
2010 QTEL FIM Endurance World Championship Series, Round 3
The 33rd "Coca-Cola Zero"Suzuka 8hours Endurance Road Race

MEDIA INFORMATION    2010.6.13

第33回大会
  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース”

2010 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

Honda勢vsヨシムラ、
ともに手の内が見えない展開!

レイ、加賀山がケガで鈴鹿300km耐久を欠場。8耐までコンビネーションが封印されたことで、ますます予想出来ない戦いになる！？

鈴鹿サーキットモータースポーツ応援団
『SKE48』登場メンバー決定！！
8耐では総勢16名のメンバーが登場予定。そのメンバーも決定し、さらにSKE48の応援団“特別サポーター”も募集開始!!

コカ・コーラ ゼロ イベントステージが進化!
CR-Z プロモーションカーが登場!
コカ・コーラ ゼロ イベントステージが、さらに大きくなり、内容もボリュームアップして進化。
さらに、コカ・コーラ ゼロカラーのCR-Zが大会オフィシャルプロモーションカーとして登場！！

今年のMOTO MAXは、
バイク試乗イベント盛りだくさん!!

80年代のバイクから最新モデルまで、豊富なラインナップを揃えた試乗イベントを実施!!
「子ども」、「タンデム」、「これから免許取得者」、チームマリのインストラクター参加が決定！！など多彩なプログラムを用意。

マクドナルドピットウォークが
8耐気分を盛り上げる!

もっと8tai! キャンペーン ・ プッチ耐久レース
快適、8耐ライフ（オートキャンプ・ヤマトらくらくツーリングパック・クールミスト）
駐車場・自転車置場のご案内
テレビ オンエア最新情報

マクドナルドピットウォークを金曜・土曜・日曜の3日間に開催!! さらに土曜、日曜にはドナルドも登場！！
先着による特典もあるから、ファミリーで参加して8耐気分を盛り上げよう!!
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1978年に第1回大会が開催され、今年で第33回大会となる“コカ・コーラ 
ゼロ"鈴鹿8時間耐久ロードレース（以下、鈴鹿8耐）。今年は世界耐久選手
権シリーズの第3戦としての開催で、8時間にわたる熱戦が鈴鹿サーキットを
舞台に繰り広げられる。
MotoGP世界ロードレース選手権（以下、MotoGP）を頂点とするスプリ

ントレースは、規定周回数をいかに短時間で走行するかを競う、いわば『短
距離走』。一方の耐久レースは、規定時間内でどれだけ長い距離を走破で
きたかを競う『長距離走』のようなものだ。また、耐久レースでは、レース中に
ライダー交替、タイヤ交換、給油といったピットワークも、スプリントレースに
ない見どころのひとつとなっている。ライダーの頑張りだけでライバルとの差
を一気に縮めることは至難の業だが、ピット作業が発生した場合は、一気に
数十秒単位で差が広がることや縮まることも珍しくない。スプリントレースの
場合、レースがスタートすれば、チームスタッフはライダーの活躍を見守るし
かないが、耐久レースでは、天候、状況に応じた複雑なピット戦略を駆使しな
がらのチーム一丸となった戦いが繰り広げられるのだ。
また、ナイトセッションが設けられているのも鈴鹿8耐の大きな特徴だ。
MotoGPでは、カタールGPがナイトレースで開催されるが、これはサーキット
全体を照明で照らし、真昼の明るさを作り出す。しかし鈴鹿8耐では、サー
キットの照明が点灯されるがあくまで夜の中での明るさとなり、マシンに装着
されたヘッドライトの光が、ライダーにとっての道標となる。一方で、暗闇の
サーキットに浮かび上がるマシンのヘッドライトと赤く伸びるテールライトの
光軸は、それは幻想的な世界を作り出す。
ライダーは、1チーム2名または3名の登録制。そして、優勝だけを見据える
チーム、ひとつでも順位を上げることを狙うチーム、完走を目指すチームな
ど、チームの目標はさまざまだ。しかし、どのチームも、鈴鹿8耐にかける情熱
は変わらない。そして午後7時30分に振り下ろされるチェッカーの瞬間、その
情熱は、感動に変わるのだ。

長い歴史の鈴鹿8耐。
変わらぬ情熱が新しい感動を呼ぶ。

5月22日から23日にスペインで行われた世界耐久選手権シリーズ第2戦
アルバセテ8時間耐久ロードレースに、酒井大作がススキ・エンデュランス・
レーシング・チーム（SERT）から出場し優勝。SERTは、2005年・2006年に
北川圭一が所属したチームで、2005年から2008年まで4連覇を達成したス
ズキの世界耐久No1.チームだ。

酒井大作が世界耐久選手権シリーズ第2戦
アルバセテ8時間で優勝!!

そのアルバセテ8時間はナイトレースとして開催されたが、スタート直後、
コース上にオイルが漏れて多重クラッシュが発生。ポールポジションからス
タートしたSERTのフィリップ・ヴァンサンも、このアクシデントに巻き込まれ
ていた。しかし、ヴァンサンはすぐにピットに戻ると、チームは素早くマシンを
修復。この段階で、トップとの3周遅れを見事に挽回すると、残り約2時間で
トップに浮上。チェッカーライダーを務めた酒井は、ライディング中の雨にも
見事に対応して優勝を遂げた。「今年の鈴鹿8耐では2連覇がかかっている
ので、このアルバセテ8時間で勝てたのはとてもうれしい。この調子で、鈴鹿
300km、そして鈴鹿8耐を迎えたい」と酒井。もちろんSERTも鈴鹿8耐参戦
予定だ。

Honda対ヨシムラ。これは鈴鹿8耐のひとつの歴史でもある。1978年、鈴
鹿8耐の第1回大会。当時、圧倒的な強さを誇っていたHonda勢を、コンスト
ラクターのヨシムラが撃ち破り、優勝を遂げた。Hondaは、1997年から鈴鹿
8耐10連覇を達成しているが、2007年、11連覇を阻止したのもまたヨシムラ
だった。脈 と々受け継がれる伝統の対決。
昨年、ヨシムラは、鈴鹿8耐で通算4度目の優勝を遂げ、今年は初の連覇

がかかる。逆にHonda勢にとって今年の鈴鹿8耐は覇権奪還がかかってい
る。Hondaがこの鈴鹿8耐で連敗を喫したのは1987年・1988年にまで遡り、
鈴鹿8耐の長い歴史の中で、僅かにこの1回のみ。
さて、その前哨戦の“Road to 8hours"鈴鹿300km耐久ロードレースで
は、両軍ともにエースを温存しての戦いとなる。Honda勢のトップチームであ
るTSRと桜井ホンダは、秋吉耕佑と亀谷長純がそれぞれ単独走行となり、
HARC-PRO.も高橋巧のパートナーに中上貴晶を起用するなど、手の内を
隠す形となった。一方のヨシムラも、海外組みのエース加賀山就臣を温存
し、戦略はベールに包まれた状態だ。
ヨシムラはすでに今年の鈴鹿8耐で、加賀山、酒井大作、青木宣篤の3人
で戦うことが発表されているが、Honda勢のライダー構成は未発表。どのよ
うな組み合わせになるのか注目されるところだが、今年の鈴鹿8耐では例年
以上にHonda勢vsヨシムラの図式が際立つことになりそうだ。

Honda勢vsヨシムラ。
手の内を隠す形となった鈴鹿300km。

迫り来る夕闇の中、ライダーたちは緊張感の中で走り続ける。 8時間後、チェッカーが降り下ろされる。
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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）』は、鈴鹿サーキットの2010年モータースポーツ応援団とし
て就任し、レースに参戦するチームやライダー達を応援しています。
真夏の祭典「“コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース第33回大

会」では、一生懸命に応援団をこなし、自らも育っていく彼女達の仕事振り
を応援してくれるサポーターを募集します。
サポーターは“8時間耐久ロードレース”にちなんで、480名（60分×8時
間）募集。スタートからチェッカーフラッグまでの480分間、レースとともに彼
女達を応援してくれるサポーターには特典として、チームS13人と研究生3
人のサインプリントがデザインされたオリジナルTシャツと8耐公式プログラ
ム内「SKE48特集ページ内」にお名前を掲載します。
また、鈴鹿サーキットまで応援に来てくれた方には抽選で12名に、現地に
来ているSKE48メンバーの中から希望メンバーとの2ショット写真を撮れる
チャンスもあります。
※2ショットの出来る時間は指定させていただきます。

モータースポーツ応援団SKE48
“コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐限定
“特別サポーター”募集!

■募集期間 : 6月14日（月）24:00～7月4日（日）24:00（24時間受付）
■応募方法 : モビリティランド オンラインショッピングサイト
  「MOBILITY STATION」よりお申し込み下さい
 詳しくは鈴鹿サーキットホームページにてご確認下さい
 ※6月14日（月）公開予定
 http://www.suzukacircuit.jp/8tai/ske48/supporters.html
■募集人数 : 480人
■協賛金  : 4,000円（税込）
※特典には鈴鹿サーキット入場券、レース観戦券などのチケットや公式プログ
ラムは付帯しておりません。オリジナルTシャツの現地受け取り、およびツー
ショット写真の抽選には、別途チケットをお買求めいただく必要があります。

SKE48

SKE48
8耐参加メンバー決定！！
チームS13人、研究生3人の総勢16人！

※イベント内容は変更される場合があります。

■チームS
大矢真那
小野晴香
木下有季子
桑原みずき
須田亜香里
高田志織
出口陽
中西優香
平田璃香子
平松可奈子
松井珠理奈
松井玲奈
矢神久美
 
■研究生
木崎ゆりあ
加藤るみ
山田恵里伽
 
以上16名
※諸事情により不参加の場合がありますので、ご了承ください。

8耐前夜祭でもパフォーマンス炸裂!
決勝日にはイベントステージにも登場！！
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することが決定!
今年3月、彼女達にとって初体験となったモータースポーツ観戦ではその
迫力と魅力に感動!!  その国内最大のバイクレースである鈴鹿8耐で精一
杯の応援をこめて、ライブを行ってくれることになった。SKE48がライダーや
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。8耐前
夜祭への出演は、SKE48でも「TeamS」のメンバーを中心に、16名ユニット
を予定。また、8耐決勝日ではコカ・コーラ ゼロブースでのイベントステージ
への出演が予定されている。

SKE48のパンケーキも限定発売！！
SKE48のメンバーがコーディネートしたパンケーキ、
その名も「S（素敵な）K（気分の）E（笑顔）パンケーキ」
をモートピア内「ぶんぶんのパンケーキやさん」で各
日48食の限定で発売します。SKE48の素敵でおいし
いパンケーキを是非食べてみてください。

■発売日 : 7月24日（土）・25日（日）
■料金 : ドリンクセット850円

2007年、「地元の会いにいけるアイドル」として名古屋栄に誕生したSKE48だが、人気は急
上昇。現在、東京公演もこなすなど活動の場を広げている。
SKE48は、全国からのたくさんの応募者の中から選ばれたメンバーでもあり、過酷なレッスンを
積み重ねて毎公演で進化しているまさに成長過程のアイドル。そんな彼女たちが今シーズン、
鈴鹿サーキットモータースポーツ応援団に就任した。
SKE48は地元の鈴鹿サーキットで繰り広げられるレースがまさに真剣勝負でありレーサーもマ
シンも日々進化する姿に自らを重ねて、全く新しいフィールドで自分たちの経験を積むと共に、
レーサーやファンの応援をすることでレースのすばらしさを広く知ってもらい、新たなモータース
ポーツファンを呼びたいと応援団に就任した。
なお、SKE48のファンには小さなお子様もいることから、鈴鹿サーキットの自らのりものを運転
してレース体験や教習所をモチーフにした安全運転を自然に感じて遊びながら学べる、本物体
験が出来るモートピア「プッチタウン」を訪れて、真剣に運転するキッズたちの憧れのお姉さんと
なって、子どもたちとモータースポーツの架け橋にもなることを目指している。

◎SKE48とは・・・・

★★★★★☆★★★★★☆★★★★★☆★★★★★☆★★★★★☆★★★★★☆

★★★★★☆★★★★★☆★★★★★☆★★★★★☆★★★★★☆★★★★★☆
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※イベント内容は変更される場合があります。

SPECIAL TOPICS.03

CR-Z オフィシャルプロモーションカーが登場!!

※イベント内容は変更される場合があります。

8耐でもっとも賑わうGPスクエアの中心となるコカ・コーラ ゼロ イベントステージが、
これまでよりさらに大きくなりイベント内容もボリュームアップ。スペシャルゲストのトー
クショー、SKE４８のライブ、キャンペーンガールオンステージなどのステージイベント
を開催するほか、コカ・コーラ製品を飲んで参加するゲームコーナーや、コカ・コーラ ゼ
ロ カラーのマシンにまたがって記念撮影できるコーナー、そしてオリジナルグッズショッ
プ「コーク・ストア」も併設される。名物の“コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐うちわもここでゲ
ットできるぞ。

コカ・コーラ ゼロ イベントステージが進化!

※ブースデザインはイメージです。

コカ・コーラ ゼロカラーのCR-Zが大会オフィシャルプロモーションカーとして登場し、
鈴鹿300km、鈴鹿8耐でGPスクエアに展示されます。
今年、最も話題となっているHondaのハイブリッドカー、CR-Zをオフィシャルプロモー
ションカーに採用して、VFR1200Fのマーシャルバイクとともに様々な場所で今年の
“コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐をPRします。

2010.6.13現在

Riders Café Wednesday afternoon （熊本県熊本市）
喫茶館 夢工房 （奈良県生駒市）
BURGER RIB&LIVE  Sundance （愛知県刈谷市）
Garage café MANX （東京都渋谷区）
カフェレストランMACHⅢ （大阪府堺市）
1/2 RIDERS （愛知県西尾市）
パドック パス （埼玉県飯能市）
Café Bar M （東京都世田谷区）
DAMMTRAX CAFÉ （神奈川県足柄下郡）
café emo.espresso+BIKERS （神奈川県横浜市）
手打蕎麦 希林 （北海道岩見沢市）
コーヒー＆レストラン RSシルクロード （愛知県豊田市）
カフェ＆ランチ ブリキのじょうろ （和歌山県岩出市）
b'coffee （岐阜県中津川市）
Mick café （大阪府大阪市）
バイカーズカフェ MOTHER ROAD （三重県志摩市）
マックさんの家 （京都府京都市）
CAFÉ MUSTACHE （岐阜県高山市）
カフェテリア クラブマン （広島県広島市）
Rider's café CoR （大阪府茨木市）

全国のバイカーズカフェが8耐をサポート!!

●特典情報●
携帯で8耐カウントダウン表示画面（右写真：イメージ）をダウンロードして
いただき、それをサポートショップで見せると割引やプレゼントなどの特典
サービスが受けられます。

2010“コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース
待ち受け画面用QRコード
▼

※詳しくは8tai.comをご覧ください。
※8耐リストバンド（08年および09年発行）でも特典サービスを受けることができます。

◆カフェ参加予定店舗リスト
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◆展示予定車両／7台 
RC149（1966年） 
NR500（2X）（1981年） 
NS500（1982年） 
NSR500（1984年） 
elf5（1988年） 
NSR500V（1999年） 
RC211V（2001年）

SPECIAL TOPICS.04

GPスクエア会場

Honda Collection HallのMotoGP特別企画展『RASHIN（裸身）』が登場（予定）
カウルレスで展示されるレーサー達の機能美、造形美をご覧ください。

見て楽しむ

BIKE JACK IN THE BOX

※最新のEVバイクも展示いたします。
ベクトリックス VX-1

参加して楽
しむ STEC会場

MOTOMAX FUN RIDE EXPERIENCE（予定）

チームマリがインストラクターで参加！！
今年の8耐ではバイクの体験イベントが目白押し！！
お子様向けのファミリーで楽しめるバイク教室やタンデム教室をはじめ、免許を持たないこれ
からのバイクファンにも試乗チャンスがあります。
各イベントには「チームマリ」のインストラクターが参加し、体験試乗のサポートをしていただきま
す。これまでレース、ツーリング、レッスンイベントなど様々なバイクイベントの開催で豊富な経
験を持つチームマリの協力により、MOTOMAXにまた一つ楽しみが増えました。
なお、会場となるGPスクエアとSTECにはチームマリテント、デスクが設置され女性ライダーの
ミーティングポイントやバイクに興味のある女性達が気軽に集まれる場として活用されます。

RIDE ミーティング＆撮影会／ガールズバイカー撮影会

1） RIDE ミーティング&撮影会

●日時／7月24日（土）　時間は決定次第にWEBサイトに掲出します

今年も決勝前日のMOTO MAX会場にて2つの撮影会が開催決定！！

東本昌平氏監修の『RIDE』が、鈴鹿8耐でミーティング＆撮影会の実施を決定！ 
バイク乗りのバイブルとなっている『RIDE』のミーティングは、年齢、車種、年式の
垣根を越えたすべてのバイク乗りのためのイベント。
※詳しくは、今後発売される『RIDE』をチェック。

2） ガールズバイカー撮影会
雑誌『ガールズバイカー』（造形社）主催の女性ライダー限定の撮影会を開催！　
マシンはもちろん、バイカーファッションにも注目。チームでの参加も大歓迎。女
性ライダー必見のイベント。あなたの自慢の1台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『ガールズバイカー』（6/30売号）をチェック。

STEC会場
参加して楽

しむ

今年も2つの撮影会が開催決定！

※イベント内容は変更される場合があります。
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※イベント内容は変更される場合があります。

ピットウォーク券（7月23日（金）～25日（日）、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／7月16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。
※販売場所／ピットウォークチケットBOX

2,000円 無料

大人（中学生以上） 3才～小学生

24日（土）・25日（日）のピットウォークには、マクドナルドの人気キャラクター「ドナルド」も参
加します。小学生以下は無料で（中学生以上・各日2,000円／税込）ピットウォークに参加で
き、さらに、素敵なプレゼントがもらえるかも？といったお楽しみ付き！！

なお、東海地区一部のマクドナルドの店舗で配布される8耐チラシを持参すると、先着で特
典が受けられます。詳細は店舗で配布されるチラシ、モビリティランドホームページにて後
日発表いたします。

マクドナルド
ピットウォーク

マクドナルドとのコラボレーションによるピットウォークを開催！！

コカ・コーラ製品 飲み放題&コカ・コーラ ゼロ ロゴ入応援タオルで盛り上がれ！！

■イベント特別協賛■
日本マクドナルド株式会社

6,000円 3,000円
V1席

8,000円
V2席 B・Qエリア

前売指定席券（期間中の土・日有効、別途観戦券必要）

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

※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。

NEWS

メインストレートやピットロードが見渡せるV2&V1席で、スタート&ゴールの大迫力シーンを観戦しよう！！
3基の大型ビジョンでレース状況もしっかりチェック！！

指定席がお求め易い価格になりました!!指定席がお求め易い価格になりました!!指定席がお求め易い価格になりました!!指定席がお求め易い価格になりました!!指定席がお求め易い価格になりました!!指定席がお求め易い価格になりました!!指定席がお求め易い価格になりました!!

SPECIAL TOPICS.05

グランドスタンドV2席ではコカ・コーラ製品の8時間飲み放題に加え、グランドスタンド全員（V2席、V1席 約12,000名）にオリジナ
ル応援タオルが配られ、ゴールの瞬間は打ち振られるタオルでスタンドが埋まる感動のフィナーレを迎えることとなります。

7月25日（日）決勝レース中 [ 8時間限定 ]
※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。

※写真はイメージです。

※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

V2席は、コカ・コーラ製品 飲み放題！！ ※25日決勝レース中

各日
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もっと 8tai！ キャンペーン
2009年から始まった「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始まりました。
今年はさらに「もっと8tai! もっとBike!」をキーワードに内容を変更して充実、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。

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特設エリア」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

◆（※）ご招待は決勝当日の年齢が18歳～22歳（8耐決勝日の2010年7月25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。

お申し込み…鈴鹿サーキットホームページにて

SPECIAL TOPICS.06

ピピラのモトフィールド 「プッチ耐久～みんなで協力!もっと8tai～」
★ゆうえんちでも8耐バトルが楽しめる！！★ゆうえんちでも8耐バトルが楽しめる！！★ゆうえんちでも8耐バトルが楽しめる！！

レースは超本格的！！
①ライダーズブリーフィングでルールの確認
②いよいよスタート
③もちろんライダーチェンジもあるゾ
④チェッカーを受けてゴール！！
⑤表彰式もホンモノそっくり

※イベント内容は変更される場合があります。

キッズも8耐ライダーになれる! ピピラのモトフィールドでは「プッチ耐久レース」をツーリングバイクで開催。
ライダーは2名で登録。ライダーチェンジの時にゲームをクリアして交代だ。参加してくれたキッズにはライセンスカードがプレゼントされるよ。

■開催日・・・・・・・・・・・・・・・・・7月23日（金）～25日（日）
■開始時間・・・・・・・・・・・・・・14:00～15:30（予定）（10台×1日3回） ※レース開催中は一般のお客様はご乗車できません。
■参加申込・・・・・・・・・・・・・・各日9:30より申込受付開始（定員になり次第締切）
■参加制限・・・・・・・・・・・・・・3歳～大人　※小学2年生以下はキッズバイクAライセンスが必要です。　※クラスにより参加制限が異なります。
■料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1チーム1,000円（参加者特別ライセンスの料金を含む） ※モートピアパスポートをお持ちの方も必要です。
■走行時間・・・・・・・・・・・・・・15分

1 2 3

4 5
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“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

「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、そんなお客様の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。

“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

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。

※イベント内容は変更される場合があります。

SPECIAL TOPICS.07

サイト数が増加！！ 楽々オートキャンプ。鈴鹿にどっぷり、8耐三昧！
★オートキャンプ場申込受付中！！★オートキャンプ場申込受付中！！★オートキャンプ場申込受付中！！

■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）】
■ご利用期間・・2010年7月23日（金）～26日（月） （3泊4日）
■ご利用料金・・右表参照ください。　※常設エリアは完売いたしました。

コカ・コーラ ゼロ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第33回大会の開催においては、鈴鹿サーキット敷地内駐車場を予約駐車場エリアとさせていただきます。
2008年まで行っていた当日予約サイト（持込みキャンプエリア）の販売は行わず、完全予約制とさせていただきますので予めご了承ください。
”
★ご注意ください

人気のオートキャンプ場は早くも残りわずか！！
常設エリアはすでに完売しているため、キャンプを楽しみながら8耐観戦をしたい方は、特設エリア（6P駐車場）のサイトをお早めにご予約ください。
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※イベント内容は変更される場合があります。

SPECIAL TOPICS.08

事前予約駐車場、抽選申込み受付のご案内
★駐車場のご案内★駐車場のご案内★駐車場のご案内

■場　　所 ： 鈴鹿サーキット正面駐車場　7番パーキング(7P)　舗装　計590台分
  ※駐車位置番号の指定はできません。
■料　　金 ： 4,000円／台　
  ※事前予約に際し、駐車料金の他にシステム利用料・発券手数料合計で315円が必要となります。
■期　　間 ： 7月24日（土）～25日（日）　2日間有効
  ※期間中の出入は自由ですが再入場後は、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23日(金)AM5：00～24：00の間に予約駐車場をご利用いただく場合は、別途1,000円をご入場時にお支払いください。
■申込方法 ： ローソンチケットでのインターネット受付（モバイル可）
  ホームページURL　http://l-tike.com/　　
■受付期間 ： 6月28日（月）まで
■当選発表： 7月上旬を予定
■決済方法 ： クレジットカード決済・店頭決済
★駐車場のご利用について（予約駐車場・一般駐車場共通）：
　駐車枠の大きさは5m×2.5mとなります。
　駐車場内でのテントの設営、火気の使用はできません。

2010年の鈴鹿8耐では、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：590台分）を事前予約制とし、6月7日（月）から28日（月）まで
抽選の申込み受付を行ないます。

※バイク、スクーターはご利用いただけません。 メインゲート、南コースの「二輪駐車場」をご利用いただきます。
※退出専用1コーナーゲートに対しては、自転車置場の準備はありません。

各ゲートに自転車置き場を設置いたします
★自転車置場のご案内★自転車置場のご案内★自転車置場のご案内

メインゲート、南ゲート、プールサイドゲート、西ストレートゲート、デグナー東・・・「自転車置場」を準備します。

2010年の鈴鹿8耐では、各ゲートに自転車置場を設置いたします。昨年、各駐輪場に自転車やバイク、スクーターなど多くのお客様にご利用いただい
たため、早い段階で満車となってしまいました。今年は利便性と安全性を高めるために自転車置場とバイク、スクーターなどの2輪駐輪場を分け、自転車
置場を各入場ゲートに設置、バイク、スクーター用の2輪駐輪場はメインゲート駐車場内およびと南コース特設駐車場内に設置いたします。
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●スカパー  では、「スカチャン」にて初回ノーカット完全生中継!（再放送あり）

放送日時: 生中継 2010年7月25日（日） 10:30～20:30 （ch.162）
 再放送 2010年7月29日（木）  9:00～19:00 （ch.180）
 再放送 2010年7月30日（金） 10:00～20:00 （ch.176）

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 ： 2010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 ： 2010年8月8日（日） 13:24～14:00（予定）

●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!（再放送あり）

放送日時: 生中継 2010年7月25日（日） 10:30～20:30 （ch.190）
 再放送 2010年7月29日（木）  9:00～19:00 （ch.190）■番組タイトル: 鈴鹿8耐2010直前スペシャル「それぞれの8耐」

■視聴料金: 無料放送
■放送スケジュール: 2010年6月25日（金） 21:30～22:00 （ch.186）、
 ほか随時放送

2010 鈴鹿8耐
スカパー  完全生中継リリース情報!
今年も鈴鹿8耐直前スペシャル番組を放送!

■番組タイトル: “コカ･コーラゼロ" 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第33回大会
■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!（再放送あり）

放送日時: 生中継 2010年7月25日（日） 10:30～20:30 （ch.800）
 再放送 2010年7月29日（木）  9:00～19:00 （ch.800）

※スカパー  e2でご視聴になるには、事前にPPS（視聴チケット）のお申
し込みが必要となります。
※8月の再放送日時に関しましてはEPG、またはスカチャンホームページ
でご確認ください。
　（スカチャンホームページ http://www.sptvbroadcast.com/）

昨年21年ぶりに鈴鹿8耐の放送を手がけたCBCが、2010年も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）

！

！

SPECIAL TOPICS.09

テレビ オンエア最新情報
スカパー  のオンエアスケジュールが決定！！！

今年もスカパー  はノーカット完全生中継!!!


