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  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐をより楽しめるバイクの祭典、それが「MOTO MAX」”

■開催日 ：  7月26日（土）・27日（日）
■場　所 ：  メイン会場／鈴鹿サーキット 交通教育センター

「MOTO MAX」は、  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐が「日本最大・最高のバイクイベント」として、観て・聴いて・触れて・体験で
きる－つまりあらゆる角度からバイクを楽しめることを目指し、様々な新しい試みにチャレンジできるイベント。
ユーザーの年代や使用車種・タイプを問わず、あらゆるバイカー・バイクに関心のある人々のファンマインドを刺激する“参加
型のバイクの祭典”として進化します。

”

詳細は『8tai.com』にてご案内します！　 コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐のすべてがわかる『8tai.com』にアクセスください。”

バイクの祭典「MOTO MAX」をレースと一緒に楽しもう!! バイクの祭典「MOTO MAX」をレースと一緒に楽しもう!! バイクの祭典「MOTO MAX」をレースと一緒に楽しもう!! 
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近年の日本人GPライダーもポケバイ経験者から多く輩出されており、注目のジャンルとなっているポケバ
イ。今年の8耐では、そんなポケバイに観て、乗って、ポケバイの魅力を感じていただけるイベントを開催。
26日（土）・27日（日）には、ポケバイメーカー2社様のブースが設置されるとともに、5～10歳のお子様を
対象とした親子でご参加いただけるポケバイの体験試乗会を実施。当日MOTOMAX会場にて受付。

※ヘルメットやプロテクターなどはご用意しておりますが、長袖・長ズボン・スニーカーの着用が条件となり
ますのでご用意の上、受付をしてください。

※実施時間などは当日ご確認ください。また、定員制となっております。予めご了承ください。

8耐ライダーさながらのレーシングスーツを身にまとった未来の8耐・GPライダー達の迫力の走りを見よう！！

ポケバイキッズ・デモランin MOTOMAX&
ポケバイ親子 体験試乗会開催!

●協力：株式会社 日本ライフ社／有限会社デルタエンタープライズ

●協力：Bike JIN（枻出版）／コールマン ジャパン株式会社

バイクの楽しみのひとつであるツーリングキャンプにフォーカスしたイベントがMOTOMAXに登場！
キャンプツーリングを快適に過ごせるキャンプアイテムをはじめ、アウトドアテクニックの紹介など、
キャンプならではの魅力を伝えていく予定。

ツーリングキャンプ・パドック

8耐決勝日には、MOTOMAX会場内の特設コースで
デモレースを開催

キャンプが10倍楽しくなる！！

※イベント内容等は変更される場合があります。
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※イベント内容等は変更される場合があります。

今年もMOTOMAX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！　昨年も様々なバイク関連ショップが軒を並べたが、今年も多くの
メーカーによる出展が予定されている。
最新アイテムの展示やここでしか買えないレアアイテム、驚きの8耐特別価格だったりと、バイクファン
なら誰でもうれしくなってしまうこと間違いなし！

今年も「カスタムマシン・オブ・ザ・イヤー」の称号をかけて国内トップカスタムビルダーが手掛けたカス
タム車輌が会場に集結する。
昨年は37台のマシンがその舞台に上がり、8耐来場者の投票により優勝が決定。優勝したマシンは、ブ
ルドックモーターサイクルズ作のZ1-Rで、プレゼンターの大会名誉顧問岩城滉一氏もそのカスタムの
美しさを絶賛した。ハイレベルにカスタムされたマシンが一堂に集まる機会はめったにない。この機会を
お見逃しなく！

欲しかったあのパーツが見られる、買える!
カスタム・ビレッジ
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今年もバイクのびっくり箱「BIKE JACK IN THE BOX」は、何が飛び出すか分からないぞ！
いくつかの企画展示を予定しているが、そのひとつが公式ポスターなどのビジュアルを描いていただく
東本昌平氏の過去の作品とそこに登場するマシンとを一緒に展示してしまう「ノスタルジックバイク展
（仮称）」だ。懐かしい市販車や伝説になっている名車など、多彩なラインナップを予定している。
もちろん、この他にもめったにお目にかかれないバイクが展示され、今年も多くのお客様の目を釘付け
にすることは間違いない!　乞うご期待！！

これぞバイクのビックリ箱。さて何が飛び出すか!?
BIKE JACK IN THE BOX

国内トップカスタムビルダーによる競演
カスタムマシンコンテスト ■共催：カスタムピープル

■カスタム・ビレッジ　参加予定企業（50音順・5月31日現在）
●株式会社 アールエスタイチ
●株式会社 稲葉製作所 名古屋営業所
●株式会社 江沼チヱン製作所
●オートスタジオ スキル
●株式会社 キジマ
●株式会社 クシタニ
●国美コマース株式会社（SUNSTAR）
●株式会社 コルセ（MOTO CORSE）
●サインハウス
●有限会社 ササキスポーツ
●Super-Bike DIG-IT co.,inc

●株式会社 スズキビジネス（オートリメッサ）
●株式会社 スタンダード
●株式会社 デグナー
●PIAA株式会社
●有限会社ブライトロジック
●株式会社 ベータチタニウム
●ホンダワールド株式会社 （TSR）
●有限会社 モトヴィータ
　（DUCATI GEAR DILETTO OSAKA）
●株式会社 レオタニモト（Buell LEO）
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※イベント内容等は変更される場合があります。
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トライアル競技とは、通常スピードを競うロードレースとは異なり、岩山や崖や川などの自然のフィールド
をいかにバイクで足を着かずに走破できるかを競う競技。今年も会場には難易度ウルトラCの人工構
造物を数多く設置。地元三重県出身の2007年度全日本トライアルチャンピオンの小川友幸選手をは
じめとするTOPライダー達が果敢にチャレンジします。全日本トップライダーが繰り広げるスリリングかつ
大迫力のトライアルデモンストレーションを楽しもう。

全日本トップトライアルライダーが夢の競演！
TRIAL DREAM MATCH IN MOTOMAX

●協力 : オートバイ

参加イベント型の好評企画「スト・ぱっ！！」を今年も開催。3m四方の枠の中で、何分何秒足を着かずに
バイクに乗っていられるかを競うお客様参加型のイベント。今年も皆様が気軽に挑戦できるよう完全当
日エントリー制を予定。
今年も昨年のように、スペシャルゲストの飛び入り参加などがあるかも？！　みんなで参加して、みんな
で盛り上がって楽しもう！

あなたは何秒止まっていられるか？
スト・ぱっ！！

●出演 : 全日本トライアル選手権ランキングトップライダー
●日時 : 7月26日（土）・27日（日）
●場所 : グランプリスクエア特設ステージ

●日時 : 7月26日（土）

小川 友幸
2007全日本トライアル選手権
国際スーパーAクラスチャンピオン
TEAM MITANI所属／HRC RTL 260F

黒山 健一
2002～2006全日本トライアル選手権
国際スーパーAクラスチャンピオン
Team黒山レーシングYAMAHA／YAMAHA TYS250F

三谷 英明 
2007全日本トライアル選手権
国際Aクラス2位
TEAM MITANI所属／HRC RTL 260F



2008 QTEL
31st

2008
SUZUKA

Special Event.1
8hours

※イベント内容等は変更される場合があります。

バイク文化の祭典を目指す8耐では、今年からエポックメイキングなバイクにフォーカスを当て、その名
車にちなんだイベントが継続して開催されることとなった。それが「8耐バイク・ヒストリー展」だ。
第1回のテーマとして選ばれたのは、今年誕生50周年を迎え、累計生産台数が6,000万台を突破した
名車中の名車「Honda スーパーカブ」。今回の8耐では「カブ・フェスタ」と銘打ち、オーナーズミーティ
ング、スーパーカブ特別展、そして、モーターサイクリスト誌によるカブ限定「ライダー写真館 in 鈴鹿」な
ど、さまざまなイベント・展示が行なわれる予定だ。

第1回 8耐バイク・ヒストリー展／カブ・フェスタ」
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■主催：カスタムピープル

■協力：モーターサイクリスト

8耐でバイクの文化に触れてみる
第1回は誕生50周年を迎える「スーパーカブ」！

自慢の愛車が誌面に載るチャンス！
今年も決勝前日のMOTOMAX会場にて大撮影会を開催。昨年も100台を越える自慢の愛車が集結。
撮影した愛車はすべて「カスタムピープル」誌面に掲載を予定。あなたの自慢の愛車をプロのカメラマ
ンに撮影してもらえるビッグチャンス！

※詳しくは、6月16日・7月16日発売のカスタムピープル誌面にてご案内させていただく予定です。

カスタムピープル愛車自慢大撮影会 in ８耐

■写真提供 : 本田技研工業株式会社
●日時 : 7月26日（土）・27日（日）
●場所 : MOTOMAX会場内

●日時 : 7月26日（土）
●場所 : MOTOMAX会場内

累計生産台数

6,000万台突
破！！

バイクフリークが和気あいあいと楽しめるイベント

■共催：モト・チャンプ

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500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。
参加は、モトチャンプ7月号（6/6発売）から募集開始!!

4MINIパラダイス

●日時 : 7月26日（土）
●場所 : 南コース一帯
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※イベント内容等は変更される場合があります。

2009年4月にオープンする新設備のご紹介。
1987年から21回の8耐の舞台となった現施設を懐かしい写真・映像などでご紹介するほか、1987年以
前の鈴鹿サーキットの移り変わりの資料も展示。

鈴鹿サーキット新施設計画＆ヒストリー紹介特設ブース
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今年は仮面ライダーキバが8耐に登場!

進化を続ける鈴鹿サーキットの過去～未来を眺める

仮面ライダーキバが子供たちの熱い声援を受け、鈴鹿8耐に登場。
園内各所で、テレビのヒーロー仮面ライダーのショーや握手会を開催。

●日時 : 7月25日（金）・26日（土）・27日（日）
●場所 : グランプリスクエア

仮面ライダーキバ

ライダー・キャンギャルも登場して盛り上げる！
今年も各社のイベントブースでは、ライダーのトークショーやスペシャルアイテムの販売などで会場を盛
り上げてくれる予定。
コカ･コーラ ゼロブースでは、おなじみの『コカ･コーラ ゼロ』を飲んで挑戦できるゲームや、スペシャル
ゲストを迎えてのトークショー、また『コカ･コーラ ゼロ サーキットクイーン』が全員集合するイベントなど
も開催。グッズを配布するブースもあるので、ぜひ多くのブースをのぞいてみよう。

イベントブース

コカ・コーラ ゼロ”マルチステーション”
コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐になくてはならない定番イベント”
コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐のイベントステージの中でも最も熱いのが、この コカ・コーラ ゼロ”マルチ
ステーション。例年、鈴鹿8耐の世界に共感した数多くのアーティストが登場し、熱いパフォーマンスを
繰り広げてくれる。
さて、今年はどんなアーティストが登場し、どんなスペシャルプログラムが繰り広げられるのか？
期待しよう！！

” ”

●日時 : 7月26日（土）・27日（日）
●場所 : MOTOMAX会場内

●日時 : 7月26日（土）・27日（日）
●場所 : MOTOMAX会場内

●日時 : 7月26日（土）・27日（日）
●場所 : コカ・コーラ ゼロ”マルチステーション
  ゆうえんち内モビステージ

”
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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耐ヤマトらくらくツーリングパック”が今年もご利用頂けます！！
★タンデムでも気軽に8耐へ★タンデムでも気軽に8耐へ★タンデムでも気軽に8耐へ

灼熱の太陽の下で、レースを楽しむのが鈴鹿8耐の醍醐味。でも、ちょっとカラダを休めたい時
には、コースサイドの主要観戦エリア手前の“クールダウンエリア”やMOTO MAX会場内のサ
ポートハウスをご活用ください。
ひんやりした霧が心地よい「クールミスト」が設置されているテントは、昨年も大好評！！　暑さ対
策にぜひどうぞ。

※MOTO MAX会場内のサポートハウスには、女性用スペースもありますので、安心してご利用いただけます。
※コースサイドの“クールダウンエリア”には、テント内にテーブル・イス・洗面コーナーをご用意しています。
※レイアウトは変更になる可能性があります。

“涼・楽・休”スペースでカラダもピットインしましょう
★8耐ライフをもっと快適に★8耐ライフをもっと快適に★8耐ライフをもっと快適に

クールダウンエリア・マップ P.28参照

「8耐にバイクで行きたいんだけど、持っていく荷物が載りきらない！」
そんなお客様のために、お荷物を事前に鈴鹿サーキットまでお運びするサービスが「お荷物引取りサービス」です。
伝票を記入し、ヤマト運輸にお預けいただくだけで、全国各地からお荷物を鈴鹿サーキットにお運びします。

「8耐をいろいろな場所で楽しみたいけど、荷物が重い。どこかに預けられないかな？」
「手荷物お預かりサービス」なら、そんなお客様ご要望にお応えできます。専用窓口で伝票をご記入いただければ、8耐期間中指定時間ならいつでもお
客様の手荷物を大切に保管いたします。指定時間内なら荷物の出し入れ自由！ コインロッカー感覚でご利用ください。

「たくさんお土産を買ったけど、バイクに載りきらない！」
そんな時は「お荷物発送サービス」をご利用ください。お客様の手荷物をヤマト運輸がご自宅またはご指定場所までお届けします。

ご利用方法等は、
【8tai.com】でご案内いたします。
協力:ヤマト運輸株式会社

キャンプセットを満載したり、帰りのお土産を積み込んだり、荷物をどうするかは悩みのタネですが、8耐ではその心配は不要！
「大きな荷物は事前に送って、サーキットで受け取る」、そんならくちんなサービス“8耐ヤマトらくらくツーリングパック”が今年もご利用い
ただけます。毎年好評なこのサービス、鈴鹿サーキット内での受け取りはもちろん、観戦中の荷物預かりや帰りの荷物の発送までヤマ
ト運輸の一括管理で安心です。
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8耐にはバイクで行こう！ ライダーにうれしい企画が目白押し！！
☆ウエルカム・ライダーズ・プログラム☆ウエルカム・ライダーズ・プログラム★ウエルカム・ライダーズ・プログラム

「8耐にはバイクで来て欲しい！」だからバイク駐車場を中心にライダーにうれしい企画がいっぱい。8耐の表彰台と同じデザインのフォト
コーナーを設置、バイクと一緒に記念写真を撮って待ち受け画面や壁紙に８耐の思い出を残していただけます。また到着後ほっと一
息つける休憩ブースや土曜日の夜のシアターなどなど数々のお楽しみプランをご用意しています。
詳しくはホームページ「8tai.com」に順次ＵＰしていきますので、ぜひ今年の８耐は友達を誘ってバイクでお越しください。
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■オールド シリーズ

Honda／ヨシムラSUZUKI／YAMAHA Tシャツ   各¥4,500

YAMAHA

2008 8h Tシャツ（全3色／黒・ネイビー・白）
各¥2,800 レトロ シリーズ Tシャツ（全5色／白・ブルー・イエロー・黒・ネイビー）

各¥2,800

お気に入りのTシャツを着れば、8耐気分もヒートアップ！
★8耐グッズ8耐グッズ（1）（1）★8耐グッズ（1）

懐かしいのにカッコイイ!! 復刻デザインのTシャツコレクション。Hondaをはじめ、ヨシムラSUZUKI、YAMAHAの往年のチームウェア
デザインのイメージを再現。8耐ファンはもちろんバイカーにはたまらない逸品。

■2008 8h シリーズ（WEB先行発売）

■2008 8h シリーズ&レトロ シリーズ

8耐といえば、やっぱりコレ! 毎年展開される8hシリーズの2008
年版。バックプリントには、8hロゴとマシンのシルエットが浮かび
上がる。毎年8hシリーズをコレクションしてみるのもオススメ。

ヨシムラSUZUKIHonda

■レトロ シリーズ（WEB先行発売）
こんなTシャツが欲しかった! フロントには1980年から1983年の
間に使用されたフォントを再現。バックプリントにも昭和を感じさ
せるレトロなロゴが入ったコレクションアイテムです。カップルや
ファミリーでおそろいもいいかも。

WEBショップ「MOBILITY STATION」で先行発売決定! 8耐Tシャツで鈴鹿に集まろう！
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■8耐オリジナルデザイン ZIPPO 【限定60個】

今年も完売必至？！ 8耐オリジナルグッズ&8耐定番の名産品

人気のZIPPOシリーズに8耐オリジナルデザインが登場! おしゃれなシルバーボディーに「レトロ ロゴ」と筆文字の「8耐」が両面にあし
らわれたデザイン。プレゼントにも最適。限定60個、会場でのお求めはお早めに。

■名産特品

ベビースター 鈴鹿8耐ラーメン…¥350 鈴鹿辛耐ラーメン…¥1,000
（5食入、おまけ「8耐れんげ」1個入り）

鈴鹿の8たい焼…¥600
（たいやき8個入り）

8耐オリジナルデザイン ZIPPO   【限定60個・化粧箱入り】 ¥10,000

（裏） （表）

地元・三重県のお菓子メーカー「おやつカンパニー」と8耐がコラボレーション!  人気の「ベビースター 鈴鹿8耐ラーメン」を、今年も会
場にて販売。完売必至のため、お求めはお早めに!  そのほかにも、8耐定番の名産品も続々登場。

★8耐グッズ8耐グッズ（2）（2）★8耐グッズ（2）
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協力：RRPA（日本ロードレースプレス協会）
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松阪牛 8耐 ハンバーガー ボックス
（松阪牛ハンバーガー／フライドポテト／コカ・コーラ製Sサイズドリンク つき）

¥1,500（予定） （限定500食・予約可能）

「プッチタウンキッチン」 「E席 スタンド売店」
・灼熱8耐BOX…¥1,000

「ブーランジュリー」
・8耐BOX…¥1,000

「GPスクエア内 販売特設テント」
・8耐ドックプレート…¥1,000

・8耐スペアリブ・ランチ…¥1,800

松阪ホルモン鉄板焼（松阪ホルモン 野菜の鉄板焼）・・・・・¥500（予定）
松阪牛牛串 松阪牛 A4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥800（予定） （限定800食）
松阪牛ミニッツステーキ A4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,200（予定） （限定300食・予約可能） 

■販売ショップ : グランプリカフェ 「松阪牛 阪松」

●「松阪牛 阪松」は四日市の松阪牛専門店です。
http://r.gnavi.co.jp/n631500/

・おろしハンバーグセット…¥1,500

・8耐朝食営業（7/26（土）・27（日）の2日間）

昨年の覇者「ヨシムラ」、一昨年の覇者「ＴＳＲ」、
そして、打倒ワークスをかかげ、表彰台ＴＯＰを目指す「モリワキ」
今年もこの３チームが味の街３店舗（イタリアンレストランカンパネラ、中国四川料理 楼蘭、寿司会
席あじさい）とタッグを組み、味の街バトルを展開！！ 各チームのバトルに負けないほど熱い戦いを
期間限定ランチで再現！（只今、各店開発中！）詳しくは、当日の観戦ガイド・店頭告知をお楽しみに！
また、昨年に引き続き、各チームご協力により、味の街ロビーにて歴代のマシン、パネル写真の展示
を期間中予定しております。

■四日市の松阪牛専門店「松阪牛 阪松」謹製

■レストラン「味の街」でも、8耐バトル？！

■8耐スペシャルメニュー 続々登場!

GPカフェ“特産松阪牛”の8耐スペシャルフードが登場！
鈴鹿サーキットには、美味しさいっぱい！！鈴鹿サーキットには、美味しさいっぱい！！鈴鹿サーキットには、美味しさいっぱい！！

コチラファミリーとみんなの洋食屋「プッチタウンキッチン」。
お子様がますます元気になる栄養を考えたメニュー、アレルギーにも
対応した安心なメニューなど、お子様が主役のレストラン。

●時間：ゲートOPEN～9時30分まで
●料理内容：スクランブルエッグ・ハム・ソーセージ・サラダ・ご飯（お替り自由）＋1ドリンク……￥1,000
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ゆうえんちでも8耐バトルが楽しめる！！
鈴鹿サーキットには、楽しさいっぱい！！鈴鹿サーキットには、楽しさいっぱい！！鈴鹿サーキットには、楽しさいっぱい！！

ピピラのモトフィールド 「プッチ耐久レース」
キッズも8耐ライダーになれる!ピピラのモトフィールドでは「プッチ耐久レース」を開催。ライダーは2名まで登録OK。ピット作業（スタッフによる
バッテリー交換）もあって本格的だ。参加してくれたキッズにはライセンスカードがプレゼントされるよ。

本格的なレーシングカート体験ができるモータースポーツランドでは「ベストタイムGP」を開催。見事入賞した方には、豪華8耐グッズが贈られる。
観戦券を持ってみんなで行こう!

●ピピラのモトフィールド
「ピピラのモトフィールド」は、全天候型の「キッズバイ
ク」、変化に富んだロングコースで楽しむ「ツーリングバ
イク」、そして、まだ自転車に乗れない子どもたちでも安
心して楽しくバイクに乗れる「ピンキーバイク」が楽しめ
る人気のエリア。バイクに乗るお子さまだけでなく、家
族みんなが心地よく楽しんでいただける仕組みがいっ
ぱいです。

■開催日・・・・・・・・・・・・・・7月25日（金）～27日（日）
■場所・・・・・・・・・・・・・・・・・ツーリングバイク
■参加制限・・・・・・・・・・・3歳～小学6年生　※2年生以下は要キッズバイクAライセンス
■特記・・・・・・・・・・・・・・・・・ライダーは最大2人まで登録可
■走行時間・・・・・・・・・・・15分
■料金・・・・・・・・・・・・・・・・・1チーム一律 1,000円
■受付・・・・・・・・・・・・・・・・・開園～　※定員になり次第受付終了
■走行開始時間・・・・14:00～15:30（予定）（10台×1日3回）
■特典・・・・・・・・・・・・・・・・・「レース参加証明」のライセンスカードプレゼント

■開催日・・・・・・・・・・・・・・7月24日（木）～27日（日）
■場所・・・・・・・・・・・・・・・・・モータースポーツランド ロングコース
■参加制限・・・・・・・・・・・身長140cm以上で、普通運転免許証またはモータースポーツランドライセンスB以上所持者
■特記・・・・・・・・・・・・・・・・・8耐観戦券の提示が必要（※高校生以下は不要）
■料金・・・・・・・・・・・・・・・・・3周（3ポイント） ¥1500 10周（10ポイント） ¥2500
■賞典・・・・・・・・・・・・・・・・・ベストタイム賞（1位～3位） 8耐賞（8位、18位、28位） 
■耐久チャレンジ賞・・・・（最多走行ポイント）

モータースポーツランド
「 コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐ベストタイムGP」”
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持ち込みキャンプで鈴鹿にどっぷり、8耐三昧
持ち込みキャンプについてのご案内持ち込みキャンプについてのご案内持ち込みキャンプについてのご案内

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」鈴鹿サーキット「天然温泉クア・ガーデン」

■ご利用期間・・・・・・・・・・・・・7月25日（金） 7：00am～ 7月28日（月） 9：00am
■受付日時・・・・・・・・・・・・・・・・7月25日（金） 7：00am～ 7月28日（月） 1：00amまで（完売次第終了）
■受付場所・・・・・・・・・・・・・・・・駐車場内特設テントにてオールナイトで受付します。
■キャンプエリア・・・・・・・・駐車場内特設持ち込みキャンプ場

※2007年とはエリアが異なりますので、ご注意ください。
■チェックアウト時間・・・・・9：00am
■料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人1泊　1,500円（税込）　※別途駐車料金（4輪：1台1,000円×日数分、2輪：1台1,000円）が必要です。

※車両は留め置きとなります。
■販売数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200サイト限定当日受付　※事前の予約販売は行いません。完売次第受付終了とさせていただきます。
■駐車場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特設持ち込みキャンプ場内の駐車エリアをご利用いただきます。
■備考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・クア・ガーデンご利用の場合は別途料金（1,500円/回）となります。テント等の備品の貸し出しはありません。

見事ストライクを獲ったら、コカ・コーラ社製のドリンクを1本プレゼント!

★土曜日の夜はレストエリアとして大開放!【7月26日（土）24:00～27日（日）9:00】

ボウリング「ストライクチャレンジ」ボウリング「ストライクチャレンジ」ボウリング「ストライクチャレンジ」

■料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円 （2ゲーム・貸し靴付）
■営業時間・・・・・・・・・・・・・・・・7月25日（金）・26日（土） 10:00～24:00

7月27日（日） 12:00～22:00
※受付時間は、各営業終了時間の60分前となります。

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アクティブゾーンも魅力です。良質のお湯をそのままに、ご満喫
ください。

■営業時間
 7/24（木） 6：00～9：30  11：00～24：00

 7/25（金） 6：00～9：30  11：00～24：00

 7/26（土） 6：00～9：30  11：00～（オールナイト営業）    

 7/27（日） （オールナイト営業）～9：30  11：00～24：00

■料金
料金（税込）日程 タオルセット

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＋フェイスタオルレンタル

お持ち帰り用フェイスタオル
（レンタルタオル無し）

1,200円

7/24(木)

7/25（金）
7/26（土）
7/27（日）




