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～ ツインリンクもてぎに アメリカンカー ＆ ドラッグレースマシン が大集合！ ～ 

 
ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）は 2011 年 8 月 28 日（日）、観るだけでなく参加してお楽しみいただける    

アメリカンイベント、『2011 もてぎスーパーアメリカンサンデー』・『2011 もてぎストリートシュートアウト』を  
開催いたします。 

 
本イベントは、全国各地のアメリカンカー愛好家の皆様が

自慢の愛車を展示し、コンテストが行われる “CAR SHOW”、
アメリカンなアイテムを販売するブースやフリーマーケットが
立ち並ぶ “SWAP MEET”、そして 2 台で約 300m の直線を
競う走行会“2011 もてぎストリートシュートアウト”をメインに
開催される、観て、参加してお楽しみいただけるアメリカン 
イベントです。 

 
パドックを埋め尽くす個性豊かなアメリカンカーたちの魅力に 

触れていただけるほか、スーパースピードウェイホーム  
ストレートで繰り広げられるハイパワーなドラッグレース  
マシンの迫力をご堪能いただけます。 

 
この夏、会場がアメリカンな雰囲気に染まるツインリンクもてぎに是非ご来場ください。 
   

記 

 開催概要  

●イベント名称・会場    『2011 もてぎスーパーアメリカンサンデー』  

                 『2011 もてぎストリートシュートアウト』     

 

●主       催        ツインリンクもてぎ 

●開 催 日 程        2011 年8 月28 日（日） 9：00 開場 ※雨天決行（一部、雨天時中止のイベントあり） 

●会     場        ツインリンクもてぎ  第1 パドック、スーパースピードウェイ 

●入場・駐車料        通常料金にてご入場および駐車していただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 年6 月6 日

株式会社 モビリティランド

ツインリンクもてぎ

『2011 もてぎスーパーアメリカンサンデー』 ・ 『2011 もてぎストリートシュートアウト』
開催のご案内 

【税込】

大人 子ども 幼児 バス
（15歳以上） （小中学生・6歳～15歳未満） （3歳～6歳未満） （大型・中型・マイクロ）

1,200円 500円 300円 1,000円600円 300円

入場料 駐車料

4輪 2輪

※6 歳でも小学校入学前は、幼児料金。15 歳でも中学生は子供料金となります。

 
  ～家族が元気になる！みんなが笑顔になる！～  

当日は 夏休みイベント『バットの元気もりもり夏休み』 も開催中！
 
広大なフィールドの中で自然やモビリティの魅力をご家族・ 

お友達皆さまで満喫していただけるこの夏限定のさまざまな 

イベントを予定しております。  
夏休みイベント『バットの元気もりもり夏休み』 は、 

2011 年 7 月 2 日（土）～8 月 31 日（水）に開催いたします。 
 ※詳細は、5 月 23 日（月）に発行のプレスリリースをご覧ください。 
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■ CAR SHOW ＜カーショー＞                                                  

アメリカンカー愛好家の皆様が、自慢の愛車約150 台を展示。 
アメリカの車両やアメリカナイズドされたアメリカ以外で製造された車両のコンテストを行います。 
 

【カテゴリー】  
  ○ ORIGINAL   ： 販売当時の姿を維持しているアメリカで製造 
               された車両      

○ CUSTOM    ： 主にルックス改造（カスタム）を施している 
               アメリカで製造された車両 

○ OTHER CAR ： アメリカンなルックスに改造されたアメリカ以外 
               で製造された車両 
   

【会場】         第1 パドック 
【エントリー料】     6,000 円（税込）／台 
【参加台数】      150台〔予定〕まで ※OTHER CARは書類選考 
【参加申し込み】   7 月3 日(日)～8 月1 日(月) 必着 

 
■ SWAP MEET ＜スワップミート＞                                               

本場アメリカのフリーマーケットを連想させるメーカーやショップ、ディーラー、個人の方々によるアメリカンテイスト
たっぷりな出店（出展）コーナーです。掘り出し物を見つけられるチャンスです。 
 
【会場】         ロードコース ピット 
【出店（出展）料】   屋根なし 10,000 円（税込）／ブース 
              屋根付  12,000 円（税込）／ブース 
【出店（出展）スペース】 

     5m×5m／ブース 
【出店（出展）数】    50 ブース ※定員に達し次第終了 
【参加申し込み】    7 月3 日(日)～8 月1 日(月) 必着 

 
※詳しい情報は決定次第、ツインリンクもてぎホームページにてご案内いたします。 

http://www.twinring.jp/sas_m/  
 
 
 
 
■ 2011 もてぎストリートシュートアウト                                                  
アメリカで人気のカテゴリー ドラッグレース。『ストリートシュートアウト』は、ビギナーから上級者まで、幅広くお楽しみ 
いただける参加型ドラッグレースです。1,000 フィート（304.8m）の直線を、いかに早く走り抜けるかを競います。 
シンプルで分かりやすく、軽自動車や RV 車などの車両でも参加可能なため、観る側にも、参加する側にも魅力的
なレースです。 
※雨天時は、中止をさせていただく場合がございます。 
  

【参加車両】  
    新車販売当時 公道で走行可能だった四輪自動車  

  【クラス区分】 
 
 
 
 
 
 
   

 
【会場】       スーパースピードウェイ 
【エントリー料】   12,000 円（税込）／台 
【参加申し込み】  7 月28 日(木)～8 月11 日(木) 必着  

 
 
※詳細はホームページをご覧ください。 

http://www.twinring.jp/shootout_m/   

観て・参加して アメリカンな雰囲気を満喫！ 

観て・参加して ドラッグレースマシンの迫力を満喫！ 

クラス 区分

購入したままのノーマル車から、給排気系を変更したクラス。

※ドラッグスリックタイヤの使用は不可。

スーパーストリート ストリートクラスよりも改造範囲が広く、多くのチューニングカーが参加するクラス。

コンペティション 競技車両のクラス。また、チューニング内容によってはナンバー付きでもこのクラスに区分される。

ストリート

国産車 or 外国車
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※ 下記イベントの開催時間は決定次第ホームページでご案内いたします。 
 
■ストックカーエンジンスタート                                                  

アメリカで人気のストックカーのエンジンを始動いたします。V6、3500cc のストックカーエンジンの迫力 
ある音を、全身で体感していただけます。 
 
 
 【場所】 第１パドック 
  

 
 
■ INDY ふあふあ                                                          

インディカーの形をしたふあふあは、小学生以下のお子様を対象にお楽しみいただけます。やわらかな 
床の上で跳んではねて楽しく遊べます。 
 
 
 【場所】 第１パドック 
 【料金】 100 円（税込） 

 
 
 
■ コチラレーシングのレーシングドライバーやもてぎエンジェルになろう！                       
  レーシングドライバーや、ツインリンクもてぎエンジェルに変身して、コチラレーシングのコチラやチララちゃんと 

一緒に記念撮影をしていただけます。撮影後はフォトカードを製作し進呈いたします。 
 
 

【場所】 第１パドック コントロールタワー前 
【対象】 お子様  
【料金】 100 円（税込） ※フォトカード製作費・郵送料込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本件に関するお客様からのお問い合わせ先 
ツインリンクもてぎ モータースポーツ課  担当：太田・相澤・保坂 
TEL：0285-64-0200  FAX：0285-64-0209  E-mail：motorsports@twinring.jp 

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/ 

ご家族・お友達同士でお楽しみいただけるイベント 


