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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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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


