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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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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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※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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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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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

”



- 14 -

2012  EVENT TOPICS.4

※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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■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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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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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！！


