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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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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！




