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７月26日（土）１９：15スタート！（予定）●グランドスタンド前

※イベント内容は変更される場合があります。

  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”

スペシャルプログラム 「ミッドナイトシネマ」
今年も前夜祭終了後のキャンプエリアでバイクに関連した映画の上映会を実施。前夜祭の楽しい余韻の中、話題の映画をゆっくりと
お楽しみください。
●これまでの上映作品／2007「世界最速のインディアン」　　2006「ダスト・トゥ・グローリー」

Special EVENT.1

1999年から始まり、記念すべき10回目を迎えた「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。約500台のバイ
クがホームストレートを駆け抜ける。
また、昨年は第30回記念大会として、平忠彦氏、清原明彦氏などの歴代ライダーが登場、今年も鈴鹿8耐をプレイバックする往年の名ライダー
が駆けつけてくれる予定だ。思い出に残る名シーンの振り返りや、翌日の決勝レースの展望など、ここでしか聞けないトークが繰り広げられる。
さらに、トライアル・エクストリームなどのバイクパフォーマンスや鈴鹿8耐前夜祭ならではの人気イベント「ナイトピットウォーク」を今年も開催。
翌日の決勝に向けた最後のマシン調整やタイヤ交換、給油リハーサルなど、各チームの真剣なピットワーク練習を間近で見ることができるナイ
トピットウォークでは、昨年はじめて、参加チームを対象とした「パフォーマンス賞」のファン投票を実施、記念すべき第1回目のパフォーマンス賞
は、モリワキMOTULレーシングが獲得した。今年も、各チームの趣向を凝らしたファンサービスやパフォーマンスに注目して欲しい。
チーム、ライダー、ファンが一体となって2008年も決勝前夜の コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐前夜祭は大きく盛り上がる!

”

”
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※イベント内容等は変更される場合があります。

バイク文化の祭典を目指す8耐では、今年からエポックメイキングなバイクにフォーカスを当て、
その名車にちなんだイベントが継続して開催されることとなった。それが「8耐バイク・ヒストリー
展(仮称)」だ。
第1回のテーマとなるマシンは今年誕生50周年を迎え、累計生産台数が間もなく6,000万台
に達する名車中の名車「Honda スーパーカブ」。今回の8耐では「カブ・フェスタ」と銘打ち、オ
ーナーズミーティング、スーパーカブ特別展、各種コンテストなど、さまざまなイベント・展示が行
なわれる予定だ。

第1回 8耐バイク・ヒストリー展／カブ・フェスタ」（仮称）
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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

■主催：カスタムピープル

8耐でバイクの文化に触れてみる
第1回は誕生50周年を迎える「スーパーカブ」！

普段なかなか会えない仲間と鈴鹿に集結する
8耐は出会いの場。今年の8耐は各車のオーナーズクラブや、ツーリングチームの来場を大歓
迎! 普段は会うことができない仲間が8耐を通じて鈴鹿に集結する…そんな、親交を深める場
を8耐にて提供。
8耐をバイクの祭典として、アメリカンやビッグスクーターなど、レースとは縁の薄いバイクのユ
ーザーたちにも楽しんでもらえる場とすることを鈴鹿サーキットは目指している。
※詳細は後日、「8tai.com」にて発表いたします。

クラブ・ミーティング in 8耐

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500台を超える参加者で盛り上がっているこのイベント、今年も決勝前日に西パドック&
国際南コース一帯を使って開催。
参加は、モトチャンプ7月号（6/6発売）から募集開始!!

4MINIパラダイス

自慢の愛車が誌面に載るチャンス！
今年も決勝前日のMOTOMAX会場にて大撮影会を開催。昨年も100台を越える自慢の愛車
が集結。撮影した愛車はすべて「カスタムピープル」誌面に掲載を予定。あなたの自慢の愛車
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！

※詳しくは、今後発売されるカスタムピープル誌面にてご案内させていただく予定です。

カスタムピープル愛車自慢大撮影会 in ８耐

Special EVENT.2

■写真提供 : 本田技研工業株式会社



2008 QTEL
31st

※イベント内容等は変更される場合があります。

2009年4月にオープンする新設備のご紹介。
1987年から21回の8耐の舞台となった現施設を懐かしい写真・映像などでご紹介するほか、
1987年以前の鈴鹿サーキットの移り変わりの資料も展示。

鈴鹿サーキット新施設計画＆ヒストリー紹介特設ブース
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今年は仮面ライダーキバが8耐に登場!

進化を続ける鈴鹿サーキットの過去～未来を眺める

仮面ライダーキバが子供たちの熱い声援を受け、鈴鹿8耐に登場。
園内各所で、テレビのヒーロー仮面ライダーのショーや握手会を開催。

仮面ライダーキバ

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、今年も各社のイベントブースでは、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会場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

Special EVENT.3

コカ・コーラ ゼロ”マルチステーション”
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！！

” ”
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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

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。

“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

クールダウンエリア・マップ P.21参照

「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。
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Area Information.1

8耐にはバイクで行こう！ ライダーにうれしい企画が目白押し！！
☆ウエルカム・ライダーズ・プログラム☆ウエルカム・ライダーズ・プログラム★ウエルカム・ライダーズ・プログラム

「8耐にはバイクで来て欲しい！」だからバイク駐車場を中心にライダーにうれしい企画がいっぱい。8耐の表彰台と同じデザインのフォト
コーナーを設置、バイクと一緒に記念写真を撮って待ち受け画面や壁紙に８耐の思い出を残していただけます。また到着後ほっと一息
つける休憩ブースや土曜日の夜のシアターなどなど数々のお楽しみプランをご用意しています。
詳しくはホームページ「8tai.com」に順次ＵＰしていきますので、ぜひ今年の８耐は友達を誘ってバイクでお越しください。
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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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Area Information.2

お子様の成長に合わせたアトラクションが楽しめる
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 「プッチ耐久レース（仮称）」

●ピピラのモトフィールド

自然発見アトラクション

’08年春「でんでんむし」誕生！！
自然とふれあう新エリア

「チララのハローガーデン」
「チララのハローガーデン」は、本物の自然に触れ、思いっきり走り回った
り、「でんでんむし」に乗って、いつもとは違った視点で自然を観察する事が
できる新エリア。長い間、鈴鹿サーキットの名物として親しまれてきた「でん
でんむし」が熱い復活の声にお応えして、ついにこの春、新しく進化してデ
ビュー！　さあ、発見の旅に出かけよう！

風と緑を感じる空間「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。

■場所・・・・・・・・・・・・・・・・・ツーリングバイク
■参加制限・・・・・・・・・・・3歳～小学6年生　※2年生以下は要キッズバイクAライセンス
■特記・・・・・・・・・・・・・・・・・ライダーは最大2人まで登録可
■走行時間・・・・・・・・・・・15分
■料金・・・・・・・・・・・・・・・・・1チーム一律 1,000円　※この料金の中に「レース参加証明」のライセンスカード料金を含む
■受付・・・・・・・・・・・・・・・・・開園～　※定員になり次第受付終了
■走行開始時間・・・・14:00～15:30（予定）（10台×1日3回）
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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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Area Information.3

松阪牛 8耐 ハンバーガー ボックス
（松阪牛ハンバーガー／フライドポテト／コカ・コーラ製Sサイズドリンク つき）

¥1,500（予定） （限定500食・予約可能）

松阪ホルモン鉄板焼（松阪ホルモン 野菜の鉄板焼）・・・・・¥500（予定）
松阪牛牛串 松阪牛 A4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥800（予定） （限定800食）
松阪牛ミニッツステーキ A4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,200（予定） （限定300食・予約可能） 

■販売ショップ : グランプリカフェ 「松阪牛 阪松」

●四日市の松阪牛専門店「松阪牛 阪松」謹製は四日市の松阪牛専門店です。
http://r.gnavi.co.jp/n631500/

昨年の覇者「ヨシムラ」、一昨年の覇者「ＴＳＲ」、
そして、打倒ワークスをかかげ、表彰台ＴＯＰを目指す「モリワキ」
今年もこの３チームが味の街３店舗（イタリアンレストランカンパネラ、中国四川料理 楼蘭、寿司会席
あじさい）とタッグを組み、味の街バトルを展開！！ 各チームのバトルに負けないほど熱い戦いを期間
限定ランチで再現！（只今、各店開発中！）詳しくは、当日の観戦ガイド・店頭告知をお楽しみに！
また、昨年に引き続き、各チームご協力により、味の街ロビーにて歴代のマシン、パネル写真の展示を
期間中予定しております。

レストラン「味の街」でも、8耐バトル？！

四日市の松阪牛専門店「松阪牛 阪松」謹製
GPカフェ“特産松阪牛”の8耐スペシャルフードが登場！
鈴鹿サーキットには、美味しさいっぱい！！鈴鹿サーキットには、美味しさいっぱい！！鈴鹿サーキットには、美味しさいっぱい！！
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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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Area Information.4

持ち込みキャンプで鈴鹿にどっぷり、8耐三昧
持ち込みキャンプについてのご案内持ち込みキャンプについてのご案内持ち込みキャンプについてのご案内

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」

■ご利用期間・・・・・・・・・・・・7月25日（金） 7：00am～　7月28日（月） 9：00am
■受付日時・・・・・・・・・・・・・・・7月25日（金） 7：00am～　7月28日（月） 1：00amまで
■受付場所・・・・・・・・・・・・・・・駐車場内特設テントにてオールナイトで受付します。
■キャンプエリア・・・・・・・駐車場内特設持ち込みキャンプ場

（詳細は、後日「8tai.com」にてご案内いたします）
■チェックアウト時間・・・・・9：00am
■料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人1泊　1,500円（税込）　※別途駐車料金が必要です。
■駐車場・・・・・・・・・・・・・・・・・・特設持ち込みキャンプ場横の駐車エリアをご利用いただきます。

（駐車スペースの確保はいたしかねます）
■備考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・クア・ガーデンご利用の場合は別途料金（1,500円/回）となります。

テント等の備品の貸し出しはありません。

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。

■営業時間
   温泉エリア  温水プールエリア  リラックスルーム
     トレーニングジム

 7/24（木） 6：00～9：30  11：00～24：00

 7/25（金） 6：00～9：30  11：00～24：00    

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

  

 7/27（日） （オールナイト営業）～9：30  11：00～24：00

■料金
料金（税込）日程 タオルセット

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

¥1,500

¥1,200

¥800

¥1,500 バス＋フェイスタオルレンタル

お持ち帰り用フェイスタオル
（レンタルタオル無し）

¥1,200

7/24(木)

7/25（金）
7/26（土）
7/27（日）




