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　コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐、チケット好評発売中!”

地元チームを強力にバックアップ！！
ラジオ局チーム応援シートで応援しよう！！
昨年に引き続き今年も8耐を応援する各地のラジオステーションが、その地
域のチームを強力にバックアップ！！ グランドスタンドではチーム応援席で、お
目当てのチームの応援で盛り上がろう！
また、MOTOMAX会場では、恒例の「ON AIR SPOT」にてラジオ局パーソ
ナリティがトークやクイズなどのイベントを展開。ラジオ局チームグッズやパドッ
クツアー参加の抽選会も企画されている。今年もラジオ局チーム応援シートの
チケットを買って8耐を丸ごと楽しもう！！

観戦券（カード型観戦券）＋S2指定席券（ラジオ局チーム応援席）
※S2指定席券をお持ちの方は、A・B2・C・D・Eエリアにも入場できます。

12,000円チケット料金

お得なメーカー別前売応援観戦券 ※販売の詳細は、決定次第「8tai.com」にてお知らせいたします。

カードパス

今年も特典がいっぱい！！今年も特典がいっぱい！！
応援シートのご購入で、8耐スペシャルグッズをもれなくプレゼント！！応援シートのご購入で、8耐スペシャルグッズをもれなくプレゼント！！
今年も特典がいっぱい！！
応援シートのご購入で、8耐スペシャルグッズをもれなくプレゼント！！

※デザインは予告なく変更になる場合があります。

※画像はイメージです。

クールダウンジェルミスト マフラータオル

●参加ラジオ局●
※コラボチームは決定次第、ホームページにアップします。

お得なメーカー別前売応援観戦券
“コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース”
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お得なメーカー別前売応援観戦券
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お得なメーカー別前売応援観戦券
“コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース”

DUCATIサポーターのための専用観戦席
オリジナルサポーターズキット付チケット限定販売！
DUCATI TRIBUNA 8 Ore SUZUKA サポーターズチケットをご購入の方に
オリジナルサポーターズキット（フラッグ・キャップ・Tシャツ）をプレゼント！
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大好評

前売観戦券（大人／5,000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・ペア・ファミ得／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!!鈴鹿8耐は、レースも遊園地も丸ごと楽しめる!!

前売観戦券（7月24日（木）～27日（日）期間中有効） ※料金はすべて税込

※3才～高校生の方は、各日とも遊園地入園料（3才～未就学児／600円・小学生／800円・中高校生／
1,600円）で、自由席にてご観戦いただけます。

5,000円 9,000円 18,000円 1,600円
大　人 ペア（大人2名） ファミ得（大人2名+子ども1名） 中・高校生（入場のみ）

8,000円 7,000円 6,000円
S1席

13,000円
V席 S2席 A・B2・C・D・Eエリア

前売指定席券（期間中の土・日有効、別途観戦券必要）

※V・S1・S2指定席券をお持ちの方は、A・B2・C・D・Eエリアにも入場できます。
※A・B2・C・D・Eエリアに席番の指定はありません。
※３才以上のお子様が指定席に入る場合は、指定席券と観戦券又は遊園地入園料が必要となります（A・B2・
C・D・Eエリアのみ高校生以下の方は指定席券は不要です）。

※指定席／エリア指定席には、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。

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!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!!
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家族で遊ぶならコレ!!

※追加の場合、1名につき8,000円（大人）、3,000円（子供）となります。
※子どもは、3才～高校生となります。

観戦券、A・B2・C・D・Eエリア指定席、モートピアパスポートがついて

（大人2名＋子供1名）18,000

前売り
ファミ得チケット

ファミ得チケット（7月24日（木）～27日（日）期間中有効）

※ファミ得チケットは、大人2名＋子供1名のセットで、観戦券＋A・B2・C・D・Eエリア指定席＋
モートピアパスポート券（1日分）がついています。

ローソンだけの
特別企画

（非売品）

※画像はイメージです。

（ミント味・8個入・非売品）

ローソンでファミ得チケットを買うと
・コカ・コーラ ゼロ（500mlペットボトル）
・八太郎飴
・8耐31回大会ピンズ
をセットでプレゼント！
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ピットウォーク券（7月24日（木）～27日（日）各日とも当日販売、別途観戦券必要）

※開催当日、現地にて発売となります。前売販売はございません。
※販売日／7月24日（木）～27日（日）の各日ともゲートオープンから
※販売場所／グランドスタンドS1席入口手前券売所

2,000円 無料

大人（中学生以上） 子ども（3才～小学生）

30,000円 2,000円

特製カード型パドックパス限定販売（7月24日（木）～27日（日）期間中有効、別途観戦券必要）
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。

1ピットウォークにご参加いただけます。
2A・B2・C・D・Eエリア指定席でもご観戦いただけます。
32コーナーイン側・1コーナーイン側の激感エリア（P.28図参照）にもご入場いただけます。
4パドックパスAをご購入の方は、ピット上ホスピタリティブースにてご観戦いただけます。

※3才～小学生のパドックパスは、A・Bとも特製カード型ではありません。

パドックパスA／中学生以上 パドックパスジュニアA／3才～小学生

15,000円 1,500円
パドックパスB／中学生以上 パドックパスジュニアB／3才～小学生

限定販売

パドックパス
購入特典

●パドックパスのカードフェイスは、公式ポスターをイメージしたデザイン。
●鈴鹿サーキットオリジナルストラップ（非売品）付き。
●パドックパスAは、完売が予想されます。前売りにてお早めにお求めください。

マクドナルド
ピットウォーク
■イベント特別協賛■
日本マクドナルド株式会社

※写真はイメージです。

激感エリアとは…？ な観戦エリア！激
観戦席とは別にパドック内のコース脇に特別に設けられたエリアで、目の前を駆け
抜けるマシンやレースの迫力をその名のとおり激感していただけます。
特に1コーナーへの突入シーンは迫力満点なほか、ヘルメット越しにライダーの表情
がうかがえるかもしれないなど、観戦席とは違った角度からレースをお楽しみいただけ
ます。鈴鹿8耐では、1コーナー手前と2コーナー内側に激感エリアを設定させていた
だきます。

※激感エリアへのご入場には、パドックパスが必要です。
※激感エリアには座席はございませんので、ご了承ください。
※1コーナー手前の激感エリアは安全確保のため、各レース時は3周終了後に、エリア内へご入場いた
だけます。

★写真：激感エリア2（2コーナーイン側）　P.28図参照

26日（土）・27日（日）のピットウォークには、マクドナルドの人気キャラクター「ドナルド」も参加します。小学生以下は無
料で（中学生以上・税込・各日2000円）ピットウォークに参加でき、さらに、素敵なプレゼントがもらえるかも？といったお
楽しみ付き。ドナルドと一緒に８耐を楽しもう！
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★お得な観戦チケットつきツアーも開催!
　お問い合わせ：株式会社モビリティランド トラベルセンター…q03-3278-0808
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VIPスイート・プレミアム（7月25日（金）～27日（日）期間中有効）
～ファーストクラスでゆったりレース観戦～
メインスタンド上部の快適空間。ゆったり観戦できる屋内（VIPスイート）と迫力を堪能できる屋根付屋外スペース（VIPテラス）をお楽しみい
ただけます。

★グリッドツアーを開催！
VIPスイート・プレミアムをご購入の方にグリッドツアーをご用意しました。スタート直前に並んだマシンを、コース上で間近に見学しながら
スターティンググリッドの雰囲気を味わえます。

●お申し込み期間 ： 7月19日（土）9：00まで
●お申し込み ： MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）

●スペシャルランチボックス（7/26（土）・27（日）のみ）
●フリードリンク(ソフトドリンク・ビール)
●駐車券（金･土･日の3日間有効・4名様までのお申し込みで1台）
●大会公式プログラム
●ピットウォークに参加できる
●グリッドツアー（7/27（日）決勝レース前のみ）
●パドック入場可（パドックパスBと同じエリアです）
●VIPテラス入場可（VIPテラス指定席/車椅子観戦席を除く）　　●お土産

※VIPテラス・プレミアムは、ご好評につき完売いたしました。ありがとうございました。

※レイアウトは変更になる可能性があります。

指定席

エリア指定席

スタンド観戦席内は全席禁煙です。

自由席 サーキットビジョン

クールダウンエリア

激感エリア

正面

正面

正面

正面

正面

1
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面

カシオ
トライアングル
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ヘアピンカーブ

スプーンカーブ
デグナーカーブ
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ー
ナ
ー

第2コーナー

逆バンク
ダンロップ
コーナー

D
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グランドスタンド

交通教育センター

VIPスィート
VIPテラス

会場

■観戦席・指定席図

VIPスイート・プレミアム 62,000円（税込）

※詳細内容は、「8tai.com」にてご確認ください。

※席数に限りがございます。完売の際はご了承ください。



2008 QTEL
31st

チケットのお求めは
■鈴鹿サーキットレースチケットセンター

■鈴鹿サーキット電話通信販売 5月17日（土）～7月18日（金）／10：00～16：00q059-378-1100

■UFJカード・チケットセンター（UFJカード会員限定）q0570-00-6161　受付時間／10：00～18：00（土・日・祝日も営業）

■MOBILITY STATION [http://mls.mobilityland.co.jp/] 5月17日（土）10：00～7月19日（土）9:00（24時間受付）

■プレイガイド・コンビニエンスストア 5月17日（土）～

5月18日（日）～7月26日（土）／10：00～17：00

チケットに関するお問い合わせ：鈴鹿サーキットレースチケットセンター　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 東京営業部 q03-3278-0777

●電子チケットぴあ　●セブンドリーム・ドットコム　●CNプレイガイド　●ローソンチケット　●イープラス
●セブンイレブン　●ローソン　●ファミリーマート　●サークルK・サンクス　●am/pm
※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。
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鈴鹿、もてぎのチケット・グッズが同時に買える新オンラインショップ「MOBILITY STATION」オープン！
詳しくは、http://mls.mobilityland.co.jp/にアクセス！

鈴鹿サーキットは、諸設備の点検整備のため、6月17日（火）・18日（水）の両日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。 
●三重営業所:059（378）1300　●大阪営業所:06（6366）6401　●名古屋営業所:052（562）1751　●東京オフィス:03（3278）0777

※6月17日（火）・18日（水）は休業

※6月17日（火）・18日（水）は休業＜通信販売専用電話＞
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公共交通機関

近　

鉄
京都駅（八木駅のりかえ）

平田町駅

白 子 駅難 　 波 　 駅
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名 古 屋 駅
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鈴鹿サーキット
稲 生 駅

津　

駅

１時間１０分 タクシー１０分

快速「みえ」で４５分

１時間3０分
近鉄線（特急）

５０分 近鉄線（特急）

JR経由
伊勢鉄道

徒歩２０分

２０分
伊勢鉄道

タクシー１０分
バス１５分

３.５km

１.３km

６.２km

４０分（特急）

１時間４０分（特急）

２時間（特急）

鈴
鹿
サ
ー
キ
ッ
ト

■お車をご利用の場合
◎名古屋から約50km。東名阪自動車道「鈴鹿IC」より約13km。
　伊勢湾岸道「みえ川越IC」より国道23号経由で約32km。
　国道23号線「サーキット道路入口」（寺家五丁目交差点）にて右折。
◎大阪から約150km。名阪国道「亀山IC」より約16km。
　名神高速道路から新名神高速道路「亀山JCT」経由で「鈴鹿IC」より約13km。
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道路案内図
新名神高速道路（草津田上IC～亀山JCT間）の開通により、滋賀・京都をはじめ大阪・兵庫など関西方面からのアク
セスがさらに便利になりました。2008年7月5日（土）の東海北陸自動車道全線開通により、富山など北陸方面からのア
クセスがさらに便利になります（2008年10月31日（金）まで全線開通記念割引を実施）。
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「8tai.com」
鈴鹿8耐の最新情報はここでチェック!
今年の鈴鹿8耐は、まず「www.8tai.com」にアクセス！
8耐フリークから8耐初心者まで役立つ情報いっぱい!
もちろんレースやイベントの最新情報も盛りだくさんです。




