
1/4

2011年12月27日
株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

2012年 ツインリンクもてぎ レース・イベント料金 のご案内

ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）で2012年に開催する、主要レース・イベントの料金が決定しましたのでご案内いたします。

10月に開催するMotoGP をはじめ、毎年恒例イベントとして開催している花火の祭典など、独自のフィールド特性を
最大限に生かして「喜び」・「楽しさ」・「感動」を提供する施設としてさらに進化してまいります。

ここでしか体験できない、ツインリンクもてぎならではのイベントをお楽しみください。

2012年 トピックス

花火の祭典 を 四季に合わせて4回開催！

～花火の祭典“春”初開催！～

ツインリンクもてぎ開業 15周年記念
“花火”・“レース”を満喫できる お得なチケットを販売！

花火の祭典“春”
2012年5月3日（木・祝）

花火の祭典“夏”
2012年8月14日（火）

花火の祭典“秋”
2012年11月23日（金・祝）

花火の祭典“冬”
2012年12月31日（月）

“夏”、“秋”、“冬” の3シーズンに開催していた 花火イベントにさらなる魅力が加わります。
2012年は 花火の祭典“春” を初開催、さらに秋のバルーンイリュージョンが花火の祭典“秋”として進化いたします。
自然の四季の移ろいを感じながら、広大なサーキットを舞台に打ち上がる花火をお楽しみいただけます。

全ての“花火”を楽しみたい方、全ての“レース”を楽しみたい方、“花火”も“レース”も両方楽しみたい方に、
記念のセットチケットを販売いたします。それぞれのニーズに合わせてお選びいただけるお得なチケットです。
一年間をフルスケールでツインリンクもてぎを満喫していただけます。

詳細は詳細はP2P2～～44へへ

森の中のモビリティテーマパーク ツインリンクもてぎは、
2012年8月1日に開業15周年を迎えます。

観戦券詳細は観戦券詳細はPP33～～P4P4へへ

全レースの子ども観戦料金が無料！

世界選手権のＭｏｔｏＧＰ、トライアル世界選手権をはじめ、国際最高峰レースのSUPER GT、フォーミュラ・ニッポン、
もてぎ2＆4レース、全日本ロードレース選手権、スーパー耐久 の子ども観戦料金が、ツインリンクもてぎ開業15周年
を記念して無料となります。

観戦券詳細は観戦券詳細はPP22へへ

初開催！ バルーンイリュージョンが進化！
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ツインリンクもてぎ

“レース”チケット料金“レース”チケット料金

開業15周年を記念して、“レース”を存分にお楽しみいただけるお得なセット券をご用意いたしました。お好みに合わせてお選びいただけます。

◇ それぞれの前売観戦券（自由席）を 購入した場合
32,200円（※駐車券は除く） →3,200円お得！
送料4,200円（600円×7回） が1回で済むため
3,600円お得！

→ 最大 6,800円 お得！

◇シーズン All Race パス
〔全レースセット / 記念パス※顔写真なし〕

29,000円

開業15周年記念 年間レースセット券

全7レース
［ ＭｏｔｏＧＰ、トライアル世界選手権、
ＳＵＰＥＲ ＧＴ、フォーミュラ・ニッポン、
もてぎ2&4レース、全日本ロードレース
選手権、スーパー耐久］ 自由席観戦券の
セット券。※駐車券は別途必要となります。

◇ それぞれの前売観戦券（自由席）を購入した場合
16,000円（※駐車券は除く） →1,000円お得！
送料2,400円（600円×4回） が1回で済むため
1,800円お得！

→ 最大 2,800円 お得！

◇シーズン Car Race パス
〔4輪レースセット / 記念パス※顔写真なし〕

15,000円

4輪 4レース
［ＳＵＰＥＲ ＧＴ、フォーミュラ・ニッポン、
もてぎ2&4レース、スーパー耐久］ 自由席
観戦券のセット券。
※駐車券は別途必要となります。

◇ それぞれの前売観戦券（自由席）を購入した場合
16,200円（※駐車券は除く） →1,200円お得！
送料1,800円（600円×3回） が1回で済むため
1,200円お得！

→ 最大 2,400円 お得！

◇シーズン Moto Race パス
〔2輪レースセット / 記念パス※顔写真なし〕

15,000円

2輪 3レース
［ ＭｏｔｏＧＰ、トライアル世界選手権、
全日本ロードレース選手権］ 自由席
観戦券のセット券。
※駐車券は別途必要となります。

◇15周年記念 年間のプレミアムレースパス 〔30枚限定！顔写真入り記念パス〕 120,000円

全7レース
［ ＭｏｔｏＧＰ、トライアル世界選手権、ＳＵＰＥＲ ＧＴ、フォーミュラ・ニッポン、

もてぎ 2&4レース、全日本ロードレース選手権、スーパー耐久］
自由席観戦券のセット券。

・ピットウォーク券 ・人気のパドックパス
・入手困難なグリッドパス （MotoGPを除く） ・希少なＰ4指定駐車券

◇ それぞれを購入した場合
132,000円 →12,000円お得！
送料4,200円（600円×7回） が1回で済むため3,600円お得！

→ 最大 15,600円 お得！

～ 全レースをおトクに観戦できるセット券を販売 ～

2012年2月11日（土・祝） 販売開始！

～開業15周年記念 特別料金として、全レースの子ども観戦料金が無料となります～
※中学生以下対象、観戦券をお持ちの大人の方のご同伴が必要となります。【 前売券 】

※ 「MotoGP」・「SUPER GT」の指定席観戦券は大人・子ども ともに別途有料となります。

2012年2月11日（土・祝）
販売開始！

2012年2月18日（土）
販売開始！

2012年2月11日（土・祝）
販売開始！

※価格は全て税込

*大人 ： 高校生以上 子ども ： 3歳～中学生

レースタイトル
開催日

〔前売券販売開始日〕

3月31日（土）～4月1日（日） 大人 3,200円 4輪 1,500円

〔 2月11日（土・祝） 〕 子ども 無料 2輪 無料

4月28日（土）～29日（日） 大人 3,200円 4輪 1,500円

〔 2月25日（土） 〕 子ども 無料 2輪 500円

5月12日（土）～13日（日） 大人 3,900円 4輪 1,500円

〔 3月10日（土） 〕 子ども 無料 2輪 500円

6月2日（土）～3日（日） 大人 4,000円 4輪 1,500円

〔 3月3日（土） 〕 子ども 無料 2輪 無料

8月4日（土）～5日（日） 大人 3,900円 4輪 1,500円

〔 5月19日（土） 〕 子ども 無料 2輪 500円

10月12日（金）～14日（日） 大人 9,000円 4輪 2,000円

〔 6月30日（土）※暫定 〕 子ども 無料 2輪 500円

10月27日（土）～28日（日） 大人 5,000円 4輪 1,500円

〔 8月11日（土） 〕 子ども 無料 2輪 500円

駐車券

2012 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦
スーパーバイクレースｉｎもてぎ

2012年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第2戦

スーパー耐久シリーズ2012 第2戦 　もてぎスーパー耐久

観戦券

2012 FIM トライアル世界選手権シリーズ 第3戦 日本グランプリ

もてぎ2＆4レース
2012年 全日本選手権 フォーミュラ・ニッポン第5戦
2012 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦
J-GP2・J-GP3クラス

2012FIM MotoGP世界選手権シリーズ 第15戦 日本グランプリ

2012 SUPER GTシリーズ　第8戦
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ツインリンクもてぎ

“花火の祭典”チケット料金“花火の祭典”チケット料金

【 前売券 】

※価格は全て税込

～ 花火 を存分にお楽しみいただけるチケットを販売！ ～
開業15周年を記念して、“花火”を存分にお楽しみいただけるセット券をご用意いたしました。お好みに合わせてお選びいただけます。

◆プレミアムＡ席付き 花火の祭典 年間パス 〔368枚限定〕
～A席最上段の年間指定！専用駐車場の年間購入権利などプレミアムな特典付き～

2011年12月31日（土） 「花火の祭典“冬”」 開催時に先行発売！
前売券販売開始日：2012年3月10日（土）～ ※先行発売にて完売した場合は販売はございません。

種 別 料 金 内 容

花火4回トクトクグループセット券 15,000円
大人子ども問わず乗車定員人数までの4シーズンの花火
全ての観覧料と駐車料（1台分）のセット料金です。

種 別 料 金 内 容

花火3回トクトクグループセット券 12,000円
大人子ども問わず乗車定員人数までの『花火の祭典
“夏”“秋”“冬”』の観覧料と駐車料（1台分）のセット料金です。

◆花火4回トクトクグループセット券
2011年12月31日（土） 「花火の祭典“冬”」 開催時に先行発売！
前売券販売開始日：2012年3月10日（土）～

◆花火3回トクトクグループセット券
2012年5月3日（木・祝） 「花火の祭典“春”」 開催時に先行発売！
前売券販売開始日：2012年6月9日（土）～

◇ それぞれの前売券を購入した場合

17,000円 ［ “春”4,000円 + “夏”5,000円 + “秋”4,000円 + “冬”4,000円 ］ →2,000円お得！
送料2,400円（600円×4回） が1回で済むため 1,800円お得！

◇ 前売券をそれぞれ購入した場合

13,000円 ［ “夏”5,000円 + “秋”4,000円 + “冬”4,000円 ］→1,000円お得！
送料1,800円（600円×3回） が1回で済むため 1,200円お得！

→ 最大 3,800円 お得！

→ 最大 2,200円 お得！

料 金 内 容
大人

（高校生以上）
15,000円

子ども
（3歳～中学生）

10,000円

種 別

プレミアムＡ席付き 花火の祭典 年間パス

・4シーズンの花火全ての観覧料金（1名様分）。
・Ａ席最上段の年間指定（花火開催時のみ有効）。
・年間専用駐車場の購入権利（花火開催時のみ有効）。
　＝オプションP７駐車券5,000円［4シーズンの花火全てでご利用可能］。

2012年は、従来のVIPスイート・VIPテラスに加え、特別観覧席を販売いたします。詳細は決定次第、ご案内いたします。

先行販売では、下記料金よりさらに
1,000円OFF（14,000円）にて販売いたします。

先行販売では、下記料金よりさらに
1,000円OFF（11,000円）にて販売いたします。

　

花火の祭典
“春”

　
花火の祭典

“夏”

　
花火の祭典

“秋”

　
花火の祭典

“冬”
内 容

5月3日（木・祝） 8月14日（火） 11月23日（金・祝） 12月31日（月）

3月10日（土） 6月9日（土） 9月22日（土・祝） 11月10日（土）

大人
（高校生以上）

1,500円 2,000円 1,500円 1,500円

子ども
（3歳～中学生）

500円 500円 500円 500円

4,000円 5,000円 4,000円 4,000円

Ａ席 500円 1,000円 500円 500円

Ｂ席 ― 500円 ― ―

4輪 1,000円 2,000円 1,000円 1,000円

2輪 500円 500円 500円 500円

開催日

前売券販売開始日

トクトクグループチケット

駐車料

観覧券
〔自由席〕

指定席券
〔座席指定〕

・3歳以上 共通料金。
・別途観覧券、またはトクトクグループチケットが
　必要です。
※前売券が完売した場合、当日の販売は
　 ございません。

※前売券が完売した場合、当日の販売は
　 ございません。

初開催！

乗車定員人数までの観覧料と駐車料（1台分）の
セット料金。

花火の祭典“秋”［ 11月23日（金・祝） ］は、
バルーンイリュージョンとの併催となります。
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“花火”“花火” + + ““レース”レース” チケット料金チケット料金

開業15周年を記念して、“花火” も “レース” も両方 まとめてお楽しみいただけるお得なセット券をご用意いたしました。
お好みに合わせてお選びいただけます。

◇春の３イベント トクトクセット

“スプリングスペシャル ３”
12,000円

開業15周年記念 花火＋レース セット券

→ 51,800円 お得！

～ “花火” も “レース“ も 両方お楽しみいただけるチケットを販売 ～

◇夏の３イベント トクトクセット

“サマースペシャル ３”
15,000円

大人子ども問わず定員乗車人数までの<観覧料・観戦料〉
＋ 駐車料（1台分）のおトクなセット料金

スーパー耐久 ／ 花火の祭典“春” ／ フォーミュラ・ニッポン
5/3（木・祝） 5/12（土）～13（日）4/28（土）～29（日）

トライアル世界選手権／もてぎ2＆4レース／花火の祭典”夏“
8/14（火）6/2（土）～3（日） 8/4（土）～5（日）

◇ それぞれの前売観覧券／観戦券（自由席）を購入した
場合 ［ 8人乗りミニバン 大人8名乗車の場合 ］

・花火の祭典“春” トクトクグループチケット 4,000円

・スーパー耐久 大人（3,200円）×8 +  駐車券1,500円= 27,100円
・フォーミュラ・ニッポン

大人（3,900円）×8 +  駐車券1,500円= 32,700円

=63,800円

→ 56,200円 お得！

大人子ども問わず定員乗車人数までの<観覧料・観戦料〉
＋ 駐車料（1台分）のおトクなセット料金

◇ それぞれの前売観覧券／観戦券（自由席）を購入した
場合 ［ 8人乗りミニバン 大人8名乗車の場合 ］

・花火の祭典“夏” トクトクグループチケット 5,000円

・トライアル世界選手権
大人（4,000円）×8 +  駐車券1,500円= 33,500円

・もてぎ2＆4レース
大人（3,900円）×8 +  駐車券1,500円= 32,700円

=71,200円

詳しくは、ツインリンクもてぎチケットセンターまでお問い合わせください。

≪チケットに関するお問い合わせ先≫
ツインリンクもてぎ チケットセンター TEL 0285-64-0080
※ 2012年1 月16 日（月）〜2 月5日（日）の間は設備点検のため休業となります。

2012年2月11日（土・祝） より前売券販売開始！ 2012年3月3日（土） より前売券販売開始！

※価格は全て税込

【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/


