
 2011 年 2 月 1 日 

株式会社モビリティランド 

ツインリンクもてぎ 

 

～走行して、観戦して、旧き良き時代のバイク文化を感じよう！～ 

 
 

ヒストリックファンのためのイベント 
 

『2011@グッドオールデイズ』 開催のご案内 
 

ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）は、2011 年 5 月 4 日（水・祝）に“旧き良き時代”を肌で感じて 

いたただけるヒストリックイベント『2011@グッドオールデイズ』 を開催いたします。 

当イベントは、旧き良き時代に活躍していたオートバイに焦点をあてた走行イベントや、オーナーズ 

ミーティングをはじめ、パーツやグッズを中心としたフリーマーケットなど、ヒストリックファンは 

もちろん、誰もがお楽しみいただける、年に一度のお祭りです。2011 年は、1981 年（30 年前）に生産された車両を 

『ニューカマー』としてお迎えいたします。また、新たに「バイク来場者限定！入場・駐車料無料キャンペーン」を実施。

新緑あふれるGWのツーリングポイントや集合場所としてお気軽にツインリンクもてぎをご利用いただけます。  
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●名       称    『2011@グッドオールデイズ』 

●日       程    2011 年 5 月 4 日（水・祝） 

●会       場    ツインリンクもてぎ 栃木県芳賀郡茂木町桧山 120-1 

●主      催    株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ 

●お問い合わせ     グッドオールデイズ事務局  

 

 

 

※ イベントの詳しい情報、お申し込み方法などはツインリンクもてぎホームページをご覧ください。 

ホームページ ： http://www.twinring.jp/ 

開 催 概 要 

担当：石川・藤沢 〈電話〉 0285-64-0200 

〈FAX〉 0285-64-0209 

http://www.twinring.jp/


 

 

■■スポーツラン■■ 

  旧き良き時代に活躍していたオートバイでご参加いただける 

スポーツ走行です。 
 

・走行時間           1 回目 9:00～11:00（各 10 分間） 

                2 回目 12:30～16:30（各 20 分間） 

・場所             ロードコース （西コース）  

・参加車両規定        1981 年までに生産されたバイク 

（サーキット走行が可能な車両） 

                ※車両にはゼッケンプレート、各部ワイヤーロックが必要。 

・エントリー期間/方法      2011 年3 月1 日(火)～4 月15 日（金）/ホームページにて詳細をご確認ください。 

・装備品             フルフェイスヘルメット（JIS2 種・SNELL 規格等の規格に適合したもの）、 

レーシングスーツ、グローブ、ブーツ 

・参加料金           12,000 円（税込） ※共済会費 7,000 円を含む。 

 

※応募多数の場合は、先着順とさせていただきます。 

 

■■1981 ミーティング■■ 

1981 年（30 年前）に生産開始された車両のオーナーズ 

ミーティングです。舞台はスーパースピードウェイ上、 

同年代の車両とともに”旧き良き空間”をお楽しみいただけます。 

また、スポーツラン終了後にロードコース１周のパレードランを開催します。 

・集合場所     ツインリンクもてぎ スーパースピードウェイ 

・参加条件     1981 年に生産開始された車両をお持ちの方。 

※事前のお申し込みは必要ありません。 

・対象車両（例）  2 輪：CBX400、ＣＢ1100Ｒ、GSX110-S カタナ、Ｚ1100GP、ＣＢ７５０ＦＢ、ＲＺ３５０、モトコンポなど

      4 輪：シティ R タイプ ソアラなど （国内外のメーカー、年式を問いません） 

▲画像はイメージです。 

 

※オーナーズクラブ・団体など、車両 5 台以上でお申し込みの場合は専用駐車スペースを 

ご用意することが可能です。お電話にてご相談ください。 

 

■■ レーシングコース先導体験走行 ■■ 
マーシャルカーによる先導のもと、ご自身の車両で 
国際レーシングコースの走行をお楽しみいただけます。  
・時間         16:30～（約 10 分間） 
・場所          ロードコース （フルコース）  
・参加条件      ○参加車両に適合する運転免許証をお持ちの方 
・参加車両規定   ○通常の走行に支障がない車両 

（国内外のメーカー、年式、車種、2輪・4輪を問いません） 
・エントリー期間/方法  2011 年3 月1 日(火)～4 月15 日（金）/ホームページにて詳細をご確認ください。 
・装備品          2 輪：ヘルメット、グローブ、長袖、長ズボン 

4 輪：長袖、長ズボン、操作しやすい靴、シートベルト装着 
・参加料金         4,000 円（税込） 

 
※応募多数の場合は、先着順とさせていただきます。 
※タンデム、同乗走行も可能です。 
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■■フリーマーケット■■ 

バイクのパーツやグッズを中心としたフリーマーケットを開催。 

今では手に入りにくくなったお宝パーツや掘り出し物が満載です。 

・時間          9:30～16:30（予定） 

・場所          第 1 パドック 

・出店料         3,000 円（税込） 

・エントリー期間/方法  2011 年3 月1 日(火)～4 月15 日（金） 

/ホームページにて詳細をご確認ください。 

・参加資格       バイクのパーツやグッズを中心とした 

店舗の出店が可能な方 

・出店区画       駐車スペース含む駐車枠 2 台分 〈車両 1 台＋2.5m×5.0m〉 
 

※雨天中止とさせていただきます。 
 
■■ピットウォーク＆勝手にアワード ■■ 

イベント参加車両や Honda Collection Hall の所蔵車両を 

ピットロードに展示し、間近で車両をご覧いただけます。 

勝手にアワードでは、スポーツラン参加車両を対象に 
表彰式を行います。 

・時間       11：00～12：30 （予定） 

・場所       ロードコースピットロード、第 1 パドック 
 

 

 

 

 

 

 

2011 年、新特典 「バイク来場者限定！ 入場・駐車料 無料キャンペーン」 

毎年多くのバイクファンが訪れる@グッドオールデイズは今年、新たに「バイク来場者限定！ 

入場・駐車料 無料キャンペーン」を実施いたします。新緑あふれるGWのツーリングポイントや 

集合場所としてお気軽にツインリンクもてぎをご利用いただけます。※5 月 4 日（水・祝）限定 

●『2011@グッドオールデイズ』 開催中の入場・駐車料金のご案内                      【税込】          

入場料 駐車料 

大人 
（15 歳以上） 

子ども 
（小中学生・6 歳～15 歳未満） 

幼児 
（3 歳～6 歳） 

4 輪 2 輪 バス 

1,200 円 

※バイク来場者 

無料 

 

500 円 

 

300 円 

 

600 円 

 

無料 

 

1,000 円 

※6 歳でも小学校入学前は幼児料金。15 歳でも中学生は子ども料金となります。 

ツインリンクもてぎの情報  
ツインリンクもてぎホームページ         ： http://www.twinring.jp/ 
ツインリンクもてぎモバイルホームページ  ： http://mobile.twinring.jp/ 

●ツインリンクもてぎ 冬季期間休業日のお知らせ 
・2011 年 1 月 22 日（土）～2 月 6 日（日）までの期間は場内施設・点検のため全施設休業とさせて 
いただきます。  
・2011 年 2 月 7 日（月）～2 月 28 日（月）までの期間、毎週 水・木曜日は場内施設（一部を除く） 
を休業とさせていただきます。  
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