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キャンペーンキャンペーン

2014キャンペーンニュース .1

「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。
今年も各種キャンペーンを継続し、より多くのお客様に8耐の魅力を体感いただきます。

「18歳～22歳（※）」 観戦料金 無料

事前お申込みの「18歳～22歳（※）」の全員を「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（※）の全員を「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 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（※）の全員を、「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2014年7月27日（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。
◆B・Qエリアへは入場できません。

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

5,700円

無料

5,200円

前売観戦券料金
（4日間有効） V1エリア

無料

お申し込み…鈴鹿サーキット公式ウエブサイトにて

受付中！！
4月12日（土

）～

8tai! ヤング割 ０円！キャンペーン
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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1,700円5,700円

5,700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席に子ども価格を設定しています。
V2席が3つのエリアに分かれて選べるようになりました。1コー
ナー側からV2-1・2・3となり、お好きなエリアを購入時に選ん
で観戦できます。

＜料金＞
大人／2,600円
　（定価：5,200円）

子ども／1,900円
　（定価：3,900円）

幼児／1,300円
　（定価：2,600円）

＜V2子ども席＞
前売り2,100円
　（当日2,600円）

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。
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※イベント内容は変更される場合があります。

ヨシムラ60周年特別展示
～挑み続ける技術者たち～

●開催日:7月24日（木）～27日（日）
●開催場所:GPスクエア

1978年の第1回大会での優勝をはじめ、鈴鹿8耐で4度の総合優勝を誇る名門・ヨシムラは、1954年の創業から60周
年を迎えます。
鈴鹿8耐、そして世界中のレースに挑戦し続けてきたヨシムラ。そこには創業者の吉村秀雄氏から受け継がれる技術者
たちの熱い想いがあります。
今年の鈴鹿8耐では、ヨシムラ60周年を記念した特別展示を実施。かつてのレーシングマシンや当時の貴重な品を展
示し、創業以来受け継がれるヨシムラの伝統と情熱を伝えます。

※展示車両はイメージです。
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※イベント内容は変更される場合があります。

鈴鹿8耐に新エリア「BASE 8耐」登場！

・トライアル：チーム
ミタニ（小川友幸選

手／柴田暁選手）

・FMX：MX VIRUS

 （加賀晃選手／加
賀真一選手／鈴木

耕太選手）

・BMX：Yoshida k
oh

・ブレイクダンス： D
ef clan（Junki／Sp

encer／AT-4）

 THE FLOORRIOR
Z（Nori／Katsuya

）

・フリースタイルフッ
トボール：横田陽介

・BEAT BOX：TA
TSUYA

・ニュー＆オールドマ
シン試乗会

　⇒国内外のニュー
モデル・旧車バイク

の試乗会。

・フューチャーモビリ
ティエキスペリエンス

　⇒次世代モビリテ
ィの体験試乗。セグ

ウェイ・YikeBike・K
MXなど

・U-22ファーストバイ
ク体験

　⇒16歳～22歳の
バイク免許非保有者

が対象。

「バイクの祭典」としてご好評をいただいていた「MOTOMAX」を一新。8耐を思いきり楽しむための観戦基地、「BASE 8耐」として生ま
れ変わります。４つのエリアから構成される「BASE 8耐」には、体験・参加型イベントに加え、人気の高いパフォーマンスや、長時間の観
戦をサポートする憩いのエリアを設置。真夏の８耐を存分に、そして安心して楽しめる環境を提供します。

国内最高峰の選手・
パフォーマーによ

るトップレベルの
パフォーマンスを

間近に

体感できるイベント
エリアです。

全日本トライアル選
手権において常に

チャンピオン争いを
繰り広げるトップチ

ー

ムである「チームミ
タニ」によるトライ

アルパフォーマン
スに加え、今年はフ

リー

スタイルモトクロ
ス（FMX）のトップチ

ーム「MX VIRUS」の
出演が決定。地上・そ

し

て空中と、場所を問
わずダイナミック

にパフォーマンス
を繰り広げます。

さらに、BMXやブレ
イクダンス、フリー

スタイルフットボ
ール、ヒューマンビ

ートボ

ックスで日本を代表
するトップパフォ

ーマーが「鈴鹿８耐
」に集結。他では絶

対に

見ることができない
、ハイレベルなパフ

ォーマンスのコラ
ボレーションをお

楽し

みください。

Live!パフォーマンスサ
イト

バイクをはじめと
した「乗り物を楽し

む」ことがコンセプ
トです。

最新モデルや旧車
のバイクの試乗会

に加え、次世代のモ
ビリティを

体験できる「フュー
チャーモビリティ

エキスペリエンス
」を開催。カタ

チや乗り方など、個
性豊かなモビリティ

を体験するチャンス
です。

さらに、バイク免許
を保有していない

若者層を対象に、「U
-22ファー

ストバイク体験」を開
催します。

誰もがモビリティを
楽しめるエリアで、

乗り物の楽しさを存
分に体験

することができま
す。

年毎にテーマを設
定し、オーナーズミ

ーティングの会場を

設置します。グルー
プ・個人を問わず参

加可能です。

第1回目となる2014
年は、TeamGREEN

の復活に盛り上が

りを見せる「カワサ
キ」がツーリングサ

ミットのテーマ。復
活

優勝に向けた熱い
想いを乗せて、全国

のカワサキオーナ
ー

の皆様のご来場をお
待ちしております。

ツーリングサミット

一日中楽しめるのが
８耐の醍醐味。とは

いえ、長時

間の観戦や来場の
際のツーリングで疲

れた体を休

めることも、８耐を
思いっきり楽しむた

めには必要

不可欠。８耐の観戦
基地となる「BASE 8

耐」にはレ

ストラウンジを設置
し、全てのお客様が

安心して８

耐を観戦できるため
のおもてなしをい

たします。

レストラウンジ

加賀晃選手
鈴木耕太選手

※募集方法等は、決
定し次第公式ウェブ

サイトでお知らせしま
す。

ファンライドパーク
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７月26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”

「バイクであいたいパレード」2013年のオープニングの模様 前夜祭イメージ

※イベント内容は変更される場合があります。

ナイトピットウォークは今年も開催。本番さながらのタイヤ交換・給油
リハーサルなど、翌日の決勝に向けた最後の調整作業を間近で見る
ことができる。他にも、例年各チームが繰り出すオリジナリティあふれる
パフォーマンスも見逃せない。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昨年に引き続

き花火の打ち上げも予定しており、今年も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。今年は約600台のバイクがパ
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、今年はトークショーに注目だ。スペシャルなレジェンドライ
ダーがゲスト出演するほか、8耐に参戦する現役ライダーも参加予定。
翌日の決勝にかける想いや戦略をアツく語っていただく予定だ。

”

前夜祭イメージ 前夜祭イメージ

前夜祭イメージ
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※イベント内容は変更される場合があります。

腰山峰子

高杉奈緒子

白石玲菜

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?
市民で創り上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15回の歴史と伝統を引き継ぎながら、今年のテーマに「チェッカーの街
鈴鹿へ レディGO！！」を掲げ、更なる魅力アップを目指します。

今年は女性ライダー専用の参加枠を設け、これまで以上に女性が参加しや
すいパレードを目指します。さらに、女性ライダーを応援すべく、ロードレースの
世界で活躍する女性ライダーのゲスト参加を予定。

鈴鹿市民と全国のライダー、そして参加チームが一体となるバイクパレードで
感動の共有を目指します。

■日時： 7月26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（水） ～ 応募締切 5月20日（火）
■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16回 バイクであいたいパレード2014参加者募集第16回 バイクであいたいパレード2014参加者募集
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
今年はゲスト女性ライダーも参加！！

2014
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プログラム
7/26（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（水）
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16回目を迎えます。年々
知名度・応募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600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。

[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。

第16回 バイクであいたいパレード2014第16回 バイクであいたいパレード2014
2014イベント TOPICS . 4
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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。

★8耐カード配布期間 : 4月26日（土）～7月27日（日）

※スペシャルカード特典の対象は、小学生までのお子様と、その同伴者となります（大人の方だけでのスペシャルカード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2,600円（通常5,200円）　小学生1,900円（通常3,900円）　幼児1,300円（通常2,600円）
※プール入場料が特別価格／大人1,100円（通常2,700円）　小学生1,100円（通常1,800円）　幼児900円（通常1,300円）

　●開催期間／7月25日（金）～7月27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～、14:30～、15:00～
　●料金／無料（KRFCに入会されている方のみ参加いただけます）
　●賞典／1位～3位に記念トロフィー／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

　「写真入り8耐スペシャルカード」の特典
　●特典① 7月27日（日）の鈴鹿サーキットの入園が無料
　●特典② 7月27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27日（日）のモートピアとプールがお得に楽しめる「サマーパスポート」が通常価格の半額
　●特典④ 7月27日（日）のプール入場料が特別価格

※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。
※コチラレーシングファンクラブへは当日もご入会いただけます（入会金2,000円）。

ゆうえんちモートピアも8耐一色！ スペシャルカードで観戦できる*！！
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27日（日）17時以降

8耐スペシャルカード（顔写真入り）
※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」

②「ツーリングバイク」でレースに参加しよう!
　2014プッチ耐久～みんなで協力!もっと8tai!～

①ゆうえんちで遊んで「8耐スペシャルカード」をゲットして、
　8耐を見に行こう!

　●開催期間／7月25日（金）～7月27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1,100円でプール入場可能

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1,100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。

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。今年はコチラレーシングファンクラブ（KRFC）会員の方が対象です。

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、どれかをご利用
いただくと8耐カードがもらえます。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
ペシャルカード」が作成できます。

コチラレーシング
ファンクラブ

プレゼンツ
コチラレーシング

ファンクラブ

プレゼンツ
コチラレーシング

ファンクラブ

プレゼンツ
コチラレーシング

ファンクラブ

プレゼンツ
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●伊賀上野観光協会と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

2013年鈴鹿8耐 エヴァRT初号機 シナジーフォースTRICK STAR

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耐でも、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、甲賀流忍者のふるさと滋賀県甲賀市の甲賀市観光
協会が応援に参戦!!
「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 な々コラボーショ
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。

今年も伊賀×甲賀の忍者が応援参戦!!
｢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

※イベント内容は変更される場合があります。

バイクのふるさと浜松市&家康くんが応援する!!
｢出世の街 浜松×TSR×鈴鹿8耐 ｣2

●浜松市&家康くんがTSRの鈴鹿8耐優勝を応援
●浜松市マスコットキャラクター・“はままつ福市長”「出世大名家
康くん」が登場！！ 

●8耐期間中GPスクエアで「出世の街 浜松」のPRブースを出展。

概
要

2013年鈴鹿8耐 F.C.C. TSR Honda

2014年もF.C.C. TSR Hondaの勝利を浜松市が応援！！
「出世の街」浜松。Honda、スズキ、ヤマハという世界のバイクメーカー発祥の
街である「バイクのふるさと」浜松。TSRのメイン・スポンサーF.C.C.の地元であ
り、エースライダー秋吉耕佑の居住地でもある浜松とコラボレーションして、「出
世の街」「バイクのふるさと」をアピールする。
出世の街のいわれとなった、浜松市のマスコットキャラクター家康くんも再び
登場し、チームの勝利に向けて共に応援してくれる。浜松&家康くんとのコラボ
で今年の鈴鹿8耐で勝利し、文字通り「出世」を実現できるのか、注目しよう！
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※イベント内容は変更される場合があります。

●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」ロゴマークと「ト
ヨッキー」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。
●豊橋応援団結成!!（予定）

概
要

2013年鈴鹿8耐 MuSASHi RT HARC-PRO.

ハルク・プロの豊橋市優勝報告の様子 （2013年8月29日）

今年の鈴鹿8耐では、ハルク・プロの連覇を豊橋市が強力サポート!
「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、連覇を狙うハルク・プロを今年も応援します。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
か旋風を再び巻き起こします。
8耐当日には、豊橋市の観光PRブースも開設し、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も発信していきます。また、豊
橋のマスコットキャラクターであるトヨッキーも応援にかけつけます。
真夏の鈴鹿に響け「ええじゃないか豊橋」! 目指せ「ええじゃないか連覇」!!

ハルク・プロに心強い味方。「ええじゃないか豊橋」が連覇をバックアップ!!
｢豊橋市×ハルク・プロ×鈴鹿8耐｣3
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8耐に参戦する人気チームのおすすめするメニューがグランドスタンド売店に登場！
四日市トンテキや伊勢うどんなどの人気店とのコラボレーションで８耐を熱く盛り上げます。

①おろし白醤油とんてきプレート
（店：鈴鹿とんてき本舗）

チームがお勧めする特別メニューを食べて8耐を盛り上げよう！
8耐限定！ チーム応援特別メニュー8耐限定！ チーム応援特別メニュー

③冷し四川坦々麺
（店：四川担担麺）

②冷し肉おろし伊勢うどん
（店：伊勢うどん）

④地元トマトのカプレーゼドッグ
（店：ホットドッグファクトリー）

※イベント内容は変更される場合があります。

コレだ！！
昨年の

人気メニューは

コレだ！！


