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2007年シーズン、インディカー・シリーズの見どころ

インディカーが日本に初上陸して5年目となる2007年。平均300km/h以上で繰り広げられるレ
ースは数多くのインディ・ファンを作った。そして、日本で唯一のオーバルコースを持つツインリ
ンクもてぎでは、今年もBRIDGESTONE INDY JAPAN 300 mileが開催される。今シーズンは
燃料の変更、松浦のチーム移籍など、これまで以上に話題のあるシーズンになりそうだ。

●燃料はエタノールに変更
今年の一番大きな変更点としては燃料がエタノール100%になったことだろう。エタノールはトウモロコシ

などの穀物を発酵させて作られる再生可能な燃料。また、燃費が良い上に一酸化炭素の排出も減少させると言

われている。

●エンジン排気量は3.5リットルに
今年もHondaエンジンで戦われるインディカー・シリーズ。昨年は3.0リットルだった排気量だが、今年から

はまた3.5リットルに戻った。

●パンサー・レーシングに移籍した松浦孝亮
今年でインディカー・シリーズ参戦4年目となる松浦孝亮。カラーリングなどの見た目は変わらないが、体制

的には大きく変わった。チーム名は、スーパーアグリごとパンサー・レーシングに移籍しスーパーアグリ・パ

ンサー・レーシングとなった。パンサー・レーシングはインディカー・シリーズ開設時からの名門チームで過

去には2年連続のシリーズ・タイトルを獲得しており、勝つことだけを目標にしているチームだ。昨年は優勝

こそ逃したが、2位が3回、3位も3回と活躍しているチーム。正念場となる松浦だが、今年こそ日本人初優勝

を成し遂げられるかどうかに注目が集まる。

●連戦が多いスケジュールをどう戦うか
今季は昨年の14戦から2年ぶりに17戦に戻るインディカー・シリーズ。同じ17戦とはいっても、スケジュー

ル的には、レース数が少なかった昨年と同じ3月末から9月上旬の期間。そのためレースも連戦また連戦でか

なりタイトなスケジュールになる。INDY JAPANの第3戦から6月30日に開催されるリッチモンドの第9戦

まで、実に11週間にわたる連戦が組み込まれている。しかもインディ500が開催される5月は平日もプラク

ティスや予選があるので、ドライバーやチーム・クルーにとってもかなりハードなスケジュールになっている。

もちろんドライバーはコンディションをキープできるようにするのが重要だが、チームにとってもスーパー・

スピードウェイとショート・オーバル、それぞれに対応したマシンを持ち込むため休む時間はない。しかもカ

ンザス戦はINDY JAPAN直後のため、日本から空輸されるマシンの到着を待ってからのセッティングになるの

で、さらに過酷といえる。トップチームは、サーキットに行くクルー以外にワークショップで次のレース準備

をするなどして万全な体制で臨めるが、そうでないチームにとっては毎レース後に次のレースに合わせたセッ

ティングに変える作業をするので、サーキットにマシンを持ち込んだあとも、基本セッティングに時間を費や

すことになる。インディカー・シリーズはエンジン、シャシー、タイヤがどのチームも同じであるため、マシ

ンそのものの差はないが、こういったチーム力の差がレースに大きな影響を与える。しかし、これはトップチ

ームに移籍した松浦にとっては大きなチャンスを得たと言える。

昨年活躍したチーム・ペンスキーとターゲット・チップ・ガナッシ・レーシングに対抗馬は現れるのか。

アンドレッティ・グリーン・レーシングに移籍したダニカ・パトリック対今シーズン、フル参戦での復帰を果

たしたサラ・フィッシャーの女性対決。マルコ・アンドレッティのオーバル初優勝はいつになるか、そして、松

浦の日本人初優勝への期待も高まり、今年も話題豊富なインディカー・シリーズ。息つく暇がないシーズンに

なりそうな気配だ。



エタノール燃料へ移行するインディカー・シリーズ
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今季からインディカー・シリーズはエタノール燃料を採用することになった。エタノール燃料をシリ
ーズを通じて全車に使用するのはインディカー・シリーズがモータースポーツ界初だ。

インディカー・シリーズは安全性や環境性能に対しても積極的に取り組んできた。マシンがクラッ
シュしたときにドライバーを衝撃から守るSAFERウォールの開発などもその一例である。燃料も
1960年代からメタノールを使用してきた。これはガソリンよりも燃えにくいという特性が安全性
に適していたためである。
そして安全性はそのままに、エタノールを昨年から取り入れ、90%メタノール、10%エタノールの
混合燃料を使用していたが今年からは100%エタノールに移行される。

エタノール燃料はトウモロコシなどの穀物から生産されており、再生可能な燃料。石油からできて
いるメタノールやガソリンは化石燃料であり、資源には限界がある。また、マシンから排出される
一酸化炭素の量も少なく環境に優しい燃料と言える。
穀物類から生産されるというエタノール燃料、廃棄しても地下水を汚染することもないと言われて
いる。

またエタノールはメタノールよりも低温で燃えるため、エンジン寿命を延ばすこともできる。今年
から導入された3.5リッターHondaインディV-8エンジンはエタノールの燃料に対応し、パワーロ
スの回避に成功している。昨年まで2レースで寿命が来たエンジンを今季から3レースにまで寿命
を延ばせることとなり、チームにとってはコストダウンにもつながるだろう。

燃料の変化により、レギュレーションも変更になった。エタノールにしたことで燃費が向上してい
るが、タンク容量は22ガロンに縮小されたのだ。
このことから昨年までのデータは使えず、ピットインするタイミングなど作戦を立て直す必要があ
る。接近戦のインディカー・シリーズではピットインは大きく順位をあげるチャンス。それは同時
に失敗すれば、順位を大きく下げる事も意味している。各チームがどのように作戦を立て直してく
るのかは今年の見どころのひとつになる。

先日行われた合同テストに参加したドライバー達からはエタノールに変わったことによる変化はな
かったとのコメントが相次いだ。初の試みの出足は順調。
今まで通りの超高速接近戦は今年も健在のようだ。

エタノール燃料の性能・効果等につきましては、
IRL（インディレーシングリーグ）の発表コメント・
リリースを基に作成しています。



■ 大会名称 2007 IRL R Indy Car R Series Round 3
BRIDGESTONE INDYTM JAPAN 300 mile

（和文表記） 2007 IRL R インディカー・シリーズ 第3戦
ブリヂストン インディジャパン 300マイル

■ 主　　催 株式会社モビリティランド
エムオースポーツクラブ（M.O.S.C.）

■ 公　　認 国際自動車連盟（FIA）、社団法人日本自動車連盟（JAF）

■ 大会特別協賛 株式会社ブリヂストン

■ オフィシャルエアライン 全日本空輸株式会社

■ オフィシャルカーゴ エアライン NCA Japan 株式会社

■ オフィシャルパートナー 株式会社オートバックスセブン
デルファイ・コーポレーション
Yahoo! JAPAN
株式会社 NIPPOコーポレーション
米国食肉輸出連合会

■ プロモーションパートナー 社団法人 日本ボウリング場協会
株式会社ローソン

■ 後　　援 アメリカ大使館 商務部、インディアナ州政府、農林水産省（予定）
栃木県、茨城県、宇都宮市、真岡市、那須烏山市、日光市、
栃木市、さくら市、水戸市、笠間市、常陸大宮市、高萩市、茂木町、
芳賀町、市貝町、益子町、高根沢町、二宮町、大平町、城里町、
栃木県教育委員会、茨城県教育委員会、宇都宮商工会議所、
真岡商工会議所、
宇都宮観光コンベンション協会、水戸商工会議所、水戸観光協会、
読売新聞社、FM栃木、bayfm、FM NACK5、FM yokohama84.7、
FM GUNMA、FMふくしま、InterFM
特定非営利活動法人 グローバル・スポーツ・アライアンス

■ オフィシャルテレビジョン 日本テレビ放送網

■ 開催会場 ツインリンクもてぎ　スーパースピードウェイ
（1周：1.5マイル〈約2.4km〉）
栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1
TEL.0285-64-0001（代表）
http://www.twinring.jp/

■ 開催日程 2007年 4月19日（木）練習日
4月20日（金）予選日
4月21日（土）決勝日 13:00スタート（予定）

（300マイル：200周）
※4月22日（日） 雨天予備日

開催概要
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2007 インディカー・シリーズ スケジュール
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ラウンド 開催日 開催場所 コース

第 1 戦 3月24日 マイアミ（フロリダ州：ホームステッド・マイアミ・スピードウェイ)※ オーバル

第 2 戦 4月1日 セント・ピーターズバーグ（フロリダ州：セント・ピーターズバーグ市街地コース） 市街地

第 3 戦 4月21日 ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町） オーバル

第 4 戦 4月29日 カンザス（カンザス州：カンザス・スピードウェイ） オーバル

第 5 戦 5月27日 インディアナポリス (インディアナ州・インディアナポリス・モータースピードウェイ) オーバル

第 6 戦 6月3日 ミルウォーキー (ウィスコンシン州・ザ・ミルウォーキー・マイル) オーバル

第 7 戦 6月9日 テキサス (テキサス州・テキサス・モータースピードウェイ)※ オーバル

第 8 戦 6月24日 アイオワ (アイオワ州・アイオワ・スピードウェイ) オーバル

第 9 戦 6月30日 リッチモンド (バージニア州・リッチモンド・インターナショナル・レースウェイ)※ オーバル

第10戦 7月8日 ワトキンスグレン (ニューヨーク州・ワトキンスグレン・インターナショナル) ロード

第11戦 7月14日 ナッシュビル (テネシー州・ナッシュビル・スーパースピードウェイ)※ オーバル

第12戦 7月22日 ミッド・オハイオ (オハイオ州：ミッドオハイオ・スポーツカーコース) ロード

第13戦 8月5日 ミシガン (ミシガン州：ミシガン・インターナショナル・スピードウェイ) オーバル

第14戦 8月11日 ケンタッキー (ケンタッキー州・ケンタッキー・スピードウェイ)※ オーバル

第15戦 8月26日 インフィニオン (カリフォルニア州：インフィニオン・レースウェイ) ロード

第16戦 9月2日 ベル・アイル (デトロイト州：ベル・アイル市街地コース) 市街地

第17戦 9月9日 シカゴランド (イリノイ州・シカゴランド・スピードウェイ) オーバル

※ ナイトレース



2007 インディカー・シリーズ 暫定エントリーリスト
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2007年2月8日現在

※上記エントリーリストは変更となる場合があります。

チーム No. ドライバー

Team Penske  3 Helio Castroneves  エリオ・カストロネベス

チームペンスキー 6 Sam Hornish Jr.  サム・ホーニッシュJr.

Target Chip Ganassi Racing  9 Scott Dixon  スコット・ディクソン

ターゲット・チップ・ガナッシ・レーシング 10 Dan Wheldon  ダン・ウェルドン

Delphi Panther Racing
4 Vitor Meira  ヴィットール・メイラ

デルファイ・パンサー・レーシング

Super Aguri Panther Racing
55 Kosuke Matsuura  松浦孝亮

スーパーアグリ・パンサー・レーシング

7 Danica Patrick  ダニカ・パトリック

Andretti Green Racing 11 Tony Kanaan  トニー・カナーン

アンドレッティ・グリーン・レーシング 26 Marco Andretti  マルコ・アンドレッティ

27 Dario Franchitti  ダリオ・フランキッティ

Rahal-Letterman Racing 8 Scott Sharp  スコット・シャープ

レイホール-レターマン・レーシング 17 Jeff Simmons  ジェフ・シモンズ

Vision Racing
2 Tomas Scheckter  トーマス・シェクター

ヴィジョン・レーシング
20 Ed Carpenter  エド・カーペンター

22 A.J. Foyt IV  A.J.フォイト4世

A.J. Foyt Enterprises
14 Darren Manning  ダレン・マニング

A.J.フォイト・エンタープライズ

Dreyer & Reinbold Racing 5 Sarah Fisher  サラ・フィッシャー

ドレイヤー＆レインボールド・レーシング 15 Buddy Rice  バディ・ライス

（18台）
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当日の場内イベント情報 ①

■ドライバーサイン会
アメリカンモータースポーツならではの参戦全ドライバーによるド
ライバーサイン会を開催します。

料 金 無 料

日 時 4月20日（金）全走行終了後

会 場 ロードコースピットロード

■ドライバートークショー
時速300Kmを超える世界で戦うINDYドライバーたちのレース前の意
気込みだけでなく、裏話や秘話なども聞くことができるチャンスです。

日 時 未定

会 場 中央エントランス前広場

※料金はすべて税込料金を表示しております。
※イベントは変更となる場合がございます。

■ アメリカンCARヴィレッジ
様々な種類のアメリカンカーが一同に集います。
本年は2輪もラインナップに加わり、会場を一層盛り上げます。

会 場 ホコテンエリア

日 程 4月21日（土）

■ ストックカーオーバルバトルアドベンチャー
ストックカーレースはアメリカではインディカーと人気を二分するオ
ーバルレースです。オープンホイール（フォーミュラカー）とは一味
違ったダイナミックな走りが魅力。このストックカーがバトルを繰り
広げるコース上に観光バスでコースイン！
ストックカーレースの迫力を間近で体験できる貴重なチャンス！

会 場 スーパースピードウェイ

対 象 決勝日にご来場のお客様

日 程 4月21日（土）

料 金 2,000円／人（定員制）
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当日の場内イベント情報 ②

料 金 無料

■ ダートトラック エキシビション 2&4
INDY JAPAN決勝レース終了後、ダートトラックでエキシビション
レース開催！ INDY JAPAN観戦のレースフリークに、アメリカンモー
タースポーツの醍醐味を楽しんでいただこうと、ダート路面のオーバ
ルコース「ダートトラック（全長400m）」で、4輪（ミジェットカー）と
2輪のスペシャルレースを展開します。

場 所 ダートトラック

日 程 4月21日（土）

時 間 決勝レース終了後

■ INDY JAPAN STUDIO with RADIO BERRY
今年もINDY JAPAN場内放送は、FM栃木 RADIO BERRYの人気アナウンサー陣とともにいろいろな情
報をお送りいたします。予選の情報や、決勝日午前中の会場情報などはRADIO BERRYでもお聞きい
ただけます。来場の際には周波数を76.4にあわせてお越しください。

D J ピエール北川（レース実況アナウンサー）、佐藤望（RADIO BERRYアナウンサー）、
鹿島田千帆（RADIO BERRYアナウンサー）

■ 栃木県観光PRブース
地元栃木県の魅力をたっぷり感じていただく観光PRブースは今年も登場。

会 場 中央エントランス前広場

■ 茨城県観光PRブース
昨年、水戸北スマートICもオープンして、さらにツインリンクもてぎが近くなった茨城県。今年はその
茨城県ブースもINDY JAPAN初登場。

会 場 中央エントランス前広場

● INDY JAPANチョコ納豆 （500円）
昨年、水戸で人気の「チョコ納豆」とインディジャパンがコラボレートした「インディジャパンチョコ納豆」が
だるま食品様の協力で実現しました。今年はその「インディジャパンチョコ納豆」が大幅にリニューアルして登
場します。「明治乳業 おいしい牛乳」や「NTTドコモ P701iD」のデザインで有名な佐藤卓氏により、水戸芸術館
での展覧会に際してデザインされた「チョコ納豆」が、「インディジャパンチョコ納豆」として生まれ変わります。
商品は期間限定の発売となり、4月～5月まで常磐自動車道サービスエリア、水戸駅等での取り扱いとなります。

※料金はすべて税込料金を表示しております。
※イベントは変更となる場合がございます。
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■ スケジュール
10:00～ コースアトラクション

・ストックカーオーバルバトル アドベンチャー
・ブルーインパルスJr.

11:50～　　 オープニングセレモニー
・オフィシャルカーパレード
・ドライバー紹介
・安全祈願
・日本国国歌演奏/米国国歌演奏
・渡辺貞夫 INDY JAPANスペシャルセッション
・DRIVER'S START YOUR ENGINES

13:00 レーススタート

※予告なく変更する場合があります。

■ 米国空軍太平洋音楽隊 - アジア（横田基地）
今年は米国空軍太平洋音楽隊 - アジア（横田基地）の皆さんがINDY JAPANでの米国国歌演奏を務めます。

会 場 スーパースピードウェイ特設ステージ

■ 渡辺貞夫 INDY JAPAN スペシャルセッション
栃木県宇都宮市出身の渡辺貞夫さんが今年もINDY JAPANを盛り
上げてくれます。地元の子供たちや米国空軍太平洋軍楽隊とのスペシ
ャルセッションはレーススタートへの興奮を一気に高めます。

会 場 スーパースピードウェイ特設ステージ

■ ブルーインパルスJr.
おなじみブルーインパルスJr.が今年もやってきます。航空自衛隊松
島基地の人気チームの展示“飛行”をぜひご覧ください。

会 場 スーパースピードウェイ

※イベントは変更となる場合がございます。



● 無線LAN方式 ：IEEE．802.11b.g、2.4GHz

● 映像チャンネル（予定）：①レース実況中継映像　②特典映像　③レースタイミングモニターA
④レースタイミングモニターB ⑤レースタイミングモニターC
※レースタイミングモニターA、B、Cは各々異なる情報を流します。

※①②はインテルターンエリアのみの配信となります。

● システム ：「インテル R Itanium R 2 プロセッサ」をはじめとしたインテル製品搭載のサーバ

【推奨PC環境】

・OS ：MS Windows XP、 MS Windows Mobile 5.0

・プラットフォーム ：インテル
R
Centrino TM Duo モバイル・テクノロジ搭載ノートPC

・アプリケーション ：Internet Explorer 5以上 、Windows Media 
Player 9以上、OKI Media Player

※ツインリンクもてぎ公式ホームページおよびPit Live TVステ

ーションにてダウンロードサービスが受けられます。

【接続方法について】

IPネットワークの設定 ：必ずDHCP（IPアドレスの自動設定）をご利用ください。
ポータルURL http://pitlivetv/

ワイヤレスネットワークの設定 ：接続方式）インフラストラクチャモード
ESS-ID）pitlivetv 暗号化）なし

当日の場内情報 ①
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・・・生でのレース観戦をさらに快適に・・・

■Pit Live TV powered by Intel

協　賛 ：インテル株式会社

システムサーバ協力：日本ヒューレット・パッカード株式会社

システム制作・運用 ：Pit Live TV事務局、

株式会社ニッポン放送プロジェクト

エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社

沖電気工業株式会社

システム開発協力 ：YRP研究開発推進協会

● Pit Live TV powered by Intelに関するお問い合わせは下記までお願いいた

します。

【Pit Live TV powered by Intel事務局】

・ツインリンクもてぎにおける実施内容に関するお問い合わせ

（株）モビリティランド 東京オフィス 東京営業部 本間 TEL：03-3278-0870

・システムに関するお問い合わせ

ニッポン放送プロジェクト 営業開発部 町田 Tel.03-3265-8262

ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
・

Ｐ
Ｄ
Ａ
・
携
帯

PDA

Piｔ Live TVモニター（イメージ）

2004年のインディジャパンより、インテル株式会社のご協力によりスタートした無線LANによる場内映像配
信サービス。サーキット場内に設置されたアクセスポイントにより、リアルタイムでレース映像と周回順位が
ノートパソコンやPDAに配信され、無料でご覧いただけます。今年も5チャンネルでお楽しみいただけます。
中央エントランス前広場には「Pit Live TVステーション」を設置し、インフォメーションサービスと充電サー
ビスコーナーをご用意いたしますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

● 日　　　程 ：4月19日（木）～21日（土）

● 配信エリア ：バックストレート（自由）席の一部を除くスーパースピードウェイ観客席
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・・・知って得する当日の場内情報・観戦方法 ・・・

予約・お問い合わせ

●お問い合わせ・お申し込み先：
ツインリンクもてぎ ハローウッズ
Tel.0285-64-0155
E-mail:donguri@twinring.jp

日 程 4月20日（金）～21日（土）

料 金 大人：6,500 円（高校生以上）・こども：5,500 円（3歳～中学生）
1泊2食付

定 員 100名
※キャンプのご利用・参加には、別途本大会の観戦券が必要となります。

申込締切 4月8日（日） ※定員になり次第受付終了

設 備 トイレ、シャワー、無料コインロッカー完備
テント、シュラフ等のキャンプ用具のレンタル（有料）あり

エリア ハローウッズ 前庭

その他 ・レース決勝が順延となった場合は、追加料金なくキャンプサイト、施設の延長利用が可能です。
ただし、この場合の食事の準備はございません。
・3歳未満のお子様の同伴については、施設使用料としてお一人様500円いただきます。
（食事、シェラフ等不要の施設利用・入館のみ）

グランドスタンドや中央エントランスにも近いハローウッズにて予約制のキャンプサイトをご用意いたします。おクルマ
もハローウッズ前駐車場に停めることができ、グランドスタンド周辺での観戦に大変便利です。

■ INDY JAPAN ハローウッズキャンプ

※火気類、音源、発電機のご使用はお断りさせていただきます。

予約・お問い合わせ

●予　約：予約制ではございません。
当日直接ステイエリアまでお越しいただき、先着順
で場所を確保していただきます。
●お問い合わせ先：ツインリンクもてぎチケットセンター
Tel.0285-64-0080

日 程 4月19日（木）～21日（土）のAM8：00まで

料 金 無料（場内前売駐車券が必要です）

エリア P32（駐車場）の下段側（右図参照）
北ショートコース（右図参照）

ツインリンクもてぎ場内で宿泊されるお客様の専用駐車場
「ステイエリア」をご用意いたします。ステイエリア内では
テントを設営しての宿泊が可能です。

■ ステイエリア

※ステイエリアには、お手洗い、水回り等の設備はございません。
※直火のご利用はお断りさせていただきます。
※21日（土）のAM8：00 までにはテント等の片付けをお願いいたします。
※ステイエリア以外の駐車場でテントを設営しての宿泊はお断りさせていただきます。

※料金はすべて税込料金を表示しております。
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日 程 4月19日（木）～21日（土）

料 金 1ワンちゃん：1,000円
INDY JAPAN特製ドッグタグ付

エリア D席内の指定エリアにご入場いただけます

昨年に続きワンちゃん同伴観戦エリアを設置。チケットは記念
に残るドッグタグ型。是非ワンチャンと一緒にご観戦ください。

■ ワンちゃん同伴観戦エリア

※1 ワンちゃん同伴で、他の観戦エリアへの入場はできません。
※2 ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話）のみ取り扱いします。
※3 シャトルバス、ループバスご利用の際は、ワンちゃんをキャリーバッグに

入れてください。
※4 ワンちゃんの預かり所はございません。

日 程 4月19日（木）～21日（土）

Honda車で楽しむ、Dog Life応援サイト「Honda Dog」の協力により、
ワンちゃんと楽しめるイベントエリアを設置します。「Honda Dog」のメル
マガ会員の方にはワンちゃんご招待の優待もございます。
（詳細は http://www.honda.co.jp/dog まで）

■ INDY JAPAN Honda Dog 2007

※料金はすべて税込料金を表示しております。
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INDY JAPAN 300mile開催を記念していろいろなグッズを発売します。
どれもツインリンクもてぎでしか手に入らないプレミアムグッズです。

■ INDY JAPAN 300mile プレミアム地ビール （BLACK・GOLD・CORN）
宇都宮市の農林業テーマパーク「ろまんちっく村」で一本一本丹精込めて作られた地
ビールです。今年は「BLACK BEER」「GOLD BEER」「CORN BEER」の3つの
味をラインナップ。

BLACK BEER･････工場で自家焙煎した麦芽を使用。炒りたての香ばしさとまろやか
な味わいが特徴の黒ビール。

GOLD BEER･･････原料となる麦芽をふんだんに使用した、重厚感あふれる味わい深
いドルトムンダータイプのビール。

CORN BEER ･････2007シーズンのINDYマシンの燃料は「エタノール」。そのエタ
ノールの原料となるコーン（コーンスターチ）を原料の一部に使
用したビールです。

価 格 各600円（330ml）

価 格 2,800円

■ INDY Honda Racing Tシャツ各種
「INDY Honda Racing」と「INDY JAPAN」の初コラボが実現！アメリカンと
“和”の絶妙なミックスがモータースポーツの新たな観戦スタイルを作り出した。

・INDY JAPAN 5th AnniversaryTシャツ･･･････････････････2,500円

・INDY JAPAN 疾風迅雷（しっぷうじんらい）Tシャツ･･･････2,900円

・INDY JAPAN 炎車輪（えんしゃりん）Tシャツ･････････････2,900円

・INDY JAPAN 刺繍柄（ししゅうがら）Tシャツ･････････････3,900円

・INDY JAPAN レーシングTシャツ･････････････････････････3,900円

・INDY JAPAN レーシングTシャツ　キッズ･････････････････2,500円

・INDY JAPAN キッズ　マシンTシャツ･････････････････････2,500円

■ INDY Honda Racingオリジナルウェア
「INDY」＝「Honda Racing」の王道アイテム。シンプルなデザインの中にHonda Racingの情熱を込めた定番グッズ。

・Ｔシャツ･･････････････････1,800円

・メッシュキャップ･･････････1,500円

■ INDIANAPOLIS直輸入「i am INDY」キャップ
「i am INDY」ジーン・シモンズが歌うINDY CAR シリーズのテーマソングをフット
ボールキャップに込めたシリーズ人気No.1キャップ。

※料金はすべて税込料金を表示しております。

刺繍柄Tシャツ

5th Anniversary Tシャツ

5th記念ロゴ
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■ INDY ダイキャストモデル
06・07モデル同時入荷！さらに数量限定で06～07シリーズの全種類（1/64）を詰
め込んだスペシャルパッケージを販売予定。
もてぎスペシャルは「ダニカ・パトリック」と「ダン・ウェルドン」の1/64スケール。
もてぎオリジナルトレカ仕様になっている。限定各500台！

・1/18scale･･･････････････5,800円（予定売価）

・1/64scale･･･････････････1,000円（予定売価）

■ INDY CAR SERIES メッセンジャーバック
ターポリン生地で仕立てたINDY JAPAN限定のオリジナルメッセンジャーバック。
観戦にぴったりのA4サイズは限定生産150個。

価 格 4,500円（予定売価）

※料金はすべて税込料金を表示しております。



■ 5テイストバーガー
INDY JAPAN開催5年を記念して5つの味を盛り込んだスペシャルバーガー！

2007年 INDY JAPAN に向け、おいしくボリュームたっぷりのアメリカンメニューをご紹介いた
します。

ファーストフード 07 INDY JAPAN メニューのご案内 ①
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期間：2007年4月19日（木）～4月21日（土）

【ブリックヤード】中央エントランス左手

※ 料金はすべて税込料金を表示しております。

価格 1,500円

■ ダン・ウェル丼
2007シーズンのINDYマシンの燃料は「エタノール」。そのエタノールの原料であるとう
もろこし（コーンバター・コーンドレッシング）とダン・ウェルドン選手の好物「コーラ」
を使った、鶏のコーラ蒸しをキーマカレーにトッピング！
ダン・ウェル丼を食べて丼丼（DONDON）応援しよう！

【パドックカフェ JAY】第１パドック

価格 1,200円

ツインリンクもてぎの中心であるパドックの真ん中に位置するJAYはアットホームなカフェスタイルのレストラン。
あの有名選手も食べたメニューをあなたも是非！

■ インディクッキー
さくさくのクッキーに、いちご・コーンフレークをそれぞれトッピングしてできたINDY
クッキー。これを食べたら、レースに参加している気分になること間違いなしの美味しさ
です！

【ミュージアムカフェ】Honda Collection Hall館内1階

価格 200円

ガラス張りの店内。外にはホンダコレクションホール自慢のミニコースが。
憧れのオールドカーが走っているのが見られるかも！

■ 豆腐のヘルシーハンバーグ（ごはん・汁物付）
野菜と豆腐のボリューム満点なハンバーグ。しっかり食べてもヘルシーな一品。

【カフェどんぐり】ハローウッズ クラブハウス内

価格 900円

「ハローウッズ」のクラブハウス内にあるカフェどんぐりでは、産地直送の新鮮野菜を使用したメニューが気軽に楽しめます。
自然の中でゆったりとお楽しみください。メニューに使用している野菜の直売も行っています。

アメリカンスタイルのステーキ＆バーガーショップ「ブリックヤード」
迫力満点のバーガーでお腹を満たしてレースに挑もう！！
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■ インディパフェ アメリカンスタイル
チョコたっぷりのスペシャルスイーツ！

【銀菓亭】グランドスタンドハウス フードコート

価格 550円

■ チョコとアイスのごちそうパン
チョコとアイスのあまいハーモニー。さぁおいしく召し上がれ！

【メロンちゃん】グランドスタンドハウス フードコート

価格 500円

■ 自家製ベーコンのB・L・Tドッグ
桜のチップでじっくり燻製した手作りベーコンのジューシーなB・L・Tドッグ。

【とん太ファミリー】グランドスタンドハウス フードコート

価格 400円

■ バジルソーセージドッグ
香り豊かなバジルソーセージのホットドッグ。

価格 400円

■ メイプルとアイスのごちそうパン
とろ～りとろけるメイプルとアイスの甘さが絶妙！

価格 500円

■ ハムとチーズのごちそうパン
厚切りのトーストにとろ～りチーズとハムがベストマッチ。

価格 500円

※ 料金はすべて税込料金を表示しております。



プレイベント情報 ①

- 16 -

「BRIDGESTONE INDYTM JAPAN 300mile」開催までの約2ヶ月間、各所にてさまざまなプロ
モーションイベントを展開いたします。

■ INDY Cafe @ RADIO BERRY オープン
昨年に引き続き、Radio Berry（株式会社エフエム栃木）がコラボレーションしたカフェ「INDY Cafe @ RADIO BERRY」が
オープンします。店内にはRADIO BERRYの情報、「BRIDGESTONE INDY JAPAN 300mile」の情報が満載。さらに
マシン展示、店内の特設スタジオで公開生放送や公開録音などが行われます。

日 程 3月12日（月）～4月22日（日）

運営主体 RADIO BERRY（FM76.4Mhz、株式会社エフエム栃木）

運営協力 マーケットネットワーク

協 賛 東京電力株式会社栃木支店／
TEPCO La FONTE（東京電力ショールームスペース）

場 所 栃木県宇都宮市馬場通り1-1-11TDビル「TEPCO La FONTE」内

■ INDY JAPAN 300 mile BAR ＠ 横浜赤レンガ倉庫
JAZZ・カクテル・レンガというキーワードがINDY JAPANと見事にリンクする街横浜の赤レンガ倉庫に、期間限定で
INDY JAPAN 300 mile BARがオープンします。
横浜赤レンガ倉庫「Bar TUNE」が、4／1～／22の期間限定で、INDYムード満点のBARとして営業。INDY JAPAN
300 mile BARオリジナルのINDYカクテルを飲みながら、横浜の夜をお楽しみいただけます。

日 程 4月1日（日）～4月22日（日）

場 所 横浜赤レンガ倉庫 2号館3F 「Bar TUNE」

■ INDY JAPAN FM7 PREMIUM ＠ 横浜赤レンガ倉庫
FM横浜＆RADIO BERRYの手による、INDY JAPANプレイベントが　4／15日（日）に横浜赤レンガ倉庫 LIVE &
DINING SPACE 「Motion Blue yokohama」で開催されます。INDYドライバーのトークショーや交流イベントなどFM
局のパーソナリティの司会によるまさにプレミアムな時間となります。（後援FM局リスナー招待ならびに、INDY JAPAN
プロモーション招待者のプレミアムイベントのため一般販売はされません。）

日 程 4月15日（日）

場 所 横浜赤レンガ倉庫2号館3F 「Motion Blue yokohama」

■ 横浜赤レンガ倉庫 5周年記念イベント
「LEGENDARY91＋5th Anniversary」にINDYマシン登場！　

3／21から開催される 横浜赤レンガ倉庫の5周年イベント「LEGENDARY91＋5th Anniversary」にINDY JAPAN
300 mile のマスコットカーがお目見えします。4／7日（土）～15日（日）の期間限定で、赤レンガ倉庫　1号館と2号
館の間にあるイベントスペースにてINDYマシン展示、INDY JAPAN 300 mileのプロモーションを実施いたします。
週末（土・日）はツインリンクもてぎエンジェルも応援に駆けつけます。

日 程 4月7日（土）～4月15日（日）

場 所 横浜赤レンガ倉庫 イベントスペース
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期 間 2月14日（水）～4月22日（日）

実施店舗は宇都宮カクテル倶楽部加盟店のホームページからご確認ください。
http://www.ucclub.net/

■ インディオリジナルカクテル
2007年新作カクテル「Speed Star」（スピードスター）
300km/hの速度で駆け抜ける彼らはまさにスピードスター☆
レシピ　○カシスシロップ（モナニ）20ml ○カルピス30ml ○ソーダで満たす
デコレーション：レッドチェリー

実施日 4月14日（土）8:00～16:00

■ 第3回クラッシック＆スーパースポーツ2＆4
ブガッティやMG、アストンマーチンなど往年のクラッシックカーや、ビンテージバイク
のほか、フェラーリ、ランボルギーニなどのスーパースポーツカー約100台が一堂に会
し、宇都宮市から芳賀町、市貝町、茂木町、ツインリンクもてぎを経由し、本年より新
たに益子町を通過して宇都宮へゴールする約120kmを走行いたします。途中ではレー
スクイーンなどによる写真撮影会や地域独自の様々なイベントが行われます。

掲出期間 3月2日（金）～4月22日（日）

掲出場所 宇都宮市・芳賀町・市貝町・茂木町・益子町の中心街と主要アクセス道路の一部

■ インディフラッグの掲出
実行委員会を構成する各自治体の中心市街地やツインリンクもてぎまでの主要なアクセス道路
にインディジャパンのオリジナルフラッグを掲出します。統一デザインのフラッグを掲出するこ
とが各地の一体感を強め、インディジャパン開催へのボルテージを高めます。

インディジャパンが開催される地元栃木県の自治体などが連携して組織されたインディジャパン
300マイルプレイベント実行委員会が、昨年に引き続き、インディ500が開催されるインディア
ナポリスさながらに、県内外から訪れる多くのお客様へのおもてなしを充実させるため、多彩な
プレイベントを実施します。
【インディジャパン300マイルプレイベント参画市町：宇都宮市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町】
【特別協賛：株式会社ブリヂストン、NTT東日本栃木支店】

実施期間 3月3日（土）～5月14日（月）

チェックポイント（予定） フレッツカフェ（宇都宮市）、道の駅はが（芳賀町）、市貝温泉（市貝町）
道の駅もてぎ（茂木町）、陶芸メッセ・益子（益子町）

■ インディスタンプラリー
各自治体の観光スポットやツインリンクもてぎをスタンプで結ぶラリー。規定数のスタンプ獲得者には抽選で景品を進呈。
様々な企業団体とのコラボレートによって、インディジャパンの地域密着度を高めていきます。

※そのほか栃木県内、茨城県内にて地元自治体によるプレイベントが多数開催される予定です。詳しくは indyjapan.com
をご覧ください。

日 時 4月19日（木）18：30～開演

場 所 宇都宮文化会館　小ホール

入場料 2,500円（全席自由）

■ 第2回日米フレンドシップコンサート
今年のインディジャパンのオープニングセレモニーを務める米国空軍太平洋音楽隊 - アジア「パシフィク・ショーケー
ス」のメンバーで構成された「パシフィック・ショーケース」によるコンサート。グレンミラーなどのスタンダードナンバー
から最近の曲まで、迫力のビッグ・バンド・ジャズをお楽しみください。



プレイベント情報 ③

- 18 -

実施日 4月7日（土）または14日（土）

会　場 作新学院大学　多目的ホール

定　員 約400名

対　象 学生・一般

方　式 基調講演とパネルディスカッション

テーマ 「日本文化の伝承と挑戦」

■ インディアナ州との交流プログラム「シンポジウム」～日本文化の伝承と挑戦～
栃木県と姉妹関係にあるインディアナ州との共通項目である「インディ」を通じて栃木県ならではの交流事業を実施しま
す。相互の文化交流によって国際社会に適応する人材を育成するとともに魅力ある地域づくりを促進します。

実施日 5月5日（祝・土）※雨天決行
開会式：8:30・競技スタート：9:30

■ INDYJAPAN サーキットマラソン2007
ツインリンクもてぎの国際的なサーキット等を使用したマラソン大会を実施し、健康・体力づくりの啓発とスポーツの振
興に寄与するとともに、人々の交流親睦を図ります。

会 場 ツインリンクもてぎ　スーパースピードウェイおよび外周コース

ゲストランナー 谷川真理さん、猫ひろしさん

※そのほか栃木県内、茨城県内にて地元自治体によるプレイベントが多数開催される予定です。詳しくは indyjapan.com
をご覧ください。

日 時 4月1日（日）・8日（日）・15日（日） 12:00～18:00

場 所 オリオンスクエア（オリオン通り）

■ インディジャパン ジャズフェスティバル
オリオン通りの新たな情報発信空間である「オリオンスクエア」にて継続的にイベントを開催。中心商店街の活性化と
音楽（ジャズ）を通じてインディジャパンを広めていきます。

内 容 4月1日 「アメリカンゴールデンエイジ～ロックンロールステージへ」
4月8日 「自然との共存～アコースティックステージへ」
4月15日 「MADE IN 宇都宮～ジャズステージへ」

期 間 4月19日（木）

会 場 宇都宮ジャズ協会加盟店 http://www.ujazz.net

料 金 チケット1枚1,000円（来店時に1ドリンクのオーダー）

■ インディジャパン宇都宮ジャズクルージング 2007
プレイベント開催期間中に市内のライブスポットなどで行われるライブイベントです。宇都宮ジャズ
協会加盟店で使用できる共通チケットを購入し、それを店舗で提示すれば、宇都宮のジャズスポット
などで行われる本格的なライブパフォーマンスを手軽にお楽しみいただけます。

※ 別途飲食代が必要です。
※ 共通チケットは各店舗でお求めください。
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■ INDYいちごパン
メロンパンならぬ「いちごパン」の登場です。しっとりパンを包み込むさくさくのクッキ
ー生地には栃木産のイチゴジャムを練り込みました。クッキー生地の甘さといちごの酸味
のコラボレーションをお楽しみください。

07 'INDYじゃパン

価格 150円

2007年のインディじゃパンは栃木の特産品がテーマとなっています。栃木産のいちごジャムを使ったいちごパンに、餃
子をイメージした餃子パンと栃木ならではのパンができあがりました。ツインリンクもてぎのイメージガールであるツイ
ンリンクもてぎエンジェルがレシピを作成し、こぶし会けやき作業所の皆さまによって作っていただきました。このパン
を通して少しでもけやき作業所の皆さまのお力になれるようにと、そして海外や県外から来るお客様に栃木県をもっと知
ってもらいたいという思いから生まれました。
こぶしの会けやき作業所の皆さまとツインリンクもてぎエンジェルとのコラボレーション「INDYじゃパン」をぜひご賞味
ください。

■ INDY餃子パン
宇都宮の食といえば餃子です。その餃子をイメージして作ったのがこの「餃子パン」。形
も餃子そっくり、しかも中身も餃子の具がぎゅっと詰まっています。宇都宮だからこそ生
まれたスペシャルな餃子パンをどうぞお楽しみください。

価格 200円

■ エンジェルハートパン
かわいらしいハート型の「エンジェルハートパン」。生地にはアールグレイの茶葉を砕い
て練り込み、レモン風味のアイシングがふりかけられています。ツインリンクもてぎエン
ジェルからの応援の気持ちをパンの形にしました。

価格 200円

■ INDY JAPAN 300 mile ワイン
INDY JAPAN 300 mile ワインは、ココ・ファーム・ワイナリーと文星芸術大学
の「飲む方々の心を少しでも豊かにしたい」という思いで創られた期間限定のオリジ
ナルワインです。
栃木県足利市にある、こころみ学園のワイン醸造場「ココ・ファーム・ワイナリー」
で創られるワインは2000年の九州・沖縄サミットでの晩餐会にも採用されるなど日
本を代表するワイナリーとして注目を集めています。
ラベルデザインをプロデュースした宇都宮市の文星芸術大学は、地域における、芸術
と産業との関わり方を教育の一環として行なうなど社会に開かれた大学として注目さ
れており、今回のコラボレートをはじめ様々な活動を続けています。

INDY JAPAN 300 mile ワイン

価格 1,000円 （赤ワイン・白ワイン共）375ml
※ココ・ファーム・ワイナリー http://www.cocowine.com

※ 料金はすべて税込料金を表示しております。



2007年2月17日（土）より前売り券販売開始！

今年は大変お得なファミリーチケットを限定販売！！

新たに設定されたファミリーチケットを限定2000枚で販売します。

大人2名分の料金で大人2名、子ども2名と駐車券1枚がセットになっています。

このファミリーチケットは、ローソンチケットおよびローソンのみで販売されます。

そのほかにも毎年好評の「らくらく観戦駐車場」、「スーパースピードウェイコースサイド駐車場」の特別駐車
エリアをはじめ、「ワンちゃん同伴観戦エリア」など充実したチケットをご用意しております。

また、e＋（イープラス）では、「初体験シート」やコースフェンス付近に設けられる「エリオ・カストロネベ
ス応援席」など魅力溢れるチケットを販売します。

チケットのご案内 ①

券　種
座席指定 エリア指定　 自由席 車椅子席

A 席 B 席 C 席 E 席 D 席 バックストレート A席上 バックストレート

大　人 19,000円 14,000円 14,000円 14,000円 9,000円 6,000円 14,000円 6,000円
子ども 7,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

4/19（木） 4/20（金） 4/21（土）
券　種 座席指定 エリア指定 自由席 車椅子席

全席自由席
A 席 B 席 C 席 E 席 D 席 バックストレート A席上 バックストレート

大　人 1,000円 4,000円 23,000円 18,000円 18,000円 18,000円 13,000円 10,000円 18,000円 10,000円
子ども 500円 500円 7,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

券　種 料　金 特　典

VIPテラス 43,000円／1人 指定駐車券、公式プログラム、記念品付き。決勝日はお弁当、フリードリンク付き

■前売観戦券料金（3日間有効・税込） 【販売期間2月17日（土）～4月18日（水）】

※1 子どもは3歳から中学生です。
※2 座席指定・エリア指定が有効となるのは決勝日（4/21）のみです。
※3 バックストレート席は10,000枚の限定販売です。
※4 D席はローソンおよびローソンチケット、ツインリンクもてぎ（窓口・電話）、ツインリンクもてぎオンラインショップのみでの取り扱いです。
※5 D席ファミリーチケットは大人2名＋子ども2名＋四輪駐車券のセットです。ローソンチケットおよびローソンでの2000枚限定販売です。
※5 車椅子席はA席上25枚、バックストレート50枚の限定販売です。同伴者は2名までとさせていただきます。同伴者の方も同料金のチケットが必要です。
ツインリンクもてぎチケットセンターのみでの取り扱いです。

※1 各座席・エリアともに前売観戦券が完売した場合、当日券の販売は行いません。
※2 D席ファミリーチケットの当日券はございません。

■当日観戦券料金（税込）

■VIPテラス料金【販売期間2月17日（土）～4月13日（金）】（税込）

D席
ファミリーチケット

18,000円

※1 VIPテラス席は大人、子ども共通料金です。
※2 座席はグランドスタンド上部の特別エリア席（屋外）、入場可能エリアはパドック・ロードコースです。
※3 座席数に限りがありますので、完売になり次第販売を終了します。
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※1 VIPパドックスイートは大人、子ども共通料金です。
※2 入場可能エリアは第2パドックのVIPパドックスイートエリア、グランドスタンドB席、パドック・ロードコースです。
※3 販売窓口は、ツインリンクもてぎチケットセンター、ツインリンクもてぎオンラインショップ　のみです。
※4 座席数に限りがありますので、完売になり次第販売を終了します。

券　種 料　金 特　典
VIP 85,000円／1人 指定駐車券、公式プログラム、記念品付き

パドックスイート 決勝日はVIPパドックスイートでのお食事、フリードリンク付き

■VIPパドックスイート料金【販売期間2月17日（土）～4月13日（金）】（税込）
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チケットのご案内 ②

■前売駐車券

※1 四輪・二輪あわせて10,000枚の限定販売です。
※2 前売券の販売は2月17日（土）～4月18日（水）の間です。
※3 前売駐車券が完売の場合、当日駐車券の販売はありません。
※4 お車でお越しのお客様は必ず前売駐車券をお求めください。

券　種 料　金

四 輪 2,000円
二 輪 1,000円

■当日駐車券（税込）

券　種
料　金

4/19（木） 4/20（金） 4/21（土）

四 輪 2,000円 2,000円 3,000円
二 輪 1,000円 1,000円 1,000円

券　種 料　金 入場エリア
大　　人 10,000円

パドック／ロードコース（メインストレート部分）に入場可能
子 ど も 5,000円

券　種 料　金 特　典

1ワンちゃん 1,000円 D席内の指定エリアにご入場いただけます

※1 子どもは3歳から中学生です。
※2 パドックパスだけではレース観戦できません。別途観戦券を必ずお求めください。
※3 前売券が完売の場合、当日券の販売はありません。
※4 大人・子ども合わせて2000枚の限定販売です。

■パドックパス料金（3日間有効・税込）

※1 ワンちゃん同伴で、他の観戦エリアへの入場はできません。
※2 ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話）のみ取り扱いします。
※3 シャトルバス、ループバスご利用の際は、ワンちゃんをキャリーバッグに入れてください。
※4 ワンちゃんの預かり所はありません。

■ワンちゃん観戦エリア

料　金 駐車エリア

10,000円 限定100枚（お一人様1枚限り）

※1 バックストレート上部の指定区画内に駐車できます。
※2 3.5m×7.5mの区画内に収まる車両でご利用いただけます
※3 4/19（木）からレース終了まで終日、止め置きが可能です。
※4 エリア内での直火使用・ペットの持ち込みは固くお断りします。
※5 観戦ゲートオープン前の座席取りは固くお断りさせていただきます。
※6 ツインリンクもてぎチケットセンター(電話)のみの取り扱いです。

■スーパースピードウェイコースサイド駐車券（3日間有効・税込）

写真はイメージです

料　金 駐車エリア

7,000円 限定70枚（お一人様1枚限り）
※1 P7駐車場（東エントランス、C席・E席付近）の専用駐車場に駐車できます。
※2 ツインリンクもてぎチケットセンター(電話)のみの取り扱いです。

■らくらく観戦駐車券（3日間有効・税込）
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券　種 料　金 入場エリア 特　典

大　　人 9,000円
D席（200席限定） 特別講師による特別講座（決勝日のみ）

子 ど も 1,000円

■初体験シート【2月17日（土）より販売開始】（税込）

券　種 料　金 入場エリア 特　典

大人2名 50,000円 A席（40組80名様限定） 四輪駐車券（1台分）、特別記念品の提供

■カップルシート【2月17日（土）より販売開始】（税込）

券　種 料　金 入場エリア 特　典

大　　人 14,000円
B席（100席限定）

応援グッズ付き、

子 ど も 3,800円 オリジナルカラーチケットでの提供

■エリオ・カストロネベス応援席【2月17日（土）より販売開始】（税込）

e＋（イープラス）では魅力的なチケットを限定販売！！

・ 昨年好評だった「初体験シート」を今年もD席に設定。特別講師による丁寧な解説付きなので初めて
インディジャパンを見る人でもお楽しみいただけます。

・ カップルシートでは、人気のA席に駐車券と特別記念品をセットにしてわずか40組の限定販売。

・ エリオ・カストロネベスと言えば、勝利のときに必ず見せる金網登りが有名。昨年のインディジャ
パン初優勝でも金網登りを披露。そのシーンを最も近くで見ようというのがエリオ・カストロネベ
ス応援席。

※限定販売のため、完売になり次第販売を終了します。

※限定販売のため、完売になり次第販売を終了します。

※限定販売のため、完売になり次第販売を終了します。
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チケットのご案内 ④

チケットの主なお求め先

● ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売／電話受付販売 ・・・・・・・・・・・・・・・0285-64-0080

● ツインリンクもてぎオンラインショップ ・・・・・・・・・・・・・・・・http://www.twinring.jp/onlineshop/

● チケットぴあ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0570-02-9999

＜Pコード＞
A席、B席、C席、E席共通： 680-405   バックストレート席：680-406

VIPテラス： 680-408 パドックパス：680-407 駐車券：680-409

● CNプレイガイド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0570-08-9999

● ローソンチケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0570-000-777 

＜Lコード＞ 観戦券30040、パドックパス30041

● e+（イープラス） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・http://eplus.jp/

● ショッピングセンターもぴあ（栃木県・茂木町） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0285-63-5000

● 道の駅もてぎ（栃木県・茂木町） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0285-63-5671

● UFJチケットセンター（UFJカード会員専用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0570-00-6161

● Hondaウエルカムプラザ青山（東京・青山一丁目/Honda青山ビル1F）・・・・・・・・・・・・03-3423-4118

● 鈴鹿サーキットチケットセンター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・059-378-1111

上記プレイガイドに加え、下記コンビニエンスストアでもご購入いただけます。

○ セブンイレブン（全店舗）：指定席券のお取り扱いはありません。

○ ローソン（全店舗）：各店舗の「ローソンLOPPI」にて購入可能です。

○ ファミリーマート（全店舗）：店内のFamiポート、ファミネットにて購入可能です。

※Pコードを入力して購入可能です。

○ am/pm（一部店舗を除く）

○ セーブオン（一部店舗を除く）

○ サークルK（店内の申し込み用紙にPコードを記入の上、店員にお渡しください。）

○ サンクス（店内の申し込み用紙にPコードを記入の上、店員にお渡しください。）
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観戦席のご案内

★6台のサーキットビジョンによりレース進行が把握できます。

●全コースが見渡せるグランドスタンド最上段の席です。レース進行が把握できます。
●迫力のスタート＆ゴールシーンや、1/1,000秒を争うすばやいピット作業のほかにレース以
外のアトラクション、オープニングセレモニーも楽しめます。

●グランドスタンド中段と下段席です。最前席ではマシンの風圧を感じるほどの迫力です。
●迫力のスタート＆ゴールシーンや、1/1,000秒を争うすばやいピット作業のほかにレース以
外のアトラクション、オープニングセレモニーも楽しめます。

●メインストレートから第1ターンにかけてのサイドバイサイドのバトルが楽しめます。
●サーキットビジョンによりレース進行が把握できます。

●Yahoo! BBターン（第3ターン）からAUTOBACSターン（第4ターン）を抜けメインストレート
にかけてのバトルが楽しめます。

●サーキットビジョンによりレース進行が把握できます。
●AUTOBACSターン寄りにワンちゃん同伴観戦エリアを設置します。

●メインストレートから第1ターン ＆ Intelターン（第2ターン）への激しいバトルが楽しめます。
●サーキットビジョンによりレース進行が把握できます。

A 指定

B 指定

C 指定

D 指定

E 指定

●グランドスタンド上段。もちろん全コースが見渡せます。
●上部共有スペースにテーブルが設置され、お弁当、飲み物のサービス、さらにパドックパスまで
付いた特等席です。

VIP テラス

※指定席は決勝日のみ有効とし、フリー走行、公式予選日の座席ならびにエリアの指定はありません（VIPテラスを除く）。

エリア
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各主要地からバスツアーを実施、お一人様から気軽にご参加いただけます。

〈読売旅行〉
※料金、行程等詳細は下記の読売旅行各営業所までお問い合わせ下さい。

〈栃木県〉 宇都宮営業所 ･･･････ 028-624-8181

〈茨城県〉 水戸営業所 ･････････ 029-224-0700 土浦営業所 ･････････ 029-824-4100

〈群馬県〉 前橋営業所 ･････････ 027-243-5201 

〈神奈川県〉 横浜営業所 ･････････ 045-650-4343 川崎営業所･･････････044-233-9187

厚木営業所 ･････････046-225-1155

〈埼玉県〉 大宮営業所 ･････････ 048-642-2456 熊谷営業所･･････････042-991-4341

春日部営業所････････048-733-2381 川越営業所･･････････048-249-6551

〈東京都〉 大手町営業所････････03-3270-6165 立川営業所･･････････042-523-1491

〈宮城県〉 仙台営業所･･････････022-222-5811

〈福島県〉 郡山営業所･･････････024-921-4341

〈モビリティランドトラベルセンター〉

● お問い合わせ先 株式会社モビリティランドトラベルセンター ･･･････････････ 03-3278-0808

〈IQIトラベル〉

● お問い合わせ先 株式会社イメージクエストインタラクティブ

エンタテインメント・マーケティング事業部トラベルディビジョン ･･････ 03-3516-7017

上記以外の旅行会社でもバスツアーを予定しております。ツアー詳細はindyjapan.comホームページ上に

て掲載を予定しております。

BRIDGESTONE INDYTM JAPAN 300mile 観戦ツアーのご案内

バスツアー

バスツアーに参加の方には下記の参加特典がございます。

バスツアー参加者特典

①バスツアー特別記念品をもれなくプレゼント！

※バスツアー参加の方全員にツインリンクもてぎインディジャパン観戦記念品をプレゼントします。

②希望者全員にパドックミニ入場券をプレゼント！

※パドックミニ入場券は限定時間内にパドックに入場できるバスツアー参加者限定のチケットです。



■ ビジネス旅館 （パック料金：9,800円・税込）
黒　旅館 ・・・・・・・・・・・・028-634-6595
中川旅館
ビジネスホテルサンライズ ・・・・028-636-7971

旅館藤江 ・・・・・・・・・・・・028-633-2670
柳屋旅館 ・・・・・・・・・・・・028-633-4822

周辺宿泊情報 ①
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インディジャパン宿泊パック（宇都宮）

インディジャパン決勝前夜を宇都宮市街で名物のジャズやカクテル、餃子で楽しみ、翌日はレー
スを観戦。「ツインリンクもてぎのレース観戦」と「おもてなしのまち宇都宮の名物」の2つを一
度に楽しめる宿泊パックです。

企　　 画 宇都宮ホテル旅館協同組合
予約受付期間2月20日（火）～4月8日（日）
※ 駐車券、パドックパスはプランに含まれておりません。別途お申し受けいたします。
※ 宿泊プランの販売数には限りがございます。お早めにご予約ください。
※ 宿泊パックの内容は予告なく変更になる場合があります。

宿泊対象日 4月20日（金）宿泊
※ 決勝レースが順延され、21日（土）に宿泊する場合と、18日（水）、19日（木）の宿泊料は各宿泊施設に
よって異なります。

宿泊対象日 4月18日（水）、19日（木）、20日（金）

※「インディジャパン宇都宮号」は利用できません。
※ VIPテラス、Hondaファンシートは対象外です。

【宇都宮おもてなし宿泊プラン】
各宿泊施設限定2名様のプランです。素泊まり料金と観戦券（自由席）のセット宿泊料です。料金は宿泊施設によってシテ
ィホテルタイプ、ビジネスホテルタイプ、ビジネス旅館タイプの3種類があります。また、宿泊料には宇都宮市内3箇所か
ら発着するツインリンクもてぎ行きバス「インディジャパン宇都宮号」（4月21日のみ）の乗車料金が含まれます。

■ シティホテル （パック料金：15,300円・税込）

■ ビジネスホテル （パック料金：11,300円・税込）

【宇都宮お楽しみ宿泊プラン】
様々な券種に対応したプランです。特典として、宇都宮ならではのお土産が付いた、マイカーをご利用の方にお勧めのプ
ランです。宿泊料金は各宿泊施設によって異なりますので、上記施設にお問い合わせください。

宇都宮東武ホテルグランデ ・・・・028-627-0111
ホテルニューイタヤ ・・・・・・・028-635-5511

ホテル東日本宇都宮 ・・・・・・・028-643-5555
ホテルフェアシティ ・・・・・・・028-632-7777

宇都宮ステーションホテル ・・・・028-637-0111
宇都宮リバーサイドホテル ・・・・028-633-7151
ホテル川辺 ・・・・・・・・・・・028-633-5516
コンセーレ ・・・・・・・・・・・028-624-1417
東花ホテル ・・・・・・・・・・・028-635-0707

ビジネスホテル伊万利
ビジネスホテル丸井 ・・・・・・・028-634-3125
ホテルスカイ ・・・・・・・・・・028-632-0011
ホテルニューアサヒ ・・・・・・・028-634-4070
ホテル丸治 ・・・・・・・・・・・028-621-2211



周辺宿泊情報 ②
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インディジャパン宿泊パック（水戸）

【水戸宿泊プラン】
水戸市内の旅館・ホテルでは、インディジャパン300マイルをご観戦のお客様のために、特別宿泊プランをご用意いたし
ました。料金など詳しくは、下記の各宿泊施設にお問い合せ下さい。

水戸京成ホテル 029-226-3111 http://www.keiseihotel.co.jp/mito/

水戸京成ホテル 029-226-3111 http://www.keiseihotel.co.jp/mito/

三の丸ホテル 029-221-3011 http://www.sannomaru-hotel.co.jp/

水戸ハイアットホテル 029-231-8110 http://www.mitohyatt.com

ホテルステノ 029-225-8811 http://steno.jp

旅館いづみ荘 029-221-3504 http://www.kairakuen.co.jp

ホテルいづみ屋 029-231-2295 http://www1.odn.ne.jp/hotel-izumiya/

水戸リバーサイドホテル 029-224-1515 http://www.nande.com/riverside/

ホテルアークビジネス 029-228-0333

旅館梅本 029-227-5611

旅館湯泉荘 029-259-2020

あやめ旅館 029-288-2616

ホテルサトー水戸 029-228-2811 http://www9.ocn.ne.jp/̃hsmito/

常陸屋旅館 029-221-3818

コートホテル水戸 029-233-3111

ビジネスホテル錦屋 029-243-1441

ホテルシーズン 029-227-0008 http://www.hotel-season.com

ホテルニュー清香 029-221-3221 http://www.newseiko.com
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■電車でご来場の場合 ※料金は片道です。

交通ガイド ①

●JR東北新幹線ご利用の場合
東京駅～宇都宮駅下車　宇都宮駅西口（3番のりば）よりバス 6,500円
上野駅～宇都宮駅下車　宇都宮駅西口（3番のりば）よりバス 6,300円
大宮駅～宇都宮駅下車　宇都宮駅西口（3番のりば）よりバス 5,280円
※決勝日22日（雨天予備日23日含む）は臨時直行バスが随時運行されます。

●JR東北新幹線、水戸線、真岡鉄道ご利用の場合
東京駅～小山駅（水戸線乗換）～下館駅（真岡鉄道乗換）～茂木駅下車　茂木駅よりバス …………5,790円
上野駅～小山駅（水戸線乗換）～下館駅（真岡鉄道乗換）～茂木駅下車　茂木駅よりバス …………5,590円
大宮駅～小山駅（水戸線乗換）～下館駅（真岡鉄道乗換）～茂木駅下車　茂木駅よりバス …………5,080円

●JR常磐線ご利用の場合
・特急スーパーひたち／上野駅～水戸駅下車　水戸駅北口（7番のりば）よりバス ………6,720円
・普通／上野駅～水戸駅下車　水戸駅北口（7番のりば）よりバス …………………………3,710円

●JR東北本線 快速ラビット号ご利用の場合
上野駅～宇都宮駅下車　宇都宮駅西口（3番のりば）よりバス ……………3,390円
大宮駅～宇都宮駅下車　宇都宮駅西口（3番のりば）よりバス ……………2,780円
※決勝日22日（雨天予備日23日含む）は臨時直行バスが随時運行されます。

※22日（雨天予備日23日含む）の決勝レース終了後のJR宇都宮行き・茂木駅行き・水戸駅行きバスは、スーパースピードウェイコース上
から発車します。



交通ガイド ②
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■車でご来場の場合

● 常磐自動車道
①水戸インターから約33分
②那珂インターから約45分
③友部ジャンクション経由
北関東自動車道友部インターから約50分
④岩間インターから国道355経由約50分
⑤谷和原インターから国道294経由約90分

● 東北自動車道
⑥鹿沼インターから約60分
⑦宇都宮インターから約80分
⑧矢板インターから約90分
⑨栃木都賀ジャンクション経由北関東自動車道
宇都宮上三川インターから約60分

水戸北 
スマートI.C

※ 上記エリアマップは、ツインリンクもてぎ報道関係者専用サイトからダウンロードいただけます。

水戸北スマートICのご案内（ETC専用）

ツインリンクもてぎまで約30分

● 東京方面乗り降り限定
（いわき方面には乗り降りできません）
● 牽引車、二輪車はご利用できません。
● 通勤割引　50% OFF
◆ご利用時間　6:00～9:00 17:00～20:00
※この時間帯に入口または出口の料金所を通過すれば、割引が適用されます。
※1回の走行距離は100km以内までです。
※午前・午後それぞれ最初の１回に限り適用されます。

● 深夜割引 30% OFF
◆ご利用時間　24:00～4:00
※この時間帯に高速道路を走行すれば割引が適用されます。
※走行距離に関係なく適用されます。

詳細はhttp://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/smart123/をご覧ください。

ETCをご利用の方のみ水戸北ICから乗り降りできるようになりました。

※所要時間は交通事情により異なりますので、目安としてご利用ください。



INDYTM JAPAN .com のご案内
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http://www.indyjapan.com/

INDY JAPANに関する情報はもとより、インディカー・シリーズ全戦レポートなど引き続き新鮮な情報・

充実した内容を展開していきます。




