

”
”
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グッドライダーの皆さん、
ようこそ鈴鹿へ

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第10回バイク
であいたいパレード第10回バイク
であいたいパレード

Special Topics.3

長年「出会いふれあいフェア」を中心に交通
安全マナーアップ運動(グッドライダーキャン
ペーン)を展開してきた鈴鹿商工会議所青年部。
さらにバイクで8耐に訪れるライダーと市民との
交流を目的に、交通安全を啓蒙する公道バイク
パレード、「バイクであいたいパレード」を初めて
開催したのが1998年の7月でした。

交通安全が広げる、
バイクの輪
開催当初はまだ知名度も無く、参加者集めに

奔走する日々が続きましが、大会趣旨に賛同した
地元・関係団体・選手の協力はもとより、沿道を
埋め尽くす市民の声援を受けながら走行したラ
イダーたちの満足度で輪が大きく広がり、今では
応募開始と同時に制限台数に達する人気ぶり。
毎年500台を超える日本最大級の交通安全パ
レードとして認知されるようになりました。

ありがとう10年、
そして20年、30年へ

交通安全宣言をするバイク親善大使の平忠彦氏と
クリステル・チアリ氏

パレードのフィナーレは感動のレーシングコースナイトラン

沿道を埋め尽くす市民の声援を受けながらパレードする
参加者

多くの関係者の協力で１０周年を迎えた「バ
イクであいたいパレード」
いまや コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8耐には欠か

せない参加型イベントに育った「バイクであいた
いパレード」
この「バイクであいたいパレード」を核に、今後

も「交通安全キャンペーン」を展開し、さらにモー
タースポーツ文化の創造という大きな目標に向
けて、20年30年とこの輪を大きく広げていきたい
と思います。

”
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※イベント内容は変更される場合があります。

8耐スペシャルステージ（予選）終了後、
鈴鹿ハンター会場に集合！

プログラム
7/26（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!!

パレード参加バイククラブ

3月28日（金）13：00より本年度の
ご案内をUPいたします。

ホームページにて
参加募集5月12日（月）開始！

アドレス　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10回目の記念すべき年
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、常に新しい発想と情熱で、全国各地から集まる鈴鹿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、白バイ隊、パトカーの先導のもと、
約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。

9

第10回バイクであいたいパレード第10回バイクであいたいパレード

[パレードコースマップ]

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

担当：高橋・川口

～開催概要～
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7月25日(金)、26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

8耐ウイーク イベント
（鈴鹿モータースポーツ市民の会）

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!

鈴鹿モータースポーツ市民の会の主催により、楽しいプレイベントの企画が進行中！
8耐の舞台となる国際レーシングコースを一足先に自分の足で体感できる「8耐ミニマラソン
（仮称）」や、鈴鹿市内でのモータースポーツをテーマにした映画の上映など、8耐ウイークの
オープニングを飾るイベントが開催される予定だ。

3月2日にモータースポーツファン感謝デーにて鈴鹿モータースポー
ツ市民の会主催で行われた「記念特大集合写真」。
ピットやコントロールタワーは、来年新しく生まれ変わる。

”

■実施予定概要：7月25日(金)・26日(土)17:00～24:00(最終鈴鹿サーキット着)　※バス2台による巡回
■ご利用：8耐チケット又は8耐パスをお持ちの方（料金無料）　三重交通チャーターバス／2台
　※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10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、さらには「鈴鹿モータースポーツ市民の会」や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

10

Special Topics.4
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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26日（土）・27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。
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!! 

11

2輪モータースポーツへのファースト・コンタクト。それがPOCKET 
BIKEことポケバイだ。近年の日本人GPライダーもポケバイ経験者か
ら多く輩出されており、注目のジャンルとなっている。しかし興味があっ
ても、目にしたことがないバイク好きな親子たちも多いのではないだろ
うか? 今年の8耐では、そんなポケバイの走る姿を実際に見ることので
きるイベントなど、多数のイベントを予定している。ぜひ、この機会にポ
ケバイの世界に触れて、さらに興味を持って欲しい。

ポケバイ・ワールド（仮称）

●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

バイクの楽しみのひとつであるツーリングキャンプにフォーカスしたイベントがMOTOMAXに登場！
キャンプツーリングを快適に過ごせるキャンプアイテムをはじめ、アウトドアクッキングの紹介など、キャ
ンプならではの魅力を伝えていく。

●ツーリングキャンプ講座・・・ツーリングキャンプの達人を招き楽しさとテクニックを紹介
●キャンプグッズ見本市・・・・・使い勝手の良いキャンプグッズを展示紹介
●キャンプエリア・・・・・・・・・・・・・夜のキャンプエリアで実践的なキャンプテクニックの紹介やツーリング

の思い出を語り合えるエリアを設定

ツーリングキャンプ・ミーティング（仮称）

バイク好き親子必見！！

キャンプが10倍楽しくなる！！
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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MOTOMAX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！　昨年は45社の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。
最新アイテムの展示やここでしか買えないレアアイテム、驚きの8耐特別価格だったりと、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！

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37台の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。優勝したマ
シンは、ブルドックモーターサイクルズ作のZ1-Rで、プレゼンターの大会名誉顧問岩城滉一氏
もそのカスタムの美しさを絶賛した。ハイレベルにカスタムされたマシンが一堂に集まる機会は
めったにない。この機会をお見逃しなく！

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
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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！
いくつかの企画展示を予定しているが、そのひとつが公式ポスターなどのビジュアルを描いて
いただく東本昌平氏の過去の作品とそこに登場するマシンとを一緒に展示してしまう「ノスタ
ルジックバイク展（仮称）」だ。懐かしい市販車や伝説になっている名車など、多彩なラインナッ
プを予定している。
もちろん、この他に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

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 ■共催：カスタムピープル
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※イベント内容は変更される場合があります。
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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MOTOMAX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。

●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 MOTOMAX

●協力：オートバイ

参加イベント型の好評企画「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。今年も皆様が気軽に挑戦
できるよう完全当日エントリーを予定。
今年も昨年のように、スペシャルゲストの飛び入り参加などがあるかも？！　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！！

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
TEAM MITANI所属




