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バイク好きはみんな集まれ！
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はじめに

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、2013 FIM世界選手権シリーズ第2戦「 コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース」
を開催させていただきます。

鈴鹿8耐は1978年に第1回大会が開催され、今年で36回を数えます。

長い歴史の中、その時代ごとに数々の名勝負で、多くのファンを魅了し続けて参りました。
なかでも80年代は、社会現象とも言えるバイクブームを背景に、海外からトップライダーが集い、その戦いとともに、スタンドを埋
め尽くす熱狂的なファンの声援によって、鈴鹿8耐の名前が、広く世に知られることとなった時代でした。

今年はその熱き80年代にスポットを当て、縁ある選手によるイベントや、時代を彩った様々なマシンを展示するなど、当時の興
奮を再現するイベントを数多く実施いたします。

現代の鈴鹿8耐は、ライダーのライディング技術、マシン性能、チーム戦略などにおいて、当時と比べ物にならないほどの進化を
遂げております。戦力はハイレベルで拮抗し、8時間という長丁場でありながら、僅かなミスも許されない厳しい戦いが繰り広げ
られております。
今年も、真夏の8時間という過酷な状況の中、ライダー、チームが勝利に向かい、自らの限界に挑む姿で、新たな感動とドラマを
鈴鹿8耐の歴史に刻んでくれることでしょう。

今年ご来場いただくファンの皆様には、あの80年代の興奮と、限界に挑む現代のハイレベルな戦いで、鈴鹿8耐の魅力を存分
にお楽しみいただけることと存じます。

私共は、今年も “もっと8tai! もっとBike!”をテーマに、往年のファンの皆様、さらに次世代とも言える新しいファンの皆様に、バ
イクの魅力に触れていただけるよう、鈴鹿サーキット全体を「日本最大級のバイクの祭典」として演出いたします。

今年の「 コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース」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各位の皆様、そして1984年以来の長きにわた
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。

株式会社モビリティランド 取締役社長

曽田 浩

”

”

“もっと8tai! もっとBike!”
～「日本最大級のバイクの祭典」鈴鹿8耐～
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  コカ・コーラ ゼロ”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 25日（木） 特別スポーツ走行
  26日（金） 公式予選
  27日（土） 鈴鹿4時間耐久ロードレース　決勝
   8:30スタート／12:30ゴール

●鈴鹿4時間耐久ロードレース　スケジュール

 7月 25日（木） 特別スポーツ走行
  26日（金） 公式練習／公式予選
  27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 ゼロ”鈴鹿8耐前夜祭
  28日（日） コカ・コーラ ゼロ”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

”
”

2013 FIM世界耐久選手権シリーズ第2戦
  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第36回大会
2013 FIM Endurance World Championship Series Round 2
The 36th   Coca-Cola Zero” Suzuka 8hours Endurance Road Race

2013 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦
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  鈴鹿サーキット

文部科学省、 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 ゼロ

地上波 ： 中部日本放送（CBC）
衛星放送 ： BS12 TwellV（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）

2013年 7月25日（木）～7月28日（日）

”
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2012鈴鹿8耐レビュー

F.C.C. TSR Honda（秋吉耕佑／2012） 2連覇を飾ったF.C.C. TSR Honda（中央） TOHO Racing with MORIWAKIのピットワーク（2012）

プレイバック2012年の第35回大会
記念すべき第35回大会を制したのは、ジョナサン・レイ、秋吉耕

佑、岡田忠之のF.C.C. TSR Hondaで、2011年大会に続いて連覇
を達成した。このF.C.C. TSRは、2006年にも優勝しており、通算3
勝目となったが、ライダー秋吉にとっては、誰よりも感慨深い勝利と
なった。なぜなら、全日本ロードレース選手権シリーズ開幕直前のテス
トで大腿を負傷し、長期欠場。この8耐が復帰レースとなり、そこで勝
利を収めることができたからだ。
また、山口辰也、高橋裕紀、手島雄介のTOHO Racing with 

MORIWAKIが、プライベーターながら2位の表彰台を獲得。さらに3位

には、世界耐久選手権にフル参戦するYAMAHA FRANCE 
GMT94 MICHELIN YAMALUBEが入ったことでも大きな注目を集
めることになった。
一方、ポールポジションから10番グリッドまでを決めるトップ10トライ

アルでは、MONSTER Energy YAMAHA -YARTの中須賀克行が
好走を見せて、Yamahaにとっては2000年の芳賀紀行以来のポー
ルポジションを獲得。また、宇川徹の持つ最多優勝回数『5』を狙って
MuSASHiRT HARC-PRO.から出場した清成龍一（現在4勝）だっ
たが、転倒で記録達成できず、今大会が雪辱戦となる。

2012年鈴鹿8耐スタート

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース”
1978年に第1回大会が開催され、今年で第36回大会を迎える コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース（以下、8耐）。 そして

今年は、2013 FIM世界耐久選手権シリーズの第2戦としての開催となる。
1台のマシンを、2名または3名のライダーで乗り継ぎ、8時間という限られた時間内で、どれだけ長い距離を走れたかを競うのが、こ

の8耐だ。午前11時30分にスタートが切られ、午後7時30分にチェッカーが振り下ろされる。真夏の太陽が照りつける昼、気温や路面
温度が低下し始める夕暮れ、そしてヘッドライトの光を頼りにする夜間と、さまざまなシチュエーションに、ライダーやチームは対応し
なければならない。さらに、国内外のトップライダーが集うことから、優勝するためには、通常の耐久レースで用いられるペースでは
なく、スプリントレースなみの速さと安定性が求められる。これが、8耐が“スプリント耐久”と呼ばれる由縁でもあるのだ。

”
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2013鈴鹿8耐プレビュー.1

2010年鈴鹿8耐～HARC-PRO.が優勝を遂げた

秋吉耕佑 清成龍一

中須賀克行 津田拓也

今年の8耐に、早々にライダーリストを公表したのがHondaだ。2月
8日付けのモータースポーツ活動概要で、MotoGPクラスの青山博
一、スーパーバイク世界選手権のジョナサン・レイ、イギリススーパー
バイクの清成龍一、全日本ロードレースの秋吉耕佑、高橋巧、アジア
ロードレース選手権のアズラン・シャー・カマルザマンなど、国内外で
活躍するライダーの起用を計画しているとのことで、ライダーの組み合
わせが注目されるところだ。

対するYamahaは、チームとライダーを2月12日付けYamahaの
ホームページ上で発表。チームはMONSTER Energy YAMAHA 
-YART、ライダーは中須賀克行、ブロック・パークス、ジョシュ・ウォー
ターズの名前が明記されている。パークス、ウォーターズともに鈴鹿
サーキットを走ったこのあるライダーで、ここに中須賀が加わるとれば、
間違いなく優勝候補の筆頭となる。
さらに今年は、名門ヨシムラスズキが全日本ロードレースに完全復

活して話題を集めているが、津田拓也を中心にライダー構成がなされ
ることは確実。全日本を戦いながら8耐用マシンを完成させていくとな
れば、例年以上に強いヨシムラスズキが見られることは必至だ。

2009年、3度目の優勝を果たしたヨシムラ

早くも出始めたライダーリスト、どうなる第36回大会

ヨシムラスズキレーシングチーム／加藤陽平監督（談）

『開幕戦ツインリンクもてぎで津田選手は、初めてのウエットレースのスタートで出
遅れてしまいましたが、その後にどんどんタイムを上げられたのは収穫でした。鈴鹿
サーキットは、テストもしているし、鈴鹿2&4レースで結果を残して、来る鈴鹿8耐に
備えたいですね。津田は、ドライでは速いし、ウエットでも勝負ができるので、おもし
ろいライダーだと思います。乗るたびに速くなっているので、チームとしても鈴鹿8
耐が楽しみです。ご声援、よろしくお願いします』

MuSASHiRT HARC-PRO.／本田重樹監督（談）

『我々が鈴鹿8耐で優勝したのは2010年のことで、あれからもう2年が過ぎてしまい
ました。鈴鹿8耐での表彰台の中央というのは、何物にも代え難い感動があって、
その感動を忘れないうちに、もう一度、あの場所に戻りたいですね。とにかく今年
も、勝ちにこだわり、そしてファンのみなさんに感動してもらえるような、そんな
MuSASHiRT HARC-PRO.らしい戦いをしますので、応援、よろしくお願いします』

高橋巧 青山博一
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2013鈴鹿8耐プレビュー.2

メーカーの社内チームも
プライドを賭けた戦いに!!
これまで、Hondaの社内チームとして、Hondaブルーヘルメット

MSCを中心に、Honda鈴鹿、Honda向陽会、Honda狭山、Honda
浜松、Honda緑陽会熊本、Honda EGなどが参戦。対するYamaha
の社内チームでは磐田レーシングファミリー、Kawasakiの社内チーム
ではTeam38が参戦活動をしているが、今年、Suzukiの社内チーム
である名門、浜松チームタイタンが8耐に復活する。クラブ創立40周
年を迎える浜松チームタイタンは、現在も鈴鹿サンデーロードレースな
どで活動しており、今回の8耐参戦は手探り状態ではあるものの、メー
カー系チームの熾烈なトップ争いの一方で、社内チームの争いも激し
さを増してきそうな気配だ。

今年も鈴鹿8耐に降臨!!
エヴァRT初号機 シナジーフォースTRICK STAR
鶴田竜二率いるTRICK STARとエヴァンゲリオンがコラボレート

するエヴァRT初号機 シナジーフォースTRICK STARが、今年も
鈴鹿8耐に参戦する。
同チームは、2009年の鈴鹿8耐で2位の表彰台に立った経験を

持つKawasaki系トッププライベーターチームで、今年のライダーの布
陣は、出口修、芹沢太麻樹、井筒仁康で昨年と同様。その2012年
は、3位争いをしながら、チェッカーまであと少しというところでマシントラ
ブルが発生して涙をのんだ。その当時に鶴田監督は、「素晴らしい
チームワークだった。できることならば来年も同じ体制で戦いたい」と
語っており、それが実現した形で、まさに雪辱戦となる。

ガチンコから、ばくおん! 浜口へ
テレビ番組ガチンコでロードレースライセンスを取得し、鈴鹿8耐参

戦を果たした浜口喜博。その後もレース活動を続け、昨年の鈴鹿8耐
では、世界で初めてKTMを耐久レースで走らせた。今年は、昨年と同
様にKTM RC8 Rを、純正パーツ“KTM POWER PARTS”を中心
に、レーシングモディファイを施したマシンとなる。さらに、月刊ヤングチャ
ンピオン烈（秋田書店）に連載中の女子高生のバイク部ストーリーの
『ばくおん!』（おりもとみまな著）と、KTMジャパン、そしてHAMAGU-
CHI RACINGがコラボレートして、KTM HAMAGUCHI BAKUON 
Racingを結成して挑むことになった。

KTM HAMAGUCHI BAKUON Racingのマシン

メーカー社内チーム、コミックとのコラボチームなど多彩

KTM HAMAGUCHI BAKUON Racing／浜口喜博（談）

『昨年に続いて、今年もKTMジャパン、そして新たに『ばくおん!』とコラボレートし
て、僕自身にとって13年連続となる鈴鹿8耐に挑戦します。他業種メディアと一緒
にレースを戦えることは、本当にうれしいですし、こうした輪をもっともっと広げてい
きたいと思っています。現在、フランスにも拠点があるので、KTMで世界耐久選手
権にフル出場というのが夢ですね。応援、よろしくお願いします』

ⓒおりもとみまな（ヤングチャンピオン烈）2012

　

エヴァRT初号機 シナジーフォースTRICK STAR
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2013スペシャル 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!!

昨年も大好評のコカ・コーラ製品の決勝8時間飲み放題を今年も実施。
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 ゼロを飲みながら味わおう！

7月28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。

※写真は昨年の様子です。

コカ・コーラ製品 飲み放題について

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐オリジナルデザイン自販機

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7年
目となる今年の鈴鹿8耐では、Honda CBR1000RRをプロモーションバ
イクとし、サーキットはもちろん、昨年に引き続きあらゆる場面で登場。
 コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐をPRしていきます。

コカ・コーラ ゼロ”イベントブースが大胆に進化！！
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 ゼロ”イベント
ブース。今年もイベントブースは、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一体となって登場。
ステージでは、ゲストトークショーや コカ・コーラ ゼロ”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、GPスクエアの一大拠点となります。

2008年に初登場した、コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐オリジナルデザインの飲料自動販売機が
新たなデザインで登場！！　今年は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」を設置いたします。
この自動販売機を見かけたらコカ・コーラ ゼロを飲みながら鈴鹿8耐に想いを馳せよう！！

”

”

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐オリジナルデザインの飲料自動販売機が登場”

”

”

”

”

Honda CBR1000RRが、コカ・コーラ ゼロ”カラーとなって登場!!”
”

”
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2012  Campaign NEWS.1

もっと 8tai！ キャンペーンもっと 8tai！ キャンペーン

2013キャンペーンニュース .1

「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。
今年はコカ・コーラ ゼロの新キャンペーンテーマにあわせ、「ヤング割 0円!キャンペーン」の人数制限を撤廃（=zero Limit）。

より多くの若者層のお客様に8耐の魅力を体感いただきます。

「18歳～22歳（※）」 観戦料金 無料

事前お申込みの「18歳～22歳（※）」の全員を「入場＋V1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（※）の全員を「入場＋V1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（※）の全員を、「入場＋V1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2013年7月28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。

◆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！
"zero Limit" キャンペーン

特別観戦料金

5,500円

無料

5,000円

前売観戦券料金
（4日間有効） V1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

受付中！！
4月13日（土

）～

8tai! ヤング割 ０円！ キャンペーン
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2013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（大人またはグループチケット）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、V1・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。

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

●お子様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

800円 600円1,600円5,500円

5,500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。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。

V2席に子ども価格を設定!!
屋根付スタンドでラクラク観戦!
鈴鹿サーキットのピットビルを真正面に望むV2席。レースのス
タートとフィニッシュはもちろん、ピットイン・ピットアウトするライ
ダーやピット作業が目の前で見られる、屋根付きの指定席です。
このV2席に子ども価格を設定しました。
V2席が3つのエリアに分かれて選べるようになりました。1コー
ナー側からV2-1・2・3となり、お好きなエリアを購入時に選ん
で観戦できます。

＜料金＞
大人／2,500円
　（定価：5,000円）

子ども／1,900円
　（定価：3,800円）

幼児／1,200円
　（定価：2,500円）

＜V2子ども席＞
前売り2,000円
　（当日2,500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。
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2013イベント TOPICS . 1

※イベント内容は変更される場合があります。

'80年代マシン展示
～激闘の8耐とバイクブームの熱気～

①マシン展示：
8耐マシンをはじめとした80年代を代表するレーサーと市販車を展示

②トークショー&エンジン始動:
展示マシンにゆかりのあるライダーや開発者にジャーナリストを交え、多彩な角度から当時のレースシーンをアツく伝
えます。また、レーサーマシンはエンジンの始動デモも実施します。

●開催日:7月25日（木）～28日（日）
●開催場所:GPスクエア

2012年特別展示「情熱の8耐～語り継ぎたいこと」の様子

今年36回目を迎える伝統の「鈴鹿8耐」。その歴史の中でも特に盛り上がりを見せていたのは国内がバイクブームに
盛り上がっていた1980年代。8耐も毎年のように激戦が繰り広げられ、ドラマが生み出されました。その80年代はレー
サー・市販車を問わず、国内各メーカーが威信をかけた競争を繰り広げていました。
8耐マシンはもちろん、世界GPなどのカテゴリーで活躍した80年代のレーサーと、当時を代表する市販車を一堂に
展示。ライダーや開発者、ジャーナリストによるトークショーを交え、80年代バイクブームの熱気をアツく伝えます。



2013 FIM Endurance World Championship Series
The 36th   Coca-Cola Zero  Suzuka 8hours Endurance Road Race

- 10 -

2013イベント TOPICS . 2

一般のオーナー様から80年代のバイクを募集します。定番モデルから希少バイクまで、80年代の全
てのモデルが対象です。永く乗り続けてきた自慢の愛車をご披露ください。
募集台数は決定次第ご案内いたします。

タイムトリップパーキング
　　　　　～80年代バイク大集合～

MOTOMAXで最も人気が高いのがバイクの体験イベント。昨年大好評だった試乗会をはじめ、ファミリーで
楽しめるポケバイ体験教室を開催。より多くの方に“もっとバイク”を感じていただきます。“もっと8tai! もっ
とBike!”をテーマに、バイク体験イベントを拡大！！ 「見て」「参加して」MOTOMAXをお楽しみください。

※イベント内容は変更される場合があります。

※写真はイメージです。

STEC（交通教育センター）会場で開催！！
■開催日 ： 7月27日（土）・28日（日）

参加して
楽しむ

あなたは何秒? ●協力：オートバイ

80年代バイクブーム。その当時熱くなったバイク
達と再会できます。今でも色あせないバイクに跨
がれば、あの頃にタイムスリップできるかも!?

80’s & 90’s
タイムマシン試乗会

あの態勢からあんなこと！？ あり得ない！！
トップライダーが見せる驚きのトライアルテク
ニックを披露します。

トライアル
デモンストレーション

参加型イベントの好評企画「スト・ぱっ！！」を今
年も開催。多くの方が気軽に挑戦できるよう完
全当日エントリー制を予定しています。

スト・ぱっ！！

最新のネイキッドやスーパースポーツなど、様々
なジャンルの国内外ニューモデルを集めた試乗
会を開催します。驚きの最新バイクから気になる
ニューモデルまで、一気にチェックしてください。

国内外ニューモデル試乗会

親子で参加するポケバイ体験教室。未経験の
お子様でも参加できます。

ポケバイ体験教室

今年のカスタムビレッジはあなたのバイクを「カ
スタム」!   8耐期間中にお客様のバイクをカス
タムします。7月27日（土）・28日（日）にご自身
のバイクをお預けいただける方を募集します。
※事前のお申し込みが必要となり、応募者数多数の場合
は抽選となります。

また、賞品総額100万円の大抽選会を開催。
カスタムビレッジでのお買い物で、バイクパーツ
やグッズなど賞品総額100万円が当たる抽選
会に参加可能です。

今年はマシンをカスタム！
カスタム・ビレッジ
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2013イベント TOPICS . 3

７月27日（土）19：00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

現役ライダーのトークショーを開催！！

”

「バイクであいたいパレード」2012年のオープニングの模様 前夜祭イメージ

※イベント内容は変更される場合があります。

ナイトピットウォークは今年も開催。本番さながらのタイヤ交換・給油
リハーサルなど、翌日の決勝に向けた最後の調整作業を間近で見る
ことができる。他にも、例年各チームが繰り出すオリジナリティあふれる
パフォーマンスも見逃せない。今年はどんなパフォーマンスが飛び出
すのか?!
チーム・ライダー、そしてファンが一体となる前夜祭は昨年に引き続

き花火の打ち上げも予定しており、今年も盛り上がること間違いなし!!

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550台のバイクがパレード
に参加、鈴鹿サーキット国際レーシングコースを駆け抜ける。
そして、今年はトークショーに注目だ。スペシャルなレジェンドライ

ダーがゲスト出演するほか、8耐に参戦する現役ライダーも参加予定。
翌日の決勝にかける想いや戦略をアツく語っていただく予定だ。

”

前夜祭イメージ 前夜祭イメージ

前夜祭イメージ
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2013イベント TOPICS . 4

※イベント内容は変更される場合があります。

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』。
過去14回の歴史・伝統を引き継ぎながら、バイクパレードに更なる地域の

魅力をPRする為、今年は「ここから始まる鈴鹿の新しい風」をテーマに地元
地域と共にモータースポーツの街 鈴鹿を盛上げ、また近隣の街とのネット
ワークを活かしながら鈴鹿に訪れるモータースポーツファンと共に新たなる地
域文化の発展を柱として、イベントを企画しています。
鈴鹿商工会議所青年部全員の力と地域の力を結集しモータースポーツと

地域経済の発展を全国に発信していきます。

■日時： 7月27日（土） 13:00～19:30（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ホームページからご応募下さい。

　★応募開始 5月7日（火） ～ 応募締切 5月21日（火）
■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15回 バイクであいたいパレード2013参加者募集第15回 バイクであいたいパレード2013参加者募集
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
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プログラム
7/27（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7日（火）
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15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550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
[Tel] 059-382-3222(代)

担当：川口・高橋

鈴鹿ハンター

弁天山公園

インフォメーション
ブース

パレード
集合場所

パレード進路

一般受付 本部

 鈴鹿サーキット

至 R-1

至 R-23至 R-1

近鉄
平田町駅

ろうきん

中央道路

平安閣

昭和シェル
GS

コ
イ
ン

ラ
ン
ド
リ
ー

岡
本
総
本
店

出会いふれあい
ONステージ

前夜祭
会場

N

ローソン

セイムス

サンクス

ファミリーマート

セブンイレブン

※イベント内容は変更される場合があります。

2013イベント TOPICS . 4

第15回 バイクであいたいパレード2013第15回 バイクであいたいパレード2013
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2013イベント TOPICS . 5

今年の8耐は、ファミリーの方にも楽しんでいただけるよう、ゆうえんちモートピアも8耐一色になります。8耐を一人で見に来ていたお父さんも、この機会に
是非ご家族一緒に8耐観戦にご来場ください。

①ゆうえんちで遊んで「8耐スペシャルカード」を
　ゲットして、8耐を見に行こう!
ゆうえんちモートピア内のバイク機種「ツーリングバイク」「キッズバイク」「ピンキーバイク」の内、どれかをご
利用いただくと8耐カードがもらえます。これを「ライセンスセンター」「メンキョセンター」に持っていくと写真
入り「8耐スペシャルカード」が作成できます。
★8耐カード配布期間 : 4月13日（土）～7月28日（日）

　「写真入り8耐スペシャルカード」の特典
　●特典① 7月28日（日）の鈴鹿サーキットの入園が無料
　●特典② 7月28日（日）「鈴鹿8耐」の決勝レースを17:00～観戦できる
　●特典③ 7月28日（日）のモートピアとプールがお得に楽しめる「サマーパスポート」が通常価格の半額

※スペシャルカード特典の対象は、小学生までのお子様と、その同伴者となります（大人の方だけでのスペシャルカード特典は受けられません）。
※いずれの特典も本人を含め5名様まで有効です。
※観戦はV1席（グランドスタンド下段）からとなります。
※感動のゴールと花火を体感できます（19:30チェッカー）。
※11:30のレーススタートから観戦希望の方は別途観戦券が必要になります（大人の方のみ）。
※プールとゆうえんちパスポートがセットになった「サマーパスポート」が通常価格の半額で購入できます。
　「サマーパスポート」大人2,500円（通常5,000円）小学生1,900円（通常3,800円）幼児1,200円（通常2,500円）

②「ツーリングバイク」でレースに参加しよう!
　2013プッチ耐久～みんなで協力!もっと8tai!～
8耐開催期間中限定の「プッチ耐久」を今年も開催! 親子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いたします。

　●開催期間／7月26日（金）～7月28日（日）
　●場所／モトフィールド内 ツーリングバイクコース
　●時間／（各日）14:00～フリークラス、14:30～フリークラス、15:00～親子クラス
　●料金／1組2,000円
　●賞典／1位～3位に記念トロフィー／参加者全員に「記念ライセンス」 
　●参加特典／激感観戦ツアーへご招待

※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が必要になります。

ゆうえんちモートピアも8耐一色！ スペシャルカードで観戦無料*！！
★モートピアで8耐！！★モートピアで8耐！！

※写真はイメージです。また、イベント内容は変更される場合があります。

*7月28日（日）17時以降

8耐スペシャルカード（顔写真入り）
※デザインは変更する場合がございます。

③プールで涼みながらレース情報をキャッチ「プールDE8耐」
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1,000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。

　●開催期間／7月25日（木）～7月28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1,000円でプール入場可能
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●伊賀上野観光協会と甲賀市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甲賀ロゴマークが登場 
●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 

●伊賀甲賀応援団結成!! （予定） 

概
要

エヴァRT初号機 シナジーフォースTRICK STAR

2013地域コラボレーション.1
今年も8耐は、ご当地コラボが熱い!
地域が元気、チームが元気、8耐も元気!!

今年の鈴鹿8耐でも、伊賀流忍者のふるさと三重県伊賀上野の一般社団
法人伊賀上野観光協会、甲賀流忍者のふるさと滋賀県甲賀市の甲賀市観光
協会が応援に参戦!!
「忍者に国境はない」を合言葉に、伊賀甲賀オール忍者で、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 な々コラボーショ
ンを今年も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”が今年も更にパワーアップし、真夏の鈴鹿8耐を舞台に暴れまくる。

今年も伊賀×甲賀の忍者が応援参戦!!
｢伊賀上野観光協会×甲賀市観光協会×トリックスター×鈴鹿8耐 ｣1

※イベント内容は変更される場合があります。

バイクのふるさと浜松市が3連覇を強力サポート!!
｢出世の街 浜松×TSR×鈴鹿8耐 ｣2

●浜松市がTSRの鈴鹿8耐3連覇を応援
●TSRのマシン・ピットパネルに浜松ステッカーが登場 
●浜松市マスコットキャラクター・“はままつ福市長”「出世大名家
康くん」が登場！！ 

●8耐期間中GPスクエアで「出世の街 浜松」のPRブースを出展。

概
要

2012年鈴鹿8耐～F.C.C. TSR Honda

2013年、3連覇を狙うF.C.C. TSR Hondaを浜松市が強力にバックアップ！！
かつて徳川家康公が居城とし、その後も多くの城主が徳川幕府の重役に出

世したことから、出世城と呼ばれている浜松城。また、Honda、スズキ、ヤマハと
いう世界のバイクメーカー発祥の街である「バイクのふるさと浜松」。TSRがメイ
ン・スポンサーの地元である浜松とコラボレーションして、「出世の街」「バイクの
ふるさと」をアピールする。
浜松とのコラボで見事鈴鹿8耐3連覇を達成し、文字通り「出世」を実現でき

るのか、注目しよう！
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2013地域コラボレーション.2

※イベント内容は変更される場合があります。

●豊橋市がハルク・プロを応援。
●ハルク・プロのマシンに「ええじゃないか豊橋」ロゴマークと「ト
ヨッキー」が登場
●8耐期間中GPスクエアで「ええじゃないか豊橋」の観光PRブー
スを出展。
●豊橋応援団結成!!（予定）

概
要

2012年鈴鹿8耐～MuSASHi RT HARC-PRO

ハルク・プロの豊橋市表敬訪問の様子 （2013年3月1日）

今年の鈴鹿8耐では、昨年に引き続き、ハルク・プロと豊橋市のご当地コ
ラボ応援参戦が決定!
「ええじゃないか豊橋」をシティプロモーションの合言葉に掲げる愛知県豊
橋市が、昨年のリベンジに燃えるハルク・プロを今年も応援します。ハルク・プ
ロのメイン・スポンサーの地元である豊橋市とのジョイントにより、鈴鹿8耐で
ええじゃないか旋風を再び巻き起こします。
8耐当日には、豊橋市の観光PRブースも開設し、来場した皆さんが「豊

橋ってええじゃないか!!」と思えるような熱い情報も発信していき、豊橋のマス
コットキャラクターでもあるトヨッキーも応援にかけつけます。
真夏の鈴鹿に響け「ええじゃないか豊橋」! 目指せ「ええじゃないか優勝」!!

ハルク・プロに心強い味方。「ええじゃないか豊橋」が今年も応援参戦決定!!
｢豊橋市×ハルク・プロ×鈴鹿8耐｣3
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2013グルメ TOPICS

8耐参戦「ライダーコラボメニュー」が今年もGPスクエアグランドスタンド各店及びフードコート各店に登場！ 毎年大好評をいただき、今大会で3回目を迎え
ました。昨年は全9名ライダーによる全15メニューを限定販売！今年はどんなメニューが飛び出すか乞うご期待！

①グルメコーン
（秋吉耕佑選手とのコラボメニュー）

2013年バージョンで今年も8耐を盛り上げる!
★8耐限定! ライダーコラボ特別メニュー★8耐限定! ライダーコラボ特別メニュー

③伊賀牛チーズバーガー太麻樹スペシャル
（芹沢太麻樹選手とのコラボメニュー）

②ユッキー8耐マン
（加賀山就臣選手とのコラボメニュー）

④牛玉やん冷やしうどん
（玉田誠選手とのコラボメニュー）

⑤焼肉DOG出口スペシャルセット
（出口修選手とのコラボメニュー）

※イベント内容は変更される場合があります。

※写真・メニューはすべて2012年のメニューになります。

コレだ！！
昨年の

人気メニューは

コレだ！！
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2013メディア コラボレーション
TV Program

地上波～中部日本放送（CBC）で「鈴鹿8耐」番組を放送！！

●タイトル ： 未定
●放送局 ： 中部日本放送（CBC）　※視聴可能地域はご確認ください。
●放送日時 ： 未定
　※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が、2013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ならではの、迫力の映像をお楽しみいただけます。

BSデジタル放送「BS12 TwellV（トゥエルビ）」にて
全国無料放送!

●放送日 : 2013年7月28日（日） 放送時間未定
●放送局 ： BS12 TwellV（トゥエルビ）

今年の8耐はBS12 TwellV 5周年記念番組として放送することが決定。全国無料で8耐を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 TwellVのホームページをご参照ください。

http://www.twellv.co.jp/

※内容は変更される場合があります。
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2013エリアインフォメーション. 1

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メインゲートメインゲートメインゲート

バス・タクシーゲート
（バイク入口）
バス・タクシーゲート
（バイク入口）

楽々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・・・・・・・・・5月10日（金） AM9:00より電話受付開始　平日 9：00～19：00／土日祝 9：00～18：00
■申込方法・・・・・・・・・電話受付およびインターネットで先着順 【TEL：059-378-5489（予約専用ダイヤル）】

※インターネットで予約可能なサイト種別は、「特設キャンプエリア」のみとなります。
※予約方法の詳細は、8耐ホームページ（http://www.suzukacircuit.jp/8tai/）で告知を予定しています。
※一回の受付につき、お一人様で2サイトまでお申込みいただけます。

■利用期間・・・・・・・・・7月26日（金）～7月29日（月） （3泊4日）
■利用料金・・・・・・・・・下表をご参照ください

“コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレースでは、4月にリニューアルオープンした「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。

今年はネット予約受付を開始！！ ますます便利な8耐ファミリーキャンプ
※予約方法詳細はホームページにてご案内します。

※イベント内容は変更される場合があります。

”

クア・ガーデンクア・ガーデン

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…特設キャンプエリアのみ
■申込期間…5月10日（金） AM9:00よりインターネットで受付開始
■申込方法…8耐ホームページ（http://www.suzukacircuit.jp/8tai/）で告知予定

★特設キャンプエリアは、インターネット受付も開始!!

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

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

（価格は全て税込、駐車料金込）

※「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 ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロード
レース 第36回大会」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。あらかじめご了承ください。
※定員を超える場合、常設エリアは7,000円/人、特設キャンプエリアは5,000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。制限台数を越えた車両について、「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。

”
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2013エリアインフォメーション. 2

レース観戦やモートピアで思いっきり満喫していただいた後は、鈴鹿サーキットのオフィシャルホテルで、
ごゆっくりとおくつろぎください。

ゆっくりレース観戦をお楽しみください

※受付は、各営業終了時間の30分前までとさせていただきます。

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温泉プールエリアも魅力です。リラックスルームには、キッズスペースもあ
り、お子様の遊ぶ姿を見守りながら、おくつろぎいただけます。良質のお湯をご満喫ください。

■営業時間
   温泉  温水プールエリア
 7/25（木） 

6：00～9：30  11：00～24：00
 7/26（金）    11:00～22:00
 7/27（土） 6：00～9：30  11：00～（オールナイト営業）
 7/28（日） （オールナイト営業）～9：30  11：00～24：00

■ご利用料金

■ホテルご宿泊特典

料金（税込）日程 アメニティ

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（貸し出し）
シャンプー・リンス・ボディソープ（常設）
歯ブラシやカミソリ等（自動販売機にて販売）

1,200円

7/25（木）

7/26（金）
7/27（土）
7/28（日）

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」

※イベント内容は変更される場合があります。

■申込開始日・・2013年5月10日（金）　AM9:00より受付開始
■受付時間・・・・・・平日 9:00～19:00／土日祝 9:00～18:00
■申込方法・・・・・・電話受付のみ【TEL:059-378-5489（予約専用ダイヤル）】

※一回の受付につき、お一人様で2室までお申込み頂けます。
★料金および詳細につきましては、お問い合わせください。

★ホテル宿泊販売決定！ 5月10日より受付開始！★ホテル宿泊販売決定！ 5月10日より受付開始！

ホテルご宿泊者には、ご滞在中下記の特典がございます。
●天然温泉クア・ガーデン（温泉・温水プール）ご利用2日間無料
●ゆうえんち「モートピア」2日間入園無料
●駐車料金2日間無料
●チェックイン前・チェックイン後のお荷物お預かり
※レース観戦には、別途「 コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第36回大会」の観戦チケットが必要となります。”

大好評のキッズスペ
ース！！
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2013チケットインフォメーション. 1

大好評

　コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐、5月11日(土)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12日（日）から発売開始●
”

前売観戦券（大人／5,500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!!

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3つのエリアから選択。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! 

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!!

■観戦席・指定席図

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

パノラマルーム

-1・2・3

B2

B1
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今
年

のポイント

1

パドックパス、ラウンジ・テラス・VIPスイートパス
もV1エリアで観戦できます！
更にラウンジ・VIPスイートパスの方はV2を割引で購入できます!

今
年

のポイント

4

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!

今
年

のポイント

2

ヤングもお得!
ヤング割今年もやります!
18～22歳観戦+V1席招待

今
年

のポイント

3
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V1エリア
入場可

ピットウォーク券（7月26日（金）～28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）からお申込みください。
　●受付期間／5月11日（土）10：00～7月19日（金）24：00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。2,000円 無料

大人（中学生以上） 3才～小学生

特製カード型パドックパス限定販売（7月26日（金）～28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。
ピットウォーク券は前売販売になります！！

①ピットウォークにご参加いただけます。
②V1・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才～小学生のパドックパスJr.は、特製カード型ではありません。

15,000円 1,500円
パドックパス／中学生以上 パドックパスJr.／3才～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エリアでも観戦できる！

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25日（木）～28日（日）期間中有効、税込）

14,850円
3名

18,700円
4名

22,000円
5名

8,000円

V2-1・2・3指定席
＜大人＞

2,000円

V2-1・2・3指定席
＜子ども（3才～高校生）＞

5,000円

V1エリア

3,000円

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）

※V2指定席券をお持ちの方は、V1エリア、B・Qエリアにも入場できます。
※V1エリア券をお持ちの方は、B・Qエリアにも入場できます。
※V1・B・Qエリアに席番の指定はありません。
※3才以上のお子様が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（V1・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は屋根付スタンドでラクラク観戦!
❷V2・プレミアムエリアパスで、V1エリアに入場可能！！

V2席が3エリアに分かれて購入可能に！！V2席が3エリアに分かれて購入可能に！！V2席が3エリアに分かれて購入可能に！！V2席が3エリアに分かれて購入可能に！！
V2席は、コカ・コーラ製品 飲み放題！！ ※28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25日（木）～28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】 2,500円（通常5,000円）※中学生以上
　【小学生】 1,800円（通常3,600円）
　【幼児】 1,200円（通常2,500円）※3歳～未就学児
　◎プールには、8耐期間中1,000円で入場できます。

5,500円
1,600円 800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）
入園券 800円入園券

小学生 3歳～未就学児大　人

※子ども＝3才～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!!

2013チケットインフォメーション. 2

グループなら
コレ！！

NEWS
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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11日（土）10：00～7月19日（金）24：00まで
※ 特典の駐車券は駐車エリアにご入場いただく際、VIPスイートパスとあわせてご提示が必要になります。
※ 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。）
※ 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。
※ 駐車券は1名様～4名様までのお申込につき、1台分となります。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。

※ ホスピタリティラウンジ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。
※ お申し込み後のキャンセルは一切できません。
※ 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。
※ 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。

VIPスイート・プレミアム
（3日間有効・観戦券込み・3歳以上共通料金）
※ゆうえんちモートピアパスポート1日分付

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

62,000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

●スペシャルランチボックス（7/27（土）・28（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）
●駐車券（専用駐車エリア）　※7/26（金）～28（日）の3日間
●大会公式プログラム
●ピットウォーク（3日間対象）
●パドック入場可（3日間対象）
●ホスピタリティラウンジ入場可（3日間対象）
●ホスピタリティテラス入場可（3日間対象）
●VIPテラス入場可（3日間対象）
●V1エリア入場可
●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28日（日）決勝レース前）

■VIPスイート・プレミアム（税込） ＜大人・子ども（3歳以上）共通＞ （金・土・日 3日間有効） ※レース観戦券込（ゆうえんちモートピアパスポート付）

V1エリア
入場可！！
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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。鈴鹿サーキットは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。

※ 特典の駐車券は駐車エリアにご入場いただく際、ホスピタリティラウンジパスとあわせてご提示が必要になります。
※ 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。
※ 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。
※ お申し込み後のキャンセルは一切できません。
※ 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。
※ 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。

※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11日（土）10：00～7月19日（金）24：00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。 

●スペシャルランチボックス（決勝日 7月28日（日）のみ）
●フリードリンク(ソフトドリンク・ビール)
●駐車券（専用駐車エリア）　※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
●専用プラスチックパス　
●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エリア入場可
●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）

ホスピタリティラウンジ
<大人（中学生以上）>
（3日間有効・観戦券込み）

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26日（金）・27日（土）・28日（日）有効）　※レース観戦券込
■ファミリーラウンジ・ファミリーラウンジJr（税込）

【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

45,000円

ファミリーラウンジ
<大人（中学生以上）>
（3日間有効・観戦券込み）

45,000円

ファミリーラウンジJr
<子ども（3歳～小学生）>
（3日間有効・観戦券込み）

8,000円

※写真はイメージです

※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。
※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でのお食事対応はいたしておりません。
※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。
※お申し込み後のキャンセルは一切できません。
※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。

●専用プラスチックパス
●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エリア入場可
●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）　※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26日（金）・27日（土）・28日（日）有効）　※レース観戦券込
MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）、ローソン・ローソン チケットのみでの限定販売！

【ホスピタリティテラス（ピットビル3階）特典】

ホスピタリティテラス

28,500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）

2,800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

※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11日（土）10：00～7月19日（金）24：00まで

V1エリア
入場可！！

V1エリア
入場可！！
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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。  冷暖房完備の個室で、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廻る観戦のベースキャンプにも、またお子様連れのご家族にもおすすめです。

●ピットウォーク（3日間対象）
●大人4名に加え、お子様（小学生まで）2名までご利用いただけます。
●観戦券（入園券）が別途必要です。 

パノラマルーム利用
（3日間有効・1室4名まで）

※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、お子様連れでも、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

65,000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11日（土）10：00～7月19日（金）24：00まで

★4輪駐車場 前売り予約のご案内

■利用料金… 6,000円／1台　※前売駐車場はエリア指定となります。個別枠指定はできません。
■利用期間… 7月26日（金）7:00～7月28日（日）3日間
■申込方法… MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）、鈴鹿サーキット電話通信販売【TEL : 059-378-1100（通信販売専用電話）】、
 モビリティステーション窓口
■申込期間… 5月11日（土）［※モビリティステーション窓口は5月12日（日）］から受付　※先着順販売です。販売予定数に達し次第終了します。
■ご利用いただける車両の大きさ…5m×2.5mの駐車枠におさまる車両
　 ※決勝レーススタートまでの出入は自由ですが、再度同じ場所に駐車できない場合がございます。
 ※決勝レーススタート後に出場されますと再入場できません。

コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレースでは、人気の高い鈴鹿サーキット正面駐車場の一部（5P・7P 合計775台分）を前売とし、MOBILITY 
STATION（オンラインショッピングサイト）、電話通信販売、モビリティステーション窓口（窓口のみ5月12日から販売）で販売いたします。
”

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メインゲートメインゲートメインゲート

バス・タクシーゲート
（バイク入口）
バス・タクシーゲート
（バイク入口）

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
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鈴鹿サーキットは、諸設備の点検整備のため、6月18日（火）～20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（3278）0777

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11日（土）～7月19日（金）／10：00～16：00
q059-378-1100

MOBILITY STATION
[PC]　http://mls.mobilityland.co.jp/　　　[モバイル]  http://mls.mobilityland.co.jp/mobile/

■鈴鹿サーキットオンライン ショッピングサイト
5月11日（土）10：00～7月19日（金）23:59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11日（土）10:00～7月27日（土）

5月12日（日）～7月27日（土）／10：00～17：00

チケットに関するお問い合わせ：

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）

鈴鹿サーキットモビリティステーション　q059-378-1111（代）

お問い合わせ

興行の成立・
払い戻しについて

■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 q03-3278-0777

●ローソンチケット　●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。

●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。

※6月18日（火）～20日（木）は休業

※6月18日（火）～20日（木）は休業＜通信販売専用電話＞

※V2指定席、V1エリア、B・Qエリア、ホスピタリティテラス、パドックパスは、
　ローソンチケット・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
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キング・ケニー 来場決定！
1985年、世界を驚愕させた鈴鹿8耐電撃参戦。そして、1989年には監督として8耐に来場した“キング”ことケニー・ロバーツ。
選手として、監督として、そしてコンストラクターとして数々の記録や伝説を残してきたケニー・ロバーツが、2013年の鈴鹿8耐に1989
年以来実に24年振りとなる登場が決定した。もちろん、イベントゲストとして8耐に登場するのは初めてのことで、トークショーやデモ
ンストレーションランをはじめとして、8耐ならではの体験イベントにも登場予定だ。

■K・ロバーツ 出演予定イベント

○トークショー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゲストとしての8耐初来場。選手・監督として参戦した当時の思い出や秘話に加え、
「ケニー・ロバーツ道場」でなじみの深い日本人選手についても語っていただく予定です。
※『ケニー・ロバーツ道場』…アメリカ・カリフォルニアにある、ライディングの腕を磨く「聖地」。
Ｅ・ローソン、Ｗ・レイニーなど、世界のトップライダーも腕を磨いたとして知られる。
現役の全日本ライダーもオフシーズンに修行を積む。

○デモンストレーションラン ・・・・・・8耐マシンでのデモランを予定しています。
○体験イベントへのゲスト出演・・・MOTOMAXを中心とした体験型イベントへの参加を予定。

ケニーのライディングを間近に体感できるチャンスも!?

■ケニー ロバーツ ～プロフィール～
1951年12月31日アメリカ生まれ。キング・ケニーの愛称で知られる伝説のライダー。78年からヤマハのワークスライダーとして
WGPにフル参戦を果たすと、その年から3年連続でタイトルを獲る偉業を達成。83年スペンサーとの歴史に残る激戦の末、僅
差で敗れWGPから引退。85年には平忠彦とのペアで鈴鹿8耐に電撃参戦。一大センセーショナルを巻き起こす。レースでは
トップを快走するもチェッカー間際のトラブルでリタイア。しかしその世界レベルの走りとドラマチックな結末は、今も8耐の名勝負
として語り継がれている。

ケニー・ロバーツ 鈴鹿8耐での走り
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加賀山就臣、芳賀紀行の超アグレッシブコンビ誕生!!
　Honda、Yamaha、ヨシムラスズキと、強豪チームが参戦表明している今年の8耐だが、ここでビッグニュースが発表となった。それ
は、全日本ロードレースJSB1000クラスに出場し、2012年の世界耐久チャンピオン加賀山就臣と、1996年の8耐勝者である芳賀紀行
がタッグを組むことになったのだ。
　加賀山は1993年の全日本GP250／TT-F1初出場以来、その後の全日本スーパーバイク、全日本選手権プロトタイプ、イギリススー
パーバイク、スーパーバイク世界選手権、全日本JSB1000に、一貫してSuzukiマシンで参戦。なかでも、イギリススーパーバイクにフル
参戦した日本人ライダーは、この加賀山が初となる。一方の芳賀は、1993年の全日本GP250参戦を契機に、全日本スーパーバイク、
スーパーバイク世界選手権、世界グランプリ500ccクラスを、Yamahaのエースとして、そしてAprilia、Ducatiの主力ライダーとして出
場。その激しいライディングから、ヨーロッパでは“ニトロ・ハガ”の異名で人気を博している。
　この2人、デビューは1993年の全日本GP250と一緒だが、トップライダーとして相対したのは2005年からのスーパーバイク世界選
手権だ。スーパーアグレッシブが両ライダーの代名詞であり、その熱い走りは多くのファンの心を鷲掴みにしてきただけに、今年の8耐
でパートナーとして暴れるというのだから、世界的に注目を集めることは間違いない。

（レース歴）
1993年 全日本GP250スポット参戦／TT-F1スポット参戦
1995年 全日本スーパーバイクランキング11位
1996年 全日本GP250ランキング10位
1997年 全日本GP250ランキング3位
1998年 全日本GP250ランキング13位
1999年 全日本スーパーバイクスポット参戦
2000年 全日本スーパーバイクランキング7位
 鈴鹿8耐　22位（ 渡辺篤 ）
2001年 全日本スーパーバイクランキング4位
 鈴鹿8耐　3位（梁明／渡辺篤）
2002年 全日本プロトタイプクラス参戦
2003年 イギリススーパーバイク　ランキング7位
 スーパーバイク世界選手権スポット参戦
 鈴鹿8耐　リタイア（渡辺篤）
2004年 イギリススーパーバイク　ランキング3位
 鈴鹿8耐　2位（渡辺篤）
2005年 スーパーバイク世界選手権ランキング5位
 鈴鹿8耐　10位（ 渡辺篤 ）
2006年 スーパーバイク世界選手権ランキング7位
2007年 スーパーバイク世界選手権ランキング13位
 鈴鹿8耐　優勝（秋吉耕佑）
2008年 スーパーバイク世界選手権ランキング11位
 鈴鹿8耐　4位（秋吉耕佑）
2009年 スーパーバイク世界選手権ランキング12位
2010年 イギリススーパーバイク　ランキング15位
 鈴鹿8耐　6位（酒井大作／青木宣篤）
2011年 全日本JSB1000ランキング4位
 鈴鹿8耐　2位（ジョシュ・ウォーターズ／青木宣篤）
2012年 全日本JSB1000ランキング8位
 鈴鹿8耐　15位（ヴァンサン・フィリップ／アンソニー・デルホール）
 世界耐久選手権チャンピオン

（レース歴）
1993年 全日本GP250スランキング13位
 鈴鹿8耐　リタイア（松下順一）
1994年 全日本スーパーバイクランキング9位
 鈴鹿8耐　リタイア（平山雅也）
1995年 全日本スーパーバイクランキング10位
 鈴鹿8耐　22位（近藤靖典）
1996年 全日本スーパーバイクランキング8位
 鈴鹿8耐　優勝（コーリン・エドワーズ）
1997年 全日本スーパーバイクチャンピオン
 鈴鹿8耐　17位（芳賀健輔）
1998年 スーパーバイク世界選手権ランキング6位
 鈴鹿8耐　6位（サイモン・クラファー）
1999年 スーパーバイク世界選手権ランキング7位
 鈴鹿8耐　4位（レジス・ラコーニ）
2000年 スーパーバイク世界選手権ランキング2位
 鈴鹿8耐　18位（吉川和多留）
2001年 世界グランプリ500ccクラスランキング14位
2002年 スーパーバイク世界選手権ランキング4位
2003年 世界グランプリMotoGPクラスランキング14位
2004年 スーパーバイク世界選手権ランキング3位
2005年 スーパーバイク世界選手権ランキング3位
2006年 スーパーバイク世界選手権ランキング3位
 鈴鹿8耐　リタイア（コーリン・エドワーズ）
2007年 スーパーバイク世界選手権ランキング2位
2008年 スーパーバイク世界選手権ランキング3位
2009年 スーパーバイク世界選手権ランキング2位
2010年 スーパーバイク世界選手権ランキング6位
2011年 スーパーバイク世界選手権ランキング8位
2012年 イギリススーパーバイクランキング8位
 鈴鹿8耐　リタイア（中須賀克行／トミー・ヒル）

加賀山就臣
（1974年5月7日　神奈川県出身）

2011年にチームを設立し、国内のモー
タースポーツに貢献できるようパレードや
始球式・イベントなど様々な企画をしてき
ました。今年は鈴鹿8時間に挑戦します。
ライダーとしても2007年以来の優勝を目
指します。長年最大のライバルで友人の
「ノリユキ」と共に走れることになりました。
理解いただいた関係者の皆様に感謝し
ます。

芳賀紀行
（1975年3月2日　愛知県出身）

「いつか一緒に鈴鹿を走る」と話した、
ライダー同士の約束を守ります。


