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SPECIAL TOPICS.1

コカ･コーラ ゼロと鈴鹿8耐のパートナーシップは
今年さらなる進化を遂げる!!

2007年から大会タイトルを コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐として開催し4年目となる今
年、コカ･コーラ ゼロがリニューアルされ、ブランドの最大の価値である、“zero”をより
一層追求するかたちに進化。さらにブランドのシンボルカラーである“ブラック”を強調
し、ワイルドさを、より一層訴求することとなりました。
今年の鈴鹿8耐ではこのリニューアルに合わせマーシャルバイクを一新。シンボルカラ
ーであるブラックにカラーリングされたHondaの新型VFR1200Fをマーシャルバイクと
し、サーキットはもちろん、あらゆる場面で登場して コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐をPRし
ていきます。

Hondaの新型VFR1200Fをマーシャルバイクに採用。
コカ・コーラ ゼロカラーとなって新登場!!

グランドスタンドV2席ではコカ・コーラ製品の8時間飲み放題に加え、グランドスタンド
全員（V2席、V1席 約12,000名）にオリジナル応援タオルが配られ、ゴールの瞬間は
打ち振られるタオルでスタンドが埋まる感動のフィナーレを迎えることとなります。

7月25日（日）決勝レース中 [ 8時間限定 ]
※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。

スタートの興奮、イベントを満喫、感動のフィナーレ・・・
全てを味わえるグランドスタンドがさらにパワーアップ!!

※イベント内容は変更される場合があります。

8耐でもっとも賑わうグランプリスクエアの中心となるコカ・コーラ ゼロブースがこれま
でより一回り大きくなり、イベント規模が拡大されます。ステージではスペシャルゲスト
のトークショーやゲーム大会をはじめ、これまで以上に様々なイベントが実施され、グラ
ンプリスクエアの一大拠点となります。

コカ・コーラ ゼロ ブースが進化!!

”

”

※ブースデザインはイメージです。

※写真はイメージです。

※タオルのデザインはイメージです。変更となる場合がございます。

コカ・コーラ製品 飲み放題について
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SPECIAL TOPICS.2

今年の鈴鹿８耐では、伊賀流忍者のふるさと伊賀市伊賀上野の社団法
人伊賀上野観光協会がカワサキのマシン「Ninja ZX-10R」で参戦するト
リックスターをスポンサードし、様々なコラボレーションを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”がついに今年ジョイントし、真夏の鈴鹿８耐を舞台に暴れまくる。

｢鈴鹿８耐×社団法人伊賀上野観光協会×
トリックスター｣のコラボレーションが決定！！
忍者姿の応援団が鈴鹿に見参！！

三重県観光連盟とツーリングGO! GO!
そして鈴鹿8耐がコラボ！！
0円マップ関西・四国 特別編『三重・鈴鹿8耐』
関西屈指のツーリングコース＝伊勢志摩を

有する三重県をツーリングGO! GO!が完全
ガイド。独自の情報に三重県観光連盟ならで
はの地元の生情報をプラスし、三重県に特化
したライダーマップ（別冊付録）が完成する。
この別冊付録は、道の駅（三重および近

隣）や高速道路のPA／SA（NEXCO中日本
エリア）でも無料配布される。

※配布期間：GW頃（部数に限りがございます）
※協力：国土交通省三重河川国道事務所 NEXCO中日本

■ツーリングGO！GO！ 別冊　0円マップ関西・四国
　（小冊子タイプの地図として別冊付録が付きます）
■全国書店・コンビニエンスストア（一部）にて販売中！
　発行： 株式会社 三栄書房

＜概要＞
●社団法人伊賀上野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上野ロゴマークが登場
●伊賀上野の忍者がトリックスターのグリッド上に登場予定
●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
●伊賀上野市民応援団結成!! バイクに乗った大勢の“忍者”が、トリックスターの応援
に駆けつける予定

※別冊付録（昨年イメージ）

MOTONAVIと鈴鹿8耐がコラボ！！
大人のモーターサイクルスタイル誌

「MOTONAVI」（ボイス・パブリケーション）と鈴
鹿8耐のコラボが今年も決定。イベントスペー
スでの協力をはじめ、トークショーの開催など8
耐に向け、誌面での情報提供やイベントレポー
トなどを合わせた展開を行う予定。

全国のバイカーズカフェが8耐をサポート!!
ネットワークがさらに拡大
昨年61店舗で展開したバイカーズカフェ・ネットワークが今年はさらに拡大。

それに加えて、各店舗でのチケット優待販売や訪れたバイカー達が楽しめる
企画を実施。8耐まで待ちきれない楽しい時間を、それぞれのカフェでお楽しみ
いただけます。

※サポート内容の詳細については、決定次第ご案内いたします。

2009年MOTONAVIコラボイベント
トークショー
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SPECIAL TOPICS.3

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?
市民で創りあ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』。
参加する市民・参加者一人ひとりが楽しめ、「“見たい・行きたい・参加し

たいモータースポーツ祭りだ! 555!”」をテーマに、もっともっとモータース
ポーツを体感して頂けるように、バイクパレードに+αの楽しいイベントも加え、
全国のみなさんにアピールします。パレードの認知度を上げ、市民の方々に
も理解して楽しんでいただけるような企画・運営を行い、鈴鹿商工会議所
青年部全員の力で盛り上げていきたいと思います。地元鈴鹿市民による安
全警備・運営から、バイクパレード市民枠による市民参加まで、地域に密着
したイベントを展開いたします。

■日時： 7月24日（土） 13:00～19:30（予定）
　※バイクパレードは18時30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西側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30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4月28日（水）～応募締切5月17日（月）
■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12回 バイクであいたいパレード2010参加者募集第12回 バイクであいたいパレード2010参加者募集第12回 バイクであいたいパレード2010参加者募集
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

“見たい・行きたい・参加したい モータースポーツ祭りだ! 555!”
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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
7/24（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!!

4月28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12回目を迎えます。
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、555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。

第12回第12回バイクであいたいパレード2010バイクであいたいパレード2010第12回バイクであいたいパレード2010

[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
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※イベント内容は変更される場合があります。
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SPECIAL TOPICS.4

※イベント内容は変更される場合があります。

鈴鹿8耐&LOVE BIKEメッセンジャー「左嵜啓史」が
9年目の“8耐”を熱く盛り上げる

9年目の旅のはじまり
2002年から始まった真夏の鈴鹿への旅は、今年でついに9年目に突入した。2009年は、
Hondaの「シルバーウィングGT400ABS」と共に、8耐への熱き想いを胸に全国を走り抜け、
1,300kmを走破。
1,300km（8耐での走行距離）という過酷な挑戦に立ち向かった彼は、9年目となる今年も全国
をバイクで駆け巡り、8耐への想いと強い覚悟を歌い伝えながら、今年も真夏の鈴鹿に向って
走り出す。

今年も様々な会場で左嵜は歌う！
2009年8耐表彰式後に、ポディウムに登場した左嵜は、降りしきる雨の中、自身の1stアルバム
「SAZAKI 1st」にも収録されている「8耐」を歌い上げ、会場に残ったファンの心に8耐への強
いメッセージを刻み付けた。
今年も会場の様々なステージで、自らが歩み続けた8年間の想いと、2011年には10回目を迎
える鈴鹿8耐への旅に向けた決意を込めて歌い続ける。

●左嵜啓史（サザキ ヒロシ）
滋賀県出身のシンガーソングライター。
鈴鹿8耐をこよなく愛し、今年で9年目の登場となる。
昨年念願のメジャーデビューを果たし、自身の節目と
している10年目に向け、全国での8耐PR活動を続
ける左嵜啓史が、今年も8耐でその歌声を披露する。
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SPECIAL TOPICS.5

７月24日（土）19：15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”  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐前夜祭”

往年のライダーも登場して盛り上げる ナイトピットウォーク

※イベント内容は変更される場合があります。SKE48

名古屋拠点のアイドルグループ「SKE48」が、コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8耐前夜祭でライブパフォーマンスをすること
が決定!
今年3月、彼女達にとって初体験となったモータースポーツ観戦ではその迫力と魅力に感動!!  その国内最大のバイク

レースである鈴鹿8耐で精一杯の応援をこめて、ライブを行ってくれることになった。SKE48がライダーやファンを精一杯
応援してくれる感動のパフォーマンスをお楽しみに。8耐前夜祭への出演は、SKE48でも「TeamS」のメンバーを中心に、
16名ユニットを予定。また、8耐決勝日ではイベントステージへの出演が予定されている。

2007年、「地元の会いにいけるアイドル」として名古屋栄に誕生したSKE48だが、人気は急上
昇。現在、東京公演もこなすなど活動の場を広げている。
SKE48は、全国からのたくさんの応募者の中から選ばれたメンバーでもあり、過酷なレッスンを積み
重ねて毎公演で進化しているまさに成長過程のアイドル。そんな彼女たちが今シーズン、鈴鹿サー
キットモータースポーツ応援団に就任した。
SKE48は地元の鈴鹿サーキットで繰り広げられるレースがまさに真剣勝負でありレーサーもマシン
も日々進化する姿に自らを重ねて、全く新しいフィールドで自分たちの経験を積むと共に、レーサー
やファンの応援をすることでレースのすばらしさを広く知ってもらい、新たなモータースポーツファンを
呼びたいと応援団に就任した。
なお、SKE48のファンには小さなお子様もいることから、鈴鹿サーキットの自らのりものを運転して
レース体験や教習所をモチーフにした安全運転を自然に感じて遊びながら学べる、本物体験が出
来るモートピア「プッチタウン」を訪れて、真剣に運転するキッズたちの憧れのお姉さんとなって、子ど
もたちとモータースポーツの架け橋にもなることを目指している。

◎SKE48とは・・・・

鈴鹿サーキットモータースポーツ応援団SKE48が前夜祭でパフォーマンス炸裂!

翌日の決勝に向け、本番さながらのタイヤ交換、給油リハーサルな
ど最後の調整作業を間近で見れることがナイトピットウォークの大き
な楽しみ。特に今年は新しいピットで行なわれる最初の8耐ということ
もあり、入念なチェックが行なわれることだろう。
また、各チームがサプライズで行うパフォーマンスにも注目だ。チー

ム、ライダー、ファン全ての人にとって、生まれ変わった鈴鹿サーキット
が新しいドラマを生み出す・・・・そんな予感が コカ・コーラ ゼロ”鈴
鹿8耐前夜祭をこれまで以上に盛り上げる。

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。今年は昨年を上回る500台以
上のバイクがパレードに参加し、新しくなった鈴鹿サーキットのグラン
ドスタンド、ピットビルの間を駆け抜ける。

そして、前夜祭といえばライブ！！ 大きく生まれ変わったグランドスタ
ンドは、さながらスタジアムでのコンサートを彷彿させる迫力。これまで
にない盛り上がりは必至。また、各チームのライダーもステージに登場
しファンにメッセージを送ります。この他にも、鈴鹿8耐&LOVE BIKE
メッセンジャー「左嵜啓史」さんのライブや多彩なゲストによるトーク
ショーをはじめ、人気の「ナイトピットウォーク」を今年も開催。

”

”

”
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SPECIAL TOPICS.6

7月24日（土）、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。
市内の総合スーパーマーケット、平田町周辺の飲食店やナイトスポットを巡回。

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）

鈴鹿ウエルカムプログラム

レースファン市内無料巡回バスの運行
鈴鹿商工会議所主管の鈴鹿での滞在が

もっと楽しくなりま
す!

”

■実施予定概要：7月24日（土） 19:00～24:00（予定）　※バス2台による巡回
■ご利用：8耐チケット又は8耐パスをお持ちの方（運賃無料）
　※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。

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12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
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HOT NEWS.1

もっと 8tai！ キャンペーン
2009年から始まった「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始まりました。
今年はさらに「もっと8tai! もっとBike!」をキーワードに内容を変更して充実、8taiに触れる場所、そしてバイク、レースに触れる
場所を拡大して、さまざまなお客様にお届けします。

8tai! ヤング割 ０円！ キャンペーン
「18歳～22歳（※）」先着2,000名様限定観戦料金無料

事前お申込みの「18歳～22歳（※）」の先着2,000名様を「入場＋V1特設エリア」に無料でご招待！

事前にお申込みいただいた18歳～22歳の先着2,000名様を「入場＋V1特設エリア」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。

ファミリー層 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2,000
名様を、「入場＋V1特設エリア」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2010年7月25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。

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

6,500円

無料

6,500円（V1相当）

観戦券料金
（4日間有効） V1特設エリア

無料

お申し込み…鈴鹿サーキットホームページにて
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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（大人またはペア）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、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。

ファミリーだけの特典

●日時／7月24日（土）・25日（日）　12：00～17：00（予定）
　　　　毎時00分・30分　合計10回/日（予定）
●受付／当日受付（GPスクエア内イベント受付ブース）各回先着20名様
●対象／高校生以下のお子様を含むファミリー
●所要時間／約30分

お子様と一緒に来場されたファミリーの嬉しい特典が「ミニパ
ドックツアー」。普段は、入ることのできないパドックエリアやピット
ビルなどを約30分かけて見学します。サーキットの裏側“パドッ
ク”では、レースがより身近に感じられるはず！

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

●ミニパドックツアー参加無料！
●お子様はピットウォーク無料！
●ゆうえんちモートピアパスポートが割引に！

5名様まで無料

800円 600円1,600円5,500円
※ペア10,000円

5,500円
※ペア10,000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。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。

8耐キッズオアシスミニパドックツアー！

●日時／7月24日（土）・25日（日）
●対象／中学生以下のお子様
●受付／当日受付（予定）

コチラレーシングによるファミリーでご参加いただけるイベント
や、8耐にちなんだ環境学習イベントなど、体験型イベントが盛
りだくさん！！

8耐は、夏休みの宿題を応
援します。

ママ サポートセンター（託児所） 親子バイクコースパレード
お子様と一緒に、それぞれが運転するバイクで、決勝前の

コースをパレード。大観衆の中、この夏最高の思い出を！！
せっかく8耐を訪れたなら、ゴールまで楽しみたい！そんなご家

族のために、お子様をお預かりする託児所を完備しました。また、
お子様が仮眠できるスペー
スもご用意しています。

2010 プッチ耐久 ～みんなで協力！ もっと８tai！～
8耐開催期間限定のプッチ耐久を今年も開催。ファミリー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します。

●日時／7月24日（土）・25日（日）
●場所／STEC
　　　　（交通教育センター）
●受付／事前予約
※詳しくは8tai.comで！！

●日時／7月23日（金）・24日（土）・25日（日）
●場所／モトフィールド内 ツーリングバイクコース
●受付／開園時間～（定員になり次第受付終了）
●料金／1チーム2名 1,000円（参加記念ライセンス発行料含む）
※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所持者

●日時／7月25日（日） 9:30～（予定）
●会場／レーシングコース
　　　　メインストレート
●参加資格／Hondaの「親子で
バイクを楽しむ会」参加経験者
※詳しくは8tai.comで！！
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※イベント内容は変更される場合があります。

女性のための8耐プログラムを今年も実施！！
アウトドアなレジャーと言えるレース観戦。屋外でもキレイでいたい、そんな女性の声にお応えしたいという想いから、昨年からスタートした女性の
観戦環境向上企画。今年はもっと女性に優しく、もっと楽しくをキーワードに観戦環境のさらなる充実を行います。 また、レース観戦の楽しみ方を
提案するイベントも女性目線でさらに充実。8時間のレースを思いっきり楽しんでください。

ビューティールーム
昨年よりスタートした女性の観戦環境改善への取り組み。今年もさらに磨きをかけます。空
調の効いた中、お化粧直しがゆったりできるスペースをご用意し、さらにはお買い求めいた
だいたウェア類にも着替えができるようフィッティングルームを追加しました。 

●日時：7月24日（土）、25日（日）
●場所：2輪駐車場、GPスクエア
●使用料：無料

メッセージをビジョンで届けて
8耐ならではの感動のフィナーレ。その余韻が残る決勝終了後、グランドスタンド前の大型
ビジョンを通して大切な気持ちを伝えませんか。8耐への熱い思い、大切な人への気持ちな
ど大歓迎。参加は抽選とし、事前に携帯メールからの応募を受け付けます。放映するメッ
セージは選考させていただきます。

●日時：7月25日（日） 決勝終了後
●応募：当日応募用携帯アドレスを告知いたします

ウォーキングメモリー&フォトメモリー
よりアクティブに! 8時間をフルに楽しみたい方へのイベントをご用意いたしました。 レーシ
ングコースの周りには皆さんのまだ行ったことのないエリアがありませんか?
8耐の舞台となる全長5,821mのレーシングコースには見たことのない景色やベストショット
ポイントとの出会いがあるかもしれません。ダイエットにも繋がる“お得”な観戦イベントです。

●日時：7月25日（日） 受付9:00～（予定）
※詳細は後日8tai.comにて発表いたします。

～女性、カップルへのイベントもさらに充実～～女性、カップルへのイベントもさらに充実～～女性、カップルへのイベントもさらに充実～
!


