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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



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

- 14 -

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
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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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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




