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Honda RVF750/1992

フレディ・スペンサー来日!
「ファスト・フレディ」が鈴鹿8耐へ
来場決定!

デモンストレーション走行マシン（予定）

スペンサーの2回目の8耐挑戦マシン。既にGPからは退いていたスペンサーだが、前年式
ワークスマシンでありながら、脅威的な走りを見せ、鶴田竜二とのペアで予選3位、決勝4位
の成績を残した。

※同仕様車

※デモ走行マシンは変更となる場合がございます。

Honda NSR500/1985
スペンサーが世界を驚かせたダブルチャンピオンを獲得した1985年。GP500を制した
NSR500は、この年スペンサーの手により12戦中8勝を挙げた。

『ファスト・フレディ』ことフレディ・スペンサー

ロードレースファンならば誰もが知っている、あの『ファスト・フレディ』こ
とフレディ・スペンサーが コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿８耐にやってくる!!
アメリカ国内レースAMAでの活躍後、戦いの舞台を世界グランプリに
移したスペンサーは、1983年に『キング・ケニー』ことケニー・ロバーツと、
シーズンを通して激しいチャンピオン争いを展開。そして、21歳8ヵ月という
若さで500ccクラスチャンピオンに輝き、この世界最高峰クラスでの史上
最年少記録は、今もなお破られていない大記録なのである。さらにスペン
サーは、1985年には、500ccクラスと250ccクラスにエントリー。見事にダ
ブルタイトルを獲得して世界を驚嘆させている。
そしてこのスペンサーも、ライダーの意地とプライドを賭けた戦いである
鈴鹿８耐に魅了され、果敢に挑戦した一人。世界グランプリにデビューす
る以前の1980年に初参戦しており、このときは予選11番手、決勝リタイア
に終わっている。その後、1992年にミスタードーナツ オクムラホンダから
鶴田竜二とのコンビで再戦。Honda RVF750を駆り予選3番手、決勝4
位と好成績を残した。
さらに、1999年には、ファンが選ぶドリームチームのライダーとしてジョ
ン・コシンスキーとともに参戦。しかし、残念なことに、予選での転倒により
決勝は欠場。だが、そこまでのライディングは、まさにファンの称賛を呼ぶ
素晴らしいものだった。従来の常識を覆す走りで、日本にも熱狂的なファ
ンを多数生んだスペンサーが、再び鈴鹿サーキットに帰ってくる!!
デモンストレーション走行やトークショーなど、さまざまなイベントへの参
加が予定されており、ぜひ、今年の コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿８耐でその勇
姿を見届けてほしい!!

”

”
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岩城滉一氏が「鈴鹿と・き・め・きモーター
スポーツ大使」に就任、
今年の８耐も強力にバックアップ！

山本寛斎氏が鈴鹿8耐にデザイン参戦！！

数多くのバイク漫画を手掛けている東本昌平氏が、今年の鈴鹿8耐ポ
スタービジュアルを制作！　鈴鹿8耐の魅力を随所に描き込んだ作品は、
レースファンのみならず、多くのバイカーの共感を得られる仕上がりになっ
ている。
また、6/13発売の「東本昌平RIDE13」（モーターマガジン社）でも、8耐
にフォーカスしたストーリーの掲載も予定されている。
ご期待ください。

●東本昌平（はるもと しょうへい）プロフィール
1987年、代表作「キリン」を「ミスターバイクBG」（モーターマガジン
社）で連載開始。
現在は「ヤングキング」（少年画報社）で連載中。「ミスターバイクBG」の
表紙イラストを手掛けるとともに、自身がプロデュースするバイク誌
「東本昌平RIDEシリーズ」（モーターマガジン社）を執筆中。マシンの精
細な写実とライディングフィールを感じることのできるストーリーと
画風が多くのバイクファンから支持されています。

【代表作】
「SS」（2000～03年ビックコミックスペリオール　小学館）
「CB感。REBORN」（2003～07年ビックコミックスピリッツ　小学館）

ミスターバイクBGの顔（表紙）、
イラストレーター東本昌平氏が
8耐キービジュアルを描きおろし!

ⓒ東本昌平／ミスターバイクBG

昨年、大会名誉顧問で活躍した岩城滉
一氏が、今年は鈴鹿市からの要請で、中嶋
悟氏とともに「鈴鹿と・き・め・きモータース
ポーツ大使」に就任。
岩城氏はこれまでに様々な2輪・4輪レー

スに参加し、最近では鈴鹿サーキットで開
催される「"NANKAI"Mini-Moto4時間耐
久ロードレース」やツインリンクもてぎで開
催される「もて耐」「DE耐」など、数々のモー
タースポーツシーンで輝かしい戦歴を打ち
たて続けている。その情熱そのままに、昨年
もテレビや紙誌など数々のメディアを通じ
て8耐の魅力を広くPRしてくれた。
今年は「鈴鹿と・き・め・きモータースポーツ大使」・鈴鹿8耐の大会名誉

顧問として、さまざまなイベントを盛り上げてくれる。

8耐プレイベント『鈴鹿8耐 in 六本木ヒルズ』で記者発表
●開催日時： 7/10（木）　14:00～

世界的ファッションデザイナーでイベントプロデューサーの山本寛斎氏が、 
コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐参戦チームと協働プロジェクトが進行中！ チー
ム/マシン/レーシングスーツ/レースクイーン衣装等のデザインをトータルプ
ロデュースする。マシンとライダーウェアは300kmロードレースでお披露目す
るほか、テレビ朝日主催のプレイベントで全貌が発表されることになっている。

”

「東本昌平RIDE13」
（モーターマガジン社／6/13発売）

2008鈴鹿8耐ポスター
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バイクを愛し、人生を楽しむ人へ・・・とっておきのNEWS!
様々なプレイベントなどで「LOVE BIKE, LOVE LIFE」のメッセージ入

り特製リストバンドをGETしよう!  モータースポーツ都市宣言を行う鈴鹿
市では、街をあげてバイカーをウエルカム！! 鈴鹿市のサポートショップ登
録店（協力店舗など）でリストバンド（または観戦チケット）を提示すると、ド
リンクサービスなどうれしい特典が受けられる。サポートショップ店頭には
ウェルカムムードを盛り上げる「LOVE BIKE, LOVE LIFE」デザインの
のぼりも立ち、お祭りムード満点だ!
今年の8耐には、ぜひこのリストバンドを付けて来場してほしい。様々な

サービスを受けられるとともに、バイクを愛するもの同士の一体感が味わ
えるはずだ。

下記都府県内のホンダドリーム各店でも、ご来店の方にリストバンドと
「コカ・コーラ ゼロ」がプレゼントされるので、近くを通ったらぜひ寄って
みよう。

東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、静岡県、山梨県、愛知県、三重
県、大阪府、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県、兵庫県

※配付期間や方法は各店により異なります。また数には限りがありま
すので予めご了承ください。詳しくは各店頭でご確認ください。

“LOVE BIKE, LOVE LIFE”
リストバンド

※リストバンド配布のプレイベントや、サポートショップの情報は、
　後日「8tai.com」でご案内いたします。

※設置情報などは後日「8tai.com」でご案内いたします。

鈴鹿サーキットの名物ともいえる観覧車に、コカ・コーラ&コカ・コーラ ゼロ
の看板が掲げられ、新たな顔で今年も鈴鹿に集うみんなを迎えてくれることに
なったが、さらに新たな鈴鹿名物が誕生した。
レーシングコースの安全確認や各所オフィシャルの準備状況チェックなど、
レースを安全円滑に運営するために走行する車両＝マーシャルカー。そのオー
トバイ版であるマーシャルバイクが、今年の コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐で久々
に登場することになり、この春全く新たなスポーツクルーザーとしてHondaから
登場した「DN-01」が採用されたのだ。
ロー&ロングそして斬新なフォルムを持って生まれたDN-01。ボディカラーは

グラファイトブラックをベースに、大会冠スポンサー「コカ・コーラ ゼロ」のロゴ
とゼッケン「0/zero」、そして「Marshal」の文字がレイアウトされクールに仕上
がった。まずは鈴鹿300km耐久ロードレースでデビューしマーシャル活動を開
始する。
このスペシャルマシンは8耐のあらゆる場面で活躍するぞ！  こうご期待！
★レプリカマシンプレゼント企画進行中！！ 詳しくは「8tai.com」で発表。

”

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
誕生。
コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐コンセプトバイクCBR1000RRと、8耐の様々

な名シーンがデザインされた、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誕生。　東海地区を中心に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 ゼロを飲みたくなること間
違いなし。

”

”

”

コカ・コーラ ゼロ”
鈴鹿8耐オリジナルカラーリングの
飲料自動販売機が誕生

”

2008 コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐
マーシャルバイクが決定！

”
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今年もテレビ朝日、メ～テレがPR協力！
今年も コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8耐では、テレビ朝日とメ～テレがPR協力。
このコラボは2年目となる。鈴鹿8耐を全く知らない人たちにも、鈴鹿8耐の
魅力を知ってもらおうと、様々な8耐情報を発信していく。また、大会直前には、
六本木ヒルズのテレビ朝日本社に隣接するギャラリーUMU（ウム）でプレイ
ベントも開催される。

”

●お問い合わせ先 
スカパー! カスタマーセンター／TEL.0570-039-888（10:00～20:00）
e2 by スカパー! カスタマーセンター／TEL.0570-08-1212（10:00～20:00）

テレビ大阪・テレビ愛知で
ダイジェスト放送が決定!

●放送日時 :   生中継 7月 27日（日） 10:00～20:20 （ch.162）
 再放送 8月  7日（木） 20:00～翌6:20 （ch.177）
  8月13日（水）   9:00～19:20 （ch.176）
●視聴料金 : 3,150円/番組（税込）

★詳しくはパーフェクト チョイスHPへ www.ppvj.co.jp/suzuka/

●放送日時 :   生中継 7月 27日（日） 10:00～20:20 （ch.800）
　※再放送スケジュール（計2回）は後日発表（HP等でご確認ください）。
　※事前に「鈴鹿8耐7.27 HVチケット」をご購入下さい。販売期間:7/10（木）～
　　7/26（土）まで。
　※上記視聴チケット購入で生中継と再放送2回の計3回ご覧いただけます。

●視聴料金 :  3,150円/3回（税込）

★詳しくはe2 by スカパー! HPへ www.e2sptv.jp/

スカパー  「パーフェクト チョイス」
e2byスカパー  にて完全生中継!

!
!

e2byスカパー  「スカチャン! ハイビジョン」にて
全3回放送

!

スカパー  「パーフェクト チョイス」にて全3回放送!

8耐プレイベント『鈴鹿8耐 in 六本木ヒルズ』
●開催期間 7/10-13（4日間）

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐キャンペーン”
7/12（土）・13（日）の両日、千葉県浦安市のイクスピアリにて開催される

三重県観光PRに合わせ、コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐キャンペーンが開催さ
れる。
期間中は、コカ・コーラ ゼロ”カラーのマシンとＨonda「DNー01」マー

シャルバイクの2台が展示され、サーキットクイーンとの撮影会や“LOVE 
BIKE, LOVE LIFE”リストバンドのプレゼントも行われる（数には限りがあり
ます）。

”

”

2008年繰り広げられた、コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐の熱き戦い、感動の
ドラマがダイジェストで後日放送される!

”

スカイパーフェクTV! 及び一部ケーブルテレビ局のペイ・パー・ビュー・チャ
ンネル「パーフェクト チョイス」並びにe2 by スカパー!「スカチャン!ハイビジョ
ン」において「 コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第31回大会」
を完全生中継することが決定。

”
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鈴鹿市では、鈴鹿8耐へ全国からお越しになる観客の皆様を暖かくお
迎えいただき、特に鈴鹿商工会議所青年部による鈴鹿市内から鈴鹿サー
キットまでの一大バイクパレードは、ついに10回目を迎えるなど、バイク乗
りの皆様を歓迎いただいています。
特に2004年12月、全国初の「モータースポーツ都市」を宣言した鈴鹿

市、さらには「鈴鹿モータースポーツ市民の会」や鈴鹿商工会議所と一体
となった下記の歓迎プログラムをパレードのみならず展開していただきま
す。ぜひ、皆様のご支援ご協力もお願いいたします。

鈴鹿モータースポーツ市民の会の主催により、楽しいプレイベントの企
画が進行中！
8耐の舞台となる国際レーシングコースを一足先に自分の足で体感で

きる「鈴鹿ミニマラソン in 8耐week」や、鈴鹿市内でのバイクをテーマに
した映画の上映など、8耐ウイークのオープニングを飾るイベントを開催。

鈴鹿ウエルカムプログラム

8耐ウイークイベント

7月25日(金)、26日(土)の2日間、鈴鹿市内主要地域にて、レースファン・
レース関係者が利用できる市内無料巡回バスが運行される。市内の総合
ショッピングセンター、平田町周辺の飲食店やナイトスポットを巡回。

8耐ウイークのオープニングを飾るイベントでレースの舞台となる国際
レーシングコースを自分の足で体感できるミニマラソンです。

鈴鹿での滞在がもっと楽しくなる!
鈴鹿商工会議所主管
レースファン市内無料巡回バス運行

鈴鹿ミニマラソン in 8耐WEEK

鈴鹿8耐WEEK・映画会

鈴鹿サーキット

平田町駅 近鉄鈴鹿
線

簡易マップ簡易マップ簡易マップ

鈴鹿市は全国初の
「モータースポーツ都市」を宣言しています

鈴鹿市は、民・産・学・官の連携により、モータースポーツのメッカにす
ることで、モータースポーツの振興を図り、市を活性化することを目的
に「モータースポーツ都市」を宣言しました。　　　（鈴鹿市HPより）

■実施予定概要：7月25日（金）・26日（土）
　17:00～24:00(最終鈴鹿サーキット着)
　※バス2台による運行
■ご利用：8耐チケット又は8耐パスをお持ちの方（料金無料）　
　※満員の場合は、乗車をお断りすることがあります。
　※ルートは後日ご案内します。

■開催日 ： 7月21日（月・祝）　8:00～9:30予定
■会　場 ： 国際レーシングコース
■参加料 ： 参加費無料（駐車料金は別途必要となります）
＜参加者特典＞
ミニマラソン参加者先着1000名様に“LOVE BIKE , LOVE 
LIFE”リストバンドをプレゼント

三重県は日本のほぼ中央の太平洋側に位置します。東は伊勢湾から
熊野灘に続く海に面し、古来より豊富な海産物がとれることで知られてき
ました。又、 様々な自然の利に恵まれた三重県は海の幸だけでなく伊賀・
伊勢志摩・紀州とそれぞれの地域特性を持つ、優れた特産品を多く育ん
できました。三重県物産展は、全国から来場されるバイカーのお客様に三
重県の物産（特産品）を知って頂き地元特産の食をお楽しみ頂けるコー
ナーです。

三重県物産展

■開催期間 ： 7月26日（土）、27日（日）
■会　　場 ： 遊園地モートピア内特設会場
松阪牛串、松阪肉コロッケ「阪松」
伊勢うどん
あぶり鯛寿し（写真）

■開催 ： 7月21日（月・祝）
■主催 ： 鈴鹿モータースポーツ市民の会
■協力 ： 鈴鹿市・鈴鹿サーキット
■会場 ： 鈴鹿市文化会館

8耐ウィークのキックオフイベントとして、ミニマラソンに加えバイクを
テーマにした映画の上映会を、鈴鹿市内で開催。当日は地元鈴鹿から8耐
に参戦するチームの壮行会も開催（予定）。

詳しくは、8tai.comにてご案内いたします。
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グッドライダーの皆さん、
ようこそ鈴鹿へ
長年「出会いふれあいフェア」を中心に交通

安全マナーアップ運動(グッドライダーキャン
ペーン)を展開してきた鈴鹿商工会議所青年
部。さらにバイクで8耐に訪れるライダーと市民
との交流を目的に、交通安全を啓蒙する公道
バイクパレード、「バイクであいたいパレード」を
初めて開催したのが1998年の7月でした。

交通安全が広げる、
バイクの輪
開催当初はまだ知名度も無く、参加者集めに

奔走する日々が続きましが、大会趣旨に賛同した
地元・関係団体・選手の協力はもとより、沿道を
埋め尽くす市民の声援を受けながら走行したラ
イダーたちの満足度で輪が大きく広がり、今では
応募開始と同時に制限台数に達する人気ぶり。
毎年500台を超える日本最大級の交通安全パ
レードとして認知されるようになりました。

ありがとう10年、
そして20年、30年へ

交通安全宣言をするバイク親善大使の平忠彦氏と
クリステル・チアリ氏

パレードのフィナーレは感動のレーシングコースナイトラン

沿道を埋め尽くす市民の声援を受けながらパレードする
参加者

多くの関係者の協力で１０周年を迎えた
「バイクであいたいパレード」
いまや コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8耐には欠か

せない参加型イベントに育った「バイクであい
たいパレード」
鈴鹿商工会議所青年部は、この「バイクであ

いたいパレード」を核に、今後も「交通安全キャ
ンペーン」を展開し、さらにモータースポーツ文
化の創造という大きな目標に向けて、20年30
年とこの輪を大きく広げていくことになります。

”

第10回第10回バイクであいたいパレードバイクであいたいパレード第10回バイクであいたいパレード
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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※イベント内容等は変更される場合があります。

8耐スペシャルステージ（予選）終了後、
鈴鹿ハンター会場に集合！

プログラム
7/26（土）18：30～（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!!

たくさんのご応募
ありがとうございました。

（応募総数 879台／72チーム）

※当選者の発表は、http://www.suzuka-yeg.com/
　にてご覧いただけます。

“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10回目の記念すべき年

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、常に新しい発想と情熱で、全国各地から集まる鈴鹿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、白バイ隊、パトカーの先導の
もと、約500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。
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第10回第10回バイクであいたいパレードバイクであいたいパレード第10回バイクであいたいパレード

[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：高橋・川口
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７月26日（土）１９：15スタート！（予定）●グランドスタンド前

※イベント内容は変更される場合があります。

©Buena Vista Home Entertainment, Inc.

  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”  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐前夜祭”

スペシャルプログラム 「ミッドナイトシネマ～『WILD HOGS/団塊ボーイズ』」
今年の前夜祭終了後「ミッドナイトシネマ」は、ジョン･トラボルタ 主演の『WILD HOGS/
団塊ボーイズ』。ワケあり男4人組がハーレー・ダビッドソンにまたがり、目指すはアメリカ横
断3200km！ 人生は一度きり。泣いて、笑って、ジタバタしようぜ! 全米で驚異の大ヒット! 
ワイルドな大人になりたい人たちに捧げる、<悪あがき>青春ロードムービーを上映。

●時間／前夜祭終了後

WILD HOGS／団塊ボーイズ

DVDセル<3,990円/税込>
ブルーレイディスク<4,935円/税込>
2008年7月2日（水）同時発売

1999年から始まり、記念すべき10回目を迎えた「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。約500台のバ
イクがホームストレートを駆け抜ける。
また、昨年は第30回記念大会として、平忠彦氏、清原明彦氏などの歴代ライダーが登場。今年はスペシャルゲスト「フレディ・スペンサー」を
はじめ、鈴鹿8耐をプレイバックする往年の名ライダーが駆けつけてくれる予定だ。思い出に残る名シーンの振り返りや、翌日の決勝レースの
展望など、ここでしか聞けないトークが繰り広げられる。
さらに、トライアル・エクストリームなどのバイクパフォーマンスや鈴鹿8耐前夜祭ならではの人気イベント「ナイトピットウォーク」を今年も開催。
翌日の決勝に向けた最後のマシン調整やタイヤ交換、給油リハーサルなど、各チームの真剣なピットワーク練習を間近で見ることができるナ
イトピットウォークでは、昨年はじめて、参加チームを対象とした「パフォーマンス賞」のファン投票を実施、記念すべき第1回目のパフォーマン
ス賞は、モリワキMOTULレーシングが獲得した。今年も、各チームの趣向を凝らしたファンサービスやパフォーマンスに注目して欲しい。
チーム、ライダー、ファンが一体となって2008年も決勝前夜の コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐前夜祭は大きく盛り上がる!

”

”




