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２０１１ ＡＵＴＯＢＡＣＳ ＳＵＰＥＲ ＧＴ Ｒｏｕｎｄ８ もてぎ ＧＴ ２５０ｋｍ レース 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００９年はトップ３が、昨年は上位９チームが栄光の座をかけてもてぎで最終決戦！ 

今年も、もてぎで新たなドラマが生まれる！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

混戦が続く近年のSUPER GTはタイトル争いが最後までもつれ込むことがほとんど。その舞台となってきたのが

ツインリンクもてぎ。2009年、2010年と、最終戦として開催され、09年はGT-R本山哲組、SC430脇阪寿一組、NSXの

Ｒ・ファーマン組が栄光の座をかけて激突。結果はNSXが勝ち、2位に入ったSC430がタイトル獲得。10年はなんと

上位9チームがタイトルの可能性を残してもてぎに乗り込んでくる大混戦。SC430脇阪寿一組が優勝し、2位に入った

小暮卓史／L・デュバル組が初のシリーズチャンピオンを獲得する劇的なドラマが演じられた。 

これはGT300クラスも同じで上位6チームがタイトルの可能性を残して乗り込んできたのだ。ランキング4位だった

フェアレディZの星野一樹組が優勝して逆転チャンピオン獲得と、まさに筋書きのないドラマが演じられた。 

今シーズンは前半戦を終了してGT500、GT300とも小差の接戦が続いており、タイトル決定がもてぎラストラウンドに

もつれ込むのは必至の情勢。いったいどんなドラマが待ち受けているのだろうか。今シーズン最も熱い戦いが繰り

広げられるのは間違いないだろう。 

 

2010年 もてぎ GT 250kmレーススタートシーン 

2011年8月12日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

８月１３日(土) チケット発売開始！ 
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誰が王者にふさわしいか!? 

ノーハンディウェイト、真の実力が試されるファイナルバトル! 
毎年最終戦までタイトル争いがもつれ込むSUPER GTシリーズ。まさに予測不可能な戦いが展開されるわけだが、

それに拍車をかけるのがノーハンディウェイトの戦いだ。SUPER GTシリーズの規定では獲得ポイントに応じでハンディ

ウェイトが搭載される。開幕戦は当然ハンディはないが、開幕戦の結果で第2戦から重りが搭載される。それは1ポイ

ント2kg(第7戦は1ポイント1kg)。優勝すれば20ポイント獲得すると同時に40kgのウェイトを搭載しなければならない。

これは搭載上限の100kgまで加算されていく。 

ポイントを獲得するほどマシンはどんどん重くなって、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、重いハンディウェイトを搭載したマシンは、下位に

沈むことが多く、ポイントを獲得する(10位以内)のがやっというマシンもあるほどだ。 

だがツインリンクもてぎ最終戦では、それは存在しない。最終戦はウェイトハンディ制が適用されないのだ。開幕戦

以来の「ハンディゼロ」だが、開幕戦と大きく違うのがその間にマシンの開発が進んだこと。つまり最終戦ノーハンディ

ウェイトバトルは、それぞれのマシンの真のポテンシャルが明らかになる戦い。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されることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＳＵＰＥＲ ＧＴ 第８戦 主要タイムスケジュール（暫定） 
・10月15日(土) 14:30～ ノックアウト方式予選 

・10月16日(日) 14:00～ 決勝レース（53周） 
※上記タイムテーブルは変更となる場合があります。何卒ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

８月３０日（火）・３１日（水） 

ツインリンクもてぎでＧＴＡタイヤメーカーテストを開催！ 
 

SUPER GTのGTAタイヤメーカーテストが、8月30日（火）～8月31日（水）にツインリンクもてぎで開催

されます。チャンピオン決定戦となる最終戦「もてぎGT 250km」に向けた重要なテストを、この目で

確かめよう！ 
 

※走行スケジュールならびに参加チームは、ツインリンクもてぎホームページでご案内いたします。 

■大会名称：2011 AUTOBACS SUPER GT Round8 もてぎ GT 250km レース 

■併催レース：Honda Exciting Cup One Make Race 2011 ～CIVIC Series～インターシリーズ第5戦/東日本シリーズ第5戦

■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) ／ 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)  

■認 定：株式会社GTアソシエイション ／ ホンダワンメイクレースアソシエーション（H.O.A.） 

■後 援：茂木町 

2010年のバトル GT500クラス 2010年のバトル GT300クラス 
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Ｈｏｎｄａオリジナルの応援グッズで熱くなれ！ 

例年完売の「Ｈｏｎｄａファンシート」を引き続きご用意！ 
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。 

 

 
■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 
※応援グッズは決定次第ツインリンクもてぎホームページで

ご案内いします。 

2.ファンシートにドライバーが訪問 

 

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。 
 

 

 

 

ＡＵＴＯＢＡＣＳ ＲＡＣＩＮＧ ＴＥＡＭ ＡＧＵＲＩの 

ＡＲＴＡ ＨＳＶ－０１０、ＡＲＴＡガライヤを応援しよう！ 

「ＡＲＴＡファンシート」 
決勝レース前には大応援合戦で盛り上がる、毎戦おなじみのARTAファンシート。

ファンのみんなの想いを、AUTOBACS RACING TEAM AGURIの走りに届けよう！ 

 

 

■ＡＲＴＡ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） 

７，０００円 
A席（エリア指定） 

（600席限定） 

1.オリジナル応援グッズプレゼント 
※応援グッズは決定次第ツインリンクもてぎホームページで

ご案内いします。 

2.ファンシートにドライバーが訪問 

 

子ども 
（３歳～中学生） 

１，５００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］

８月１３日（土）、チケット発売開始！ 

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！ 
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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（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.オリジナル応援グッズプレゼント 
※応援グッズは決定次第ツインリンクもてぎホームページで

ご案内いします。 

2.ファンシートにドライバーが訪問 

 

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。 
 

 

 

 

 

※各応援席は決定次第、ツインリンクもてぎホームページでご案内します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～レースの後はホテルでゆっくり～ 

2011 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食付き宿泊プランです。 

ＳＵＰＥＲ ＧＴ 観戦券付アフター宿泊プラン 

宿泊日 
１０月１６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。

■料金（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

魅力的な観戦プランをご用意いたしました！ 
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■前売観戦券（２日通し券） 【販売期間 8月13日（土）～10月14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（決勝日のみ）・お飲物（決勝日のみ）・プログラム（大人券のみ）・ 

駐車券（大人券のみ）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9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13日（土）～10月14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9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13日（土）～10月14日（金）】 

 10/15（土）予選 10/16（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9日（日）までです。 
 

［価格はすべて税込］

お得な前売りチケット

サービスロード特設観戦エリアのご案内 
～パドックパスをお持ちのお客様にご観戦いただける特設観戦エリアを設けました～ 

■場 所：西コースショートカット沿いのサービスロード(最終ページMAP参照)。 

メディカルセンター横のゲートよりご入場いただけます。 

■対 象：パドックにご入場できるパスをお持ちのお客様 

■入場時間：観戦ゲートオープン時間内 

※ヘリポートよりヘリコプターが離発着する場合は警備員の誘導に従い一時ご退出を

お願い致します。 

※観戦エリアは変更になる可能性があります。 
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■ファミリー券（2日通し券） 【販売期間 8月13日（土）～10月14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9日（日）までです。 

 

■学割（2日通し券） 【販売期間 8月13日（土）～10月14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9日（日）までです。 

 

■グループ割（2日間通し券） 【販売期間 8月13日（土）～10月14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 
3人まとめての購入で1,500円お得！ 

１７，０００円 
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9日（日）までです。 

 

■ＶＩＰテラス（2日通し券） 【販売期間 8月13日（土）～10月9日（日）】＜今回より指定駐車場になりました！＞ 

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）  

・お弁当、お茶（決勝日のみ） 

・指定駐車場（大人券のみ） 

子ども 
（３歳～中学生）

７，５００円
 

 

■ＶＩＰテラス テーブル席 【販売期間 8月13日（土）～10月9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。 
 

［価格はすべて税込］



 

 - 7/9 - 

〒321-3597  栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1    TEL （0285）64-0001    FAX （0285）64-0009    URL http://www.twinring.jp/ 

 

■ＶＩＰスイート（2日通し券） 販売期間 8月13日（土）～10月9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（電話による通信販売）およびMOBILITY STATIONでのみ販売いたします。 
 

■前売駐車券（2日通し券） 【販売期間 8月13日（土）～10月9日（日）】 

4輪・バス 2輪 

１，０００円 ５００円 
 

※お電話による通信販売およびMOBILITY STATIONは10月9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) 
 

※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。 
 

■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。 
 

■指定駐車券（2日通し券） 

料金 販売数 駐車エリア 

３，０００円  200台限定(4輪)  マルチコース 
 

※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  

※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）およびMOBILITY STATIONでのみ販売いたします。 

［価格はすべて税込］［価格はすべて税込］
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■当日自由席観戦券 

 10/15（土）予選 10/16（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16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16日（日）のみ 

 Ａ席 Ｚ席 Ｇ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。 

※サービスロード特設観戦エリアにご入場いただけます。 

※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） 

 10/15（土）予選 10/16（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。 

 

■当日駐車券 

 10/15（土）予選 10/16（日）決勝 

４輪・バス ２，０００円 ２，０００円 

２輪 １，０００円 １，０００円 
 

 

 

 

 

 

 

［価格はすべて税込］

当日チケット 
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観戦席マップ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8月13日（土）10:00～10月14日(金）16:30まで 

（営業時間： 8月 平日9：30～17：30 土日祝9：30～18：00、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 

8月13日（土）10:00～10月9日(日）17:00まで 

（営業時間： 8月 平日9：30～17：30 土日祝9：30～18：00、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 

8月13日（土）10:00～10月9日(日）24:00まで 

（24時間受付） 

 

１０月１４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 
※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！ 

■ファンシート 

B席：Honda / SUBARU 

A席：ARTA 

施設改修工事により、今年に限り「130R外側～

ヘアピンカーブ付近の観戦・駐車エリア」のご入場・

通行・駐車に制限がございます。 

◆観戦エリア 
青破線のエリア（V字コーナー付近）以外ご入場

いただけません。 

※該当エリアにはマルチコース側地下通路から

のご入場となります。 

◆駐車エリア 
ロードコースサイド駐車場、P9・P10・P11・P40は

ご利用いただけません。 


