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MEDIA INFORMATION    2017.3.24

第40回記念大会
  コカ・コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース”

2016-2017 FIM世界耐久選手権最終戦

公式ハッシュタグ #鈴鹿8耐

本情報は本日、2017年3月24日の13:30以降の解禁となります。
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はじめに

株式会社モビリティランド 取締役社長

　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、「2016-2017 FIM世界耐久選手権最終戦 コカ・コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 
第40回記念大会」を開催させていただきます。

　1978年に誕生した鈴鹿8耐は、筋書きのないドラマチックなレース展開、幻想的な夕闇のライトオン走行、さらにチェッカー後の
花火によって生まれる会場の一体感といった、他のレースで味わうことのできない、鈴鹿8耐ならではの魅力で、多くのファンに
愛され続けて参りました。1984年からは世界ナンバーワンブランドであるコカ･コーラ様にご協賛をいただき、今年、40回の記念
となる節目の大会を迎えることが出来ました。

　また、今年から鈴鹿8耐は世界耐久選手権のシリーズ最終戦となります。これは、鈴鹿8耐の魅力が世界に認められた証であり、
私どもはパートナーであるユーロスポーツイベンツのネットワークを通じて、バイク文化の飛躍的な広がりを見せるアジアをはじめ、
全世界に鈴鹿8耐の魅力をさらに広げて参ります。

　この第40回大会を迎えるにあたり、これまで鈴鹿8時間耐久ロードレースを支えて頂いた全ての皆様への感謝とともに、本大会
を新たな鈴鹿8時間耐久ロードレースのスタートと位置づけた取組みも進めて参ります。新たに「8フェス」と称した音楽イベントを
開催し、若者とバイクの結びつきを強め、音楽とバイクが融合した新たなモータースポーツエンターテイメントをご提供します。

　他にも、幅広いお客様に楽しんでいただき、感動をお持ち帰りいただくため、過去にないスケールの歴史を振り返るマシン展示
などのイベント、ファンの皆様と一体になったゴール演出などのほか、より快適な観戦環境、さらには海外からのお客様にも安心
してお越しいただける環境を整備して皆様をお迎えしたいと存じます。

　第40回記念大会となる コカ・コーラ” 鈴鹿8耐に、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団体の皆様、そして長きにわたり、
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。

”
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  コカ・コーラ” 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 27日（木） 特別スポーツ走行
  28日（金） 公式予選
  29日（土） 鈴鹿4時間耐久ロードレース　決勝
   9:00スタート／13:00ゴール

●鈴鹿4時間耐久ロードレース＜ST600＞　スケジュール

 7月 27日（木） 特別スポーツ走行
  28日（金） 公式練習／公式予選
  29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” 鈴鹿8耐前夜祭
  30日（日） コカ・コーラ” 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

”
”

2016-2017 FIM世界耐久選手権最終戦
  コカ・コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第40回記念大会
2016-2017 FIM Endurance World Championship FinalRound
The 40th   Coca-Cola” Suzuka 8 Hours Endurance Race

2017 鈴鹿4時間耐久ロードレース＜ST600＞

一般財団法人 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

スポーツ庁、 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

地上波 ： CBCテレビ
衛星放送 ： BS12 トゥエルビ 

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）

2017年 7月27日（木）～7月30日（日）
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鈴鹿8耐とは?

第40回大会となる今年の コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレー
ス。今大会は、第40回の記念大会であることに加え、日本で初めて世
界耐久選手権シリーズの最終戦としての開催となり、これまで以上に
世界のモータースポーツファンが注目する一戦となる。
1978年に第1回大会が開催された鈴鹿8耐だが、この時代にタイム

スリップすると、第1回大会が行われたのと同じ1978年7月30日に、沖
縄では日本の交通ルールが施行されている。また、成田国際空港が開
港したのもこの年であり、40年という歴史の重さを感じることができる。
この鈴鹿8耐の第1回大会を制したのは、コンストラクターのヨシムラ
だ。そしてこのヨシムラはその後に一度も途切れることなくこれまでの39
回の大会に連続出場しているが、このヨシムラの勝利が、現在でも続く
ファクトリーvsコンストラクターの構図を決定づけたと言っても過言では
ない。この後、Hondaに加えてYAMAHA、SUZUKI、Kawasakiの国内
4メーカーがファクトリー体制で参戦し、鈴鹿8耐はメーカーの威信を賭
けた戦いの場となるが、いつの時代にもコンスタラクターはこの牙城に
果敢に挑戦し、時にファクトリーを破って優勝する姿に、大きな夢を抱い
たファンも多い。
一方で、ウェス・クーリー、マイク・ボールドウィン、グレーム・クロス

ビー、デビッド・アルダナ、エルブ・モアノーなど、一時代を築いた強豪ラ
イダーが鈴鹿8耐を駆け抜けたが、この鈴鹿8耐での活躍が認められ
て世界グランプリ500ccクラスのチャンピオンにまで上り詰めたワイ
ン・ガードナーの存在が、鈴鹿8耐の地位を確立したと言える。
そして世界グランプリライダーとなったガードナーの参戦に触発され
るように、その後は多くの世界グランプリライダーが出場。ケニー・ロ
バーツ、平忠彦、エディ・ローソン、ウェイン・レイニー、ケビン・シュワンツ、
マイケル・ドゥーハン（ミック・ドゥーハン）、バレンティーノ・ロッシら世界
のビッグネームを記せば枚挙にいとまがない。

こうした世界のトップライダーの参戦により、鈴鹿8耐は『スプリント
耐久』と呼ばれるようになった。世界耐久選手権では、一般的に安定
したライディングによるアベレージタイムが優勝への近道とされるが、
鈴鹿8耐で優勝するためには、スプリントレース並みの速さと安定さが
要求されるからだ。
世界のトップライダーの参戦、そしてそうしたライダーによる驚愕の

ラップタイムは、もちろん現在の鈴鹿8耐にも受け継がれている。
2015年に優勝したYAMAHA FACTORY RACING TEAMは
MotoGP™ライダーのポル・エスパルガロとブラッドリー・スミスをチー
ムに迎え、日本のエース中須賀克行とドリームチームを結成。そして
TOP10トライアルでは、エスパルガロが2分06秒000という驚愕の
タイムを記録した。
また、Honda勢ではMuSASHi RT HARC-PRO.からケーシー・ス

トーナーやニッキー・ヘイデンといったMotoGP™元チャンピオンを迎え、
SUZUKI勢ではヨシムラスズキシェルアドバンスそしてTeam 
KAGAYAMAから往年の名ライダーであるケビン・シュワンツが復活。
そしてKawasaki勢では、昨年のTeam GREENにレオン・ハスラムが
加わり2位の表彰台を獲得している。
40回目の真夏の決戦 コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース

は、長い歴史を礎として、暑い夏の一日に、熱いスピリットを放つライ
ダーたちによって、その戦いはより一層ヒートアップする。

40年にわたり続く、暑く、熱く、
ヒートアップする一日

第13回大会（1990年）スタートシーン

鈴鹿8耐が鈴鹿サーキットの
新時代を常に築いてきた

About Suzuka 8 hours

2016年に参戦した元MotoGP™チャンピオンのニッキー・ヘイデン

”

”
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今年の鈴鹿8耐、見どころは?…1

今年の コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレースは、世界耐久選
手権シリーズの最終戦としての開催であり、同選手権の最終戦が日
本で行われるのは今回が初となる。言い換えれば、この大会ですべて
のランキングが決定することから、世界耐久選手権シリーズにフル参
戦するチームはもちろん、この コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロード
レースにのみスポット参戦するチームにとっても、昨年以上のモチベー
ションをもって挑んでくることは間違いない。
世界耐久選手権シリーズには、F.C.C. TSR HondaとEVA Trick 
Star Racingがフル参戦しており、2016-2017年シリーズの開幕戦
ボルドール24時間（フランス）ではEVA Trick Star Racingが3位、
F.C.C. TSR Hondaが5位と好発進。コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久
ロードレースでは、日本チームの初チャンピオン獲得の期待が高まって
いる。
そしてそのボルドール24時間で優勝したS.E.R.T（SUZUKI EN-
DURANCE RACING TEAM）をはじめSRC Kawasaki、GMT94 
YAMAHA、YART Yamaha Official EWC Teamといった強豪レ
ギュラーチームも参戦してくるはずだ。とくに、過去に15回のチャンピオ
ン獲得経験があるS.E.R.Tは2015年からV2チャンピオンを達成中で、
コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレースでは初制覇に挑む。

一方で、2015年大会から連勝しているYAMAHA FACTORY 
RACING TEAMは、ライダー布陣は未定だが2チーム体制を発表。
同チームのエース中須賀克行が3連勝を達成すれば、1993-1995
年のアーロン・スライト以来、2人目となる。
新型マシンを投入するHonda勢では、これまでにケーシー・ストー

ナーやニッキー・ヘイデンといったMotoGP™クラスの元チャンピオン
を起用したMuSASHi RT HARC-PRO.は、3度の優勝経験を持つ
高橋巧と「MotoGP™に最も近い日本人」とも言われるMoto2™ライ
ダー中上貴晶を起用し、残る一人の動向が注目される。また、名門
MORIWAKI MOTUL RACINGが復活し、高橋裕紀と清成龍一を
起用。両ライダーともレース経験は豊富で、とくに清成にとっては、宇
川徹の持つ コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース最多5勝に並
ぶ記録がかかっている。
また、フルモデルチェンジされたGSX-R1000のSUZUKI勢では、ヨ

シムラスズキMOTULレーシングと、プレーイングマネジャー加賀山就
臣のTeam KAGAYAMAが主力となる。ライダー布陣は発表されてい
ないが、これまでの大会では両チームとも強豪ライダーを招いており、
今大会ではだれを招聘するのか注目される。
そして昨年の大会では、優勝したYAMAHA FACTORY RACING 
TEAMと唯一同一ラップでの戦いを演じたKawasaki Team GREEN
は、全日本JSB1000クラスでライダーを一新しており、コカ・コーラ”鈴
鹿8時間耐久ロードレースでは新たな戦いを挑むことになる。
さて、昨年の大会は、久 に々8時間にわたり完全ドライでレースが行われ、
途中でセーフティカーの介入もなかったが、、そうしたなかで優勝した
YAMAHA FACTORY RACING TEAMは218周を走破。こうしたことか
ら、今大会での優勝に向けての指標となる周回数は218周ということにな
る。なお、絶対最多周回数は6回ピット作戦を敢行したチーム・キャビン・ホ
ンダが2002年に加藤大治郎とコーリン・エドワーズで記録した219周だが、
これは現在の2輪専用シケインが設置される以前のことである。

第40回記念大会は日本初の
シリーズ最終戦としての開催

迎え撃つのは強力な日本勢
ライダーの組み合わせが鍵に!?

MuSASHi RT HARC-PROから参戦する中上貴晶 史上2人目となる3連勝を目指す中須賀克行

”

”

”

”

”

”
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Hondaの2輪を支えるサプライヤーがチームを結成。 その名も 
｢Team SuP Dream Honda｣。
チーム名の『SuP』は、Supplier（サプライヤー）とPurchase（購買）

を掛け合わせたもので、その名が示すとおり、Hondaにパーツを供給す
るサプライヤーの連合で作られたチームである。2輪を構成する部品の
No.1サプライヤーのスペシャリストが集結し、耐久レースを通じた開発
でマシンを作り上げ、鈴鹿8耐という世界最高峰の舞台で優勝を目指
す。そしてそのエースライダーに起用されたのが、 鈴鹿8耐で優勝する
こと4回、 ポールポジションは歴代最多の7回という鈴鹿8耐最速の
男と言っても過言ではない伊藤真一。鈴鹿8耐のみならず、日本の
ロードレース界のレジェンドが新チームとともに鈴鹿8耐に帰ってくる。

サプライヤー連合という
新しいメーカーチーム
｢Team SuP Dream Honda｣

鈴鹿4時間耐久ロードレース

今年の鈴鹿8耐、見どころは?…2

未来のトップライダーを夢見るライダーたち

2016-2017EWC開幕戦ボルドール24時間に参戦した伊藤真一は5位でフィニッシュし存在感を示した

2016年鈴鹿4耐スタートシーン～今年は準国際格式での開催となり、世界へと広がりを見せる

コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝前日に決勝レー
スが行われるのが鈴鹿4時間耐久ロードレースだ。将来のトップライ
ダーを夢見る国内ライセンスやフレッシュマンライセンスのライダー
による戦いで、1台のマシンを2人のライダーが乗り継いで4時間先
のゴールを目指すもの。マシンは、4ストローク600ccエンジン搭載車
で、改造範囲の狭いST仕様だ。また、タイヤはブリヂストンのワンメイ
クで、レース用スリックタイヤではなく、市販される溝付きタイヤを使
用するのだが、レース中のタイヤ交換はできない。こうしたことから、
コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレースよりも過酷な耐久レース
とも言われており、いかにタイヤに負担をかけずに走れるかが優勝へ
の大きなファクターのひとつとなる。
さて、昨年の鈴鹿4耐ではイルファン・アルディアンシャーとレー
ザー・ダニカのインドネシア人ペアが優勝するなど、近年ではアジア
勢の台頭が著しい。これは、マレーシアやタイ、インドネシア、インド、
そして鈴鹿サーキットを舞台に繰り広げられるアジアロードレース選
手権に拠るところが大きいと言える。そのアジアロードレース選手権
の日本ラウンドは、シリーズ第3戦として、6月2～4日に鈴鹿サーキット
で開催されるが、日本を含むアジア圏の若手ライダーが多数参戦。 
鈴鹿4耐の前哨戦として見応えのあるレースが繰り広げられる。

”

”
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2017スペシャル TOPICS.1

コカ・コーラ”と鈴鹿8耐のパートナーシップを今年も楽しもう!!

大好評のコカ・コーラ製品、決勝8時間飲み放題を今年もV2席で実施します。
グランドスタンドV2席でスタートとゴールの感動を、コカ・コーラを飲みながら味わおう！

7月30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・コーラの魅力を思いっきり味わえる!!

※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

コカ・コーラ製品 飲み放題について

”

昨年の模様

コカ・コーラ”イベントブースで盛り上がろう！！”
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”イベントブ
ース。 今年もここでは、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登場します。
ステージでは、ゲストトークショーや コカ・コーラ”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ます。  コカ・コーラ”を飲みながら鈴鹿8耐のイベントを楽しもう！

”
”

”

コカ・コーラ” 鈴鹿8耐オリジナルデザインの飲料自動販売機”
2008年に初登場した、鈴鹿8耐オリジナルデザインの飲料自動販売機。今年は装いも新たに「コカ・コーラ」
レッドカラーをベースにした自動販売機が登場いたします。
夏の日中に冷却用の電力を使わず、消費電力を95%削減しながらも、鈴鹿8耐の倍の16時間もの間、
冷たい製品を提供することができる「ピークシフト自販機」を設置。
この自動販売機を見かけたらコカ・コーラを飲みながら鈴鹿8耐に思いを馳せよう！！
また、自動販売機のオーナーも募集中。詳しくは鈴鹿8耐公式ウェブサイト「自販機オーナー募集」をご覧くだ
さい。

コカ・コーラ” 鈴鹿8耐オリジナルデザイン自販機”



- 7 -

2016-2017 FIM Endurance World Championship Final Round
The 40th   Coca-Cola   Suzuka 8 Hours Endurance Race

2017キャンペーンニュース.1

キャンペーンキャンペーン
「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。
今年は40回記念大会を機に、より多くの若者に8耐、そしてバイクの魅力に触れていただけるよう、「ヤング割0円 ! キャンペー
ン」の対象を16歳からに拡大、受付方法を変更いたします。

「16歳～22歳（※）」 観戦料金 無料

バイクメーカーのウェブサイトで事前お申込みの
「16歳～22歳（※）」を「入場＋A・B・Q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！ その想いから対象を16歳からに拡大します。

◆※ご招待は決勝当日の年齢が16歳～22歳（8耐決勝日の2017年7月30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

◆V1・V2席への入場には、別途指定席券が必要です
◆受付方法は、決定次第公式ウェブサイトなどでご案内いたします

通常前売観戦券料金

もっと ８tai！ ヤング割 0円！
キャンペーン
特別観戦料金

5,700円

無料

3,100円

前売観戦券料金
（4日間有効） A・B・Qエリア券

無料

●お申し込み…各バイクメーカーのウェブサイト
●詳しくは…鈴鹿サーキット公式ウェブサイトにて

高校生まで対象拡大！もっと 8tai！
ヤング割 ０円 キャンペーン 受付！！

5月13日（土）
～

ポイント
ポイント

1 対象年齢を16歳からに拡大！

各メーカーのウェブサイトからは、招待券となる画像をダウンロードするだけ。当日その画面を入場ゲートで提示すればOK！

ポイント
ポイント

2 スマホで申込みカンタン！

また、Honda・ヤマハ・カワサキ・スズキの各メーカーから応援グッズをプレゼント！ お気に入りのチームをみんなで応援すれば、
初めての「８耐」観戦でも盛り上がれること間違いなし！！

ポイント
ポイント

3 定員も拡大！バイクメーカーとのヤング割がパワーアップ！
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2017キャンペーンニュース.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、お子さまは5名様まで無料！

◆観戦券（大人）またはグループチケットが対象です。ツアーやその他の企画に伴う観戦チケットは対象外です
◆指定席のご入場は、別途指定席券が必要となります（高校生以下の方は、A・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。子どもと一緒に!キャンペーンチケットには、モートピアパスポートは付きません
◆3歳～小学生は、ピットウォーク券をお持ちの大人と同伴でピットウォークが無料です。中学生以上は有料（土・日各日2,100円）です

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

●3才～小学生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

当日券
800円

当日券
600円

5,700円 1,700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） （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

※別途、観戦券または「子どもと一緒に！キャンペーン」の利用が必要です。

新登場！V1席に子ども価格を設定！
鈴鹿サーキットのピットビルを真正面に望むV1席。
レーススタートやチェッカーはもちろんのこと、大型ビジョンも観ることができ、レース状況も把握できる環境です。
また、遊園地のアクセスも良い観戦席となっておりますので、家族全員で鈴鹿サーキットをご堪能いただけます。

＜料金＞
大人／2,700円
　（定価：5,400円）

子ども／2,100円
　（定価：4,100円）

幼児／1,400円
　（定価：2,700円）

＜V1子ども指定席＞
前売り1,500円（当日1,800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。

モートピアの「モトフィールド」が無料で利用できる！
小さなお子さまからファミリーでバイクを楽しむことのできるエリア「モトフィールド」。
8耐観戦券をお持ちの方は、期間中（7/27（木）～7/30（日））、モトフィールド内のアトラクション
「ツーリングバイク」、「キッズバイク」、「ピピラのピンキーバイク」をご本人含め8名様まで無料で乗車いた
だけます。

［　］［　］

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
お子さまを5名様まで無料ご招待！  もちろん、お子さま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。
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2017イベント TOPICS.1

「BASE８耐」会場内では、初来場者の方も楽しめるバイク体感イベントが多数開催されます。
今年は、「びしょぬれになりながら一日中楽しめる」をテーマに展開します。
なかでも、昨年大好評いただいたFMXと水のパフォーマンスを融合した、「BIKE！ LIVE！ SPLASH！」は　
水にかかるエリアを全域に拡大。また、常にびしょぬれになれる「クールダウンエリア」も展開予定です。
体感イベントには、「バイク試乗会」や免許をお持ちで無い方も参加可能な「バイク乗車体験」も定員を　
昨年の2倍以上に増やして開催します。

※イベント内容は変更される場合があります

ライダーの方に嬉しいバイクカスタム用品
や、バイク未経験の方も思わず欲しくなる商
品も充実！さらに、今年は8フェス関連グッズ
も販売予定！是非、いろんなお店をのぞいて
みてください！

かっこかわいい商品がたくさん
ライダーズビレッジ

国内外の有名メーカーの250ccから1000cc
を超える大型バイクまで、排気量が様々なバ
イクを取り揃えました。各メーカーの新型・推
しバイクを試乗できます。将来の相棒候補が
見つかるかも？！

注目の車両を先取り！
NEWバイク試乗会 

今年は、若者を中心に盛り上がりをみせるイベント会場「BASE8耐」に特設ステージを設け、新たな音楽　　
イベント「8フェス」を開催します。多数のアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げ、レースの合間に　
音楽を楽しむ、新しい観戦スタイルを提供いたします。出演アーティストは決定次第、発表いたします。

8耐の観戦基地「BASE8耐」を舞台に
音楽イベント「8フェス」を開催

二輪免許を持っていないけど、ギア付バイク
を経験してみたいという方に朗報！「ギア付バ
イク乗車体験」なら、ギア付バイクにデビュー
できます！ 今年は、お子様も乗れるバイクも
登場します！ 家族でバイクを楽しもう！

免許がなくてもバイクに乗りたい！
ギア付バイク乗車体験

びしょぬれ×FMXパフォーマンス
BIKE！ LIVE！ SPLASH！

世界で活躍するFMXパフォーマー達によるパフォーマンスに、 
クールダウンサービス「びしょぬれ」をプラス！ ダイナミックなバイクの
パフォーマンスをびしょぬれの爽快感とともにお楽しみいただけます。
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2017イベント TOPICS.2

※イベント内容は変更される場合があります

エキゾーストノートと音楽がこだまする、新しい前夜祭
約800台のバイクパレード「バイクであいたいパレード」で幕を開ける前夜祭。今年、注目ライダーの登場はもちろんのこと、40回記念大会なら
ではのマシン走行も予定。さらにビッグアーティストによる音楽ライブを実施予定となっており、観客席のボルテージは最高潮に達する。決勝を
明日に控えた8耐会場で、大いに盛り上がっていただける環境を創出します。

鈴鹿8耐 第1回大会優勝ライダー W.クーリー氏来場決定
1978年から始まった鈴鹿8耐の第1回大会で優勝したライダー、W.クーリー氏の来場が
決定。当時、既に世界で名を馳せていたHonda勢を抑え、栄えある第1回のチャンピオン
に輝いたW.クーリー氏（チーム：ヨシムラジャパン）をゲストに迎え、当時を彷彿させる
トークショーやデモ走行に出演予定です。
他にも、過去の優勝ライダーなど多数のゲスト招聘を予定しています。

【ウェス・クーリー】
1956年生まれ、アメリカ・カリフォルニア州出身。
1978年の鈴鹿8耐第1回大会では、ヨシムラのライダーとしてマイク・ボールドウィンと参戦し、記念すべき
初代ウィナーとなる。1980年にもグレーム・クロスビーとのペアで鈴鹿8耐優勝を飾る。
また、1979年と1980年にAMAスーパーバイクでチャンピオンを獲得するなどの活躍を見せ、2004年に
AMAモーターサイクル殿堂入りを果たした。

I am so happy to be returning to Suzuka 8H.
First time I went, in 1978, I didn't know what to expect. New country, new race track, 
very important race, all manufactures there, home country for all...
Many problems during practice, but race was perfect!
Great fans, culture and Suzuka is great race track - My favorite, very fast. Yoshimura and 
Suzuki are great companies to race for!
The 40th anniversary will be a wonderful time.
So good to be back, motorcycle racing is getting big again. To be back in Japan and see 
race fans will be wonderful time. Can't wait to talk with everyone. See you soon!

[Wes Cooley]

今年、鈴鹿8耐に戻れることになって大変嬉しく思っています。
1978年の初参戦の際は、何が起きるか全く想像できませんでした。初めて訪れる国、初めてのサーキッ
ト、全てのメーカーが参戦する中で、皆のホームカントリーでのとても重要なレース。
プラクティス中はたくさんのトラブルに見舞われましたが、完璧なレース展開でした！
素晴らしいファンと二輪文化があり、鈴鹿は素晴らしい場所です。ハイスピードで、私の大好きなサーキッ
トです。そしてヨシムラとスズキは私のレース人生で素晴らしいパートナーとなりました！
今年の第40回鈴鹿8耐は素晴らしい記念大会になるでしょう。
バイクレースがまた盛り上がってきている中で、鈴鹿に戻れることになって本当に嬉しいです。
日本で再びレースファンに会うのは素晴らしい時となるでしょう。
皆さんと過ごす時間が待ちきれません。近日お会いしましょう！

[ウェス・クーリー]
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【Honda】
RS1000 （1981年） ホンダ フランス
RS850R （1983年） TEAM HRC
RS750R （1984年） ホンダ フランス
RVF750 （1985年）  ロスマンズ ホンダ
RVF750 （1990年）  OKI ホンダ レーシングチーム
RVF750 （1991年） OKI ホンダ レーシングチーム
RVF750 （1992年） OKI ホンダ レーシングチーム
RVF750 （1993年） am/pm カネモト・ホンダ
RVF750 （1994年） TEAM HRC
RVF/RC45 （1995年） TEAM HRC
RVF/RC45 （1996年） Castrol Honda
RVF/RC45 （1997年） ホリプロ ホンダwith HART
RVF/RC45 （1998年） ラッキーストライク ホンダ
VTR1000SPW （2000年） チーム キャビン ホンダ
CBR1000RR （2004年） セブンスター ホンダ7
CBR1000RR （2005年） セブンスター ホンダ7
CBR1000RR （2006年） F.C.C. TSR ZIP-FM Racing Team
CBR1000RR （2006年） セブンスター ホンダ7
CBR1000RR （2007年） TEAM HRC 33
CBR1000RR （2010年） MuSASHi RT HARC-PRO.

【YAMAHA】 
XJ750R（1984年） チームレーシングスポーツ
FZR750（1985年） ヤマハ TECH21 レーシングチーム
YZF750（1987年） 資生堂 TECH21 レーシングチーム・ヤマハ
YZF750（1988年） チーム・ラッキーストライク・ロバーツ・ヤマハ
YZF750（1990年） 資生堂 TECH21 レーシングチーム・ヤマハ
YZF750（1996年） ヤマハ・レーシングチーム

【Honda】
RVF/RC45 （1994年）  TEAM HRC
VTR1000SPW （2002年） チーム キャビン ホンダ
CBR1000RR （2007年） 仮面ライダー電王 Honda DREAM RT

※イベント内容は変更される場合があります

鈴鹿8耐 第1回大会～第39回大会までの車両展示
鈴鹿サーキット GPスクエア にて、過去の8耐に出場したことのある車両を展示する企画
「8耐ヒストリー“メガ”ミュージアム」を実施いたします。第1回大会にあたる1978年から
昨年の出場車両までメーカー・チーム問わず、国内に存在し展示できる車両ほぼ全てを8
耐会場に集める大規模な展示イベントです。
さらに、遊園地内にあるモータースポーツを体感できるアトラクション「レーシングシア
ター」でも、8耐車両を展示します。

●展示予定車両

●「レーシングシアター」での展示予定車両

※展示車両は変更になる場合があります。
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みんなの光でライダーを導こう！ 
ライトチェッカーフラッグ

※イベント内容は変更される場合があります

8耐の見所である夜の走行「ナイトラン」。その暗闇を彩るライトスティックをV1・V2席のお客様に配布し、8時間の過酷なレースを戦うライダー
達にエールを送っていただきます。普段は各々が応援するチームカラーなどにライトスティックの色を自由に変えることができますが、チェッ
カーが近づくにつれ、観戦席ではある変化が起こります。会場全体で作り出す幻想的なシーンにご期待ください。

8耐、そして世界耐久選手権
シリーズチャンピオンを祝福する表彰式

今年の8耐は世界耐久選手権シリーズの最終戦となっており、8耐だけではなく、シリーズランキング決定の場となります。
表彰式は、「光」と「音」をテーマに感動的な演出を図るとともに、選手やチームスタッフ、そして応援し続けたお客様を称える場として展開いた
します。
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2017イベント TOPICS.5

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18回の歴史と伝統を引き継ぎながら、今年のテーマに「NO PARADE 
NO SUZUKA ～鈴鹿の夏はパレードから～」を掲げ、更なる魅力アップを目指
します。

今年、本パレードではスタート会場で鈴鹿8耐決勝当日に使用されるチェッ
カーフラッグを展示し、パレードとともにサーキット会場へそのチェッカーフラッ
グを運ぶという、オリンピックの聖火リレーのような役割を担います。また、ス
タート会場にはチェッカーフラッグ台（記念撮影スポット）を設け、多くの方々に
撮影いただくことができます。

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29日（土） 14:00～19:30（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ウェブサイトからご応募ください。

　★応募開始 5月8日（月） ～ 応募締切 5月19日（金）
■お問い合わせ先／鈴鹿商工会議所青年部　事務局
　☎059-382-3222

第19回 バイクであいたいパレード2017参加者募集第19回 バイクであいたいパレード2017参加者募集
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

2017

※イベント内容は変更される場合があります
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プログラム
7/29（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8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と
個人の参加者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19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800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
事務局
Tel. 059-382-3222(代)

2017イベント TOPICS.5

※イベント内容は変更される場合があります

今年は個人でのエントリーもOK！！今年は個人でのエントリーもOK！！

第19回 バイクであいたいパレード2017第19回 バイクであいたいパレード2017
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1 

COOLに過ごそう！！ クールダウンエリアやプールで、8耐観戦はもっと快適に！！
鈴鹿8耐は、暑さを和らげるミストエリアを充実させ、COOLな観戦環境を提供します。GPスクエアはもちろん、激感エリアをはじめ、エリア指定席付近にも
ミストエリアを設置。さらにパウダールームもあり、女性も安心して観戦いただけます。

レストエリアやパウダールームも設置し、観戦しやすい鈴鹿8耐に
ミストエリアが充実!! ミストエリアが充実!! 

ミストイメージ

プールで涼みながらレース情報をキャッチ「プールDE8耐」

　●開催期間／7月28日（金）～7月30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1,300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1,300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。

ミストエリアイメージ

レストエリアイメージ

1 

※内容は変更される場合があります

2017クールダウン TOPICS
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2017グルメ TOPICS

F.C.C. TSR Honda
ソーセージパンケーキセット

チームがおすすめする特別メニューを食べて8耐を盛り上げよう！

ぶんぶんのパンケーキやさん

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

※内容は変更される場合があります

5 ¥1,300.

Team KAGAYAMA 
サーロインステーキバーガー

アドベンチャーグリル

17 ¥1,450.

¥1,450.MORIWAKI MOTUL RACING
辛さ限界突破！ブラックカツカレー

アドベンカリー

19

YAMAHA FACTORY RACING TEAM
辛さフルスロットル サクサク竜田のレッドゾーンラーメン

アドベンチャイナ

21 ¥880.

MuSASHi RT HARC-PRO.
シーフードトマトパスタ

プッチタウンキッチン

634 ¥1,300.
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2017グッズ TOPICS

8耐40th Tシャツ

今、ココでしか買えない特別グッズが続々登場！！
40回大会記念グッズ40回大会記念グッズ

※内容は変更される場合があります

¥3,000.
前面は第1回大会から第39回大会までの
すべての優勝チームのマシンが、背面には
第40大会の記念ロゴがプリントされてい
ます。
●料金：3,000円（税込）
●サイズ：S、M、L、XL
●カラー：白、黒

【先行販売中】8耐LIGHT ON Tシャツ
¥3,000.

¥800.

夜間走行を行う鈴鹿8耐で使われる「ライトオンボード」
のイラストがプリントされています。
中心には反射素材を使い、実際のライトオンボードをイメ
ージしています。
●料金：3,000円（税込）
●サイズ：S、M、L、XL
●カラー：黒

【先行販売中】8耐40th フラッグ
第1回大会から第39回大会までのすべての優勝チーム
のマシンがプリントされています。
●料金：800円（税込）
●サイズ：タテ20cm、ヨコ30cm

¥800.
【先行販売中】8耐40th ポスター
第1回大会から第39回大会までのすべての優勝
チームのマシンがプリントされています。
●料金：800円（税込）
●サイズ：B2（515×728mm）

BACKFRONT

他にも、たくさんの記念グッズ
を販売予定。新商品は決定次第
ご案内いたします。

一部商品は、鈴鹿サーキット内の「サーキットプラザ」で先行販売中

BACKFRONT
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2017メディア コラボレーション
TV Program

鈴鹿市のコミュニティFMラジオ局「SUZUKA VOICE FM 78.3MHz」で、 コカ・コーラ”鈴鹿８時間耐久ロードレースを実況生放送し、来場された　
お客様はもちろん、鈴鹿市民の皆様にも、クリアな音声での中継放送を楽しんでいただいています。
今年も、より多くの地域で実況放送ができるように、「SUZUKA VOICE FM 78.3MHz」をキー局として、 7月28日（金）のフリー走行から7月30日（日）
の決勝レースまでをひとつのパッケージとして、全国各地のラジオ局へ番組を販売します。
なお、各チーム・選手の地元ラジオ局での放送を促進するため、チーム・選手からの推薦があるラジオ局には特別料金にて販売いたします。

全国無料のBS放送、「BS12 トゥエルビ」で
今年も「鈴鹿8耐」の生放送が決定!
●放送日 : 2017年7月30日（日） 11:00～（予定）
●放送局 ： BS12 トゥエルビ

今年の鈴鹿8耐もBS12 トゥエルビでの生放送が決定。全国無料で8耐をリアルタイムでお楽しみいただけます。

視聴方法
テレビのリモコンで「BS」や「BS－CS」ボタンを押し、BS放送
に切り替えてください。その後、「12」ボタンを押してください。
上記の方法で映らない場合は、BS12 トゥエルビのウェブサイト
をご参照ください。
http://www.twellv.co.jp/

地上波～CBCテレビで「鈴鹿8耐」番組を放送！！

●タイトル ： 未定
●放送局 ： CBCテレビ　※視聴可能地域はCBCテレビウェブサイトでご確認ください
●放送日 ： 8月中旬（予定）
※詳細は、後日ご案内致します

2009年より8耐の放送を手がけるCBCテレビが、2017年も8耐の魅力と感動を伝える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テレビならではの、迫力の映像をお楽しみいただけます。

RADIO Program

あなたの街のラジオ局で鈴鹿８耐実況生放送を！

●番組販売料金 ： 100,000円（税別）　　※チーム・選手からの推薦があるラジオ局は 70,000円（税別）
●お申込先 ： 株式会社鈴鹿メディアパーク　担当／益川英明　TEL : 059-378-6267　　e-mail : info@suzukamediapark.jp
●番組著作者 ： 株式会社モビリティランド 鈴鹿サーキット

トゥエルビはいつでも無料！

”

※内容は変更される場合があります
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2017エリアインフォメーション

らくらく8耐ファミリーキャンプ。鈴鹿にどっぷり、8耐三昧！
8耐ファミリーキャンプのご案内8耐ファミリーキャンプのご案内

★完全予約制 鈴鹿サーキット ファミリーキャンプ
■申込期間・・・・・・・・・【インターネット予約】5月12日（金）9:00～　　【電話受付】5月13日（土）9:00～
■申込方法・・・・・・・・・インターネットおよび電話受付での先着順

※12日（金）はインターネットのみで受付いたします
※インターネット販売については、クレジットカード決済のみとなります
※電話での販売については、事前振込のみとなります
※1回の受付につき、お一人様2サイトまでお申し込みいただけます
※電話予約専用ダイヤル：059-378-5489　受付時間　平日9:00～19:00／土日祝9:00～18:00

■利用期間・・・・・・・・・7月28日（金）～7月31日（月）　3泊4日

“コカ・コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレースでは、「鈴鹿サーキット ファミリーキャンプ」が完全予約制でご利用いただけます。

無料Wi-Fiエリアや温水洗浄機能トイレを完備！！
※予約方法詳細はウェブサイトにてご案内します。

※内容は変更される場合があります

”

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。

宅配便受け取り・お届けサービス

[送り先]
〒510-0295
三重県鈴鹿市稲生町7992
鈴鹿サーキット 
ファミリーキャンプ 受付 気付

[キャンプ宿泊者限定!]

お得情報!!

■予約可能サイト…全サイト
■申込期間…5月12日（金） AM9:00よりインターネットで受付開始
■申込方法…8耐ウェブサイト
　　　  http://www.suzukacircuit.jp/8tai/ で告知予定

★全サイト、インターネットで先行販売!!

※「鈴鹿サーキット ファミリーキャンプ」のご利用に際しては、別途
　「  コカ・コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第40回記念大会」の観戦
チケットが必要となります。★当日受付時にご提示いただきます

※3歳より左記料金が適用となります
※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

”

※定員を超える場合、常設エリアは7,200円/人、特設キャンプエリアは5,200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
※特設キャンプエリアはテントエリアと駐車スペースが別の場所と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。制限台数を超えた車両について、「鈴鹿サーキット ファミリーキャンプ」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、後日ご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「鈴鹿サーキット ファミリーキャンプ」受付にて行います
※ご利用期間中の『天然温泉クア・ガーデン』のご利用については、別料金が必要となります
※「鈴鹿サーキット ファミリーキャンプ」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

■料金（価格は全て税込、駐車料金込）

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

バス・タクシーゲート

クア・ガーデンクア・ガーデン

常設キャンプエリア常設キャンプエリア常設キャンプエリア

特
設
キ
ャ
ン
プ

エ
リ
ア

特
設
キ
ャ
ン
プ

エ
リ
ア

特
設
キ
ャ
ン
プ

エ
リ
ア

4輪（金）
バイク（土・日）

4輪【前売】

バイク
【前売】

バイク
【前売】

4輪（金）
バイク（土・日）

4輪（金～日）
バイク（日）

4輪
未舗装

（バイク・4輪出入口）
パーキングゲートパーキングゲート

P9

P8

P3

4輪【前売】

4輪

P5
P4P1

4輪【前売】
P6 P7

P2

メインゲートメインゲートメインゲート

ゆうえんち
モートピア
ゆうえんち
モートピア
ゆうえんち
モートピア

P7 未舗装

未舗装P7

※駐車場の区画は、天候状況などにより、変更となる場合がございます



- 20 -

2016-2017 FIM Endurance World Championship Final Round
The 40th   Coca-Cola   Suzuka 8 Hours Endurance Race

2017チケットインフォメーション.1

　コカ・コーラ” 鈴鹿8耐、5月14日（日）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（土）から発売開始●
”

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席は座席が選べて、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! 

バイクメーカーのウェブサイトで事前申し込みの16～22歳を、観戦+A・B・Qエリア席にご招待

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!

対象を16歳からに拡大！ ヤング割キャンペーン

パドックパス、ホスピタリティラウンジ/テラス/テラス“Special”、
VIPスイート・プレミアムパスをお持ちの方は、
V1席の一部専用エリア、A・B・Qエリアで観戦できます！

今

年の
ポイント

2

各メーカー・チームの応援席で楽しめます!
Honda、KAWASAKI、SUZUKI、YAMAHAなどのバイクメーカー応援席が今年も登場！
さらにV1席にも拡大！

今

年の
ポイント

5

公式プログラムに名前が残せます！
第40回記念大会の公式プログラムに名前が記載でき、40回大会記念のオリジナルピンズ付きの
「8耐サポーターズチケット」を、MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）で観戦券
のオプションを購入したお客様（先着1,000名）限定で販売（2,000円）いたします。

今

年の
ポイント

7

V1・V2席が座席選択可能に！
V1エリアが全席指定席になりました。V1席に子ども料金（1,500円）を設定。
※一部エリアを除く

今

年の
ポイント

6

今

年の
ポイント

4

今

年の
ポイント

3

今

年の
ポイント

1

今年も7つのポイントを活用して、快適に観戦、お得に観戦しよう！
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2017チケットインフォメーション.2

大好評

　コカ・コーラ” 鈴鹿8耐　観戦席／指定席図”

前売観戦券（大人／5,700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!!
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!!

デグナー
カーブ

ヘアピンカーブ

スプーン
カーブ

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“Special”
ホスピタリティテラス

パノラマルーム

B2

B1

A1
Q1

Q2

日立オートモティブシステムズ
シケイン

S字
コーナー ダンロップ

コーナー
ダンロップ
コーナー

S字
コーナー

自由席はより多くの皆様がご覧いただけますように、ゆずりあってのご観戦をお願
い致します。通路でのご観戦はご遠慮ください。
通行のさまたげになる場所に置かれたシート等は撤去させていただきます。
また、持ち込みテントについては、より多くのお客様が快適に観戦いただけるよう
持ち込み可能サイズ・場所について、規定を設けています。
詳しくは鈴鹿8耐公式ウェブサイトをご確認ください。
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ピットウォーク券（7月28日（金）～30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）のみでお買い求めいただけます
　●受付期間／5月14日（日）11：00～7月21日（金）23：59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
※ピットウォークは、3歳未満のお子さまはご入場いただけません

2,100円 無料

大人（中学生以上） 3歳～小学生

特製カード型パドックパス限定販売（7月28日（金）～30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。

①ピットウォークにご参加いただけます
②V1席（一部）、A・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歳～小学生のパドックパスJr.は、特製プラスチックパスではありません

16,000円 1,600円
パドックパス／中学生以上 パドックパスJr.／3歳～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席（一部）、A・B・Qエリアでも観戦できる！
…S字トンネル開通で、パドックからS字方面へのアクセスが便利になりました！…

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27日（木）～30日（日）期間中有効、税込）

15,450円
3名

19,400円
4名

22,800円
5名

8,300円

V2指定席 V1指定席

2,100円
＜大人＞ ＜子ども（3歳～高校生）＞ ＜大人＞ ＜子ども（3歳～高校生）＞

1,500円5,200円 3,100円

A・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）

※V1・V2指定席券をお持ちの方は、A・B・Qエリアにも入場できます
※A・B・Qエリアに席番の指定はありません。
※3歳以上のお子さまがV1・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（A・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席は屋根付スタンドでラクラク観戦!
❷V1席、V2席、プレミアムエリアパス（VIPスイート・ホスピ
タリティラウンジ／テラス）で、A・B・Qエリアに入場可能！！

V2席は、コカ・コーラ製品 飲み放題！！ ※30日決勝レース中

※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27日（木）～30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】 2,700円（通常5,400円）※中学生以上
　【小学生】 2,100円（通常4,100円）
　【幼児】 1,400円（通常2,700円）※3歳～未就学児
　◎プールには、8耐期間中1,300円で入場できます

5,700円
1,700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）

（当日入園券 800円） （当日入園券 600円）
小学生 3歳～未就学児大　人

※子ども＝3歳～高校生まで

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!!

V2席が座席指定
で

購入可能に！！
V2席が座席指定

で

購入可能に！！
V2席が座席指定

で

購入可能に！！
V2席が座席指定

で

購入可能に！！

グループなら

これでキマリ！
グループなら

これでキマリ！
グループなら

これでキマリ！
グループなら

これでキマリ！

V1席（一部）、A・B
・Q

エリア入場可
V1席（一部）、A・B

・Q

エリア入場可
V1席（一部）、A・B

・Q

エリア入場可
V1席（一部）、A・B

・Q

エリア入場可

NEWSNEWSNEWS
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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14日（日）10：00～7月21日（金）23：59まで
※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）
※ペアシートのため、奇数人数でのご利用は相席となる場合があります
※駐車券をご希望の方は、駐車券付のパスをお買い求めください。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
※専用駐車場をご利用の際は、VIPスイートパスとあわせてご提示が必要になります
※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
※食物アレルギーのある方は事前にお知らせください
※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
※ホスピタリティラウンジ指定ブース・ホスピタリティテラス・VIPテラス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
※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す
※一部、貸し切りなどでご利用いただけないエリアがあります
※お申し込み後のキャンセルは一切できません

VIPスイート・プレミアム
（3歳以上共通料金）

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

64,000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（7月29日（土）・30日（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（3日間対象）
●専用駐車券（駐車券付のパスを購入された方のみ）　※7月28日（金）～30日（日）の3日間
●大会公式プログラム
●ピットウォーク入場（3日間対象）
●パドック入場（3日間対象）
●ホスピタリティラウンジ入場可（3日間対象）指定ブース
●ホスピタリティテラス入場可（3日間対象）指定ブース
●VIPテラス入場可（3日間対象）
●V1席（一部）、A・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30日（日）決勝レース前）
●レースリザルトサービス（VIPスイートブース内）

■VIPスイート・プレミアム（税込） ＜大人・子ども（3歳以上）共通＞ （7月28日（金）～30日（日）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）

メーカー・チーム応援席（7月29日（土）～30日（日）期間中有効、税込）好きなチームの

応援席で応援しよ
う！！好きなチームの

応援席で応援しよ
う！！好きなチームの

応援席で応援しよ
う！！好きなチームの

応援席で応援しよ
う！！

今年もメーカー・チーム応援席をグランドスタンドに設けます。詳細は決定次第、ご案内します。

MOBILITY STATION
（オンラインショッピングサイト）のみの

限 定 販 売

※ホスピタリティテラス“Special”にはご入場いただけません
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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。
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。

※指定ブース内での相席（自由席）です
※駐車券をご希望の方は、駐車券付のパスをお買い求めください
※専用駐車場ご利用の際は、ホスピタリティラウンジパスとあわせてご提示が必要です
※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
※食物アレルギーのある方は事前にお知らせください
※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
※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
※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
※一部、貸し切りなどでご利用いただけないエリアがあります
※お申し込み後のキャンセルは一切できません

※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14日（日）10：00～7月21日（金）23：59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
※3歳未満のお子さまがご一緒の場合は、ファミリーラウンジ（大人券）で3歳未満のお子さまと一緒にご利用いただけます

●スペシャルランチボックス（決勝日 7月30日（日）のみ）
　Jrにはお子さまランチ付
●フリードリンク(ソフトドリンク・ビール／7月28日（金）～
30日（日）の3日間)

●専用駐車券（駐車券付パスを購入された方のみ（7月28日
（金）～30日（日））　※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
●専用パス　
●ピットウォーク入場（3日間対象）

●パドック入場（3日間対象）
●ホスピタリティテラス入場（3日間対象）指定ブース
●V1席（一部）、A・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）
●レースリザルトサービス（ブース内）

ホスピタリティラウンジ
<大人（中学生以上）>

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28日（金）～30日（日）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）
■ファミリーラウンジ・ファミリーラウンジJr（税込）

■パノラマルーム（税込） （7月28日（金）～30日（日）有効）／※レース観戦券が別途必要です

【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

46,300円

ファミリーラウンジ
<大人（中学生以上）>

46,300円

ファミリーラウンジJr
<子ども（3歳～小学生）>

8,300円

※写真はイメージです

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。  エアコン完備の個室で、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回る観戦のベースキャンプにも、またお子さま連れのご家族にもおすすめです。

●グリッドツアー（7月30日（日）決勝レース前）
●ピットウォーク入場（3日間対象）
●大人4名に加え、お子さま（小学生まで）2名までご利用いただけます
●専用駐車券（駐車券付パスを購入された方のみ（7月28日（金）～30日（日））

パノラマルーム利用
（3日間有効・1室4名まで）
※レース観戦券別途必要

グランドスタンド最上段のプライベート空間、お子さま連れでも、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

94,000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14日（日）11：00～7月21日（金）23：59まで

MOBILITY STATION
（オンラインショッピングサイト）のみの

限 定 販 売

MOBILITY STATION
（オンラインショッピングサイト）のみの

限 定 販 売

※ホスピタリティテラス“Special”にはご入場いただけません
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ホスピタリティテラスのハイグレードな眺望エリア

ホスピタリティテラス“Special” 

※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は数に限りがございます。完売の際はご了承ください
※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
※お申し込み後のキャンセルは一切できません

●専用オリジナルパス ●パドック入場（3日間対象） ●ピットウォーク入場（3日間対象）
●V1席（一部）、A・B・Qエリアア入場 ●激感エリア入場　●レースリザルトサービス（3階のNo.4階段付近にて配布）
●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28日（金）～30日（日）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）
　MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）、ローソン・ローチケHMV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】

●コカ・コーラ製品 飲み放題付（30日（日）決勝レース中ホスピタリティテラス“Special”ブースにて配布）
●専用オリジナルパス ●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席（一部）、A・B・Qエリア入場可 ●激感エリア入場可　●レースリザルトサービス（3階のNo.4階段付近にて配布）
●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“Special”（ピットビル3階）特典】

ホスピタリティテラス

29,400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）

6,200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

※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14日（日）11：00～7月21日（金）23：59まで

ピットビル3階からご観戦いただけるホスピタリティテラスに隣接した最終コーナー側エリアです。
このエリアは、「日立オートモティブシステムズシケインから最終コーナー」や「逆バンクからダンロップコーナー」までを見渡せるこれまでに
ない眺望と、専用観戦エリアの限定販売による、ゆったりとした快適な観戦環境をご提供いたします。

※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
※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
※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
※お申し込み後のキャンセルは一切できません

ホスピタリティテラス“Special”
<大人（中学生以上）>

（3日間有効）

■ホスピタリティテラス“Special”（税込）（7月28日（金）～30日（日）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）
　MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）、ローソン・ローチケHMVでの限定販売！

34,000円

ホスピタリティテラス“Special”Jr
<子ども（3歳～小学生）>

（3日間有効）

7,000円

※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14日（日）11：00～7月21日（金）23：59まで

【最終コーナー側の眺望】

30日（日）決勝レ
ース中は

コカ・コーラ製品飲
み放題！

※ホスピタリティテラス“Special”にはご入場いただけません
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当日駐車場や駐車場利用・販売に関する注意事項などの詳細は、
鈴鹿サーキットウェブサイトをご確認ください。     

コカ・コーラ”鈴鹿８時間耐久ロードレース 第40回記念大会では、鈴鹿サーキット直営駐車場の一部を前売駐車場（2輪・4輪）として、販売いたします。

バイクは、メインゲートに近い駐車場（P2・P3）をご利用いただけます。
前売駐車券は40回大会記念の木製サイドスタンドプレートとステッカー付き。ステッカーをバイクの右ミラーに貼ることで、当日スムーズにご入場いただけます。

鈴鹿サーキット直営駐車場のご案内

各駐車場～最寄りのゲート
（参考距離）

正面駐車場 P2・P3
7月28日（金）～30日（日）3日間

舗装 ～正面ゲート（約430m）

・ ご利用いただける車両はバイク（2輪）です。トライク（3輪）など普通免許の適用車両は、普通車（4輪）扱いとなります
・ 駐車場はすべてエリアのみ指定であり、駐車位置、枠の指定はございません

※倒れないことを保証するものではありません。
※斜面では使用しないでください。

先着順販売です。販売予定数に達し次第終了いたします

モビリティステーション窓口 5月13日（土）10:00～

MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）
5月14日（日）11:00～

電話通信販売【専用電話　059-378-1100】

販売窓口 販売開始日時

路面状態価格期間販売エリア（駐車券）

【バイク（2輪）前売駐車場】

□駐車スペースに関するご注意

ステッカー（入場証）

3日間2日間

木製サイドスタンドプレート
サイズ：縦48mm／横100mm／厚10mm

2,000円
7月29日（土）～30日（日）2日間 1,500円

各駐車場～最寄りのゲート
（参考距離）

正面駐車場

臨時駐車場

P6 ※

P7

P7（ロングサイズ）

南コース駐車場

舗装 ～正面ゲート（約500m）

舗装 ～正面ゲート（約700m）

未舗装 ～正面ゲート（約800m）

未舗装 西ストレートゲート（至近）

・ ご利用いただける車両の大きさは5m×2.5mまでとなります（P7･ロングサイズを除く）
・ P7（ロングサイズ）は、ご利用いただける車両の大きさは8m×2.5mまでとなります
・ 駐車場はすべてエリアのみ指定であり、駐車位置、枠は指定されません
・ 南コース駐車場のシャトルバス送迎はございません

路面状態価格期間販売エリア（駐車券）

□駐車スペースに関するご注意

6,800円
7月28日（金）～30日（日）3日間

7月29日（土）～30日（日）2日間

6,200円

7,700円

4,200円

新たに60台限定で、P7にロングサイズの駐車場を販売いたします。
【普通車（4輪）前売駐車場】

sample sample
sample

”

※

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）のみで販売いたします
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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

バス・タクシーゲート

クア・ガーデンクア・ガーデン

常設キャンプエリア常設キャンプエリア常設キャンプエリア

特
設
キ
ャ
ン
プ

エ
リ
ア

特
設
キ
ャ
ン
プ

エ
リ
ア

特
設
キ
ャ
ン
プ

エ
リ
ア

4輪（金）
バイク（土・日）

4輪【前売】

バイク
【前売】

バイク
【前売】

4輪（金）
バイク（土・日）

4輪（金～日）
バイク（日）

※駐車場の区画は、天候状況などにより、変更となる場合がございます

4輪
未舗装

（バイク・4輪出入口）
パーキングゲートパーキングゲート

駐車場・駐輪場マップ

P9

P8

P3

4輪【前売】

4輪

P5
P4P1

4輪【前売】
P6 P7

P2

メインゲートメインゲートメインゲート

ゆうえんち
モートピア
ゆうえんち
モートピア
ゆうえんち
モートピア

直営駐車場

バイク駐車場

自転車駐輪場

【広域駐車場・入場ゲートマップ】

ホテルエリアメインゲートメインゲート

南ゲート南ゲート

正面
駐車場
正面
駐車場
正面
駐車場

プール東
駐車場
プール東
駐車場
プール東
駐車場

南コース
駐車場
南コース
駐車場
南コース
駐車場

みその
駐車場
みその
駐車場
みその
駐車場

プールサイド
ゲート
プールサイド
ゲート

パーキング
ゲート
パーキング
ゲート

ゆうえんちゆうえんち

西ストレート
ゲート
西ストレート
ゲート

交通教育センター交通教育センター

至 国道1号線

至 国道23号線
白子駅

中勢バイパス

P7 未舗装

未舗装P7
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鈴鹿サーキット　q059-378-1111（代）

■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 q03-5770-6430

チケットに関するお問い合わせ：鈴鹿サーキットモビリティステーション　q059-378-1100 （10：00～17：00）

興行の成立・
払い戻しについて

●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

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14日（日）～7月21日（金）／11：00～17：00
q059-378-1100

MOBILITY STATION
[PC・スマートフォン] 
https://online.mobilityland.co.jp/

■鈴鹿サーキットオンライン ショッピングサイト

MOBILITY STATIONが
新しくなりました!!

①スマートフォンでより買いやすく！
②指定席の座席選択が可能に！
③ファミリーマート受取りで送料無料に！

鈴鹿サーキットオンライン ショッピングサイト

5月14日（日）10：00～7月30日（日）決勝スタートまで（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14日（日）11:00～7月29日（土）

5月13日（土）～7月29日（土）／10：00～17：00

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）

※チケット受取方法により、販売終了日が異なります。

●ローチケHMV　●イープラス　●電子チケットぴあ　●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　●ミニストップ
※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。

※6月13日（火）～15日（木）は休業

※6月13日（火）～15日（木）は休業

※券種により、販売開始時間が異なります。
5/14（日） 10:00～ VIPスイート、ホスピタリティラウンジ
 11:00～ 観戦券、グループチケット、V1指定席、V2指定席、A・B・Qエリア席、
  ホスピタリティテラス／テラス“Special”、パノラマルーム、パドックパス、ピットウォーク
 ※V1・V2指定席の座席選択は13:00～となります。5/14（日）11:00～13:00の間は自動配席されます。

※V1・V2指定席の座席選択は13:00～となります。5/14（日）11:00～13:00の間は自動配席されます。

＜通信販売専用電話＞

★V2指定席、V1指定席、A・B・Qエリア、ホスピタリティテラス、パドックパスは、ローチケHMV・ローソン、ミニストップ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

鈴鹿サーキットは、諸設備の点検整備のため、6月13日（火）～15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（5770）6430


