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ツインリンクもてぎ

スーパーバイクレースinもてぎ 開業15周年記念大会
～ “家族みんなのモータースポーツ開幕祭” ～

トピックス

バイク来場で2日間 入場・駐車料無料！ツーリングイベント 今年も開催！

バイクでご来場いただいた方は、2日間 入場・駐車料を無料にてご利用いただけます。また、昨年もご好評いただいた
ツーリングイベントを今年も開催いたします。4月1日（日）決勝日のレース観戦には別途観戦券が必要です。

クーポン券ご提示で 予選日の入場・駐車料無料！

予選日 どなたでも観戦無料！ 決勝日 子どもの観戦無料！

大人の方もお子様も、3月31日（土）予選日の観戦が無料となります。さらに、お子様は4月1日（日）の決勝日の観戦も
無料となります。

ホームページやチラシ、一部の掲載紙（誌）に付属のクーポンをご持参で、3月31日（土）予選日の入場・駐車料金を
無料にてご利用いただけます。

ツインリンクもてぎ 2012年 モータースポーツシーズンスタート！

ツインリンクもてぎ開業 15周年記念 お得なチケットを販売！

詳細は詳細はPP33へへ開業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チケット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。
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往年の名車によるデモンストレーション走行 実施！

Honda Collection Hall 所蔵車両によるデモンストレーション走行を実施いたします。懐かしくも心に響くサウンドを
ご堪能いただけます。

森の中のモビリティテーマパーク ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）は2012年3月31日（土）、開業15周年の
モータースポーツシーズンのスタートを迎えます。この記念すべきオープニングレースとなる 『2012 MFJ全日本
ロードレース選手権 第1戦 スーパーバイクレースinもてぎ 開業15周年記念大会』では、“家族みんなのモーター
スポーツ開幕祭”を開催いたします。日頃支えていただいている皆様への感謝を込め、さまざまなお得な特典や、
お楽しみいただけるイベントをご用意させていただきます。
※イベントの詳細については後日発行のリリースにてご案内いたします。

2012 MFJ全日本ロードレース選手権 第1戦



※お子様のご観戦には保護者の同伴が必要です。

■■ 前売券は、 2月11日（土・祝） 発売開始！ ■■

各種前売観戦券を購入すると 3月31日（土）予選日のピットウォークにご参加いただけます。

チケット情報

■前売観戦券

学割 （大人料金の50％割引）

1,600円

高校生以上の学生に学割チケットをご用意いたしました！

大人は予選日 観戦無料！ 子ども（中学生まで）は 予選日・決勝日 観戦無料！

※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1,600円の追加料金をお支払いください。

【価格は全て税込】

※一部の券種を除く
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大人 （高校生以上） 子ども（中学生まで）

3,200円 無料

マシン・ライダーを間近で見よう！
パドックパス・ピットウォークはお子様入場無料！

■パドックパス 〔3,000枚 限定〕

■ピットウォーク 〔2,000枚 限定〕
前売観戦券をお持ちの方は、土曜日のピットウォークが無料！

※パドックパスには別途観戦券が必要です。
※安全なレース運営を行う為、ピットBOX上部へは終日、 関係者以外の立ち入り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。
※3,000枚の限定販売となります。また、前売で完売の場合、当日券の販売はいたしません。

※日曜日のピットウォークご参加には別途観戦券が必要です。
※2,000枚の限定販売となります。また、前売で完売の場合、当日券の販売はいたしません。

大人 （高校生以上） 子ども（中学生まで）

3,000円 無料

大人 （高校生以上） 子ども（中学生まで）

3月31日（土） 予選日 1,000円
※前売観戦券をお持ちの方は無料

4月  1日（日） 決勝日 1,000円
無料

VIPスイートをはじめ、他にも特典満載なチケットをご用意しております。
詳細については、2月9日（木）にホームページにてご案内いたします。



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 ・パドックパス
・人気のグリッドパス （MotoGPを除く） ・便利なＰ4指定駐車券（トライアルのみP7）

◇ 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！

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！

■前売駐車券（2日通し券）

バイクでご来場のお客様は駐車料無料！ 今年からエリア駐車券を販売開始！

【価格は全て税込】
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■らくらく指定駐車券（2日通し券） 〔30台 限定〕

■ロードコース コースサイド駐車券（2日通し券） 〔300台 限定〕

※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。
※らくらく指定駐車券は別途観戦券が必要です。
※販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター（電話）及びMOBILITY STATIONのみとなります。

※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。
※コースサイド駐車券は別途観戦券が必要です。
※販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター（電話）及びMOBILITY STATIONのみとなります。

※北エリアは北ゲート、南・東エリアは南ゲートよりご入場ください。

駐車エリア 料金 販売数

P4駐車場 3,000円 30台限定

駐車エリア 料金 販売数

ロードコース コースサイド 3,000円 300台限定

北エリア 南・東エリア

1,500円 1,500円 無料

4輪
2輪



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/
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■当日観戦券

当日券

※お子様のご観戦には保護者の同伴が必要です。

■当日駐車券

【 チケットのお求め先 】 ※ 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
3月30日（金） 17：00まで

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売
TEL 0285-64-0080
3月25日（日） 17：30まで

■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ）
ＰＣ http://mls.mobil ityland.co.jp
モバイル http://mls.m obilit yland.c o.jp/mob ile
3月25日（日）24：00まで（24時間受付）

■プレイガイド・コンビニエンスストア・各店舗
3月30日（金）まで

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

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。

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。

大人 （高校生以上） 子ども（中学生まで）

3月31日（土） 予選日 無料

4月  1日（日） 決勝日 4,000円
無料

北エリア 南・東エリア

3月31日（土） 予選日 2,000円 2,000円

4月  1日（日） 決勝日 2,000円 2,000円

2輪

無料

4輪

※北エリアは北ゲート、南・東エリアは南ゲートよりご入場ください。


