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ホームコース優勝とデビューイヤータイトルをかけた 

Ｈｏｎｄａ ＨＳＶ-０１０の新たな挑戦が始まる 
 

今年のSUPER GTの注目はなんと言ってもHondaが満を持して

HSV-010を参戦させたことだ。長年数々の栄光を勝ち取った

Honda NSXの後を受けてデビュー。小暮卓史／L・デュバル組

(ウィダーHSV-010)が早くも第2戦で優勝。第5戦で金石年弘／

塚越広大組(KEIHIN HSV-010)が、第6戦「鈴鹿ポッカGTサマー

スペシャル」ではR・ファーマン／井出有治／小林崇志組(ARTA 

HSV-010)が優勝し、ポテンシャルの高さを見せつけた。 

最終戦ツインリンクもてぎは伝統的にHonda NSXが強く、過去

11回開催されたGT戦で実に7回もの優勝を飾っているほど。

そのNSXのコンセプトを受け継ぐHSV-010だけに、優勝候補筆頭

に挙げられる。Hondaのホームコース鈴鹿は制した。次はツインリンクもてぎだ。もてぎ制覇とともに挑むのが

HSV-010デビューイヤーでのタイトル獲得。HSV-010の栄光の軌跡がツインリンクもてぎから始まることになり

そうだ。 

 

■ＳＵＰＥＲ ＧＴ 第８戦タイムスケジュール（暫定） 
10月23日(土) 9:05～10:50 練習走行 13:05～13:50 公式予選1回目 14:45～ノックダウン方式予選 

10月24日(日) 8:30～ 9:15 フリー走行 9:25～ 9:45 サーキットサファリ 14:00～（53周）決勝レース 

 

 

 

 

 

 

 

2010/9/7 配信

ツインリンクもてぎ ロードコース１周 4,801km

２０１０ ＡＵＴＯＢＡＣＳ ＳＵＰＥＲ ＧＴ Ｒｏｕｎｄ８ もてぎ ＧＴ ２５０ｋｍ レース 

■大会名称：2010 AUTOBACS SUPER GT Round8 もてぎ GT 250km レース 

■併催レース：Porsche Carrera Cup Japan 2010 Rd.10&11 

ホンダ エキサイティングカップ ワンメイクレース 2010 ～シビック シリーズ～東日本リーズ Rd.5 

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

■公 認：国際自動車連盟(FIA) ／ 社団法人日本自動車連盟(JAF)  

■認 定：GTアソシエイション 

■後 援：茂木町 

■ＴＶ放送：株式会社フジテレビジョン ／ 株式会社ビーエスフジ ／ 株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング 

Honda HSV-010（KEIHIN HSV-010） 

2009年のスタートシーン 
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混戦のＧＴ５００、ＧＴ３００ 

今年も最終決戦、ツインリンクもてぎがタイトル決定の舞台になる!? 
 

近年のSUPER GTは各マシン、各チームの力が拮抗し、さらに性能

差を少なくするウェイトハンディ制が導入され、タイトル争いは接戦の

まま終盤にもつれ込むことが多い。 

事実昨年はGT500クラス

で本山哲組GT-R、脇阪寿一

組SC430、R・ファーマン組

NSXがタイトルをかけて最終

第9戦の舞台となったツイン

リンクもてぎに臨んだほど。

GT300クラスはさらに混戦で

IS350の織戸学組、フェラーリ

の田中哲也、RX-7の谷口信

輝組を筆頭にガライヤ、紫電、

フェアレディZを加えた6チームもが、タイトルの可能性を残して乗り込んでき

たほどだった。 

今年も最終第8戦の舞台となったツインリンクもてぎ、昨年同様の展開になるのは確実で、ARTA HSV-010が優勝

した第6戦「鈴鹿ポッカGTサマースペシャル」を終えた時点で、Honda HSV-010の小暮卓史／L・デュバル組(ウイダー

HSV-010)がランクトップ(52ポイント)、これをわずか1ポイント差でSC430の伊藤大輔／B・ビルドハイム組(ENEOS 

SC430)が、10ポイント差で金石年弘／塚越広大組(KEIHIN HSV-010)、脇阪寿一組

(PETRONAS TOM'S SC430)が追う展開。 

そしてGT-R勢だ。開幕戦ではJP・デ・オリベイラ組(HIS ADVAN KONDO GT-R) 

が優勝。第4戦では松田次生組(カルソニックIMPUL GT-R)が優勝を飾っており、さら

に優勝こそないものの確実に上位入賞を重ねている本山哲組(MOTUL AUTECH 

GT-R)も不気味な存在。現在は松田組がランキング5位、本山組がランキング6位に

つけており、ツインリンクもてぎではタイトル争いの中に入ってくることは間違いない。

近年にないし烈な争いが見られることになりそうだ。 

GT300クラスも同様でガライヤの新田守男組の55ポイントをトップに10ポイント差

の中に谷口信輝組RX-7、井口卓人組カローラ、星野一樹組フェアレディZがひしめく

混戦。両クラスともタイトル争いが最終戦までもつれ込むのは必至の情勢だ。 

 

 

 

タイトルの行方をさらに混とんとさせる 

スプリント&ノーハンディウェイトのガチンコ勝負! 
タイトル決定の舞台となりそうな最終戦ツインリンクもてぎラウンドだが、その行方をさらに混とんとさせるのが

スプリント&ノーハンディの戦いだ。 

通常SUPER GTは300kmのレース距離で争われる。それが今回は250kmの戦いとなる。ガソリン消費量が少なくな

ればピット作業の時間も短くなる。タイヤへの負担も減るため、これまでとは違う戦略で臨むチームも出てきそうだ。 

そしてもうひとつ勝負の行方を分からなくさせるのが、ハンディなしの戦い。今年のSUPER GTは獲得ポイントに応

じでハンディウェイトが搭載され、好結果を出した翌戦はマシンが重くなり(上限100kg)厳しい戦いを強いられることに

なる。レーシングマシンはたとえ10kgでも重くなれば、走りに影響が出ると言われるほどで、上限に近いハンディウェ

イトを搭載したマシンは、下位に沈むことがほとんどだった。それがこの最終戦、ツインリンクもてぎに関しては撤廃さ

れるのだ。「ハンディゼロ」。それぞれのマシンの真のポテンシャルがここで明らかとなるのだ。GT500、GT300ともに

SUPER GT最速マシン、最強マシンがツインリンクもてぎで判明することになる 

ランキング2位 ENEOS SC430伊藤大輔 

ランキングトップ ウイダーHSV-010小暮卓史

GT-R勢最上位のランキング5位

カルソニックIMPUL GT-R 

松田次生 
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※イベントの内容は変更となる場合がございます。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もてぎＳＵＰＥＲ ＧＴ ２５０ｋｍ イベント情報！ 

グランドフィナーレ 
表彰式に続いて、シリーズ最終戦のみおこなわれるグランドフィナーレ。激動の1年

を戦ってきたGT500とGT300の全ドライバーが集結！各メーカーを代表するドライ

バーへのインタビューや、サプライズも！？ 

 

チャリティオークション 
チームや選手から提供された貴重なグッズをオークション！ 

レアグッズを入手するチャンス！ 

 

※収益金は福祉関係事業に寄付されます。 

 

ドライバートークショー 
話題のGTドライバーがステージに登場！ 

最終戦前だけに貴重な情報を聴くことができるかも！？ 

 

 

魅力的な観戦プランをご用意いたしました！ 

～コースに隣接するホテルツインリンクに宿泊で、ゆっくりレース観戦～ 
 

ＳＵＰＥＲ ＧＴ 観戦券付アフター宿泊プラン 
SUPER GTの観戦券（自由席）＆公式プログラムがセットになった、とてもお得な1泊2食付き宿泊プラン 

ＳＵＰＥＲ ＧＴ 観戦券付アフター宿泊プラン 

宿泊日 
１０月２４日（日） 

大人(高校生以上) 18,000円

中学生 12,600円

子ども（3歳～小学生） 9,000円

※上記は1室2名様以上でご利用の場合のお一人様料金となります。 

※1室1名様でご利用の場合、シングル料として別途3,000円申し受けます。 

※コース側のお部屋をご希望の場合はコースビュー料金として、大人：1,000円、中学生：700円、子ども：500円 割増となります。

【マウント側／税込】 

「観戦券＋公式プログラム」付き

■ご予約は 
予約センター(9:00～18:00) ☎0285-64-0489

ホテルツインリンク(18:00～翌朝9:00) 

☎0285-64-0123

2009年のグランドフィナーレの様子

※写真はイメージです

過去のドライバートークショーの様子
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最終戦の興奮冷めやらぬ翌10月25日(月)に、SUPER GTドライバーを招いてドライビングミートを開催いたします。 

 
 

【開 催 日 程】 2010年 10月 25日（月） 10:00～18:00  ※雨天決行 

【イ ベ ン ト 名 称】 『After SUPER GT ドライビングミート with 井出有治＆伊沢拓也』 

【開 催 場 所】 ツインリンクもてぎ  アクティブセーフティトレーニングパーク ほか 

【主 催】 株式会社モビリティランド  

【特 別 講 師】 井出有治選手（#8 AUTOBACS RACING TEAM AGURI / ARTA HSV-010） 

伊沢拓也選手（#100 TEAM KUNIMITSU / RAYBRIG HSV-010） 

【定 員】 参加者：24名 

 見学者（同伴者）：10名  

 ※先着順で定員になり次第締め切り 

【参 加 資 格】 四輪普通免許をお持ちの方（当日使用する車両の該当免許保有者） 

 車両をお持ち込みいただける方 

 ※初級レベル、ペーパードライバーの方もご参加いただけます 

【車 両】 持ち込み（1BOX、全高のある車両等は除く、レンタル車両はございません） 

 ※保安基準適合車に限ります（任意保険加入のこと） 

 ※車種によってはご相談させていただく場合がございます 

【参 加 料 金】 ■受講者：25,000円（税込／昼食付） 

 ≪観戦券購入者割引≫ 

1. SUPER GT 第8戦 もてぎ 購入者： 22,500円（税込／昼食付） 

2. 第8戦 Hondaファンシート 購入者： 18,000円（税込／昼食付） 

※受付時にチケットの半券（大人券のみ対象）をご提示ください。 

お忘れの場合は定価となりますのでご注意ください。 

 ■見学者（同伴者）：3,000円（税込／昼食付） 

※参加料金は当日受付にてお支払いください 

【お申込み方法】 1. TEL： 0285-64-0100 

 2. 窓口： アクティブセーフティトレーニングパーク 1階 

 3. インターネット：お申し込みフォームより 

【お申込み期間】 2010年9月4日（土）10:00 ～ 10月22日（金）17:00まで 

【キャンセル料】 申込み締切日～前日まで： 手数料 3,000円 

 当日10時までに連絡：参加料金（定価）の50％ 

 連絡なし：参加料金（定価）の100％ 

【開 催 内 容】 講師とのコミュニケーションを楽しんでいただくとともに、 

ロードコースの体験走行や一般道に繋がるドライビング 

テクニックを習得します 

【スケジュール】  9:30～ 受付 

 10:00～ 開講式、点検・姿勢 

 10:30～ 基本体験（ASTPコース内） 

1. ブレーキコースにてブレーキング（中速域）の基本操作体験 

2. スリパリーコースにて車両の限界確認 

 13:30～ 昼食（講師とともに） 

 14:30～ 応用体験（南コース／移動、説明含む） 

1.ブレーキング（高速域）とハンドリングの基本操作体験 

2.グループに分かれ先導走行 

 16:00～ ロードコース走行（フルコース／移動、説明含む）先導走行、同乗体験 

 17:30～ 閉講式 

 18:00 解散 
 

 ※内容は天候等により変更になる場合があります 
 

【お問い合わせ先】 

After SUPER GTドライビングミート 事務局 ツインリンクもてぎ アクティブセーフティトレーニングパーク内  

〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1 TEL：0285-64-0100 ／ FAX：0285-64-0101 

Ａｆｔｅｒ ＳＵＰＥＲ ＧＴ ドライビングミート ｗｉｔｈ 井出有治＆伊沢拓也 

※写真は2009年開催時の様子 
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チケット好評発売中！ 
 

※らくらく指定駐車券 P4、P7、P8 は完売となりました 

※ロードコースコースサイド駐車券は完売となりました 

※スーパースピードウェイコースサイド駐車券は完売となりました 

※ダウンヒルストレート指定駐車券は完売となりました 

※サーキットサファリは完売となりました 

 

 

 

Ｈｏｎｄａオリジナルの応援グッズで熱くなれ！ 

Ｈｏｎｄａファンのための特別応援シートをピット前にご用意！ 
Hondaファンのみんなとオリジナルグッズを持ってHondaを応援しよう！ 

みんなの応援がひとつになればきっとドライバーに届くはず。 

走行の合間を縫ってHonda Racingドライバーがファンシートエリアを訪問。 

レースの意気込み・マシンコンディション等の情報を直接ゲットできるかも。 

ファンシートエリア上の広場ではHondaマシン展示を実施。 

Hondaのマシンを近くでご覧いただけます。 

さぁ、もてぎ GT 250km レースはHondaファンシートで応援しよう。 

 

オリジナル応援グッズ 

Ｈｏｎｄａ ＨＳＶ－０１０ 応援マフラータオル 
応援グッズ引き換えはHondaファンシートグッズ引き換えテントにておこないます。 

引き換えチケットをお持ちください。  

※グッズは変更となる場合がございます。  

 

 

 

 
■Ｈｏｎｄａファンシート（観戦は2日通し券・ファンシートは決勝日のみ有効） 

券種 料金 入場エリア 内容 

大人 
（高校生以上） 

５，０００円 

B席（エリア指定）

（2,000席限定） 

1.オリジナル応援グッズプレゼント 

2.ファンシートにドライバーが訪問 

3.チーム別応援グッズ付き 

（チームによってはグッズが付かない場合がございます。） 

※チーム別応援エリアをご用意します。 

ご購入の際は応援対象チームを選択してください。 

【対象チーム】 

・KEIHIN REAL RACING 

・ウイダー ホンダ レーシング 

・NAKAJIMA RACING 

・TEAM KUNIMITSU 

・AUTOBACS RACING TEAM AGURI 

子ども 
（３歳～中学生） 

５００円 

 

※販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・お電話による通信販売）およびMOBILITY STATIONのみとなります。 
 

ファンシートでお気に入りのチーム・ドライバーを応援しよう！ 

［価格はすべて税込］

※画像はイメージです 
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ＬＥＸＵＳオリジナルの応援グッズで熱くなれ！ 

ＬＥＸＵＳファンのための特別応援シートをピット前にご用意！ 
LEXUSファンが待ちに待ったこの日がやってきた。先進のオリジナル機構を擁したLEXUSマシンのポテンシャルは

計り知れない。熱きLEXUSファンの皆様、ファンシートでLEXUSの挑戦を応援しよう！！ 

 

ＬＥＸＵＳファンシート(先着1,000名様）ご購入の方にオリジナル応援グッズをプレゼント！ 
LEXUSファンのみんなとオリジナルグッズを持って応援しよう！ 

みんなの応援がきっとドライバーにも届くはず！ 

さぁ、もてぎ GT 250km レースはLEXUSファンシートで応援しよう。 

 

ＬＥＸＵＳファンシートだけのスペシャルファンサービス！ 

ドライバーアピアランスを開催！（予定） 
GT500クラス LEXUSチームのドライバーがファンシートにやってくる！  
※レーススケジュール、その他の理由により変更または中止となる 

場合があります。  

※実施時間は当日受付にてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＬＥＸＵＳファンシート（観戦は2日通し券・ファンシートは決勝日のみ有効） 

券種 料金 入場エリア 内容 

大人 
（高校生以上） 

５，０００円 
B席（エリア指定）

（1,000席限定） 

1.ファンシートにドライバーが訪問 

2.オリジナル応援グッズ付き 

・応援小旗 

・ビニール巾着 

・オリジナル GTスゴロク 
子ども 

（３歳～中学生） 
５００円 

 

※販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・お電話による通信販売）およびMOBILITY STATIONのみとなります。 
 

ビニール巾着 

応援小旗 

オリジナルGTスゴロク 

［価格はすべて税込］
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ＳＵＢＡＲＵオリジナルの応援グッズで熱くなれ！ 

ＳＵＢＡＲＵファンのための特別応援シートをピット前にご用意！ 
SUBARUファンが待ちに待ったこの日がやってきた。先進のオリジナル機構を擁したSUBARUマシンのポテンシャル

は計り知れない。 熱きSUBARUファンの皆様、ファンシートでSUBARUの挑戦を応援しよう！！ 

 

 

ＳＵＢＡＲＵファンシート(先着600名様）ご購入の方にオリジナル応援グッズをプレゼント！ 
SUBARUファンのみんなとオリジナルグッズを持って応援

しよう！みんなの応援がきっとドライバーにも届くはず！ 

さぁ、もてぎ GT 250km レースはSUBARUファンシートで

応援しよう。 

 

 

 

ＳＵＢＡＲＵファンシートだけのスペシャルファンサービス！ 

ドライバーアピアランスを開催！（予定） 
GT300クラス SUBARUチームのドライバーがファンシートにやってくる！  
※レーススケジュール、その他の理由により変更または中止となる 

場合があります。  

※実施時間は当日受付にてご確認ください。 

 

 

■ＳＵＢＡＲＵファンシート（観戦は2日通し券・ファンシートは決勝日のみ有効） 

券種 料金 入場エリア 内容 

大人 
（高校生以上） 

５，０００円 
B席（エリア指定）

（600席限定） 

1.ファンシートにドライバーが訪問 

2.オリジナル応援グッズ付き 子ども 
（３歳～中学生） 

５００円 
 

※販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・お電話による通信販売）およびMOBILITY STATIONのみとなります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［価格はすべて税込］

佐藤琢磨選手の出演イベントを実施！ 
2001年イギリスF3選手権を圧倒的な強さで制すると、アイルトン・セナ、ミハエル・シューマッハらが優勝

し、F1での活躍のステップとしたF3マカオGPで優勝し、2002年にジョーダンチームからＦ１ドライバーとし

てデビュー。2004年アメリカGPでは3位表彰台を獲得するなどF1の舞台で大活躍し、今シーズンはアメ

リカ・インディカーシリーズに参戦している佐藤琢磨選手の来場が決定いたしました。 

当日は佐藤琢磨選手関連の特典付シートを設置予定。詳細は近日ツインリンクもてぎホームページで

発表いたします。 
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■前売観戦券（２日通し券） 【販売期間 8月28日（土）～10月22日（金）】 

 観戦券 Ａ席 Ｇ席 Ｚ席 ５コーナー席

大人（高校生以上） ５，０００円 ７，０００円 ６，０００円 ７，０００円 ９，０００円 

子ども（３歳～中学生） ５００円 １，５００円 １，０００円 １，５００円 ３，０００円 
 

※5コーナー席には、観戦券・お弁当・お飲物（決勝日のみ）・プログラム（大人券をご購入のお客様のみ）・ 

駐車券（大人券をご購入のお客様で来場台数分のみ）がついております。  

※5コーナー席はツインリンクもてぎチケットセンター(窓口販売または電話による通信販売)およびMOBILITY STATIONでのみ 

販売いたします。  

※お電話による通信販売およびMOBILITY STATIONは10月17日（日）までです。 
 

■前売パドックパス（２日通し券） 【販売期間 8月28日（土）～10月22日（金）】 

 
パドックパスＡ 

ピットウォーク付 

パドックパスＢ 

パドックパスのみ 

パドックパス子ども 

ピットウォーク参加無料

大人（高校生以上） １０，０００円 ７，０００円 － 

子ども（３歳～中学生） － － ５，０００円 
 

※別途観戦券が必要です。 

※安全なレース運営を行う為に、ピットボックスの上部へは終日、レース関係者以外の立入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。  

※お電話による通信販売およびMOBILITY STATIONは10月17日（日）までです。 
 

■前売ピットウォーク券（当日限り有効） 【販売期間 8月28日（土）～10月22日（金）】 

 10/23（土）予選 10/24（日）決勝 

大人（高校生以上） ２，０００円 ２，０００円 

子ども（３歳～中学生） 無料 無料 
 

※ピットウォーク券は各日1日の料金です。  

※ピットウォーク券には別途観戦券が必要です。  

※ピットウォーク券は、ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口販売または電話による通信販売）およびMOBILITY STATION 

でのみ販売いたします。 

※お電話による通信販売およびMOBILITY STATIONは10月17日（日）までです。 
 

■ファミリー券（2日通し券） 【販売期間 8月28日（土）～10月22日（金）】 

券種 料金 内容 

ファミリー １１，０００円 大人2名・子ども2名、4輪駐車券1台分のセット料金です。
 

※子ども券は3歳～中学生が対象となります。 

※販売窓口はツインリンクもてぎ窓口、電話での通信販売、MOBILITY STATIONおよび各種プレイガイド、コンビニエンス 

ストアのみとなります。 

※お電話による通信販売およびMOBILITY STATIONは10月17日（日）までです。 
 

 

 

 

お得な前売りチケット 

［価格はすべて税込］
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■学割（2日通し券） 【販売期間 8月28日（土）～10月22日（金）】 

券種 料金 

自由席 ２，５００円 
 

※中学生以下の学生は子ども券にて観戦いただけます。 

※販売窓口はツインリンクもてぎ窓口、電話での通信販売、MOBILITY STATION および各種プレイガイド、コンビニエンス 

ストアのみとなります。 

※学割「自由席」は引換券の販売です。レース当日にツインリンクもてぎチケットセンターにて学生証をご提示の上、 

観戦チケットに引き換えとなります。 

※学生証をお忘れの際は2,500円の追加料金が発生しますのでご注意ください。 

※お電話による通信販売およびMOBILITY STATIONは10月17日（日）までです。 
 

■グループ割（2日間通し券） 【販売期間 8月28日（土）～10月22日（金）】 

みんなで観戦するとお得なグループ割をご用意いたしました！ 

グループ割3 （大人3名 10%割引き） グループ割4 （大人4名 15%割引き） 

１３，５００円 １７，０００円 
 

※グループ割3は3人まとめての購入で1,500円お得！  

※グループ割4は4人まとめての購入で3,000円お得！ 

※お電話による通信販売およびMOBILITY STATIONは10月17日（日）までです。 
 

■ＶＩＰテラス（2日通し券） 【販売期間 8月28日（土）～10月17日（日）】 

券種 料金 内容 

VIPテラス 

大人 
（高校生以上） 

１６，０００円
・記念品 

・ピットウォークへの参加（2日間） 

・プログラム（大人券のみに付きます）  

・お弁当、お茶（決勝日のみ） 

・駐車券 

（大人券のみ。パスの提示で一般駐車場にお停めいただけます。） 

子ども 
（３歳～中学生） 

７，０００円

 

 

■ＶＩＰテラス テーブル席 【販売期間 8月28日（土）～10月17日（日）】 

コース側 通路側 

６，０００円 ３，０００円 
 

※テーブル席ご利用には、別途VIPテラスチケットが必要です。 

※本券1枚にて1テーブル最大4名様までご利用いただけます。 

※テーブル席からのご観戦はできません。ご観戦の際はVIPテラス席からご観戦ください。 

※ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口販売または電話による通信販売）およびMOBILITY STATIONでのみ販売 

いたします。 

※コース側、通路側共にテーブル数に限りがありますので、完売になり次第販売終了とさせていただきます。 
 

■ＶＩＰスイート（2日通し券） 販売期間 8月28日（土）～10月17日（日）】 

券種 料金 内容 

VIPスイート 

大人 
（高校生以上） 

３３，０００円

・記念品 

・パドックへの入場（2日間）  

・ピットウォークへの参加（2日間）  

・グリッドウォークへの参加 

・プログラム 

・お食事（決勝日のみ） 

・フリードリンク（ビール・ソフトドリンク）（決勝日のみ） 

・指定駐車券（大人券のみに付きます） 

子ども 
（３歳～中学生） 

２２，０００円

 

※ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話による通信販売）およびMOBILITY STATION、ローソンおよびローソン 

チケットにて販売いたします。 

［価格はすべて税込］
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■前売駐車券（2日通し券） 【販売期間 8月28日（土）～10月17日（日）】 

4輪・バス 2輪 

１，０００円 ５００円 
 

※P9、P10、P11の駐車場は、夜間の停め置きはできません。 

※お電話による通信販売およびMOBILITY STATIONは10月17日（日）までです。 
 

■らくらく指定駐車券（2日通し券）【4輪】 MOBILITY STATION限定販売！ 

駐車エリア 料金 販売数 

P4駐車場（中央エントランス付近） ８，０００円  50台限定(4輪) 

P7駐車場（C席・E席付近） ６，０００円  100台限定(4輪) 

P8駐車場（ダートトラック横） ４，０００円  200台限定(4輪) 
 

※らくらく指定駐車券は前売券のみの販売となります。  

※駐車エリア指定となります。 

※お一人様1台分の限定販売とさせていただきます。  

※駐車場内でのステイ（2日間）が可能となります。 
 

■ロードコースコースサイド駐車券（2日通し券）【S字～V字～ヘアピン手前・場所指定】 

MOBILITY STATION限定販売！ 

料金 販売数 駐車エリア 

５，０００円  300台限定(4輪) ロードコース外周路（S字～V字～ヘアピン手前） 
 

※駐車指定をお客様ご自身でお選びいただくことはできません。 

※お一人様1台分の限定販売とさせていただきます。 

※エリア内での直火使用はお断りさせていただきます。  

※駐車場内でのステイ（2日間）が可能となります。  

※エリア内におけるペットの持込はお断りさせていただきます。  

※観戦ゲートオープン前の席とりは固くお断りさせていただきます。  

※21時以降はエンジンストップのご協力をお願いいたします。 
 

■スーパースピードウェイコースサイド駐車券（2日通し券）【バックストレート・場所指定】 

MOBILITY STATION限定販売！ 

料金 販売数 駐車エリア 

７，０００円 100台限定(4輪) 

スーパースピードウェイ外周駐車エリア 

（バックストレート席【自由席】の上部） 

※3.5mX7.5mのエリア区画内であれば大型車、 

キャンピングカーも可 
 

※駐車指定をお客様ご自身でお選びいただくことはできません。 

※お一人様1台分の限定販売とさせていただきます。  

※エリア内での直火使用はお断りさせていただきます。  

※駐車場内でのステイ（2日間）が可能となります。  

※エリア内におけるペットの持込はお断りさせていただきます。  

※観戦ゲートオープン前の席とりは固くお断りさせていただきます。  

※21時以降はエンジンストップのご協力をお願いいたします。 
 

［価格はすべて税込］
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■ダウンヒルストレート指定駐車券（2日通し券） 

料金 販売数 駐車エリア 

４，０００円  80台限定(4輪) P40駐車場（90度コーナー手前ダウンヒルストレート付近） 
 

※駐車エリア指定となります。 

※ツインリンクもてぎチケットセンター（電話による通信販売）とMOBILITY STATIONのみ販売いたします。ツインリンクもてぎチ

ケットセンター窓口での販売は行いません。 

※お一人様1台分の限定販売とさせていただきます。  

※エリア内での直火使用はお断りさせていただきます。  

※駐車場内での車中泊は可能です。  

※エリア内におけるペットの持込はお断りさせていただきます。  

※観戦ゲートオープン前の席とりは固くお断りさせていただきます。  

※21時以降はエンジンストップのご協力をお願いいたします。 
 

 

 

 

 

■当日自由席観戦券 

 10/23（土）予選 10/24（日）決勝 

大人（高校生以上）  ３，０００円  ６，０００円 

子ども（３歳～中学生）  ５００円  ５００円 
 

※10月24日（日）の指定エリアへの入場は、別途指定席券が必要です。 
 

■当日指定席観戦券 ※10月24日（日）のみ 

 Ａ席 Ｂ席 Ｚ席 

大人（高校生以上） ８，０００円 ８，０００円 ７，０００円 

子ども（３歳～中学生） １，５００円 １，５００円 １，０００円 
 

※前売指定席券が完売した場合、当日券の販売はいたしませんのでご了承ください。 
 

■当日パドックパス（２日通し券） 

 パドックパスＡ 

ピットウォーク付 

パドックパスＢ 

パドックパスのみ 

パドックパス子ども 

ピットウォーク参加無料

大人（高校生以上） １０，０００円 ７，０００円 － 

子ども（３歳～中学生） － － ５，０００円 
 

※別途観戦券が必要です。 

※安全なレース運営を行う為に、ピットボックスの上部へは終日、レース関係者以外の立入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。  

※前売パドックパス完売の場合、当日券の販売はいたしませんのでご了承ください。 
 

■当日ピットウォーク券（当日限り有効） 

 10/23（土）予選 10/24（日）決勝 

大人（高校生以上） ２，０００円 ２，０００円 

子ども（３歳～中学生） 無料 無料 
 

※ピットウォーク券は各日1日の料金です。  

※ピットウォーク券には別途観戦券が必要です。  

※前売ピットウォーク券完売の場合、当日券の販売はいたしませんのでご了承ください。 
 

当日チケット 

［価格はすべて税込］
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■当日駐車券 

 10/23（土）予選 10/24（日）決勝 

４輪・バス ２，０００円 ２，０００円 

２輪 １，０００円 １，０００円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チケットのお求めは 券種によってお取り扱いのない窓口もございます

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 10月22日(金）16:30まで 

（営業時間： 9月 平日9：30～17：00 土日祝9：30～17：30、10月 平日9：30～16：30 土日祝9：30～17：00）

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売 
0285-64-0080 

10月17日(日）17:00まで 

（営業時間： 9月 平日9：30～17：00 土日祝9：30～17：30、10月 平日9：30～16：30 土日祝9：30～17：00）

■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ）
ＰＣ      http://mls.mobilityland.co.jp 

モバイル http://mls.mobilityland.co.jp/mobile 

10月17日(日）24:00まで 

（24時間受付） 

 

１０月２２日(金)まで販売（一部販売期間が異なります） 
 

●チケットぴあ ●ローソンチケット ●e+ ●CNプレイガイド ●Hondaウエルカムプラザ青山 
●道の駅もてぎ（栃木県茂木町） ●STEP-１（栃木県茂木町） ●かましん もぴあ店（栃木県茂木町） ●道の駅はが（栃木県芳賀町）
●鈴鹿サーキットレースチケットセンター ●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） 
●セブンイレブン ●ローソン ●ファミリーマート ●サークルＫ ●サンクス ●am/pm（一部店舗を除く） 
※上記のコンビニエンスストアでは一部取り扱いのない店舗がございます。 

 

■チケットに関するお問い合わせは．．．ツインリンクもてぎチケットセンター 0285-64-0080 

 

 

 

 

鈴 鹿 、もてぎのチケット・グッズが同 時 に買 えるオンラインショップ  

詳 しくは http://mls.mobi l i ty land.co. jp/にアクセス！ 

［価格はすべて税込］


