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はじめに

株式会社モビリティランド 取締役社長

“もっと8tai! もっとBike!”
～「日本最大級のバイクの祭典」鈴鹿8耐～

”

”

　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、「2015 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」
を開催させていただきます。

　鈴鹿8耐は、1978年の第1回大会以来、今年で38回を数えます。
　長い歴史のなかで、真夏のレーシングコースで8時間にわたり繰り広げられる感動のドラマを求めて、多くのバイクファンに来
場いただいて参りました。中でも日本中がバイクブームに沸いた1980年代は、バイクに乗った若者が全国から鈴鹿に集い、その
様子は“現代のお伊勢参り”とも称されました。その背景には当時のバイクブームもさることながら、鈴鹿8耐で勝利するために、  
国内のメーカーが持てる技術の粋を集め、グランプリライダーを中心とした海外のトップ選手を擁した、メーカーのプライドをか
けた戦いがあったと言えます。

　こうした流れが、鈴鹿8耐に再び訪れつつあります。昨年は、カワサキとしては13年ぶりにメーカー直系のレーシングチームと
なるTeam GREENが参戦を果たしました。また、今年はヤマハが創立60周年となる記念の年に、｢ヤマハファクトリーレーシング
チーム｣として、ワークス体制による参戦を発表しております。私どもは、このようなメーカーの積極的な参画を、鈴鹿8耐がバイク
ブーム当時の熱気を取り戻しつつある表れではないかと考えております。

　さて、私共は、観客の皆様にとっても「耐久」と言われた時代から、観戦環境を大幅に進化させて参りました。観戦基地
「BASE 8耐」をはじめとするイベントエリアから、プールを含めた遊園地モートピアでも鈴鹿8耐を楽しめるよう、様々な魅力を
用意いたします。かつてのファンの皆様も、鈴鹿8耐をご覧になったことがない方も、ぜひ鈴鹿サーキットへ足を運んでいただき、
今年の「コカ･コーラ ゼロ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース」をお楽しみいただきたいと存じます。

　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、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。
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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 23日（木） 特別スポーツ走行
  24日（金） 公式予選
  25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 23日（木） 特別スポーツ走行
  24日（金） 公式練習／公式予選
  25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
  26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

”
”

2015 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38回大会
2015 FIM Endurance World Championship Series Round 2
The 38th   Coca-Cola Zero” Suzuka 8hours FIM Endurance World Championship

2015 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

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 ： CBCテレビ
衛星放送 ： BS12ch 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）

2015年 7月23日（木）～7月26日（日）

”
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鈴鹿8耐とは？

1978年に初開催され、 1980年から世界選手権の一戦となった
鈴鹿8時間耐久ロードレース（以下、鈴鹿8耐）は、日本で途切れること
なく開催されている世界選手権ではもっとも古い歴史を持っている。
1980年代から1990年代前半にかけて日本は空前のバイクブームに
沸いており、それを牽引したひとつが鈴鹿8耐であり、レースウイークに
は15～16万人のファンが鈴鹿サーキットに詰めかけた。伊勢神宮に
参ることを「伊勢詣で」と言うが、ライダー達はそれになぞらえて、鈴鹿8耐
に行くことを「8耐詣で」「鈴鹿詣で」と呼んでいた。当時のバイクファン
にとって、鈴鹿8耐はバイク乗りならば一度は足を運ぶべき存在だった
ことが、この言葉に現れている。
コカ・コーラ”ブランドが冠スポンサーにつき、鈴鹿8耐の価値がさ

らに高まったのもこの頃だ。  1984年の第7回大会で コカ・コーラ”
鈴鹿8耐として開催されて以降、1997年には スプライト クール”、
1998年と1999年は スプライト”、2000年からは再び コカ・コーラ”
が冠タイトルに付き、現在の コカ・コーラ ゼロ”は2009年の第32回
大会からと、30年以上もの間、途切れることなくコカ・コーラ”ブランド
は鈴鹿8耐を支え続けている。

鈴鹿8耐は、トップライダーにとってプライオリティの高いレースでも
ある。昨年、一昨年に参戦した500ccクラスの元世界王者ケビン・
シュワンツは、復帰の際に「現役時代にやり残したことがある。それが
鈴鹿8耐のタイトルだ」と語ったこともそれを証明している。また、これま
でにエディ・ローソン、フレディ・スペンサー、ケニー・ロバーツ、ウェイン・
レイニー、ミック・ドゥーハン（マイケル・ドゥーハン）、そしてバレンティー
ノ・ロッシといったビッグネームが鈴鹿8耐に挑んできた。また、1985年

には日本を代表するライダー平忠彦が、当時すでに現役を引退してい
たケニー・ロバーツとペアを組んで鈴鹿8耐に参戦し、優勝候補の筆
頭として話題となった。しかしゴール直前でマシンがストップし、平は悲
運のヒーローと呼ばれた。だが1990年、平はエディ・ローソンとのペア
で優勝し、16万人の観衆の前で雪辱を果たし、鈴鹿8耐の歴史にそ
の名を刻むこととなった。
一方、ワイン・ガードナーに代表されるように、鈴鹿8耐は世界への登

竜門としても位置づけられている。ガードナーは無名時代、予選1位を獲
るなど鈴鹿8耐で活躍し、その実績が認められてHondaのファクトリーラ
イダーとなった。その後、ガードナーは世界グランプリの500ccクラスで
チャンピオンを獲得し、世界の頂点に上り詰めた。また、ガードナーは世
界グランプリに参戦するようになってからも鈴鹿8耐に出場し、1992年
には当時最多となる4勝目をマークして「ミスター8耐」の称号を得た。

鈴鹿8耐に参戦するマシンは時代に合わせて様々に変化しており、
1994年には市販状態に近いバイクでの参戦を義務付ける規定が導
入された。これを機に、メーカーは市販バイクの開発でも燃費とスピード
の両立を目指し、さらなる技術競争が鈴鹿8耐で見られるようになった。
現在も各社の市販バイクをベースとしたEWC（Endurance World 

Championship・世界耐久選手権）マシンが中心だ。EWCマシンは、
レース仕様としては改造範囲が厳しく制限されており、市販状態のバイ
クの性能が勝負を決めるといっても過言ではない。言い換えれば、バイ
クメーカーにとって鈴鹿8耐は、自社バイクの速さや耐久性をアピール
する場でもある。Honda CBR1000RR、Kawasaki ZX-10R、Suzuki 
GSX-R1000、Yamaha YZF-R1が国内メーカーの主力車種だが、
YamahaのYZF-R1は今年フルモデルチェンジされて戦闘力が強化さ
れており、その実力に注目が集まっている。もちろん輸入車勢も、
DucatiもパニガーレやBMW S1000Rといったフラッグシップバイクで
参戦が予定されている。
また、鈴鹿8耐にはEWCマシンよりも改造範囲がさらに厳しく制限さ
れるSST（スーパーストック）1000マシンも出場する。ウインカーなどの
保安部品が取り外されていたり、スポンサーステッカーが貼られていた
りして一見すると市販バイクから程遠く見えるが、その中身は普段街中
で見かけるスポーツバイクと大きくは変わらない。
このように、鈴鹿8耐はライダー・チームの戦いであると同時に、メー
カー同士の戦いでもある。普段バイクに乗るファンには、選手に加えて、
自らの愛車メーカーの活躍にも注目をしてもらいたい。

バイクブームを牽引した鈴鹿8耐

バイクメーカーの
威信が懸かる鈴鹿8耐

About Suzuka 8 hours

（左：1978年）
第1回大会を制したヨシムラ。ワークスVSプライベーターという鈴鹿8耐の戦いの構図が生まれた

（右：1981年）
衝撃デビューを果たしたワイン・ガードナー

”
”

”
” ”

”
”
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鈴鹿8耐とは？

鈴鹿8耐は、 1台のマシンを2名または3名のライダーで乗り継いで
8時間を走破する耐久レースだ。3人のライダーで交替しながら走る方
がそれぞれの身体的負担は軽くなるが、その分それぞれのライダーが
納得するマシンを作らなければならなくなり、予期せぬトラブルやアクシ
デントに見舞われる可能性が高くなってしまうというジレンマがある。と
いうのも、8時間という長丁場では、周回を重ねるごとに路面状態は
刻 と々変化するためライダーは常に集中力を研ぎ澄まして走ることに
なり、こうした中で、優勝争いをするには乗りやすいマシンが必要不可
欠だからだ。鈴鹿8耐ではスタートの瞬間からライダーにもチームにも、
そしてマシンにもプレッシャーが延 と々かかり続けるレースであり、この
プレッシャーをいかに最小限に抑えられるかが、勝利への近道であると
も言える。実際、鈴鹿8耐の歴史では、チェッカー（ゴール）目前で転倒
やマシントラブルに見舞われて涙を飲んだチームは多い。
また、ピット作業もひとつの見どころだ。おおむね1時間に1回、ライ
ダーはピットに戻り、給油、タイヤ交換そしてライダー交替を行う。この
ピット作業も鈴鹿8耐での勝利を大きく左右する。コース上で、ライダー
はコンマ1秒、2秒をライバルよりも速く走るために戦っているが、ピット
作業をライバルよりも素早く行えば、ライダーの負担を少しでも軽くする
ことができる。逆に、ピット作業の遅れは、ライダーが築いたマージンを
一瞬で失わせてしまう。鈴鹿8耐では、ライダーと同様に、ピットでもチー
ムクルーが限界を突き詰めて戦っているのである。

過去、鈴鹿8耐はファンにとっても過酷な耐久と呼ばれる時代が
あったが、現在はミストスペースや休憩スペースなどが随所にあり、観
戦しやすい環境が整備されている。遊園地モートピアを含めて園内各
所で様々なイベントが開催され、プールにはモニターが設置されて遊び
ながらリアルタイムで鈴鹿8耐を観られるなど、ファミリーでも楽しめるよ
うになった。また、女性がメイク直しや着替えができる専用のパウダー
ルームもある。
体験型イベントでは各メーカーの新型バイクに試乗できるコーナー

もあるので、バイク購入を予定しているライダーには絶好の機会だ。ま
た、バイクで来園したライダーには様々なサービスが用意されているこ
とから、鈴鹿8耐をツーリングの目的地にすれば、バイク三昧のウイーク
を過ごせることになる。ぜひ、現代の「8耐詣で」、「鈴鹿詣で」を楽しん
でみてはいかがだろうか。

鈴鹿8耐で生まれるドラマ レースファンはもちろん、
バイクビギナー、ファミリー、
女性も楽しめる

About Suzuka 8 hours

クールダウンエリア（ミストスペース）イメージピット作業イメージ
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鈴鹿8耐、2015年の見どころ

今年の鈴鹿8耐の最大の見どころは、MuSASHi RT HARC-PRO.と、
同チームから参戦を予定している高橋巧、マイケル・ファン・デル・マークの
3連覇への挑戦だ。鈴鹿8耐史上、3連覇を達成したライダーはアーロン・
スライトのみであり、高橋、ファン・デル・マークにとってはタイ記録への挑戦
がかかる。 また、高橋は今年勝てば鈴鹿8耐で4勝目となり、ワイン・
ガードナー、伊藤真一、清成龍一の記録に並び、単独最多勝記録を持
つ宇川徹の5勝に迫ることになる。

Honda勢では、鈴鹿8耐に並々ならぬ意欲を注ぐ藤井正和総監督
率いるF.C.C. TSR Hondaにも注目だ。同チームは2006年に8耐初
優勝を遂げ、2011年、2012年に2連覇を達成している。今年は、全
日本JSB1000ルーキーのジョシュ・フックを軸にチームを編成する。

一方で、60周年を迎えるヤマハは、  全日本ロードレースと同様に
鈴鹿8耐にもファクトリーチームを復活させる。マシンは今年デビューの
最新型YZF-R1で、ライダーの布陣は未発表だが、1996年以来の優
勝を狙って、強力な布陣を敷いてくるだろう。

第1回大会で優勝し、その後通算4勝しているヨシムラスズキシェル
アドバンスは、全日本ロードレースでJSB1000を戦う津田拓也がチー
ムの中心となると予想される。また、Team KAGAYAMAは、ケビン・
シュワンツや芳賀紀行、ドミニク・エガーターなどのライダーをサプライ
ズ起用して毎年周囲を驚かせているが、同時に2年連続3位と着実な
成績を残している。今年は誰をライダーとして呼び寄せるのか、ヨシム
ラと同様に注目される。

また、昨年カワサキ直系として13年ぶりに鈴鹿8耐へ参戦し、今年
復活2年目参戦になるTeam GREENは、今年も早々に参戦を表明
しており、ライダーは全日本JSB1000を戦う柳川明と渡辺一樹が軸
になる。第3ライダーには、今年は同チームのコーチ兼アドバイサーに
就任した藤原克昭や、2012年にHondaで8耐優勝経験を持ち、スー
パーバイク世界選手権で今年からカワサキに移籍して開幕戦から好
成績を残しているジョナサン・レイが予想される。

日本のバイクメーカーの対決という構図がより鮮明になってきた今
年の鈴鹿8耐は、例年にない熱い戦いが繰り広げられそうだ。

チーム・ライダーの3連覇が懸かるMuSASHi RT HARC-PRO.
そして、ファクトリー復活のヤマハ

2015 Race Preview

ドリームチームで鈴鹿8耐を盛り上げてくれるTeam KAGAYAMA。
今年はどんなサプライズがあるのだろうか

今年3連覇を狙うMuSASHi RT HARC-PRO.

昨年、13年ぶりにカワサキ直系チームとして鈴鹿8耐に復帰したTeam GREEN。
今年の第3ライダーは誰になるか
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2015スペシャル TOPICS

コカ･コーラ ゼロ”と鈴鹿8耐のパートナーシップを今年も楽しもう!!

伝統的な「コカ・コーラ」ボトル＝コンツアーボトルは、誕生から今年で100周年。
そのコカ・コーラ製品を味わえる決勝8時間飲み放題を今年もV2席で実施します。
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26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、
そして今年コンツアーボトル誕生100周年を迎えるコカ・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。

コカ・コーラ製品 飲み放題について

”

昨年の模様

コンツアーボトル100周年記念ラベルのコカ・コーラ ゼロをはじめとするコカ・コーラ製品

コカ・コーラ ゼロ”イベントブースで盛り上がろう！！”
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ます。  コカ・コーラ ゼロ”を飲みながら鈴鹿8耐のイベントを楽しもう！

”
”

”

”

Honda CBR1000RRが、コカ・コーラ ゼロ”カラーで大会をPR!!”
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9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、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”鈴鹿8耐オリジナルデザイン自販機

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”
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。
今年も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！！
また、自動販売機のオーナーも募集中。詳しくは鈴鹿8耐公式ウェブサイト「自販機オーナー募集」をご覧ください。

”

”
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2015キャンペーンニュース.1

キャンペーンキャンペーン
「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。
今年も各種キャンペーンを継続し、より多くのお客様に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 へ 8tai! 子どもと一緒に！ キャンペーン

今年は４メーカーとの連動が実現！
ホンダ・ヤマハ・カワサキ・スズキの各メーカーから応援グッズをプレゼント！ お気に入りのチームをみんなで応援すれば、
初めての「８耐」観戦でも盛り上がれること間違いなし！！

◆（※）ご招待は決勝当日の年齢が18歳～22歳（8耐決勝日の2015年7月26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。
◆B・Qエリアへは入場できません。
◆受付方法は、決定次第公式ウェブサイトなどでご案内いたします。

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

5,700円

無料

5,200円

前売観戦券料金
（4日間有効） V1エリア

無料

お申し込み…鈴鹿サーキット公式ウェブサイトにて

8tai! ヤング割 ０円！キャンペーン 受付！！
4月18日（土）

～
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2015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！

◆観戦券（大人）またはグループチケットが対象です。ツアーやその他の企画に伴う観戦チケットは対象外です。
◆指定席のご入場は、別途指定席券が必要となります（高校生以下の方は、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。
◆3才～小学生は、ピットウォーク券をお持ちの大人と同伴でピットウォークが無料です。中学生以上は有料（土・日各日2,100円）です。

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

●3才～小学生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

当日券
800円

当日券
600円

5,700円 1,700円

5,700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） （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。

※別途、観戦券または「子どもと一緒に！」キャンペーンの利用が必要です。

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ています。
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／2,600円
　（定価：5,200円）

子ども／1,900円
　（定価：3,900円）

幼児／1,300円
　（定価：2,600円）

＜V2子ども席＞
前売り2,100円
　（当日2,600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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2015イベント TOPICS

※イベント内容は変更される場合があります。

●開催日:7月23日（木）～26日（日）
●開催場所:GPスクエア

バイク界、ロードレース界で長い歴史を持つヤマハ発動機株式会社。
今年の鈴鹿８耐では、ヤマハが世に送り出してきたロードレースマシンを中心に、それぞれの時代でしのぎを削った他メーカーのライバ
ルマシンとともに展示を行います。

2014年に誕生した鈴鹿8耐の観戦基地「BASE ８耐」が今年はさらに進化を遂げます。国内４メーカーの250ccモデルが勢ぞろいする
「NEWモデル試乗会」をはじめ、「ライダーズビレッジ」、「ファーストバイク体験」など、ビギナーに嬉しいイベント&企画でお迎えします。
また、大好評のパフォーマンスでは見て、聞いて、肌で感じるエンターテイメントを提供いたします。

トライアル、FMXのトップパフォーマーたちによる迫力
のパフォーマンス！
音楽とバイクがシンクロする、究極のエンターテイ
メントをお楽しみください！

BIKE！LIVE！
パフォーマンス

にーはんバイク一気乗り！
NEWモデル試乗会

免許がなくてもバイクに乗りたい！そんな方にオス
スメなコンテンツです。16歳以上なら、50ccのギア
付きバイクに免許がなくても試乗できます！

はじめて歓迎！
ファーストバイク体験

初めてバイクを買った後、どんなバイ
ク用品を揃えたらいいのか意外と困
るもの。ライダーズビレッジでは、各
出展社が「ビギナーにオススメのアイ
テム」をご用意。初心者の方でも迷わ
ずお買い物ができる心強いビレッジ
に進化します。

ツーリングアイテム大集合！
ライダーズビレッジ

近年の国内バイク市場でアツいのが250ccクラスのバイ
クたち。今年の鈴鹿8耐には、国内4メーカーの主要
250ccモデルが勢ぞろいします。しかも！ ２輪免許取得後
１年以内の方は、250ccバイクの試乗は無料でOK！
もちろん、国内外各社の大型バイクも出展予定です。
ビギナーからベテランの方まで、誰もが楽しめる試乗会を
お楽しみください。

ヤマハ特別展示～究極のライバル～

鈴鹿8耐の観戦基地「BASE 8耐」がパワーアップ！
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2015イベント TOPICS.3

７月25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”

「バイクであいたいパレード」オープニングイメージ 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。今年は約600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。
そして今年の目玉はデモランだ。2014年の発表以来、大きな話題と
なっている国内メーカーのスーパースポーツ、Honda RC213V-S、
YAMAHA YZF-R1のデモランを予定。伝統の鈴鹿８耐の舞台で、国
内メーカーがリードするロードバイクの新たな時代を感じよう。

”

前夜祭イメージ 前夜祭イメージ
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2015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?
市民で創り上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16回の歴史と伝統を引き継ぎながら、今年のテーマに「つくろう！ チェッ
カーロード！ ひろげよう！ チェッカーの輪！」を掲げ、更なる魅力アップを目指します。

今年、本パレードではスタート会場で鈴鹿8耐決勝当日に使用されるチェッ
カーフラッグを展示し、パレードとともにサーキット会場へそのチェッカーフラッ
グを運ぶという、オリンピックの聖火リレーのような役割を担います。また、ス
タート会場にはチェッカーフラッグ台（記念撮影スポット）を設け、多くの方々に
撮影いただくことができます。

鈴鹿市民と全国のライダー、そして参加チームが一体となるバイクパレードで
感動の共有を目指します。

■日時： 7月25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（木） ～ 応募締切 5月20日（水）
■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17回 バイクであいたいパレード2015参加者募集第17回 バイクであいたいパレード2015参加者募集
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
7/25（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（木）
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17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600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。

第17回 バイクであいたいパレード2015第17回 バイクであいたいパレード2015
2015イベント TOPICS.4
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2015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。

★8耐カード配布期間 : 4月25日（土）～7月26日（日）

※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2,600円（通常5,200円）　小学生1,900円（通常3,900円）　幼児1,300円（通常2,600円）
※プール入場料が特別価格／大人1,100円（通常2,700円）　小学生1,100円（通常1,800円）　幼児900円（通常1,300円）

　●開催期間／7月24日（金）～7月26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～、14:30～、15:00～
　●料金／2,000円（KRFCに入会されている方は無料で参加いただけます）
　●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」 

　「写真入り8耐スペシャルカード」の特典
　●特典① 7月26日（日）の鈴鹿サーキットの入園が無料
　●特典② 7月26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26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
　●特典④ 7月26日（日）のプール入場料が特別価格

※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。
※コチラレーシングファンクラブへは当日もご入会いただけます（入会金2,000円）。

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できる*！！
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26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」

②「ツーリングバイク」でレースに参加しよう!
　2015プッチ耐久～みんなで協力!もっと8tai!～

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!

　●開催期間／7月24日（金）～7月26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1,100円でプール入場可能

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1,100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。

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。コチラレーシングファンクラブ（KRFC）会員の方は無料で参加いただけます。

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。

コチラレーシング
ファンクラブ

プレゼンツ
コチラレーシング

ファンクラブ

プレゼンツ
コチラレーシング

ファンクラブ

プレゼンツ
コチラレーシング

ファンクラブ

プレゼンツ
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2015地域コラボレーション.1

●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BASE 8耐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

2014年MFJ-GP TRICK STAR

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 な々コラボレー
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×甲賀の忍者が応援に参戦!!
｢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。

●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BASE 8耐で「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

2014年鈴鹿8耐 MuSASHi RT HARC-PRO.

今年の鈴鹿8耐でも、ハルク・プロの3連覇を豊橋市が強力サポート!
「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、連覇を狙うハルク・プロを今年も応援します。ハルク・プロのメイン・スポ
ンサー武蔵精密工業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ます。また、豊橋の
マスコットキャラクターで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3連覇」!!

ハルク・プロに心強い味方。「ええじゃないか豊橋」が3連覇をバックアップ!!
｢豊橋市×ハルク・プロ×鈴鹿8耐｣2
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2015グルメ TOPICS

8耐に参戦する人気チームのおすすめするメニューがグランドスタンド売店に登場！
四川坦坦麺や伊勢うどんなどの人気店とのコラボレーションで８耐を熱く盛り上げます。

1位／四川棒棒鶏坦坦麺
（店：四川坦坦麺）

チームがお勧めする特別メニューを食べて8耐を盛り上げよう！
8耐限定！ チーム応援特別メニュー8耐限定！ チーム応援特別メニュー

3位／松阪牛飯
（店：松阪牛豊国屋）

2位／フライドチキンチーズカレー
（店：CoCo壱番屋）

4位／牛肉の冷しゃぶ伊勢うどん
（店：伊勢うどん）

※イベント内容は変更される場合があります。

昨年の
人気メニューは

コレだ！！

1 2

3 4
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2015メディア コラボレーション
TV Program

SNS

Twitter活用術のご案内

≪活用術その１．≫
鈴鹿サーキット公式アカウント @suzuka_event をフォローして、レースやイベント情報をゲット！
URL http://twitter.com/suzuka_event

≪活用術その2．≫

BSデジタル全国無料放送の「BS12ch TwellV（トゥエルビ）」で
今年も「鈴鹿8耐」の生放送が決定!

●放送日 : 2015年7月26日（日） 11:00～（予定）
●放送局 ： BS12ch TwellV（トゥエルビ）

昨年に引き続き、今年の鈴鹿8耐もBS12ch TwellVでの生放送が決定。全国無料で8耐をリアルタイムで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、BS12ch 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。

  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿８耐において、よりレース観戦を快適に楽しんでいただけるよう、Twitter活用術をご案内いたします。”

ぜひ鈴鹿サーキット内外から、8耐に関する情報を発信してください！
  コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿８耐の情報を発信する際は、公式ハッシュタグ #鈴鹿8耐 をつけて、ファン同士で情報を共有しましょう！”

地上波～CBCテレビで「鈴鹿8耐」番組を放送！！

●タイトル ： 未定
●放送局 ： CBCテレビ　※視聴可能地域はCBCテレビウェブサイトでご確認ください。
●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テレビが、2015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テレビならではの、迫力の映像をお楽しみいただけます。
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2015エリアインフォメーション.1

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・・・・・・・・・【インターネット予約】5月7日（木）9:00～　　【電話受付】5月8日（金）9:00～
■申込方法・・・・・・・・・インターネットおよび電話受付での先着順

※予約方法の詳細は、鈴鹿サーキットウェブサイトで告知をいたします。
※1回の受付につき、お一人様2サイトまでお申し込みいただけます。
※電話予約専用ダイヤル：059-378-5489　受付時間　平日9:00～19:00／土日祝9:00～18:00
※鈴鹿サーキットホテル予約受付は、電話予約にて5月7日（木）9:00～開始いたします。

■利用期間・・・・・・・・・7月24日（金）～7月27日（月）　3泊4日

“コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレースでは、「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。

今年もネット予約で全サイトを販売！！ 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。

”

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…全サイト
■申込期間…5月7日（木） AM9:00よりインターネットで受付開始
■申込方法…8耐ウェブサイト（http://www.suzukacircuit.jp/8tai/）で告知予定

★全サイト、インターネットで先行販売!!

※「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38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。
※定員を超える場合、常設エリアは7,200円/人、特設キャンプエリアは5,200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。

”

■料金（価格は全て税込、駐車料金込）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

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

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

6P

（4輪・前売）

（4輪・前売）

4輪（金・土）
バイク（日）

4輪（金）
バイク（土・日）

バイク
（金～日）

（4輪・前売）

（4輪）

（4輪）

（4輪）

（4輪・バイク出入口）
パーキングゲートパーキングゲート
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2015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
ナからなる温泉エリア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水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
 7/23（木） 

6：00～9：30  11：00～24：00
 7/24（金）    11:00～22:00
 7/25（土） 6：00～9：30  11：00～（オールナイト営業）
 7/26（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

1,100円

1,600円

1,300円

900円

1,600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）

1,300円

7/23（木）

7/24（金）
7/25（土）
7/26（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。

■対象日・・・・・・・・・2015年7月24日（金）・25日（土）・26日（日）の宿泊
■申込開始日・・2015年5月7日（木）　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。
★キャンプ場のご予約は、P17をご覧ください。

ホテル宿泊販売決定！ 5月7日より受付開始！ホテル宿泊販売決定！ 5月7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38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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2015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10日（日）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9日（土）から発売開始●
”

前売観戦券（大人／5,700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

Q1
Q2

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!

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（B・Qエリアには入場できません）

パドックパス、ラウンジ・テラス・
VIPスイートパスも
V1・B・Qエリアで観戦できます！

日立オートモティブシステムズ
シケイン

今

年の
ポイント

2

今

年の
ポイント

1

各メーカー・チームの応援席で楽しめます
Honda、KAWASAKI、SUZUKI、YAMAHAなどの
バイクメーカー応援席が登場！

今

年の
ポイント

3

今

年の
ポイント

5
今

年の
ポイント
4
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ピットウォーク券（7月24日（金）～26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）のみでお買い求めいただけます。
　●受付期間／5月10日（日）10：00～7月17日（金）23：59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。2,100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24日（金）～26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。

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。

15,500円 1,600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23日（木）～26日（日）期間中有効、税込）

15,450円
3名

19,400円
4名

22,800円
5名

8,300円

V2-1・2・3指定席
＜大人＞

2,100円

V2-1・2・3指定席
＜子ども（3才～高校生）＞

5,200円

V1エリア

3,100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。一部応援席等で入場できないエリアもござ
います。

※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（VIPスイート・ホスピタリティ
　ラウンジ／テラス）で、V1・B・Qエリアに入場可能！！

V2席は、コカ・コーラ製品 飲み放題！！ ※26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23日（木）～26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】 2,600円（通常5,200円）※中学生以上
　【小学生】 1,900円（通常3,900円）
　【幼児】 1,300円（通常2,600円）※3歳～未就学児
　◎プールには、8耐期間中1,100円で入場できます。

5,700円
1,700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）

（当日入園券 800円） （当日入園券 600円）
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!!

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！！

グループなら

これでキマリ！
グループなら

これでキマリ！
グループなら

これでキマリ！
グループなら

これでキマリ！

V1エリア
入場可
V1エリア
入場可
V1エリア
入場可
V1エリア
入場可

NEWSNEWSNEWS
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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10日（日）10：00～7月17日（金）23：59まで
※ ペアシートのため、奇数人数でのご利用は相席となる場合があります。
※ 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。
※ 駐車券はお申し込みの方にのみ発行します。購入時に選択してください。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・ホスピタリティテラス・VIPテラス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。
※ アレルギーのある方は事前にお知らせください。
※ 一部、貸し切りなどでご利用いただけないエリアがあります。

VIPスイート・プレミアム
（7月24日（金）～26日（日）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

64,000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（7/25（土）・26（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（お申し込みの方のみ）　※7/24（金）～26（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）指定ブース
●ホスピタリティテラス入場可（3日間対象）指定ブース
●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26日（日）決勝レース前）
●レースリザルトサービス（VIPスイート内）

■VIPスイート・プレミアム（税込） ＜大人・子ども（3歳以上）共通＞ （7月24日（金）～26日（日）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！！

メーカー・チーム応援席（7月23日（木）～26日（日）期間中有効、税込）好きなチームの

応援席で応援しよ
う！！好きなチームの

応援席で応援しよ
う！！好きなチームの

応援席で応援しよ
う！！好きなチームの

応援席で応援しよ
う！！

今年もメーカー・チーム応援席をグランドスタンドに設けます。詳細は決定次第、ご案内します。
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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。

※ 指定ブース内での相席（自由席）です。
※ 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。
※ アレルギーのある方は事前にお知らせください。
※ 一部、貸し切りなどでご利用いただけないエリアがあります。
※ 3才未満のお子様をお連れの方は、ファミリーラウンジ（大人券）で3才未満のお子様と一緒にご利用いただけます。

※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10日（日）10：00～7月17日（金）23：59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26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・お申し込みの方のみ）
　※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）
●ホスピタリティテラス指定ブース入場可（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
●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）
●レースリザルトサービス（ブース内）

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24日（金）～26日（日）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）
■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

46,300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）

46,300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）

8,300円

※写真はイメージです

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回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

67,000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10日（日）10：00～7月17日（金）23：59まで

※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（Jrには付きません）。
※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24日（金）～26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

29,400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）

2,900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10日（日）10：00～7月17日（金）23：59まで

V1エリア
入場可！！
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【駐車場・駐輪場 前売り予約】

■利用料金… 4輪（5P・7P）------ 6,200円／1台・3日間　　※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。
 4輪（6P）----------- 6,800円／1台・3日間
 バイク（2・3・4P）-- 1,000円／1台・3日間　　※日により駐輪場所が異なります。
■利用期間… 7月24日（金）5:00～7月26日（日）3日間・出入り自由（※1）
■申込方法… ①5P・6P・7P・バイク : MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）
 ②7P・バイク : 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）】
 ③7P・バイク : モビリティステーション窓口
■申込期間… 5月10日（日）［※モビリティステーション窓口は5月9日（土）］から、7P・バイクのみ先行で受付
 ※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…4輪は5m×2.5mの駐車枠におさまる車両／バイクは原付～大型バイクまで（※2）
　 ※1／7月26日（日）午前11:30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。
 ※1／7月26日（日）午前11:30以降に出場されますと再入場できません。
 ※2／バイクは原付、小型二輪、普通二輪、大型二輪の各免許で運転可能な車種に限ります。

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9日から7P・バイクのみ先行）で販売いたします。
”

自由席はより多くの皆様がご覧いただけますように、ゆずりあってのご観戦をお願
い致します。通路でのご観戦はご遠慮ください。
通行のさまたげになる場所に置かれたシート等は撤去させていただきます。
また、持ち込みテントについては、より多くのお客様が快適に観戦いただけるよう
持ち込み可能サイズ・場所について、規定を設けています。
詳しくは鈴鹿8耐公式ウェブサイトをご確認ください。

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

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

6P

（4輪・前売）

（4輪・前売）

4輪（金・土）
バイク（日）

4輪（金）
バイク（土・日）

バイク
（金～日）

（4輪・前売）

（4輪）

（4輪）

（4輪）

駐車場・駐輪場のご案内・お願い

（4輪・バイク出入口）
パーキングゲートパーキングゲート
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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16日（火）～18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

チケットに関するお問い合わせ：鈴鹿サーキットモビリティステーション　q059-378-1100 （10：00～17：00）

鈴鹿サーキット　q059-378-1111（代）

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

●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。

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10日（日）～7月17日（金）／10：00～17：00
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10日（日）10：00～7月17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10日（日）10:00～7月25日（土）

5月9日（土）～7月25日（土）／10：00～17：00

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）

お問い合わせ

●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。

※6月16日（火）～18日（木）は休業

※6月16日（火）～18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


