
- 1 -

MEDIA INFORMATION    2012.4.14

第35回大会
  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース”

2012 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
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はじめに
“もっと8tai! もっとBike!”
～「日本最大級のバイクの祭典」鈴鹿8耐～
　平素は、当社事業に多大なるご支援・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　今年もコカ･コーラ様のご協賛のもと、2012 QTEL FIM世界選手権シリーズ第3戦「 コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8時間
耐久ロードレース」を開催させていただきます。

　今年、鈴鹿8耐は、1978年の第1回大会以来、35回目となる記念の大会を迎えます。
　これまでの長い歴史の中、数々の名勝負を繰り広げてきた鈴鹿8耐は、多くの「ドラマ」と「感動」でファンの皆様を
魅了し続けて参りました。
　ドラマチックなレースはもちろんのこと、鈴鹿8耐が「感動」的なレースと言われるのは、その独特な一体感にあります。
真夏の8時間という過酷な状況の中、チームが一丸となって戦う姿は、見る者の心を奪い、多くの共感を生みます。
そしてそこに集うファンの皆様が見守る中、夕闇のチェッカーを迎える瞬間にスタンドを包む一体感は、他のスポーツ
では味わうことの出来ない、鈴鹿8耐ならではの魅力と言えるでしょう。
　今年も皆様とともに「感動」を共有できればと存じます。
　
　さて、今年は鈴鹿サーキットも開場50周年の記念の年となります。
3月の「鈴鹿サーキット50周年ファン感謝デー」を皮切りに、1年を通して様々な歴史イベントを実施して、往年のファン
の皆様にお楽しみいただきたいと思います。
　さらに50周年の記念事業として8耐直前の7月7日（土）にオープンする“モータースポーツ体感アトラクション”「レー
シングシアター」などを中心に、遊園地「モートピア」エリアとモータースポーツの融合をさらに推し進め、往年のファン
のお子様、そしてお孫様といった三世代のお客様に楽しんでいただけるモビリティテーマパークを目指して参ります。
　これからの50年に向けた鈴鹿サーキットの進化にどうぞご期待ください。

　最後になりますが、地元の皆様、メディアの皆様、FIM、MFJをはじめとする関係各位の皆様、そして1984年以来、
長きにわたり、この鈴鹿8耐の歴史を共に作り上げていただきました、世界ナンバーワンブランドのコカ・コーラ様に
厚くお礼申し上げます。

株式会社モビリティランド 取締役社長

”
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  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐開催概要”
（1） 大 会 名 称

（英文表記） 

 併   催

（2） 主   催

（3） 後   援

（4） 大 会 冠 協 賛

（5） テ レ ビ 放 送

（6） 会   場

（7） 開 催 日 程

”

※スケジュールは変更になる場合があります。

 7月 26日（木） 特別スポーツ走行
  27日（金） 公式予選
  28日（土） 鈴鹿4時間耐久ロードレース　決勝
   8:30スタート／12:30ゴール

●鈴鹿4時間耐久ロードレース　スケジュール

 7月 26日（木） 特別スポーツ走行
  27日（金） 公式練習／公式予選
  28日（土） 決勝出場チーム フリー走行
   TOP10トライアル（公式予選）
   コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐前夜祭
  29日（日） コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース  決勝
   11:30スタート／19:30ゴール

”
”

2012 QTEL FIM世界耐久選手権シリーズ第3戦
  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第35回大会
2012 QTEL FIM Endurance World Championship Series Round 3
The 35th   Coca-Cola Zero” Suzuka 8hours Endurance Road Race

2012 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦
鈴鹿4時間耐久ロードレース（ST600）

財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）
株式会社モビリティランド  鈴鹿サーキット

文部科学省、 観光庁、三重県、 鈴鹿市、 鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会、
一般社団法人 鈴鹿市観光協会、 鈴鹿商工会議所

コカ・コーラ ゼロ

地上波 ： 中部日本放送（CBC）
衛星放送 ： スカパー  e2、スカパー  HD、 スカパー  、 

鈴鹿サーキット 国際レーシングコース（1周／5.821km）
〒510-0295　三重県鈴鹿市稲生町7992　TEL：059-378-1111（代）

2012年 7月26日（木）～7月29日（日）

”

！ ！ ！
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2012  The Histories.1

1981年鈴鹿8耐～ワイン・ガードナーの走り 1985年鈴鹿8耐～平忠彦、ケニー・ロバーツ

記念すべき第1回大会を制したヨシムラ
1978年に第1回大会が開催された8耐は、Honda圧倒的優位と

いう周囲の予想を覆し、コンストラクターのヨシムラが優勝。第2回大
会でHondaは優勝を遂げるが、第3回大会では再びヨシムラが旋風
を巻き起こして優勝。8耐の創生期は、コンストラクターvsメーカーワー
クスの構図が色濃かった。

◆

元祖ミスター8耐 ワイン・ガードナー
1981年にはモリワキからワイン・ガードナーが登場。予選で驚異的

なタイムを記録して一躍脚光を浴びる。当時をガードナーは『レースを
真剣に志すならば、鈴鹿サーキットを走り込む必要があると森脇護さ
んに言われたんだ。8耐の前の全日本鈴鹿を走って、優勝していたか
ら、8耐も自信があった。そして予選ではいいタイムが出せたのだけれ

ど、当時のモリワキ・マシンにはセルスターターがついていなくて、ス
タートでいくらキックしてもエンジンがかからずに、最後尾まで落ちてし
まったんだ。それで、そこから追い上げてトップまで追いついたのだけれ
ど、転倒してしまい、この年の8耐は終わったんだ。でも、これがなけれ
ば、その後のレース人生は変わっていたかもしれないね』と振り返って
いる。ガードナーは、こうした活躍が認められて、その後にHondaの
ワークスライダーとなり、1987年に、世界グランプリの当時の最高峰
である500ccクラスでチャンピオンを獲得している。
世界グランプリ・ライダーとなったガードナーは、その後も継続して8
耐に出場。8耐が、世界グランプリ・ライダーへの登竜門であるのと同
時に、世界グランプリ・ライダーが、8耐のタイトルを狙って大挙押し寄
せるようになったのも、この頃からだ。

◆

悲運のヒーロー 平忠彦
1985年、8耐を舞台に、世界が驚愕する出来事が起きた。

そう、1983年シーズンを最後に現役を引退した“キング”ことケニー・
ロバーツが、平忠彦とのペアで復活を遂げたのだ。平の人気はもちろ
んのことたが、ロバーツの走りをひと目見ようと、大観衆が鈴鹿サー
キットに訪れた。その数、実に15万6000人。そしてロバーツと平は、
ファンの期待に応えるように、予選、決勝で他を寄せ付けない走りを
披露。だが、チェッカーまで残り約30分となったところで、平のマシンは
トラブルに襲われ、ゴールライン手前でストップ。鈴鹿サーキット全体
が、異様な雰囲気に包まれた。

1980年鈴鹿8耐～第3回大会でも優勝したヨシムラ

さまざまなドラマを生み、歓喜と涙の舞台となった
コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース”
今年、鈴鹿サーキットは開場50周年。そして コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース（以下、8耐）は第35回大会を迎える。
1978年の第1回大会以来、数々の名選手たちが歴史に残るドラマを繰り広げてきた。

”
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2012  The Histories.2

日本人ライダー・チームによる8耐制覇、Hondaの10連覇

1987年鈴鹿8耐～監督として参戦した平忠彦

1997年鈴鹿8耐～8耐で初の日本人ライダー・チームの優勝、そしてHondaの10連覇へ

2007年鈴鹿8耐～Hondaの連覇を打ち砕いたのはヨシムラだった

2007年鈴鹿8耐～表彰台

この、平の8耐での敗退は、単なる敗退にとどまらなかった。ここから
平の“悲運伝説”が始まった。世界グランプリでのケガで、監督として8
耐に参戦した1987年には、マーチン・ウイマーとケビン・マギーによっ
て優勝するが、ライダーとして参戦する平には、トラブルやアクシデント
がつきまとい、85年の黄金コンビ以来、常に優勝候補の筆頭に挙げ
られながら、頂点に立つのはエディ・ローソンとのペアで優勝する
1990年まで5年を要した。

◆

悲願の日本人ペア優勝
第1回大会以来、注目されていたのが日本人ライダー・チームによ

る8耐制覇だった。台風の影響で6時間に短縮された第5回大会
（1982年）で飯島茂雄、萩原紳治が優勝しているが、8時間フルタイ
ムでのレースでは、日本人ライダー・チームが表彰台の中央に立つこ
とはなかった。迎えた1997年、伊藤真一と宇川徹のペアが優勝し、
いよいよ伝説の1ページを記録。だが、この年は荒れた天候で、伊藤と
宇川は『天気が味方して勝てたと言われたくない。今度は、安定した天

候な中で勝つ』と口をそろえた。そして翌1998年には、ドライ路面で伊
藤と宇川ペアが優勝。まさに有言実行となったのである。また、1997
年の伊藤と宇川の優勝を機に、Hondaは2006年まで8耐10連覇を
達成。この間に優勝したライダーの中には、バレンティーノ・ロッシ、加
藤大治郎などが含まれている。

◆

トッププライベーターの台頭
2007年にHondaの11連覇を阻止したのが、大会を制したヨシム

ラである。第1回、第3回大会にワークスチームを撃破した名門プライ
ベーターが歴史を繰り返した瞬間でもあった。この時の優勝ライダー
は、加賀山就臣と秋吉耕佑。その後に秋吉はHondaへと移籍。ヨシ
ムラ・スズキは、酒井大作、徳留和樹、青木宣篤により、2009年の第
32回大会も制し、常勝チームとして、8耐の歴史に大きな足跡を残し
ている。
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2012  The Histories.3

記録で見る、鈴鹿8耐

1998年鈴鹿8耐～“スプライト”鈴鹿8耐として開催された

2011年鈴鹿8耐～優勝したF.C.C. TSR Hondaが217周を記録

2010年鈴鹿8耐～表彰台

コカ・コーラとのジョイントは1984年、第7回大会からのことで、
1997年には スプライト クール”鈴鹿8耐として、1998年と1999年
は スプライト”鈴鹿8耐として開催。現在の コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8
耐となったのは、2007年の第30回大会から。

◆

1978年に始まった8耐だが、当時はインターナショナルレースとし
ての開催だった。世界耐久選手権シリーズの一戦としての開催は、
1980年の第3回大会から。鈴鹿サーキットは、これまでにコースレイア
ウトの変更や路面改修を行っており、あくまでも数字上の記録となる
が、最多ラップは、昨年の優勝チームである秋吉耕佑、伊藤真一、清
成龍一のF.C.C. TSR Hondaが記録した217周。なお、2位のヨシ
ムラ・スズキ（加賀山、ジョシュ・ウォーターズ、青木）、3位の
MuSASHi RT HARC-PRO.（高橋巧、玉田誠、岡田忠之）も、同一
の217周を記録した。
出場するマシンは、世界選手権となった1980年から1983年までは

TT-F1（4ストローク1000cc以下）。1984年から1993年までは
TT-F1の新レギュレーション（4ストローク750cc以下、2ストローク

500cc以下）。1994年から2003年まではスーパーバイク（4ストローク
4気筒750cc以下、3気筒900cc以下、2気筒1000cc以下）。2004
年から2006年まではスーパーバイクの新レギュレーション（4ストローク
1000cc以下。ワークスのみJSB仕様。他にスーパープロダクション、
スーパーストック）。2007年は、8耐のみ参戦の国内チームはJSB仕様
で4ストローク1000cc以下。他にスーパープロダクション、スーパース
トック。2008年からはFormula EWC（4ストローク4気筒1000cc以
下、2気筒1200cc以下。他にスーパーストック）となっている。

◆

最多優勝回数は、宇川徹の5回。2005年に宇川がこの記録を樹
立する以前は、ワイン・ガードナーの4回が最多だった。なお、伊藤真
一と清成龍一が、現在は4回の優勝で、宇川の記録に迫っている。
ポール・ポジションは、伊藤真一の7回（98年～99年、03年～06年、
08年）が最多記録。2位がワイン・ガードナーの5回である。

◆

史上最年少優勝は、2010年の中上貴晶で、18歳172日。しかし、
この時の中上は、第3ライダーとして出場したものの決勝レースを走
行していない。決勝レースを走ったライダーとしては、この時の中上の
チームメイトである高橋巧の20歳247日。それまでの最年少優勝記
録である1996年の芳賀紀行の21歳148日を上回った。一方、最年
長優勝は、2011年の伊藤真一で、44歳236日である。

”
” ”
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2012  RACE HIGHLIGHT.1

2011年鈴鹿8耐～トップ争いの3台

2011年鈴鹿8耐～中須賀克行の走り

2011年鈴鹿8耐～表彰台

過去に、10連覇を達成したHondaだが、今年は、昨年の優勝チー
ムであるF.C.C. TSR Hondaと、一昨年の勝者で、表彰台の常連に
なっているMuSASHi RT HARC-PRO.が中心となる。そのF.C.C. 
TSR Hondaのライダーは、全日本JSB1000で2年連続チャンピオン
（2010年・2011年）となった秋吉耕佑が、そしてMuSASHi RT 
HARC-PRO.は高橋巧が予定されており、さらにスーパーバイク世界
選手権で活躍するジョナサン・レイ、青山博一などが予定されている。
一方、第1回大会での優勝をはじめ、これまでに4度の優勝経験を
持つヨシムラも参戦を予定しており、本戦でのチーム体制がどのよう
なものになるのか注目される。世界に戦いの場を広げているヨシムラ
だけに、周囲を驚かせる新人またはビッグネームの起用もあるかもしれ
ない。

◆

また、昨年の大会で、世界耐久選手権を戦っているマシンを駆り、
TOP10トライアルでは2番手タイムを記録して観客を沸かせたヤマハ
の中須賀克行が、早くも参戦を表明した。今年もチームはヤマハオー
ストリアレーシングチームのMONSTER Energy YAMAHA ‒ 
YARTに変わりはないが、チームには、昨年のイギリススーパーバイク
選手権でチャンピオンを獲得したトニー・ヒルが加わり、チームとしての
ポテンシャルを上げて8耐制覇に挑む。
さらに、2004年の全日本ST600チャンピオンで、2006年に伊藤
真一とのコンビで優勝している辻村猛が、野田弘樹のパートナーして
復帰。マシンは、元世界グランプリメカニックで、全日本ロードレース
JSB1000での伊藤真一の快進撃を支えた名エンジニア小原斉が
手がけるだけに、要注意チームとなる。
なお、今年の公開合同テストは、第1回が6月7日（木）、第2回を7
月3日（火）、4日（水）に予定しており、8耐本番当日に向けた調整、ま
たエントリー状況などの全貌が明らかになるはずだ。

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第35回大会
ヤマハそしてヨシムラスズキがパワーアップ
迎え撃つHonda勢

”
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2012  RACE HIGHLIGHT.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース
今年も吹き荒れるか?! アジアン旋風!!

2011年鈴鹿4耐～アズラン・シャー・カマルザマンの走り

2011年鈴鹿4耐

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝前日の土曜
日に行われるアマチュアライダーの祭典『鈴鹿4時間耐久ロードレー
ス』。鈴鹿・近畿選手権シリーズの一戦として、ST600マシンでの戦
いになるが、こちらは一台のマシンを二人のライダーが乗り継いで4時
間を走破するもので、レース中でのタイヤ交換は認められていない。
その鈴鹿4耐で、昨年は大きな出来事が起きた。それは、Boon 
Siew Honda Racing Malaysia（マシンはHonda CBR600RR）の
アズラン・シャー・カマルザマンとエミール・フィルダウス・ハサンが、
チェッカーまで残り5分となったところでトップに立ち、そのまま優勝を遂
げたのだ。
海外組がこの鈴鹿4耐に参加すること自体が初めてであり、外人ラ

イダーがこの鈴鹿4耐を制したのも史上初の出来事。この二人のマ
レーシア人ライダーの活躍もそうだが、全日本ロードレースST600で
も、今年の開幕戦ツインリンクもてぎでタイ人ライダーのチャランポー・
ポラマイとデチャ・クライサーが1-2フィニッシュを達成する大活躍を演
じるなど、アジアのモーターサイクルスポーツのレベルは飛躍的な進
歩を遂げている。果たして今年も、鈴鹿4耐にアジアン旋風が吹き荒
れるのか。アジア中の注目が集まるレースとなる。

”
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2012  SPECIAL TOPICS.1

コカ･コーラ ゼロ”と鈴鹿8耐のパートナーシップは今年さらなる進化を遂げる!!

スタートやゴールの感動はもちろん。コカ・コーラ製品の決勝8時間飲み放題に加え、V2席全
員に コカ・コーラ ゼロ”オリジナル応援タオルプレゼントを実施。

7月29日（日）決勝レース中 [8時間限定 11:30～19:30]
※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。

グランドスタンドV2席は、スタートの興奮、感動のフィナーレ、
そしてコカ・コーラの魅力をたっぷり味わえる!!

※イベント内容は変更される場合があります。※写真はすべてイメージです。

※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

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

2007年から大会タイトルを コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐として開催し6年
目となる今年の鈴鹿8耐では、Honda CBR1000RRをプロモーションバ
イクとし、サーキットはもちろん、あらゆる場面で登場。コカ・コーラ ゼロ”
鈴鹿8耐をPRしていきます。

コカ・コーラ ゼロ”イベントブースが大胆に進化！！
8耐でもっとも賑わうイベントスペース『GPスクエア』の象徴である コカ・コーラ ゼロ”イベント
ブース。今年のイベントブースは、メインステージに加え、オリジナルグッズ販売コーナー
「COKE STORE」とドリンク販売コーナーが一体となって登場。
ステージでは、ゲストトークショーや コカ・コーラ ゼロ”サーキットクイーン撮影会をはじめ、様々
なイベントが実施され、GPスクエアの一大拠点となります。

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐オリジナル飲料自動販売機が登場
2008年に初登場した、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
が今年も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！！

”

”

”

”

”

”

”

”

Honda CBR1000RRが、コカ・コーラ ゼロ”カラーとなって登場!!”
”

”
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2012  Campaign NEWS.1

35年の歴史…三世代にわたってご来場いただくために、
もっと 8tai！ キャンペーン

「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、2009年から始まりました。
35年目の今年、往年のファンには歴史企画展示やデモンストレーション走行、若いファンの皆様には新アトラクション「レーシ

ングシアター」など、ますます鈴鹿8耐をお楽しみいただけるコンテンツをご用意いたします。

8tai! ヤング割 ０円！ キャンペーン
「18歳～22歳（※）」先着2,000名様限定 観戦料金 無料

事前お申込みの「18歳～22歳（※）」の先着2,000名様を「入場＋V1エリア」に無料でご招待！

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

8時間を戦い抜くライダーを、みんなが一体となって応援する、そんな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…！ その想いを体感していただくために、今年は事前にお申込みいただいた18歳～22歳（※）の2,000
名様を、「入場＋V1エリア」に無料でご招待いたします。

◆（※）ご招待は決勝当日の年齢が18歳～22歳（8耐決勝日の2012年7月29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

5,500円

無料

5,000円

観戦券料金
（4日間有効） V1エリア

無料

お申し込み…鈴鹿サーキットホームページにて

受付中！！
4月14日（土

）～
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2012  Campaign NEWS.2

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（大人またはグループチケット）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、V1・B・Qエリアは指定席券不要）。
◆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。

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

●お子様はピットウォーク無料！
●ゆうえんちサマーパスポートが半額に！

5名様まで無料

800円 600円1,600円5,500円

5,500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。名称、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。

V2席に子ども価格を新設定!!
屋根付スタンドでラクラク観戦!
鈴鹿サーキットのピットビルを真正面に望むV2席。レースのス
タートとフィニッシュはもちろん、ピットイン・ピットアウトするライ
ダーやピット作業が目の前で見られる、屋根付きの指定席です。
このV2席に子ども価格を新設定しました。

＜料金＞
大人／2,500円
　（定価：5,000円）

子ども／1,900円
　（定価：3,800円）

幼児／1,250円
　（定価：2,500円）

＜V2子ども席＞
前売り2,000円
　（当日2,500円）

開場50周年を迎えた鈴鹿サーキットに、“モータースポーツ体感アトラク
ション”「レーシングシアター」が7月7日（土）に誕生します。
幅約19mのワイドスクリーンと、音を振動で伝える体感音響システムや
特殊効果で、モータースポーツの持つ「スピード」「迫力」「感動」を、楽しく、
安全に体感していただく事ができます。これまでレースに親しんでいただ
いたファンの方はもちろん、
「プッチタウン」をはじめとす
る「モートピア」でのりものを
操る喜びや楽しさに触れて
いただいた皆様にも、家族
揃って一歩進んだモーター
スポーツの世界を体感して
いただけます。

「レーシングシアター」7月7日（土）誕生！
みて、ためして、ホンモノと出会う

ゆうえんちとプールが利用できる「サマーパスポート」が半額に！
8耐観戦券をお持ちの方は、ゆうえんちとプール両方が利用できる「サマーパスポート」を半額で購入いただけます。
ファミリーで鈴鹿サーキット全体をお楽しみください。

アトラクション
新
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2012  EVENT TOPICS.1

※イベント内容は変更される場合があります。

35年の特別展示『情熱の8耐 ～ 語り継ぎたいこと ～』

■レーサーと市販車両との比較展示
速さと強さを追求し続けたレーシングマシンは、常に市販レーサー

の進化とともにあった。レーシングマシンと市販レーサー、似て非なる
両者を比較展示することで、8耐が果たしてきたバイクの進化を表現
します。

■開発秘話トーク&エンジン始動
展示エリアにおいて、マシンに関わってきた開発者・ライダー・

ジャーナリストによるトークショーを開催。また、展示マシンのエンジン
始動デモをエリア内で実施します。

■デモンストレーションラン
7月28日（土）の前夜祭、29日（日）決勝レース前のセレモニーでは、

展示されたマシンが国際レーシングコースを当時と代わらない姿でデ
モンストレーション走行を行います。

■8耐マシンを一気に展示
さらに、全国にちらばる35年間の8耐マシンが数多く集結し、
大規模マシン展示を行ないます。

●開催日:7月27日（金）～29日（日）
●開催場所:GPスクエア

2011年展示企画「異体同心」の様子 2011年の「YAMAHA Grand Prix Racing 50th Anniversary 世界グランプリへの挑戦～特別編」の様子

35年間の8耐。この歴史は、ファンの皆様の想い出とともにあります。この想い出の記憶を呼び戻していただくために、8耐企
画展示を実施します。想い出を一緒に語りたい仲間、ご家族とともにご覧ください。
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2012  EVENT TOPICS.2

MOTO MAXで最も人気が高いのがバイクの体験イベント。昨年大好評だった試乗会をはじめ、ファミリー
で楽しめるポケバイ体験教室を開催。より多くの方に“もっとバイク”を感じていただきます。“もっと8tai! も
っとBike!”をテーマに、バイク体験イベントを拡大！！ 「見て」「参加して」MOTO MAXをお楽しみください。

※イベント内容は変更される場合があります。

STEC（交通教育センター）会場で開催！！
■開催日 ： 7月28日（土）・29日（日）

最新のネイキッドやスーパースポーツなど、
様々なジャンルの国内外ニューモデルを集め
た試乗会を開催します。驚きの最新バイクか
ら気になるニューモデルまで、一気にチェック
してください。

国内外ニューモデル試乗会

●参加決定メーカー／車両名　※4月14日時点
BMW ： S1000RR
DUCATI ： 車両未定

参加して
楽しむ

あなたは何秒? ●協力：オートバイ

80年代バイクブーム。その当時熱くなったバイク
達と再会できます。今でも色あせないバイクに跨
がれば、あの頃にタイムスリップできるかも!?

80’s & 90’s
タイムマシン試乗会

あの態勢からあんなこと！？ あり得ない！！
トップライダーが見せる驚きのトライアルテクニッ
クを披露します

トライアル
デモンストレーション

参加型イベントの好評企画「スト・ぱっ！！」を今年
も開催。多くの方が気軽に挑戦できるよう完全
当日エントリー制を予定。

スト・ぱっ！！
今年もMOTO MAX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！

カスタム・ビレッジ

親子で参加するポケバイ体験教室。未経験の
お子様でも参加できます。

ポケバイ体験教室

今年のHonda新製品、NC700シリーズ（MT/DCT）＆CRF250Lの試乗商談会です。
参加費無料ですので、お気軽にお立ち寄りください！

STEC（交通教育センター）会場で開催！！
（全国Honda Dream会 中部ブロック主催）

●会場：STEC（交通教育センター）市街地コース
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2012  EVENT TOPICS.3

７月28日（土）19：00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

今年の前夜祭は花火があがる！！

”

「バイクであいたいパレード」2011年のオープニングの模様 イメージ

※イベント内容は変更される場合があります。

ど最後の調整作業を間近で見ることができるナイトピットウォークも大
きな楽しみ。
何と言っても大注目は、各チームがサプライズで行なう距離感ゼロ

のパフォーマンス。今年はどんなパフォーマンスが飛び出すのか？！
チーム・ライダー、そしてファンが一体となる前夜祭は、盛り上がること
間違いなし！！

毎年恒例となった「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。今年は700台を上回るバイクが
パレードに参加、鈴鹿サーキット国際レーシングコースを駆け抜ける。
そして、GPスクエアに展示されるマシンによる、デモンストレーショ
ン走行や、往年のライダーたちの8耐35年の裏話なども飛び出す予
定だ。さらに今年の前夜祭では、花火も打ち上げられる予定だ。
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

”
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※イベント内容は変更される場合があります。

前夜祭のオープニングで盛り上がる鈴鹿
サーキットを愛車で走ってみませんか?
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で

ある、鈴鹿商工会議所青年部主催『バイクであいたいパレード』。
過去13回の歴史・伝統を引き継ぎながら、バイクパレードに更なる地域

の魅力をPRする為、今年は「地元地域との新たなる挑戦」をテーマに地元
地域と共にモータスポーツの街 鈴鹿を盛上げ、また近隣の街とのネット
ワークを活かしながら鈴鹿に訪れるモータースポーツファンと共に新たなる
地域文化の発展を柱として、イベントを企画しています。
鈴鹿商工会議所青年部全員の力と地域の力を結集しモータースポーツ

と地域経済の発展を全国に発信していきます。

■日時： 7月28日（土） 13:00～19:30（予定）
　※バイクパレードは18時15分から出発します。（予定）
■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
■内容： 鈴鹿8時間耐久ロードレース前夜祭として、交通安全啓発車両
 を配備した全国各地から集まったバイクが鈴鹿ハンターから鈴鹿
 サーキットの8耐前夜祭会場に向けて日本最大級の交通安全パ
 レードを行います。
　※パレードコース及び周辺道路は18時15分より交通規制により渋滞が予想され
　　ます。大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力の程お願いします。
■応募方法
　鈴鹿商工会議所青年部ホームページからご応募下さい。

　★応募開始5月7日（月）～応募締切5月21日（月）
■お問い合わせ先／鈴鹿商工会議所青年部 川口・高橋まで
　☎059-382－3222

第14回 バイクであいたいパレード2012参加者募集第14回 バイクであいたいパレード2012参加者募集
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
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プログラム
7/28（土）18：15～（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!!

5月7日（月）
パレード参加募集開始！！

パレードに参加希望のバイククラブを
インターネットにて募集いたします。
応募は、下記URLよりアクセスしてください。

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14回目を迎えます。
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
い発見と情熱で、全国各地から集まる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、約700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。

第14回バイクであいたいパレード2012第14回バイクであいたいパレード2012

[パレードコースマップ]

～開催概要～

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

担当：川口・高橋

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
ー

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

※イベント内容は変更される場合があります。
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2012  EVENT TOPICS.5

■共催：モト・チャンプ4MINIパラダイス

※イベント内容は変更される場合があります。

バイクフリークが和気あいあいと楽しめるイベント
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700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8耐決勝前日に西パドック&国際南コース一帯を使って開催。

●日時 : 7月28日（土）
●場所 : 南コース一帯
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2012  EVENT TOPICS.6

今年の8耐は、ファミリーの方にも楽しんでいただけるよう、ゆうえんちモートピアも8耐一色になります。8耐を一人で見に来ていたお父さんも、この機会に
是非ご家族一緒に8耐観戦にご来場ください。

①ゆうえんちで遊んで「8耐スペシャルライセンス」を
　ゲットして、8耐を見に行こう!
ゆうえんちモートピア内のバイク機種「ツーリングバイク」「キッズバイク」「ピンキーバイク」の内、どちらかを
ご利用いただくと8耐ライセンスがもらえます。これを「ライセンスセンター」「メンキョセンター」に持っていく
と写真入り「8耐スペシャルライセンス」が作成できます。
★8耐ライセンス配布期間 : 4月14日（土）～7月29日（日）

　「写真入り8耐スペシャルライセンス」の特典
　●特典① 7月29日（日）の鈴鹿サーキットの入園が無料
　●特典② 7月29日（日）「鈴鹿8耐」の決勝レースを17:00～観戦できる
　●特典③ 7月29日（日）のモートピアがお得に楽しめる～「サマーパスポート」が通常価格の半額

※ライセンス特典の対象は、小学生までのお子様と、その同伴者となります（大人の方だけでのライセンス特典は受けられません）。
※いずれの特典も本人を含め5名様まで有効です。
※観戦はV1席（グランドスタンド下段）からとなります。
※感動のゴールと花火を体感できます（19:30チェッカー）。
※11:30のレーススタートから観戦希望の方は別途観戦券が必要になります（大人の方のみ）。
※プールとゆうえんちパスポートがセットになった「サマーパスポート」が通常価格の半額で購入できます。
　「サマーパスポート」大人2,500円（通常5,000円）小学生1,900円（通常3,800円）幼児1,250円（通常2,500円）

②「ツーリングバイク」でレースに参加しよう!
　2012プッチ耐久～みんなで協力!もっと8tai!～
8耐開催期間中限定の「プッチ耐久」を今年も開催! 親子でお友達同士で協力し合いながら楽しめる
15分間の耐久レースを開催いたします。

　●開催期間／7月27日（金）～7月29日（日）
　●場所／モトフィールド内 ツーリングバイクコース
　●時間／（各日）14:00～フリークラス、14:30～フリークラス、15:00～親子クラス
　●料金／1組2,000円
　●賞典／1位～3位に記念トロフィ／参加者全員に「記念ライセンス」 
　●参加特典／激感観戦ツアーへご招待

※モートピアパスポート、のりものクーポンではご利用できません。
※小学2年生以下はキッズバイクAライセンスまたはツーリングバイクライセンスが必要になります。

ゆうえんちモートピアも8耐一色！ スペシャルライセンスで観戦無料*！！
★モートピアで8耐！！★モートピアで8耐！！

※写真はイメージです。また、イベント内容は変更される場合があります。

*7月29日（日）17時以降

8耐スペシャルライセンス（写真入り／黒バージョン）
※デザインは変更する場合がございます。

③プールで涼みながらレース情報をキャッチ「プールDE8耐」
今年の8耐は涼しいプールでも楽しもう!
プールエリアで場内実況の音声と順位確認ができる計時モニター、レース映像モニターを設置（流水
プールエリア）。8耐観戦券をお持ちのお客様は8耐期間中1,000円でプールへ入場いただけます。
今年の8耐は水着を持って鈴鹿サーキットへ行こう。

　●開催期間／7月26日（木）～7月29日（日）
　●場所／プールエリア（流水プール）
　●時間／9:30～17:00（プール営業時間）
　●料金／観戦券所持者は1,000円でプール入場可能
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2012  EVENT TOPICS.7

④8耐マシンにまたがってライダーになろう
　「8耐なりきりフォトスタジオ」
7月7日（土）オープンする「レーシングシアター」内に8耐マシンを展示。
ライディングスーツを着て8耐マシンにまたがり、記念写真が撮影できます（有料1,000円）。

　●開催期間／7月26日（木）～7月29日（日）
　●場所／ゆうえんちレーシングシアター内
　●時間／ゆうえんち園内営業時間
　●料金／1,000円

⑤レーシングチームによる8耐講座「8耐ワークショップ」
前日まで4耐にエントリーしていたレーシングチームが8耐のすごさ、楽しさを教えてくれます。
タイヤ交換シミュレーションや、参戦ライダーと一緒に「レース観戦&パドックツアー」を開催!!
8耐の魅力を身近で体験しよう!

　●開催日／7月29日（日）
　●場所／ゆうえんちレーシングシアター内
　●時間／ゆうえんち園内営業時間
　●定員／30名様　※「レース観戦&パドックツアー」のみ定員あり
　●参加条件／小学生までのお子さまとそのご家族

※ワークショップの内容は変更になる場合がございます。

※写真はイメージです

⑥コチラレーシングファミリーパドックツアー
コチラレーシングカートでライセンス作成+コチラレーシングファンクラブに入会で、特別なツアーにご招待
します。鈴鹿8耐開催中のパドック（ライダー、運営スタッフが活動する施設が集まるエリア）を案内! 
ツアーでは、普段見ることができない、レースの裏側を見ることができます!

　●開催期間／7月28日（土）・7月29日（日）
　●場所／パドックエリア・ピットビルディング
　●定員／30名様
　●参加要件／コチラレーシングカートライセンスを作成（1st、2nd、3rdのいずれか1枚）し、
　　　　　　　コチラレーシングファンクラブに入会いただいたお客様入会者ご本人様と、
　　　　　　　ご家族の方（同伴は4名様まで）がご参加いただけます。
　　　　　　　※すでにライセンスをお持ちの方や、ファンクラブ入会済みの方も、ご参加いただけます。
　●参加費無料／ただし、ライセンス作成料（300円）、コチラレーシングファンクラブ入会料（2,000円）
　　　　　　　　が別途必要です。
　　　　　　　　※コチラレーシングファンクラブへの入会は、当日アドバンスカート受付にて承ります。
　　　　　　　　※コチラレーシングカートで1stライセンスを取得し、ライセンスを作成（有料:300円）
　　　　　　　　　すると、コチラレーシングファンクラブの入会料は無料となります。

※写真はイメージです

★モートピアで8耐！！★モートピアで8耐！！

※写真はイメージです

※イベント内容は変更される場合があります。
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●伊賀上野観光協会に加え、甲賀市観光協会がトリックスターを
スポンサード 
●トリックスターのマシンに伊賀甲賀ロゴマークが登場 
●8耐期間中GPスクエアで手裏剣打ち大会などの忍者イベントを
開催予定 

●伊賀甲賀応援団結成!! （予定） 

概
要

●豊橋市がハルク・プロを応援。
●ハルク・プロのマシンに「ええじゃないか豊橋」ロゴマークが登場
●8耐期間中GPスクエアで「ええじゃないか豊橋」の観光PRブー
スを出展。

概
要

2011年鈴鹿8耐～エヴァンゲリオンRT初号機トリックスター 

2011年鈴鹿8耐～MuSASHi RT HARC-PRO

2012 コラボレーション

今年も8耐は、ご当地コラボが熱い!
地域が元気、チームが元気、8耐も元気!!

今年の鈴鹿8耐では、伊賀流忍者のふるさと三重県伊賀上野の
一般社団法人伊賀上野観光協会に加え、甲賀流忍者のふるさと滋
賀県甲賀市の甲賀市観光協会も応援に参戦!!
「忍者に国境はない」を合言葉に、伊賀甲賀オール忍者で、カワサ
キのマシン「Ninja ZX-10R」で参戦するトリックスターをスポンサード
し、様々なコラボーションを今年も実施することが決定。
忍者とNinja・・・ともに長い歴史を持ち、世界への認知度も高い二

つの“ニンジャ”が今年も更にパワーアップし、真夏の鈴鹿8耐を舞台
に暴れまくる。

今年の鈴鹿8耐では、トリックスターに続いてハルク・プロもご当地
コラボ応援参戦が決定!
「ええじゃないか豊橋」をシティプロモーションの合言葉に掲げる愛
知県豊橋市が、ハルク・プロを応援!!　ハルク・プロのメイン・スポン
サーの地元である豊橋市とのジョイントにより、鈴鹿8耐でええじゃな
いか旋風を巻き起こす。
鈴鹿8耐当日には、豊橋市の観光PRブースも開設。来場した皆さ

んが｢豊橋ってええじゃないか!!｣と思えるような熱い情報を発信しま
す。真夏の鈴鹿に響け「ええじゃないか豊橋」!　目指せ「ええじゃない
か優勝」!!

おなじみご当地コラボレーションに、甲賀流忍者が応援参戦決定!!
｢伊賀上野観光協会×甲賀市観光協会×トリックスター×鈴鹿8耐 ｣1

ハルク・プロに心強い味方。「ええじゃないか豊橋」が、ご当地応援“初”参戦!!
｢豊橋市×ハルク・プロ×鈴鹿8耐｣2

※イベント内容は変更される場合があります。
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2012  FAST FOOD TOPICS

GPスクエア グランドスタンド店舗全9店舗のフード店にて各著名ライダーの出身地特産物やご本人の好物、思い出ある素材を盛り込んだ完全オリジナ
ルメニューのスペシャル限定販売! ここ鈴鹿サーキット8耐でしか味わえない特別メニューを是非ご賞味あれ!!

赤ワインをコカ・コーラ ゼロで割ったユニークでフルーティな味わいのスペインの定番カクテル「カリモーチョ（ゼロ）」が、S-PLAZA
のグリル&バー「SHUN」、オーガニックカフェ「Sunpo」に登場。
是非この機会にコカ・コーラ ゼロの甘みが赤ワインの渋みと合わさり、まろやかな味わいの「カリモーチョ（ゼロ）」をお試しください。

ユッキーロシアンまん
（加賀山就臣選手とのコラボメニュー）

2012年バージョンで今年も8耐を盛り上げる!
★8耐限定! ライダーコラボ特別メニュー★8耐限定! ライダーコラボ特別メニュー

★赤ワインがコカ・コーラ ゼロに恋したカクテル「カリモーチョ（ゼロ）」が登場！★赤ワインがコカ・コーラ ゼロに恋したカクテル「カリモーチョ（ゼロ）」が登場！

CoCo壱番屋巧カレー
（高橋巧選手とのコラボメニュー）

伊賀牛焼肉バーガー太麻樹スペシャル
（芹沢太麻樹選手とのコラボメニュー）

玉やん冷やし伊勢うどん
（玉田誠選手とのコラボメニュー）

赤
の
是

＋

※イベント内容は変更される場合があります。

※写真・メニューはすべて2011年のメニューになります。

昨年の
人気メニューは

コレだ！！
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2012  MEDIA Collaboration

TV Program

地上波～中部日本放送（CBC）では、「鈴鹿8耐」をダイジェストで放送！！

●タイトル ： 2012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 ： 未定

今年もスカパー  でノーカット生中継！!

2009年より8耐の放送を手がけるCBCが、2012年も8耐の魅力と感動を伝えるドキュメンタリー番組を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（受付時間：10:00～20:00 年中無休） 
【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

【スカパー  e2 カスタマーセンター】  0570-088-666
PHS、IP電話のお客様は045-339-0006

！！

■放送日時：7月29日（日）　10：30～20：30 （予定）
■チャンネル

スカチャン0（ch.800）

スカチャン0（ch.580）

パーフェクト チョイス プレミア（ch.162）

※スカパー  e２にてご視聴されるお客様は事前に視聴チケットをご購入下さい。（販売期間：6月15日（金）～7月28日（土）まで）
※再放送スケジュールは未定です。

！

※内容は変更される場合があります。

■視聴料金：3,150円/番組（税込）
■事前申込
通常のPPVはチューナーへの電話線やLANケーブルの接続が必要ですが、携帯電話やWebからも事前に視聴申込いただけます。
1）対象：生中継のみ　2）販売期間：6月15日（金）～7月28日（土）まで　3）対象サービス：スカパー  ＨＤ、スカパー

最新情報は・・・ スカチャンホームページ（http://www.sukachan.com/）
 パーフェクト チョイス プレミア（http://www.perfectchoice-pr.com/）

！ ！

今年の鈴鹿8耐はスマートフォン、タブレット、PCでも見られる！
スカパー  オンデマンドでも生配信決定！！

■視聴料金：3,150円/番組（税込）
詳しくは・・・・・・ スカパー  VODホームページ（http://vod.skyperfectv.co.jp/）！
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2012  AREA INFORMATION.1

GS

サーキットボウルサーキットボウルサーキットボウルメインゲートメインゲートメインゲート

バス・タクシーゲート
（バイク入口）
バス・タクシーゲート
（バイク入口）

楽々オートキャンプ。鈴鹿にどっぷり、8耐三昧！
★オートキャンプ場のご案内★オートキャンプ場のご案内

★完全予約制オートキャンプ場
■申込期間・・・・・・・・・5月10日（木）　AM9:00より受付開始　※受付時間　平日 9:00～19:00／土日祝 9:00～18:00
■申込方法・・・・・・・・・電話受付のみで先着順【TEL:059-378-5489（予約専用ダイヤル）】　※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。
■利用期間・・・・・・・・・7月27日（金）～7月30日（月） （3泊4日）
■利用料金・・・・・・・・・下表参照ください

□サーキットボウルにて無料更衣室開放！
鈴鹿サーキットメインゲートに近いサーキットボウル（ボウリング場）を、着替えスペースとして無料開放いたします。
2輪車でご来場の方は、ライディングスーツから私服に着替え、リフレッシュして8耐をご観戦ください。
※お荷物のお預かりはしておりません。

“コカ・コーラ ゼロ” 鈴鹿8時間耐久ロードレースでは、人気の高いオートキャンプ場が完全予約制でご利用いただけます。

※オートキャンプ場のご利用に際しては、別途「 コカ・コーラ ゼロ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第35回大
会」の観戦チケットが必要となります。★当日受付時に提示いただきます。

※3歳より上記料金が適用されます。
※完全予約制です。ご予約されていない方はご利用いただけません。なお、販売定数に達した時点で以降の
お申込みについてはキャンセル待ちを承りますが、こちらも一定数に達した時点で締め切りとさせていただき
ますのでご了承ください。
※各サイト内の場所指定はお受けできません。あらかじめご了承ください。
※定員を超える場合、常設エリアは7,000円/人、特設エリアは5,000円/人の追加料金が必要となります。
※各サイトの基準となる広さは常設エリアが9.0m×9.0m（フリーサイト2輪は4.5m×9.0m）、特設エリアが
2.4m×4.0mとなります。

※第2オートキャンプ場はテントエリアと駐車スペースが別の場所になりますのでご注意ください。
※1サイトご予約につきサイト内には自動車1台が駐車いただけます。制限台数を越えた車両についてはオート
キャンプ場内には駐車いただけません。なお、オートバイについては1サイトに2台までご駐車いただけます。

※お申込みいただいたお客様には、後日案内書をお送りいたします。料金のご精算については、当日オートキャ
ンプ場受付にて行います。
※天然温泉クア・ガーデンのご利用は別料金が必要となります。
※オートキャンプ場のご利用にあたっては、ペットの持込み、直火での調理等は固くお断りさせていただきます。

”

※イベント内容は変更される場合があります。

20サイト限定! 2輪車での来場者を対象としたお値打ち宿泊プランです。
○期間 : 7月27日（金）～7月30日（月） 3泊4日
○ご利用サイト : 第2特設キャンプサイト
　※2輪車は2台まで駐車いただけますが、ステイエリアと駐車スペースが離れています。
○ご利用料金 : 2輪／10,000円（定員2名・（2名用）テント、ロールマット付き）
　※定員を超える場合は、2000円/人（3歳以上～）

携帯電話充電器、無線LANなど、情報入手に必
要な機器をご利用いただけます（一部有料）。

お勧めプラン❶ 8耐バイカー向け キャンプパック

①モバイルエリア無料開放

キャンプに必要な備品などの宅配便を無料で
お預かりいたします。当日お越しの際にお渡し
いたします。

②宅配便受け取り・お届けサービス
10サイト限定！ 8耐だけでなく、モートピア（遊園地）と両方を楽しんでいただけるようにモー
トピアパスポートを1日分つけた、ご家族向けのご宿泊プランです。
○期間 : 7月27日（金）～7月30日（月） 3泊4日
○ご利用サイト : フリーサイト ※自動車1台、2輪車は2台まで駐車いただけます。
○ご利用料金:42,000円（定員4名） ※定員を超える場合、7,000円/人（3歳以上）

お勧めプラン❷

★お勧めプランの詳細につきましては、お問い合わせください。 [送り先]
三重県鈴鹿市稲生町7992
鈴鹿サーキットホテル キャンプ場 受付 気付

子供と一緒! モートピア1DAYパスポートつき
8耐スペシャルプラン

”

[キャンプ宿泊者限定! お得情報!!]

テント・マット付

お得でラクラク！
クアガーデンクアガーデン
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2012年2月クアガーデンのリニューアルオープン、3月新たなファミリールームのオープンと、ますますファミ
リーに魅力盛りだくさんの鈴鹿サーキットホテル。
レース観戦やモートピアで思いっきり満喫していただいた後は、鈴鹿サーキットのオフィシャルホテルで、ご
ゆっくりとおくつろぎください。

ゆっくりレース観戦をお楽しみください

※受付時間は、各営業終了時間の30分前とさせていただきます。

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温泉プールエリアも魅力です。リラックスルームには、キッズスペースもあ
り、お子様の遊ぶ姿を見守りながら、おくつろぎいただけます。良質のお湯をご満喫ください。

■営業時間
   温泉  温水プールエリア
 7/26（木） 

6：00～9：30  11：00～24：00
 7/27（金）    11:00～22:00
 7/28（土） 6：00～9：30  11：00～（オールナイト営業）
 7/29（日） （オールナイト営業）～9：30  11：00～24：00

■ご利用料金

■ホテルご宿泊特典

料金（税込）日程 アメニティ

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円

1,500円

1,200円

800円

1,500円 バス＋フェイスタオル（貸し出し）
シャンプー・リンス・ボディソープ（常設）
歯ブラシやカミソリ等（自動販売機にて販売）

1,200円

7/26（木）

7/27（金）
7/28（土）
7/29（日）

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」

※イベント内容は変更される場合があります。

■申込開始日・・2012年5月10日（木）　AM9:00より受付開始
■受付時間・・・・・・平日 9:00～19:00／土日祝 9:00～18:00
■申込方法・・・・・・電話受付のみ【TEL:059-378-5489（予約専用ダイヤル）】

※一回の受付につき、お一人様で2室までお申込み頂けます。
★料金および詳細につきましては、お問い合わせください。

★ホテル宿泊販売決定！ 5月10日より受付開始！★ホテル宿泊販売決定！ 5月10日より受付開始！

ホテルご宿泊者には、ご滞在中下記の特典がございます。
●天然温泉クア・ガーデン（温泉・温水プール）ご利用2日間無料
●ゆうえんち「モートピア」2日間入園無料
●駐車料金2日間無料
●チェックイン前・チェックイン後のお荷物お預かり
※レース観戦には、別途「 コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第35回大会」の観戦チケットが必要となります。”

キッズスペースが
登場！！
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大好評

　コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐、5月12日(土)チケット発売開始!
●鈴鹿サーキット モビリティステーション窓口は、5月13日（日）から発売開始●
”

前売観戦券（大人／5,500円）でレース観戦も、遊園地も楽しめる!!
※のりもの乗り放題のモートピアパスポートつき（前売観戦券の大人・グループ／期間中の1日のみ有効）。
※大人のお客様がモートピアパスポートで観戦される場合は、別途追加料金が必要となります。
※前売観戦券でプールをご利用になる場合は、別途追加料金が必要です。

鈴鹿8耐は、レースも遊園地も丸ごと楽しめる!!

「今年の8耐はファミリーで楽しめる!」
❶子どもと一緒企画! 大人観戦券1枚につき子ども5名招待
❷V2席に子ども価格新設定で屋根付スタンドでラクラク観戦!
❸大人はパスポート付、子どもはサマーパスポートが半額で購入できる! 

レース前売観戦券で遊園地も遊べる!レース前売観戦券で遊園地も遊べる!
鈴鹿8耐は、レースも遊園地も丸ごと楽しめる!!

■観戦席・指定席図

STEC会場
（交通教育センター）

GPスクエア
会場

2F ホスピタリティラウンジ
3F ホスピタリティテラス

パノラマルーム

B2

B1

Q1

Q2

今
年

のポイント

1

「パドックパス・ラウンジ・
テラス・VIPスイートもV1で
観戦できます！」
更にラウンジ・VIPスイートの方はV2を割引で購入できます!

今
年

のポイント

4

「グループ観戦がとってもお得!」
3～5名の累進割引!　友達誘って8耐観戦!

今
年

のポイント

2

「ヤングもお得!
 ヤング割今年もやります!」
18～22歳観戦+V1席招待

今
年

のポイント

3
「携帯を使用した
 チケットレスを発売開始!!」

今
年

のポイント

5
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ピットウォーク券（7月27日（金）～29日（日）、税込、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／5月12日（土）10：00～7月20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。2,000円 無料

大人（中学生以上） 3才～小学生

特製カード型パドックパス限定販売（7月27日（金）～29日（日）期間中有効、税込、別途観戦券必要）

マシンやライダーを目の前で見ることができるのがピットウォーク。小学生以下は無料となっており、ファミリーでお楽しみいただけます。
ピットウォーク券は前売販売になります！！

①ピットウォークにご参加いただけます。
②V1・B・Qエリアでもご観戦いただけます。
③激感エリアにもご入場いただけます。
●鈴鹿サーキットオリジナルストラップ（非売品）付き。※3才～小学生のパドックパスJr.は、特製カード型ではありません。

15,000円 1,500円
パドックパス／中学生以上 パドックパスJr.／3才～小学生 パドックパス

購入特典

各日

鈴鹿サーキットロゴ入りストラップがセットになった
特製プラスチックパスを限定販売します。V1エリアでも観戦できる！

3～5名のグループならこれで決まり！　友達や知り合いを誘ってお得に観戦しよう！！
ゆうえんちモートピアパスポート付（期間中1日有効

前売グループチケット（7月26日（木）～29日（日）期間中有効、税込）

14,850円
3名

18,700円
4名

22,000円
5名

8,000円

V2指定席
＜大人＞

2,000円

V2指定席
＜子ども（3才～高校生）＞

5,000円

V1エリア

3,000円

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、税込）

※V2指定席券をお持ちの方は、V1エリア、B・Qエリアにも入場できます。
※V1エリア券をお持ちの方は、B・Qエリアにも入場できます。
※V1・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V2指定席に入る場合は、指定席券と観戦券又はゆうえんち入園料が
必要となります（V1・B・Qエリアのみ高校生以下の方はエリア券は不要です）。

※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。

❶V2は屋根付スタンドでラクラク観戦!
❷V2・プレミアムエリアパスで、V1エリアに入場可能！！

V2席に子ども価格を新設定!!V2席に子ども価格を新設定!!V2席に子ども価格を新設定!!V2席に子ども価格を新設定!!
V2席は、コカ・コーラ製品 飲み放題！！ ※29日決勝レース中

NEWS

※前売りパドックパスが完売の場合、当日パドックパスの販売はございません。

前売観戦券（7月26日（木）～29日（日）期間中有効、税込）

■8耐観戦券をお持ちのお客様
　◎ゆうえんちとプールがセットになった「サマーパスポート」が通常価格の半額で購入できます。
　【大人】 2,500円（通常5,000円）※中学生以上
　【小学生】 1,800円（通常3,600円）
　【幼児】 1,250円（通常2,500円）※3歳～未就学児
　◎プールには、8耐期間中1,000円で入場できます。

5,500円
1,600円 800円前売り観戦券

“子どもと一緒に
キャンペーン”を使うと

大人観戦券でご招待
※大人観戦券1枚につき5名様ご招待

パスポートは付いておりませんパスポート付き
※期間中1日利用可

ゆうえんちも
　　　　お得に楽しめる

中・高校生（入場のみ）
入園券 800円入園券

小学生 3歳～未就学児大　人

※子ども＝3才～高校生まで

V1エリア
入場可

グループなら
コレ！！

大人観戦券1枚で

子ども5名招待!!
大人観戦券1枚で

子ども5名招待!!
大人観戦券1枚で

子ども5名招待!!
大人観戦券1枚で

子ども5名招待!!

コカ・コーラ ゼロ”オリジナル応援タオルプレゼント！！”
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※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／5月12日（土）10：00～7月20日（金）24：00まで
※ 特典の駐車券は駐車エリアにご入場いただく際、VIPスイートパスとあわせてご提示が必要になります。
※ 3歳以上有料（飲料、食事など特典内容は大人同様となります。）
※ レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートはレース開催期間中のいずれか1日有効となります。
※ 駐車券は1名様～4名様までのお申込につき、1台分となります。尚、駐車エリアはVIPスイートになるべく近い場所
をご用意しております。ゆうえんち側駐車場とは異なりますので予めご了承ください。
※ ホスピタリティラウンジでのお食事対応はいたしておりません。
※ VIPスイート・プレミアムは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。
※ お申し込み後のキャンセルは一切できません。
※ VIPテラスの販売はいたしておりません。VIPテラスはVIPスイートのお客様のご利用エリアとなりました。
※ VIPスイート（4階・5階）への飲食物のお持込みはご遠慮ください。

VIPスイート・プレミアム
（3日間有効・観戦券込み・3歳以上共通料金）
※ゆうえんちモートピアパスポート1日分付

パドック、ホスピタリティラウンジにも入れる最高級の観戦環境を提供

【VIPスイート・プレミアム特典】

VIPスイート・プレミアム

62,000円

グランドスタンド上部に位置し、東コースの大部分を見渡すことができるVIPスイート。VIPスイート・プレミアムはVIPスイート、VIPテラス、パド
ックをはじめ、ピットビルディングのホスピタリティテラス（3階）、ホスピタリティラウンジ（2階）にもご入場いただけるプレミアムパスです。

※写真はイメージです

●スペシャルランチボックス（7/28（土）・29（日）の2日間のみ）
●フリードリンク（ソフトドリンク・ビール）　※VIPスイート、ホスピタリティラウンジにて利用可
●駐車券（専用駐車エリア）　※7/27（金）～29（日）の3日間
●大会公式プログラム
●ピットウォーク（3日間対象）
●パドック入場可（3日間対象）
●ホスピタリティラウンジ入場可（3日間対象）
●ホスピタリティテラス入場可（3日間対象）
●VIPテラス入場可（3日間対象）
●V1エリア入場可
●B・Qエリア入場可
●激感エリア入場可
●記念品
●ゆうえんちモートピアパスポート（期間中の1日のみ有効）
●グリッドツアー（7月29日（日）決勝レース前）

■VIPスイート・プレミアム（税込） ＜大人・子ども（3歳以上）共通＞ （3日間有効） ※レース観戦券込（ゆうえんちモートピアパスポート付）

V1エリア
入場可！！
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ピットビルディング2階に設けられたホスピタリティラウンジはハイグレードな観戦ルームに加えて、ピットレーンに張り出した屋外観戦席を設
置。鈴鹿サーキットはおもてなしの心とともに、快適で迫力に満ちた観戦をご提供いたします。

※ 特典の駐車券は駐車エリアにご入場いただく際、ホスピタリティラウンジパスとあわせてご提示が必要になります。
※ ホスピタリティラウンジは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。
※ レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートはレース開催期間中のいずれか1日有効となります。
※ お申し込み後のキャンセルは一切できません。
※ 子ども料金には専用エリア駐車券、大会公式プログラムは付きません。
※ 室内へ飲食物のお持ち込みは出来ませんので予めご了承ください。
※ 屋外観戦席は各お部屋前が指定エリアとなります。ご自身のお部屋の前以外での屋外観戦は出来ません。

※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
　5月12日（土）10：00～7月20日（金）24：00まで

ご家族専用ラウンジでのご観戦、ファミリーでゆっくりレースを楽しもう！ 
※ご家族でご観戦のお客様皆様の共有ラウ ンジです。ご家族単位でのお部屋ではございません。ファミリーラウンジは大人のお客様だけでのご利用は出来ません。 

●スペシャルランチボックス（決勝日 7月29日（日）のみ）
●フリードリンク(ソフトドリンク・ビール)
●駐車券（専用駐車エリア）　※Jrにはつきません
●大会公式プログラム　※Jrにはつきません
●専用プラスチックパス　
●パドック入場可（3日間対象）
●ピットウォーク（3日間対象）
●V1エリア入場可
●B・Qエリア入場可

●激感エリア入場可
●ゆうえんちモートピアパスポート（期間中の1日のみ有効）

ホスピタリティラウンジ
<大人（中学生以上）>
（3日間有効・観戦券込み）

ピットビルディング2階の快適空間

■ホスピタリティラウンジ（税込） ＜大人（中学生以上）＞ （7月27日（金）・28日（土）・29日（日）有効）　※レース観戦券込
■ファミリーラウンジ・ファミリーラウンジJr（税込）

【ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階）特典】

ホスピタリティラウンジ

45,000円

ファミリーラウンジ
<大人（中学生以上）>
（3日間有効・観戦券込み）

45,000円

ファミリーラウンジJr
<子ども（3歳～小学生）>
（3日間有効・観戦券込み）

8,000円

※写真はイメージです

※ホスピタリティテラスは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。
※レース観戦券に付随のゆうえんちパスポートはレース開催期間中のいずれか1日有効となります。
※ホスピタリティテラスでのお食事対応はいたしておりません。
※ホスピタリティテラスは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。
※お申し込み後のキャンセルは一切できません。
※貸切でのご利用やイベント利用等でご利用いただけないエリアがある場合がございますので、予めご了承ください。

●専用プラスチックパス
●パドック入場可（3日間対象）
●ピットウォーク（3日間対象）
●V1エリア入場可
●B・Qエリア入場可
●激感エリア入場可
●ゆうえんちモートピアパスポート（期間中の1日のみ有効）　※Jrにはつきません

ホスピタリティテラス
<大人（中学生以上）>

（3日間有効）

ピットビルディング3階からの眺望と生の迫力を体感できる空間

■ホスピタリティテラス（税込）（7月27日（金）・28日（土）・29日（日）有効）　※レース観戦券込
MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）、ローソン・ローソン チケットのみでの限定販売！

【ホスピタリティテラス（ピットビル3階）特典】

ホスピタリティテラス

28,500円

ホスピタリティテラスJr
<子ども（3歳～小学生）>

（3日間有効）

2,800円

ピットビルディング3階からご観戦いただけるホスピタリティテラスは、自然光を活かし、開放的な空間とするために壁を設置せずに、
コースが見渡せる場所となります。2階席のホスピタリティラウンジ同様に屋外観戦席をご用意しております。

※写真はイメージです

※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
　5月12日（土）10：00～7月20日（金）24：00まで

V1エリア
入場可！！

V1エリア
入場可！！
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パノラマルームはグランドスタンド最上段のプライベート空間。  冷暖房完備の個室で、周囲を気にせずゆったりとご観戦いただけます。
サーキットビジョンを見ながらの観戦やコースを廻る観戦のベースキャンプにも、またお子様連れのご家族にもおすすめです。

●ピットウォーク（3日間対象）
●大人4名に加え、お子様（小学生まで）2名までご利用いただけます。
●観戦券（入園券）が別途必要です。 

パノラマルーム利用
（3日間有効・1室4名まで）

※観戦券別途必要

グランドスタンド最上段のプライベート空間、お子様連れでも、周囲に気を使わず快適観戦！

【パノラマルーム特典】

●モニター×1台（26インチ液晶）　※レース映像のみ受像
●テーブル×1台、イス×6脚
●冷暖房完備
●居室面積9.9m2（全室禁煙）  

【パノラマルーム設備内容】

パノラマルーム

65,000円

※写真はイメージです

※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
　5月12日（土）10：00～7月20日（金）24：00まで

★4輪駐車場 前売り予約のご案内

GS

サーキットボウルサーキットボウルサーキットボウルメインゲートメインゲートメインゲート

バス・タクシーゲート
（バイク入口）
バス・タクシーゲート
（バイク入口）

クアガーデンクアガーデン

■利用料金… 6,000円／1台　※前売駐車場はエリア指定となります。個別枠指定はできません。
■利用期間… 7月27日（金）7:00～7月29日（日）3日間
■申込方法… MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）、鈴鹿サーキット電話通信販売【TEL : 059-378-1100（通信販売専用電話）】、
 モビリティステーション窓口　※先着順販売です。販売予定数に達し次第終了します。
■申込期間… 5月12日（土） ※モビリティステーション窓口は5月13日（日）から受付
■ご利用いただける車両の大きさ…5m×2.5mの駐車枠におさまる車両
　 ※決勝レーススタートまでの出入は自由ですが、再度同じ場所に駐車できない場合がございます。
 ※決勝レーススタート後に出場されますと再入場できません。

期間中、天然温泉クア・ガーデンを200円引きでご利用い
ただける割引券付。
※ご利用受付日時が決まっております。ご注意ください。 
　7月27日（金）～7月29日（日）
　6:00～9:00および11:00～16:00

【特　典】

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレースでは、人気の高い鈴鹿サーキット正面駐車場の一部（5P・7P 合計775台分）を前売とし、MOBILITY 
STATION（オンラインショッピングサイト）、電話通信販売、モビリティステーション窓口（窓口のみ5月13日から販売）で販売いたします。
”
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★お問い合わせ・お申し込み：株式会社モビリティランド トラベルセンター…q03-3278-0808

　コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐観戦ツアー!”

24,500円～ （レース観戦券付）大人一人 11,000円～ （レース観戦券付）大人一人

レーシングコース
バス走行・朝食バイキング付

2012年7月28日（土）夜発～7月30日（月） 朝着 夜行2泊3日 2012年7月29日（日）日帰り

7月29日（日）
7月29日（日）

7月30日（月）

7月28日（土）

東京駅05：00頃着
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チケットのお求めは
■鈴鹿サーキットモビリティステーション窓口

■鈴鹿サーキット電話通信販売 5月12日（土）～7月20日（金）／10：00～16：00
q059-378-1100

MOBILITY STATION
[PC]　http://mls.mobilityland.co.jp/　　　[モバイル]  http://mls.mobilityland.co.jp/mobile/

■鈴鹿サーキットオンライン ショッピングサイト
5月12日（土）10：00～7月20日（金）24:00まで（24時間受付）

■プレイガイド・コンビニエンスストア
販売期間 : 5月12日（土）10:00～7月28日（土）

5月13日（日）～7月28日（土）／10：00～17：00

チケットに関するお問い合わせ：

券種によってお取り扱いのない窓口もございます。

（一部販売期間が異なる店舗がございます）

鈴鹿サーキットモビリティステーション　q059-378-1111（代）

お問い合わせ

興行の成立・
払い戻しについて

■各種ツアーについてのお問い合わせは ･････････････株式会社モビリティランド トラベルセンター q03-3278-0808
■プロモーション活動・広告ご出広についてのお問い合わせは･････株式会社モビリティランド 東京オフィス q03-3278-0777

●ローソンチケット　●イープラス　●電子チケットぴあ　●チケットボード（ケータイ電子チケット）
●ローソン　●セブン-イレブン　●ファミリーマート　●サークルK・サンクス
※コンビニには時間帯に制約があります。　　※販売店によって、一部取り扱いのない券種があります。

●決勝日のメインレース（8耐）がスタートした時点をもって本興行は成立となります。
●興行が不成立の場合は、所定の条件で払い戻しをいたします。
●前売券は決勝日の興行が不成立の場合のみ払い戻しの対象となり、木曜日・金曜日・土曜日の興行が不成立の場合は、払い
戻しの対象にはなりません。
●ご購入いただいたチケットは、払い戻し・変更等、事情の如何に関わらず再発行はいたしかねます。

鈴鹿サーキットは、諸設備の点検整備のため、6月18日（月）～21日（木）を休業させていただきます。
ご予約・お問い合わせは、下記営業所にて承っております。 
●鈴鹿サーキット営業部 : 059（378）1300　●東京オフィス : 03（3278）0777

※6月18日（月）～21日（水）は休業

※6月18日（月）～21日（水）は休業＜通信販売専用電話＞

※V2指定席、V1エリア、B・Qエリア、ホスピタリティテラス、パドックパスは、
　ローソン・ローソンチケットのみでの取り扱いとなります。
鈴鹿サーキット プロモーションパートナー




