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ごあいさつ

1

はじめに

　これまで春の風物詩として開催してまいりました「ブリヂストン インディジャパン 300 マ

イル」は、本年、決勝日が秋の大型連休初日となる 9 月17 日（木）～19 日（土）の 3 日

間にツインリンクもてぎで開催いたします。

　シリーズの序盤戦から、ポイント争いが激しくなる終盤戦へと変わることで、シリーズチャ

ンピオン争いなど新たな見所が加わり、これまでにもまして白熱したレースがご覧いただける

ことと思います。

　昨年はダニカ・パトリック選手によって達成された、史上初の女性ドライバーによる優勝と

いう歴史的瞬間に立ち会うことができましたが、今年は日本で初めてのシリーズチャンピオン

誕生というシーンが待っているかもしれません。

　ツインリンクもてぎは、開業以来アメリカンモータースポーツの普及を使命として、最高峰

のオープンホイールレースを開催し続けていまいりました。

　そのアメリカンモータースポーツの代名詞でもある『インディ 500』は 1911 年の初レー

ス以来 100 年近い歴史を誇ります。これほど長きに渡りインディカーレースが愛され続ける

のは、このレースが「速さへの憧れ」「競うことの楽しさ」といった、シンプルではありますがモー

タースポーツの本質的な魅力を備えているからこそだと思います。

　またもうひとつの魅力に、街全体でイベントを盛り上げる地域との一体感があります。

　インディジャパンでも毎年、地域の皆様に様々なプレイベント開催やおもてなしの取組みを

していただいており、今年も地域の皆様とともにお客様が心からインディジャパンをお楽しみ

いただけるよう、様々な施策に取り組んでまいります。

　最後になりますが、タイトルスポンサーでありますブリヂストン様、今年新たにオフィシャ

ルパートナーに加わりいただきましたパナソニック様、また、ご後援賜ります米国大使館商務

部様をはじめ各パートナー様、関係各位には、今後も長きにわたり、弊社へのご理解ご支援

を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

　ありがとうございました。

　株式会社モビリティランド　取締役社長

　土橋　哲

2009年 ＴＯＰＩＣＳ

■これまでの４月開催から９月、秋開催へ！！
インディジャパンはこれまでシーズン序盤戦に開催されてきましたが、今年はポイント争

いが激化する第１６戦（全１７戦）として開催されます。シリーズの流れを開幕から見るこ

とができるため、各ドライバーのキャラクターも分かり、より楽しめるインディジャパンと

なります。そうしたシリーズ全体でのインディカー・シリーズを楽しんでいただけるように

「Honda Cars ドライバー応援プログラム」をはじめ、「夏休み期間中のイベントプロモー

ション」など新しい展開もスタートします。

■木曜日はドライバーとファンの交流デイに！！
木曜日はファンの方にもっとインディカーを知っていただくために、練習走行日に変えてド

ライバーとふれあえる交流の日といたします。

「INDY JAPAN フレンドシップデイ」と題し、通常観戦券でのパドック無料開放をはじめ

スーパースピードウェイコースウォークなどこれまでにない新しいイベントを多数開催いた

します。

■インディ500スペシャルレポーターを募集！！
毎年５月に開催されるシリーズ最大イベント「インディ500」にスペシャルレポーターとし

て４名を派遣いたします。先行販売チケットをご購入のお客様でスペシャルレポーター応

募をされた方の中から４名が選ばれます。レポーターにはメディアへの登場、公式ホーム

ページへのレポートなど熱いメッセージで「インディ500」の興奮をお伝えいただきます。



開催概要

■ 大会名称 2009 IRL R Indy Car R Series Round 16
 BRIDGESTONE INDYTM JAPAN 300 mile
 （和文表記） 2009 IRL R インディカー・シリーズ第16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　ツインリンクもてぎ、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

■ オフィシャルパートナー パナソニック株式会社

■ 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 日本貨物航空株式会社

■ プロモーションパートナー 株式会社ローソン

■ 後　　援 地域・行政 アメリカ大使館商務部、ブラジル大使館、インディアナ州政府、農林水産省（予定）、環境省（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、下野市、
  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、大平町、都賀町、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、水戸市教育委員会、高萩市教育委員会、
  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、
 新聞社 読売新聞社、茨城新聞社
 ＦＭラジオ局 FM栃木、bayfm、FM NACK5、FM yokohama84.7、FM GUNMA、
 　（予定） FMふくしま、InterFM

■ 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 9月17日（木） INDY JAPANフレンドシップデイ
 9月18日（金） 練習走行、予選走行
 9月19日（土） 決勝日1２:00スタート（予定）
 （300マイル：200周）
 ※９月20日（日）雨天予備日
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日光市
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インディとは、インディジャパンの見どころ 
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1ラップ平均時速２０５mile 、３３０km、
極限のハイスピードバトル―、それがＩＮＤＹだ！
　信じられないほどのスピードでスーパースピードウェイを疾走。レース中の燃料補給、タイヤ

交換で目まぐるしく順位が替わり、フルコースコーション（全周追い越し禁止）でマシンごとのタ

イム差は一気に消滅。最後まで誰が栄光のチェッカーフラッグを受けるか分からない。それがイ

ンディカー・シリーズだ。昨年は雨で予選が中止となったが、決勝はＨ・カストロネベス（チーム・

ペンスキー）が時速 197.920 マイル（約 317km）を記録したほど。予選が行われた一昨年

の記録は、同じくＨ・カストロネベスのポール・ポジションタイムで 1 周 26 秒 6416 。1.5

マイル（約 2.4km）のコースを平均時速 205.393 マイル（約 329km）で駆け抜けた。こ

れはあくまでも１周の平均速度、ストレートスピードは秒速100mとなる時速360kmに達する。

もちろん国内では最も速いレースだ。そのハイスピードで展開されるバトルは大迫力でスタンド

に迫ってくる。観る側にとっては最後まで息の抜けないものとなる。さらに今年は全 17 戦で争

われるシリーズの第 16 戦。まさにシリーズタイトルの争いの真っただ中。近年にない激しい戦

いが予想されているのだ。

環境にやさしいバイオエタノール燃料使用
それでも625馬力以上の圧倒的なパワーを絞り出す
　スピード、迫力が注目されるインディカー・シリーズだが、その一方で環境にやさしいレース

でもある。現在はHonda が全チームに、自然吸気 V 型 8 気筒、排気量 3500cc エンジンを

供給しているが、それまでのアルコール燃料使用から 2006 年はメタノール 90%、エタノー

ル 10% の燃料で試験運用を行い、2007 年からはバイオエタノール燃料 100% で本格運用

が開始された。これに伴うパワーダウンも懸念されたが、エンジン排気量がそれまでの

3000cc から3500ccに引き上げられたこともあって、最高 10300 回転の回転数制限が設

けられながらも 625 馬力以上の圧倒的なパワーを誇っている。環境にやさしいクリーンエンジ

ンながら、予想できないハイパワーで戦われる―それがインディカー・シリーズなのだ。 



2009 インディカー・シリーズ
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長い歴史と伝統、大いなる人気を誇るアメリカンオープンホイール
真のトップシリーズが昨年よりスタート！
　アメリカのモータースポーツの歴史は古く、1896 年には競馬場を改装した楕円形のオー

バルコースで最初のレースが行われたと言われている。その後 1909 年にインディアナポリ

ス・モーター・スピードウェイ（IMS）が完成し、1911 年、現在まで続く「インディアナ

ポリス500 マイルレース」、通称「インディ500 」が初開催された。これをきっかけにオー

バルレースが盛んになり、インディ 500 を中心にした「インディカー・シリーズ」が行わ

れるようになり、1979 年 CART ( チャンピオンシップ・オート・レーシング・チーム ) が

設立され、インディカーはCARTシリーズとして繁栄の時代を築くことになった。 

　1990 年代に入ると、インディ 500 を主催する IMS と CART がそれぞれの規定の下、 

1996 年から独自のシリーズ戦を開催することになり、IMS側は新たにIRL ( インディ・レー

シングリーグ ) を設立、インディ500 を中心としたシリーズをスタートさせた。しかし、様々

な問題から 2004 年に OWRS (Open Wheel Racing Series) に全ての資産を売却し

CART は消滅。 2008 年シーズンから IRL とシリーズを統合（実際は IRL による吸収合併）

することになった。  

全17 戦の第16戦を開催　
ツインリンクもてぎ、スーパースピードウェイの激戦がチャンピオン
の行方を決める！？
　ツインリンクもてぎスーパースピードウェイでは 1998 年から 2002 年まで CART シリ

ーズを開催。2003 年からは IRL インディカー・シリーズを開催。昨年から統合された戦

いが開催されるはずだったが。ツインリンクもてぎと同じ日程で OWRS のロングビーチ市

街地戦が決定していた。このレースは歴史あるもので、やむなくツインリンクもてぎ、ロン

グビーチの同時開催となった。 

　このためツインリンクもてぎでは 2009 年が統合されたシリーズ初めての戦いとなる。

すでに開幕前のオープンテストには 20 名のドライバーが参加した。昨年は最大 28 台が参

戦しており、今年も同様の激戦が予想されている。中でもツインリンクもてぎ、スーパース

ピードウェイでの戦いは全 17 戦で争われるシリーズの第 16 戦。シリーズチャンピオンを

決める重要な戦いとなるわけで、これまでにない激しい戦いが、新たな歴史が生まれるの

は間違いなさそうだ。

Rd. 日　程 トラック コースレイアウト

第1戦 4月 5日（日）
 Streets of St.Petersburg  1.8 マイル 

  [ ストリート・オブ・セント・ピーターズバーグ ] ストリートコース

第2戦 4月 19日（日）
 Streets of Long Beach 1.968マイル 

  [ ストリート・オブ・ロングビーチ ] ストリートコース

第3戦 4月 26日（日）
 Kansas Speedway  1.5 マイル 

  [ カンザス・スピードウェイ ] オーバル

第4戦 5月 24日（日）
 Indianapolis Motor Speedway 2.5 マイル  

  [ 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5戦 5月 31日（日）
 The Milwaukee Mile  1.0 マイル 

  [ ザ・ミルウォーキー・マイル ] オーバル

第6戦 6月 6日（土）
 Texas Motor Speedway  1.5 マイル 

  [ テキサス・モーター・スピードウェイ ] オーバル

第7戦 6月 21日（日）
 Iowa Speedway  0.875マイル 

  [ アイオワ・スピードウェイ ] オーバル

第8戦 6月 27日（土）
 Richmond International Raceway  0.75マイル 

  [ 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9戦 7月 5日（日）
 Watkins Glen International  3.4 マイル 

  [ ワトキンス・グレン・インターナショナル ] ロードコース

第10戦 7月 12日（日）
 Streets of Toronto 1.721マイル 

  [ ストリート・オブ・トロント ] ストリートコース

第11戦 7月 26日（日）
 Edmonton City Centre Airport  1.973マイル 

  [ エドモントン・シティセンター空港 特設コース ] エアポートコース

第12戦 8月 1日（土）
 Kentucky Speedway  1.5 マイル 

  [ ケンタッキー・スピードウェイ ] オーバル

第13戦 8月 9日（日）
 Mid-Ohio Sports Car Course  2.258マイル 

  [ ミッド - オハイオ・スポーツカー・コース ] ロードコース

第14戦 8月 23日（日）
 Infineon Raceway  2.303マイル 

  [ インフィニオン・レースウェイ ] ロードコース

第15戦 8月 29日（土）
 Chicagoland Speedway  1.5 マイル 

  [ シカゴランド・スピードウェイ ] オーバル

第16戦 9月19日（土）
 Twin Ring Motegi  1.5 マイル 

  [ ツインリンクもてぎ ] オーバル

第17戦 10月 10日（土）
 Homestead-Miami Speedway  1.5 マイル 

  [ ホームステッド - マイアミ・スピードウェイ ] オーバル



世界最速の女性 ダニカ・パトリック

５

ンキング３位。この実績が認められ 05 年からのインディカー・

シリーズ参戦となったのだ。インディカー・シリーズのフル参戦

女性ドライバーとしてはサラ・フィッシャーに次ぐ２人目のことだ

った。 

　アメリカ最高峰のインディカー・シリーズ。誰もがダニカの苦

戦を予想した。しかし彼女は周囲の不安をあっさりと跳ね返して

見せた。デビューイヤーのシリーズ第４戦、ツインリンクもてぎ

で の「 BRIDGESTONE INDY JAPAN 300 mile 」で 早

くも４位に入賞すると、続くインディ５００でも４位に入賞すると同

時に、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得。周囲を大いに驚か

せたのだ。 

　屈強な大男が揃うインディカー・シリーズの中で異彩を放って

いるのがダニカ・パトリック。まさにアメリカンドリーム、いや世

界のモータースポーツファンの夢を実現したわけだ。そしてダニ

カが再びツインリンクもてぎに乗り込んでくる。もちろんその胸

の内にあるのは、もてぎ「 BRIDGESTONE INDY JAPAN 

300 mile 」２連勝だ。「去年のもてぎは本当に優勝したの？と

いう感じ。でもそれが分かってから、ただの女の子に戻って泣い

てしまったわ。これまでも優勝のチャンスはあったけど、運に恵ま

れなくて本当に長く感じられた。女性初の優勝は非常にうれしい

し、私は日本が大好き、ここでレースをするのがいつも楽しみ。

私をサポートしてくれるすべての人、そしてファンに感謝していま

す。今年ももちろん優勝を狙います」と、２連勝を狙うダニカ。 

　だがそれだけではない。ダニカの胸の内にあるもの―――。

　それはまさに、多くのモータースポーツファンが待ちわびた

歴史的瞬間だった。 2008 年４月 20 日、シリーズ第３戦

「 BRIDGESTONE INDY JAPAN 300 mile」決 勝。 200 

周レースも残り数周となって最後の戦いが展開された。上位陣

が次々とピットイン。残り周回を走り切るのに必要な燃料を補

給して猛然とピットアウトして行った。だがダニカ・パトリック

（ＡＧＲ＝アンドレッティ・グリーン・レーシング）だけは違っ

ていた。その前にいち早くピットインし、燃料補給を済ませて

おり、「最後は自分なりに燃料をセーブした」と、残り３周を切

った 198 周目、ついにトップに浮上したのだ。 

　もう誰もダニカをとらえることはできなかった。これでいける。

ダニカはぐっとアクセルを踏み込んで、夢にまで見たフィニッシュ

ラインをトップで駆け抜けたのだ。ダニカ自身参戦 50 戦目での

初優勝は、長い、長い歴史を持つアメリカメジャーレース史上で

も初の女性ウイナー誕生だった。そればかりか、Ｆ１を始めとした

世界のトップフォーミュラでの女性ドライバー優勝は初。ツインリ

ンクもてぎに詰めかけたファンは、まさに歴史の目撃者となった

わけだ。 

　ダニカはモデル業もこなす異色の超美人レーサー、これまでも

名前だけが先行し、実力の伴わない女性ドライバーが数多くいた。

しかしダニカはそれのどの選手より違っていた。 1992 年、 10 

歳でカートレースにデビューすると、めきめきと頭角を現し 03 

年トヨタ・アトランティック・シリーズに参戦し、ランキング６位

を獲得。翌年も参戦を続けると、ただ 1 人全戦完走をはたしラ

それは次なる大目標、巨大な夢、「シリーズチャンピオン」だ。 

2009 年「 BRIDGESTONE INDY JAPAN 300 mile 」は、

シリーズ第 16 戦（全 17 戦）として行われる。つまりシリーズ

チャンピオンが決まる時期だ。 2009 年９月ツインリンクもてぎ

に詰めかけたファンは、ダニカ２連勝！そしてインディカー・シリ

ーズ初の女性チャンピオン誕生！さらに偉大な歴史的瞬間に立ち

会うことになるかもしれない。 

2008 年４月 20 日、ツインリンクもてぎを埋めつくした大観衆は新しい歴史の目撃者となった――。
インディ史上初の女性ウイナー、ダニカ・パトリックがもてぎ２連勝を狙う！！
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２年目の母国凱旋ランに挑む武藤英紀！
目指すは世界トップフォーミュラ日本人ドライバー初優勝だ！！ 
　昨年からインディカー・シリーズに参戦している武藤英紀（ＡＧＲ＝アンドレッティ・

グリーン・レーシング）に当然のように注目が集まる。昨年ツインリンクもてぎで

初めての母国ラン、凱旋ランとなったが、「 BRIDGESTONE INDY JAPAN 300 

mile 」はまだシリーズの第３戦（全 18 戦）。武藤の実力を出し切るには至ってい

ない頃で、結果は 11 位に終わった。だがこれが武藤の実力ではないことは、その

後の結果が証明している。シリーズ第８戦アイオワで、日本人最高となる２位フィニッ

シュを決めると、第 11 戦ナッシュビルで予選３位を獲得。その後も上位に食い込

む活躍を見せてシリーズランキング 10 位に食い込み、見事ルーキー・オブ・ザ・

イヤーを獲得したのだ。 

　当然フル参戦２年目の今年は大きな、大きな期待がかかる。武藤が成し得ていな

い決勝のポジション。そう日本人ドライバー初優勝だ。これまで数々の日本人ドラ

イバーがアメリカ最高峰のオープンホイールレースに挑んできたが、高木虎之介が 

03 年に記録した３位、中野信治が 02 年に記録した４位がこれまでの記録だ。Ｆ１

でも表彰台に登った日本人選手は鈴木亜久里（ 1992 年日本ＧＰ）、佐藤琢磨（ 

2004 年アメリカＧＰ）の二人のみで、ともに３位だ。彼ら日本の挑戦者が未だ成

し 遂 げ て い な い「優 勝」の 二 文 字 が 今 年 の ツ イ ン リン ク もて ぎ、「 

BRIDGESTONE INDY JAPAN 300 mile 」で成し遂げられるかもしれないのだ。

昨年に引き続き名門中の名門ＡＧＲから参戦する武藤英紀。開幕前のテスト走行で

は「安定して速い」と言う、本来の走りを披露しており期待は膨らむばかり。武藤

のファンならずとも２年目の母国ラン、ツインリンクもてぎラウンドはまさに見逃せ

ない１戦となった。 

チーム名 No. ドライバー 国籍
ターゲット・チップ・ガナッシ・レーシング 9 スコット・ディクソン  Scott Dixon ニュージーランド
（Target Chip Ganassi Racing） 10 ダリオ・フランキッティ  Dario Franchitti イギリス
チーム・ペンスキー 3 TBA TBA
（Team Penske） 6 ライアン・ブリスコー  Ryan Briscoe オーストラリア
アンドレッティ・グリーン・レーシング 7 ダニカ・パトリック  Danica Patrick アメリカ
（Andretti Green Racing） 11 トニー・カナーン  Tony Kanaan ブラジル
 26 マルコ・アンドレッティ  Marco Andretti アメリカ
 27 武藤 英紀  Hideki Mutoh 日本
パンサー・レーシング 4 ダン・ウェルドン  Dan Wheldon イギリス
（Panther Racing）
ケーブイ・レーシング・テクノロジー 5 マリオ・モラレス  Mario Moraes ブラジル
（KV Racing Technology）  
ニューマン・ハース・ラニガン・レーシング 02 グラハム・レイホール  Graham Rahal アメリカ
（Newman/Haas/Lanigan Racing） 06 ロバート・ドーンボス  Robert Doornbos (R) オランダ
 23 ミルカ・デュノー  Milka Duno ベネズエラ
エイ．ジェイ．フォイト・エンタープライズ 14 ヴィットール・メイラ  Vitor Meira ブラジル
（A.J. Foyt Enterprises）
ヴィジョン・レーシング 20 エド・カーペンター  Ed Carpenter アメリカ
（Vision Racing） 
エイチブイエム・レーシング 13 イージェー・ヴィソ  E.J. Viso ベネズエラ
（HVM Racing）  
デイル・コイン・レーシング 18 ジャスティン・ウィルソン  Justin Wilson イギリス
（Dale Coyne Racing） 
コンクエスト・レーシング 34 ジェイミ・カマラ  Jaime Camara ブラジル
（Conquest Racing）  
ドレイヤー＆レインボールド・レーシング 24 マイク・コンウェイ  Mike Conway イギリス
（Dreyer & Reinbold Racing） TBA ロジャー安川  Roger Yasukawa 日本
チーム・スリージー  98 スタントン・バレット  Stanton Barrett (R) アメリカ
（Team 3G）
ルクソ・ドラゴン・レーシング  12 ラファエル・マトス  Raphael Matos (R) ブラジル
（Luczo Dragon Racing）
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■パドック無料開放
一般観戦券でパドック入場可能。
会　場：パドック

■同乗体験走行 フレンドシップデイスペシャル
インディカードライバーがファンを乗せて、ストックカーをドラ
イブ！ レーシングスピードを助手席でご体験いただけます。
会　場：スーパースピードウェイ

■スーパースピードウェイサファリ
　フレンドシップデイスペシャル
インディカードライバーがドライブするストックカーが疾走
するスーパースピードウェイにバスに乗ってコースイン。駆
け抜けるレーシングカーの大迫力をバスの中から間近にご
体験いただきます。
会　場：スーパースピードウェイ

■INDYCAR博士になろう！大○×クイズ大会
インディカードライバーから出題される、選手やインディ
カーにちなんだ様々なクイズに○× でお答えいただく、参
加型クイズ大会を実施。成績優秀者には素敵なプレゼント
をご用意！
会　場：スーパースピードウェイ特設会場

レースファン必見のイベント！

■チャリティーオークション
ドライバーの秘蔵グッズなどを、公開でチャリティオーク
ション致します。収益金は、福祉施設に寄付致します。
会　場：スーパースピードウェイ特設会場

■ファン交流ランチパーティ
ドライバー参加のランチパーティに人数限定でご参加いただく
事ができます。ゲーム大会で盛り上がろう！
会　場：第２パドック

これまで練習走行が行われていた木曜日を今年はインディドライバーとの交流を中心としたイベントデイにし、通常観戦券でのパドック無料開放をはじめ、
これまでにないふれあいイベントを多数ご用意しレースファンが楽しめる１日とします。

■スーパースピードウェイコースウォーク
INDYJAPAN300mile が行われるスーパースピードウェイ
を、お客様ご自身の足で歩いてバンク角などを体験いただ
けます。
会　場：スーパースピードウェイ

■インディカー・ワークショップ
伝説のインディカー・ドライバーによる講演。アル・アンサー
Sr.氏＆ジョニー・ラザフォード氏が INDYの歴史を語るトー
クショー。
会　場：Honda Collection Hall

■ドライバートークショー
INDY JAPAN の場内実況アナウンサー司会によるイン
ディ選手とのトークショー。
会　場：スーパースピードウェイ特設会場

■働くクルマ展示コーナー
インディカーレースで活躍する、様々なマーシャルカーを展
示。多彩な機能をご覧いただく事ができます。
会　場：第1パドック

■ガレージレーンウォーク
予選、決勝に向けてガレージにてスタンバイするインディ
カーをピットレーンから間近に見る事ができます。
会　場：ロードコースピットレーン

※イベント内容は変更となる場合がございます。
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■スーパースピードウェイパレード走行
国内トップドライバーが駆るレーシングカーが、スーパース
ピードウェイをパレード走行します。
【走行予定車両】もてぎストックカー他
日　時：9月19日（土） 
会　場：スーパースピードウェイ

■国内トップドライバー大集合！
スーパー GT やフォーミュラ・ニッポンなど、国内トップカテ
ゴリーに参戦中のドライバーが INDYJAPANに集結。
様々なファン交流イベントで盛り上げます！
【イベント概要】 トークショー／握手＆サイン会
 憧れのレーサーとランチ！ 他
【参 加 選 手】 伊沢拓也／金石年弘／塚越広大／道上龍
 小暮卓史／ロイック・デュバル
 中山友貴／井出有治／細川慎弥／山本尚貴
日　時：9月19日（土） 
会　場：場内各所

■レーシングカー勢揃い
普段近づく事のできないレーシングカーを間近でご覧いた
だけます。
【展示予定車両】 スーパー GT／もてぎストックカー
 フォーカスミジェットカー
日　時：9月17日（木） ～19日（土） 
会　場：中央エントランス付近

■ミジェットカーレースにプロドライバーが参戦
INDYJAPAN 決勝終了後にダートトラックコースで開催され
るアメリカンオーバルレーシングのルーツ“ミジェットカーレー
ス”に日本人プロ ドライバーが緊急参戦！
【走行予定車両】米国製フォーカスミジェットカー　
    （2000cc、178馬力、Ford エンジン搭載）
日　時：9月19日（土） 
会　場：ダートトラック
※コースコンディションにより開催できない場合がございます。

憧れのドライバーに会える！ ＆ レーシングカーに触れて楽しめる！

INDY JAPAN開催に合わせ、国内のさまざまなカテゴリーのモータースポーツが集結し、本物のレーシングカー、そして憧れのドライバーに会うことができる。

■同乗体験走行
憧れのドライバーがドライブするレーシングカーの助手席に
乗って本格スピード体験。レーシングカーの速さ、音、挙動
をコクピットでダイレクトに感じていただけます。
【走行予定車両】 もてぎストックカー（3500cc、280馬力、
 Hondaエンジン搭載）
日　時：9月19日（土） 
会　場：スーパースピードウェイ

■スーパースピードウェイサファリ
レーシングカーが疾走するスーパースピードウェイに、観光バ
スに乗ってコースイン。駆け抜けるレーシングカーの大迫力
を、バスの中から間近にご体験いただけます。
日　時：9月19日（土） 
会　場：スーパースピードウェイ

■コクピット体験＆エンジン始動体験
本物のレーシングカーのエンジン始動も体験いただけます。
実際にコクピットに座って記念撮影。
日　時：9月17日（木） ～19日（土）
会　場：中央エントランス

■憧れのドライバーと対決！
レンタルカートやプレイングミジェットカーで憧れのドライ
バーと対決できます。予選を勝ち抜いて挑戦権を獲得され
たお客様にはサイン入りグッズをプレゼントいたします。
【対決カテゴリー】 レーシングカートBクラス、
 プレイングミジェットカー、
 ドリフトKIDSレーサー
日　時：9月17日（木）、18日（金）予選、
　　　  19日（土）決勝 
会　場：・モビリティアイランド 
　　　　　　【カートランド】【プッチタウン】
　　　　・ダートトラック

※イベント内容は変更となる場合がございます。
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■『610』に挑戦！ プレイングミジェットカー
インディカーシリーズに唯一参戦の日本人ドライバー武藤英紀選手。
武藤選手のニックネームは『610』（シックステン )。
そう、武藤＝む・とう＝6+10それでシックステン。
チームでのニックネーム『610』にちなんで、プレイングミジェットカーの10周走行のうち、
ラップタイムが1周でも下1桁（『6』（例：23秒736など）、または下2桁が『10』（例：
24秒910など）だった方に武藤選手サイン入りグッズをプレゼント！

日　　時：2009年 9月17日（木） ・18日（金） 
場　　所 ： ダートトラック
参加料金 ： ￥1,300　１回10周のタイムアタック
参加資格 ： 16歳以上で、身長150cm以上の方

※プレゼントの数には限りがあります。なくなり次第
終了とさせていただきますので、お早めにご参加
ください。
※天候・路面状況によっては、中止させていただく
場合がございます。

■もてぎダートトラック2&4オールスターレース
　－ INDY JAPAN Special －
アメリカで人気の 2 輪オーバルレースの一つ、“ダートトラックレース”。ツインリンクもて
ぎには、日本で唯一の本格的ダートトラックオーバルがあり、入門レベルから国内トップレ
ベルまで、幅広いカテゴリーで年間 8 戦のシリーズ戦を開催しています。インディジャパン
では、最高峰のエキスパートカテゴリーのレースを開催します。
また、スペシャルレースとして、アメリカで人気のミジェットカーによるレースも開催。車体
重量約 400kg、エンジンは 2000cc・178 馬力というモンスターマシンがドリフトしな
がら迫力のレースを展開します。日本人トップドライバーも参戦予定！

日　時：2009年 9月19日（土）
　　　　インディジャパンレース終了後
会　場：ダートトラック 

レースファン必見のイベント！ 子どもと楽しめるファミリーイベント

《ハローウッズ》　開催期間：９月１７日（木）～１９日（土）
■熱気球体験搭乗でスーパースピードウェイを空から眺めよう！！
場　　所 ：ハローウッズ
受付時間 ：｠１７日（木）・18日（金）１６:００～１６:３０
 　１９日（土）6:30～7:00 （各日先着２００名様まで）
開催時間 ：｠１７日（木）・18日（金）１６:３０～
 　１９日（土）7:00～
内　　容 ：普段体験出来ない熱気球に乗って、空の上から

レーシングコースや、周りの景色を楽しもう！
   ※係留飛行となります。
料　　金 ：大人 １,０００円 （高校生以上）（税込）
   子供 ５００円 （３歳～中学生）（税込）
※風・雨などの天候により中止となる場合もございますので予め
　ご了承ください。

■森のクラフトでインディカーを作ろう！！
場　　所 ：中央エントランス
内　　容 ：木の枝や、木の実を使って自分だけのインディカーや、アクセサリーなど記念

のオリジナル作品を作ろう！
料　　金 ：５００円～（税込） ※森のインディカー１,０００円（税込）

■お散歩探険隊で里山を歩こう！！
場　　所 ：ハローウッズ（中央エントランスでも受付）
開催時間 ：各日１日２回（午前１回・午後１回）
内　　容 ：レーシングコースを取り巻く森を散歩してみませんか？お米が実り始めた田んぼ

では真っ赤なヒガンバナやアキアカネ など色鮮やかな生きものたちに出会うこ
とが出来ます。色とりどりの初秋の森を一緒に歩きませんか？

料　　金 ：３００円（３歳以上有料）（税込）
 　※小学生未満は保護者同伴が必要です。

《ファンファンラボ》　開催期間：９月１７日（木）～１９日（土）
■ファンファンラボ
ＡＳＩＭＯ　Ｌｉｖｅ～インディジャパンスペシャル～
ＡＳＩＭＯと一緒にインディジャパンクイズや抽選会に参加してオリジナルグッズをもらおう！
日　　時 ：9月17日（木）～19日（土）
会　　場 ：ファンファンラボ

※イベント内容は変更となる場合がございます。
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■きのこ入りペペロンチーノ スパゲッティ
武藤選手がパスタの中でも大好きな、ニンニクと唐辛子のオリーブオイルソースを使用した
パスタセットです。

期　間 ： 2009年 9月17日（木）～19日（土）3日間限定
内　容 ： きのこ入りペペロンチーノ スパゲッティ・生ハムサラダ・パン・デザート
料　金 ： ￥1,100（税込）
場　所 ： ホテルツインリンク１Ｆ　レストラン グリーンベイ
時　間 ： ランチタイム　１１：３０～１５：００　（ラストオーダー１４：３０）
※事前のご予約は、承っておりません。

■築地海鮮ちらし
武藤選手がおすすめする和食ランチ
武藤選手の出身地である築地から直送した新鮮な魚介を使用

期　間 ： 2009年 9月17日（木）～19日（土）3日間限定
内　容 ： 築地海鮮ちらし・サラダ・茶碗蒸し・みそ汁
料　金 ： ￥1,500（税込）
場　所 ： ホテルツインリンク離れ　和食処 登谷
時　間 ： ランチタイム　１１：３０～１５：００
　　　　（ラストオーダー１４：３０）
※事前のご予約は、承っておりません。

■武藤英紀選手 直筆サインand 特選ディナー宿泊プラン
ファン必見！！武藤英紀選手の直筆サイン色紙が付いた宿泊プランです。
レース観戦後はくつろぎの時間をホテルツインリンクでお過ごし下さい。

期　間 ： 2009年 9月19日（土）10室限定
内　容 ： １泊２食+直筆サイン色紙（1室1枚）　 
料　金 ： 大人 ￥19,500 ／子ども （小学生）  ￥13,650／ 
 幼児 （3歳～小学生未満 ）  ￥9,750 （税込）
備　考 ：  ※1室 2名様～4名様までご利用いただけます。（添い寝を含みます。）
 ※観戦券は別途購入下さい。

※ご宿泊のお客様は宿泊当日と翌日の駐車料が無料です。（ホテル駐車場に限
ります）
※コース側のお部屋をご希望の際には別途コースビュー料金（3,150円）を
申し受けます。

武藤英紀選手おすすめメニュー ホテルツインリンク 宿泊プラン



INDY JAPANを楽しむためのプログラム

11

Pit Live TVとは、無線 LAN による場内映像配信サービスです。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
トパソコンや携帯（スマートフォン）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。

● 日　　　程 ： 9月 18日（金）～19日（土）
● 配信エリア ： 自由席の一部を除くスーパースピードウェイ観客席
● 映像チャンネル ： ①レース実況中継映像　
　　（予定）  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は第2ターンエリアのみの配信となります。

・・・ライブでのレース観戦をさらに快適に・・・

■Pit Live TV

■Honda Carsドライバー応援プログラム
Honda Carsとそのお客様が INDY JAPAN観戦を今まで以上に楽しめるよう、Honda Cars が
応援ドライバーを選定し、シーズン開幕と同時に一丸となって一人のドライバーを応援するという今
までにない応援プログラムが今年実施されます。
INDY JAPANでは応援ドライバーのマシンにHonda Cars のステッカーが貼られ、各Honda 
Cars から駆けつける応援団の声援を受け、熱いバトルを繰り広げます。また、大会前後には各ドラ
イバーがHonda Cars でのイベントに参加する予定です。

【現在プログラムへの参画が決定しているHonda Carsと応援ドライバー】
　Honda Cars 茨城 ダニカ・パトリック（Andretti Green Racing）

　Honda Cars 京葉 グラハム・レイホール（Newman Hass Lanigan Racing）
　Honda Cars 埼玉 マルコ・アンドレッティ（Andretti Green Racing）
　Honda Cars 東京中央 武藤 英紀（Andretti Green Racing）
　Honda Cars 栃木 スコット・ディクソン（Ｔａｒｇｅｔ Ｃｈｉｐ Ｇａｎａｓｓｉ Ｒａｃｉｎｇ）
　Honda Cars 水戸 ライアン・ブリスコー（Team Penske）
※さらに多くのHonda Cars からの参画も予定しております。

ダニカ・パトリック グラハム・レイホール マルコ・アンドレッティ 武藤 英紀 スコット・ディクソン ライアン・ブリスコー
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■インディフラッグの掲出
宇都宮市から茂木町にかけて広域的にフラッグを掲出することで、地域住民をはじめ観光客
や宿泊者に向けて、インディジャパンのプロモーション周知を図るとともに、地域との一体
感を醸成します。
掲出予定期間 ： 2009年 8月7日（金）
 　 　～9月20日（日）
掲出場所 ： 宇都宮市・芳賀町・市貝町・茂木町の
 　中心市街地と主要アクセス道路の一部

■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。応募用紙は各チェックポイントほか栃木県内にあるロー
ソン約105店舗ほかにて配布を予定しています。

期　　間  ： 2009年 7月20日（月・祝）～9月30日（水）
チェックポイント  ： 道の駅もてぎ（茂木町）、市貝温泉（市貝町）、道の駅はが（芳賀町）、
 　　　　ろまんちっく村（宇都宮市）、ローソン宇都宮東宿郷四丁目店（宇都宮市）、
 　　　　ツインリンクもてぎ（茂木町）

■インディジャパンフェスティバル2009
インディジャパン３００マイル開催地である茂木町の情報発信空間「道の駅もてぎ」に
おいてイベントを開催。インディジャパン３００マイルの開催に向けた機運の向上に努
めます。

実施予定日 ： 2009 年 8月23日（日）11:30 ～16:00
実施場所　 ： 道の駅もてぎ（茂木町）　 
実施概要　 ：1. 実施委員会構成自治体ステージ

2.インディジャパン３００マイルステージ
3. 出展ブース 

■インディジャパン300マイル展
実行委員会の構成団体である株式会社モビリティランド（ツインリンクもてぎ）からの協
力を得ながら、インディジャパンの展示物等をパッケージ化し、実行委員会構成自治体内
において開催されるイベントとのタイアップや施設内展示等を行い、県内はもとより県外
からお見えになるお客様へのインディジャパン開催周知を図ります。

実施予定日 ： 2009年 7月20日（月・祝）～9月13日（日）の期間内
実施場所 ： 茂木町、市貝町、芳賀町、宇都宮市　 
イベント ： 【茂木町】  ふるさと茂木まつり 7月25日（土）・26日（日）
  【市貝町】 市貝温泉まつり 8月29日（土）・30日（日）
  【芳賀町】 芳賀ロマン花火 8月22日（土）
  【宇都宮市】 ふるさと宮まつり 8月1日（土）・2日（日）

インディジャパン300プレイベント実行委員会実施イベント

「BRIDGESTONE INDY JAPAN 300 mile」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。

（予定）

（予定）

■インディカクテル
インディカクテルは年々新作を加え、今年はノンアルコールを含む全10種類を揃えました。
昨年発表した『Castroneves』 に続き、２００９年の新作はアンドレッティ・グリーン・レー
シングのエースドライバー、トニー・カナーンをイメージしたカクテル『ファーストポジション』
です。ココナッツリキュールとウォッカに柑橘系のジュースをブレンドし、勝利への情熱を表
現しました。また、今年もインディカーシリーズにフル参戦する日本人ドライバー、武藤選
手を応援するカクテルもリリース予定です。
ファーストポジション レシピ：ウォッカ10ml、ココナッツリキュール

5ml、グレープフルーツジュース
30ml、ザクロリキュール20ml

期　　間  ： ７月中旬～9月20日（日）
宇都宮カクテル倶楽部加盟店（http://www.ucclub.net/）にてお
飲みいただけます。

■インディじゃパン
地元栃木県の芳賀町にある福祉作業所、こぶしの会けやき作業所の皆さんが丹精込めて作
るインディジャパンの応援メニューです。このパンを通して海外や県外から来るお客様に栃
木県・茨城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。今年も作業所の皆さ
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で、２００９年の新作「インディじゃ
パン」を準備中です。
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■INDY Cafe @ RADIO BERRY
栃木県内にて、INDY JAPANをテーマにしたcaféを実施いたします。
各種イベントやcafé 内からのラジオ放送、地域企業や各種学校などによる飲食メニューへ
の参加など、地域の人々が多数訪れる話題性溢れたスポットを提供いたします。

期間 ： 2009 年 8月1日（土）～9月２０日（日）
企画・運営：RADIO BERRY

■INDY JAPAN RADIO 2009
栃木・神奈川・千葉・埼玉・東京・群馬・福島を代表するFMステーション7局が、
We Love INDY!をテーマに繋がりINDY JAPANのネットワーク・プログラムを実施。
広範囲のエリアに対し、プロモーションを展開。

期間 ： 5月～9月19日
運営協力 ： RADIO BERRY・bayfm・FM NACK5・Fm yokohama 84.7

Inter FM・FM GUNMA・Fukushima FM

■ベリテンライヴ×INDY JAPAN 300mile
9/12開催予定の『ベリテンライヴ』と INDY JAPAN とのスペシャルコラボレーションを
行います。

期間 ： 2009 年 9月12日（土）
企画・運営 ： RADIO BERRY

■わんぱくキッズクリーン大作戦！
親子による参加者を募り、『ゴミ拾い活動』を実施いたします。身近な行動をきっかけに『地
域をもっとキレイに！』『自然に感謝！』を啓発し、環境問題への意識高揚を目指した子供達
への教育プログラムとして展開いたします。

日程 ： 2009 年 8月1日（土）
場所： 宇都宮市内
主催： 栃木テレビ

■INDY STUDIO in 宇都宮宮祭り！
45 万人が集う北関東最大の夏祭りである宇都宮宮祭り開催時に、会場内から放送する
とちぎテレビの生放送とコラボレーション。お祭りの臨場感と INDY JAPANをモチーフ
にした様々なイベントを実施いたします。

日程 ： 2009 年 8月2日（日）
場所： 宇都宮市内
主催： とちぎテレビ

福島県

栃木県

千葉県東京都

神奈川県

群馬県

埼玉県
茨城県

山梨県



プレイベント情報 ③

多摩テック（東京都日野市）では、将来を担うお子様に自由な発想を育む一環として
2008 年 9 月～11月にインディカーをテーマとしたカーデザインコンテストを行いま
した。全応募総数 362 作品の中から優秀作品 20 作品を選定し、多摩テック園内で
の一般公開審査の後、武藤英紀選手による最終審査にて、グランプリ（武藤英紀選
手賞）と特別賞 2作品を決定しました。
また、グランプリのイラストを元にプロのデザイナーによる監修で、実車のインディカー
（ショーカー）にカラーリングを施します。子ども達の夢のインディカーとして、以下のと
おり展示を予定しています。

●ゴールデンウイーク期間中：多摩テックゆうえんちモートピア内
●BRIDGESTONE INDY JAPAN 300 mile 開催期間中：ツインリンクもてぎ内

＜グランプリ（武藤英紀選手賞）＞
 ブリヂストン インディジャパン３００マイルご家族ご招待　
 鈴木 晃多（すずき こうた）さん（９才：埼玉県草加市）
また、特別賞として、以下２作品が選考されました。　
＜「FamilyWalker」特別賞＞ 
 FamilyWalker１年分プレゼント
　 鈴木 理紗（すずき りさ）さん（１０才：神奈川県横浜市）
＜「ぴあファミリー」特別賞＞ 
 ぴあファミリー１年分プレゼント　
　 吉田 拓生（よしだ たくみ）さん（５才：神奈川県川崎市）

多摩テック「プートのカーデザインコンテスト」
グランプリ作品決定！！
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■横浜赤レンガ倉庫に INDYマシン登場！
今年、開港１５０周年の年となる横浜では、様々なイベントが開催されます。そのイベ
ント中心地とも言える横浜赤レンガ倉庫に今年も INDY JAPAN のマスコットカーが
登場します。8 月期間限定で、赤レンガ倉庫のイベントスペースにて INDY マシン展
示を行います。かつてレンガを敷き詰めたサーキットであったインディアナポリスモー
タースピードウェイで、インディカーレースが始まったのは、1911 年。横浜赤レンガ
倉庫が建設されたのは、奇しくも同じ 1911 年。共通のキーワードがリンクするこの
場所で歴史を感じて下さい。

日程 ： 2009 年 8月12日（水）～8月23日（日）
場所： 横浜赤レンガ倉庫イベントスペース

■INDY JAPAN 300 mile BAR ＠ 横浜赤レンガ倉庫
JAZZ・カクテル・レンガという INDY JAPANと見事にリンクするキーワードを持つ、
横浜の赤レンガ倉庫に、期間限定で INDY JAPAN 300 mile BAR が今年もオープ
ンします。横浜赤レンガ倉庫「Bar TUNE」が、8月7日（金）～23日（日）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 ： 2009 年 8月7日（金）～8月23日（日）
場所： 横浜赤レンガ倉庫 2号館 3F 「Bar TUNE」

横浜赤レンガ倉庫 × INDY JAPAN プレイベント開催
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ツインリンクもてぎPresents

インディ５００レポータ
ーキャンペーン！！
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1909年に完成し場所、形状ともほぼ当時のまま。
１周はシリーズ最長の2.5マイル（４ｋｍ）！！

インディ５００には全米から４０万人が集結する。毎年ハリウッ
ドスターをはじめアメリカ中のセレブ達が集合することでも話
題となる！！

ツインリンクもてぎPresents

インディ５００レポータ
ーキャンペーン！！

IRLインディカーシリーズのメインイベント『インディ500』は、F1モナコGP、ル・マン24時間と
並び世界三大モータースポーツと称されるビッグイベント！！
今年のインディ500にツインリンクもてぎから“スペシャルレポーター”4名様を派遣！！

スペシャルレポーターになるには !?
3/13( 金）より先行販売されるチケットを購入して応募！！

①武藤英紀 スペシャルファンシート
②ダニカ・パトリック スペシャルファンシート
③ファミリーチケット(自由席、Ｄエリア席）

①②③のいずれかを先行販売期間内にご購入の方に応募の権利があります。
応募方法詳細についてはツインリンクもてぎホームページにてご確認ください。



チケットのご案内 ②

16

■ダニカ・パトリックスペシャルファンシート（3日間通し券・税込）
 「INDY500 スペシャルレポーター」応募権利付き先行販売期間：3月13日（金）～4月23日（木）

券　種 料　金 入場エリア
大  人 15,000円

B席（500席限定）
子 ど も 4,000円
※限定販売のため、完売になり次第販売を終了します。

①「INDY500 スペシャルレポーター」応募の権利
②ダニカ・パトリック選手がINDY JAPANで優勝したら2010年のINDY JAPANにご招待！
③応援グッズ（フラッグ・その他）付き！
④直筆サイン入りグッズが当たる抽選会を決勝当日に実施！

特 

典

【ローソン限定】■武藤英紀スペシャルファンシート（3日間通し券・税込）
「INDY500 スペシャルレポーター」応募権利付き先行販売期間：3月13日（金）～4月23日（木）

券　種 料　金 入場エリア
大  人 15,000円

B席（700席限定）
子 ど も 4,000円
※限定販売のため、完売になり次第販売を終了します。

①「INDY500 スペシャルレポーター」応募の権利
②武藤英紀選手がINDY JAPANで優勝したら2010年のINDY JAPANにご招待！
③応援グッズ（フラッグ・その他）付き！
④直筆サイン入りグッズが当たる抽選会を決勝当日に実施！

特 

典

【チケットぴあ限定】

インディレポーター応募の注意事項
※4月24日以降は空席がある場合、継続して販売いたします。その場合、「INDY500 スペシャルレポーター」への応募権利はございません。
※「INDY500 スペシャルレポーター」へのご応募は20歳以上の方のみとさせていただきます。
※スペシャルファンシートのチケットと一緒に発行される応募要領をご確認の上、ご応募ください。
※体験レポートを「ウィークリーぴあ」「月刊ローソンチケット」などの誌面に掲載させていただきます。

3月13日（金）よりスペシャルファンシートとファミリーチケットの先行販売を開始！！
先行販売期間 3/13～4/23 （購入特典：インディ500スペシャルレポーター応募の権利が得られます）
※先行販売期間中に完売した場合はその時点で販売を終了いたします。

【スペシャルファンシート】 武藤選手、ダニカ選手とともに今年は４人のドライバー応援席が設けられている。
 応援する選手が INDY JAPANで優勝すると２０１０年のインディジャパンチケットがプレゼントされるビッグな特典が魅力！！

券　種 料　金 内　容
D　席 18,000円

大人2名・子ども2名まで
自由席 12,000円

■先行ファミリーチケット料金

【ローソンチケット限定】

【チケットぴあ、ローソンチケット限定】

■ロジャー安川スペシャルファンシート （3日間通し券・税込） 
【5月30日（土）より販売開始】

券　種 料　金 入場エリア
大  人 9,000円 D席（エリア指定）

（400席限定）子 ど も 1,000円
※限定販売のため、完売になり次第販売を終了します。

①ロジャー安川選手がINDY JAPANで優勝したら2010年のINDY JAPANにご招待！
②オリジナル応援フラッグ付き
③抽選でサイン入りグッズやロジャー安川選手と行くスポッターズエリアツアーに参加できる権利が当たる！

特 

典

■トニー・カナーンスペシャルファンシート（3日間通し券・税込） 
【5月30日（土）より販売開始】

券　種 料　金 入場エリア
大  人 15,000円

B席（200席限定）
子 ど も 4,000円
※限定販売のため、完売になり次第販売を終了します。

①トニー・カナーン選手がINDY JAPANで優勝したら2010年のINDY JAPANにご招待！
②応援グッズ（フラッグ・その他）付き！
③直筆サイン入りグッズが当たる抽選会を決勝当日に実施！

特 

典

【セブンイレブン限定】 【ｅ＋限定】

通算13勝をあげ2004年はチャンピオンを獲得。2007年にはインディジャパンでも
優勝している実力者。今年のインディジャパンでも大本命は間違いない。

2003年のデビュー以来、アメリカンモータースポーツの第一人者として活躍を続け
ている。知り尽くしたもてぎでの走りは注目だ。
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2009年5月30日（土）より前売券販売開始！

券 種 座席指定 エリア指定
自由席 自由席 車椅子席

A　席 B　席 C　席 E　席 D　席 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 1,500円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 500円 500円1,000円

D席
ファミリーチケット ファミリーチケット

18,000円 12,000円

9/17（木） 9/18（金） 9/19（土）
券 種 座席指定 エリア指定 車椅子席自由席

全席自由席
予選フレンドシップ

ディ（入場料） A　席 B　席 C　席 E　席 D　席 A席上 バックストレート
大 人 1,200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 1,500円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 500円 1,000円 500円

■当日券料金 （税込）

■VIPテラス【5月30日（土）より販売開始】

※ 各座席・エリアともに前売券が完売した場合、当日券の販売は行いません。
※ D席、自由席の各ファミリーチケットの当日券はございません。

料金、特典内容については、決定次第ホームページにてご案内いたします。

■前売券料金（3日間有効・税込） 【販売期間5月30日（土）～9月17日（木）】

※ 子どもは3歳から中学生です。
※ 座席指定・エリア指定が有効となるのは決勝日（9/19）のみです。
※ 自由席は10,000枚の限定販売です。
※ D席はローソンチケットおよびローソン、ツインリンクもてぎ（窓口・電話）、MOBILITY STATIONのみでの取り扱いです。
※ D席ファミリーチケットは大人2名＋子ども2名のセットです。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。
※ 自由席ファミリーチケットは大人2名＋子ども2名のセットです。
　 ローソンチケットおよびローソン、チケットぴあ、セブンイレブン、ツインリンクもてぎ（窓口・電話）、MOBILITY STATIONのみでの取り扱いです。
※ 車椅子席はA席上、バックストレートともに販売枚数に限りがございます。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（窓口・電話）のみでの取り扱いです。
※ お車・バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要です。

券　種 料　金 内　容
D　席 18,000円

大人2名・子ども2名まで
自由席 12,000円

■ファミリーチケット料金

【ローソンチケット限定】

お得なファミリーチケットを販売
昨年大好評のDエリア席のファミリーチケットを今年も限定 2000 枚にて販売いたします。
また、新たにお求め安い「自由席ファミリーチケット」をご用意しました。
※先行販売期間中はインディ500スペシャルレポーターへの応募権利の特典があります。
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※ 四輪は10,000枚の限定販売となります。
※ 前売券の販売は5月30日（土）～9月17日（木）となります。
※ チケットぴあ、ローソンでは先行販売期間（3月13日（金）～4月23（木））での前売駐車券販売を行います。
※ 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。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。

※ 子どもは3歳から中学生です。
※ 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。
※ 前売券の販売は5月30日（土）～9月17日（木）となります。
※ 前売券が完売の場合、当日の販売はありません。
※ 大人・子ども合わせて2,000枚の限定販売です。
※ 安全なレース運営を行う為、ピットBOX 上部へは終日レース関係者以外の立ち入りを禁止とさせていただきます。あらかじめご了承ください。 

■前売駐車券（3日間有効・税込）

券 種 料 金

四 輪 2,000円
二 輪 500円

■当日駐車券（税込）

券 種
料 金

9/17（木） 9/18（金） 9/19（土）
四 輪 2,000円 2,000円 3,000円
二 輪 1,000円 1,000円 1,000円

アリエ場入金 料種 券
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

■パドックパス料金（2日間有効・税込）

■各種指定駐車券 （3日間有効・税込）
各種指定駐車券は抽選販売とさせていただきます。
抽選申込方法および抽選対象券種などの詳細は後日ご案内いたします。

■早期購入チケット送料無料サービスについて
一般販売開始5月30日～7月31日までの期間にツインリンクもてぎの『MOBILITY　STATION』および
電話予約において観戦券（大人）1枚以上をご購入の方は送料（￥600）を無料とさせていただきます。

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
● MOBILITY STATION ・・・・・・・・・・ パソコン： http://mls.mobilityland.co.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・ モバイル： http://mls.mobilityland.co.jp/mobile/
● チケットぴあ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0570-02-9999
● ローソンチケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0570-000-777
● CNプレイガイド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0570-08-9999
● e+（イープラス） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ http://eplus.jp/
● セブンイレブンネット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ http://www.711.net/
● 道の駅もてぎ（栃木県・茂木町）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0285-63-5671
● 道の駅はが（栃木県・芳賀町）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 028-677-6000
● 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
● 鈴鹿サーキットレースチケットセンター ・・・・・・・・・・・・・・ 059-378-1111
● 三菱UFJニコスチケットサービス（三菱UFJニコスカード会員専用）
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。
○ ローソン（全店舗）：各店舗の「ローソン LOPPI」にて購入可能です。
○ セブンイレブン（全店舗）：トニー・カナーン応援席を除き指定席券のお取り扱いはありま
せん。店内のマルチコピー端末で購入可能です。

○ 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。
○ am/pm（一部店舗を除く）
○ サークルK
○ サンクス
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★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。

観客席のご案内

第4ターン

第2ターン

第3ターン

ターン

自由席

コースサイドパーキング

●コースのほとんどが見渡せるグランドスタンド最上段の席です。
●迫力のスタート＆ゴールシーンや、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。最前列の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、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Panasonic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。

●第3ターンから第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でレース進行が把握できます。

●メインストレートからPanasonicターン＆第2ターンへのバトルが楽しめます。
●サーキットビジョンでレース進行が把握できます。

●グランドスタンド最上段のスタート＆フィニッシュライン正面の席です。
●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。

A 指定

B 指定

C 指定

D指定

E 指定

VIP テラス

エリア

※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）。

※B、C、E席の一部には団体席が設置されます。
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■電車でご来場の場合 ※料金は片道です。
●JR東北新幹線ご利用の場合
東京駅～宇都宮駅下車　宇都宮駅西口よりバス ………5,790円
上野駅～宇都宮駅下車　宇都宮駅西口よりバス ………5,590円
大宮駅～宇都宮駅下車　宇都宮駅西口よりバス ………4,570円
※ 決勝日19日（雨天予備日20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 …… 5,080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 …… 4,880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 …… 3,530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　水戸駅北口よりバス ………… 5,010円
普通／上野駅～水戸駅下車　水戸駅北口よりバス …………………………… 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　宇都宮駅西口よりバス …… 3,390円
大宮駅～宇都宮駅下車　宇都宮駅西口よりバス …… 2,780円

■車でご来場の場合
●常磐自動車道
①水戸北スマートインター（ETC専用）から約30分
②水戸インターから約40分
③那珂インターから約40分
友部ジャンクション経由北関東自動車道
④友部インターから約50 分
⑤笠間西インターから約50 分
⑥桜川筑西インターから約60 分

●東北自動車道
⑦鹿沼インターから約90 分
⑧宇都宮インターから約90 分
栃木都賀ジャンクション経由北関東自動車道
⑨真岡インターから約50 分
⑩宇都宮上三川インターから約70 分

※ 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。

※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。

高速道路料金が
￥1000になった場合
水戸北スマートICが便利です

水戸北
スマートI.C

桜川筑西I.C

笠間西I.C

真岡I.C

※料金・対象区間については正式発表をご確認ください。




