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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！ 
 
 

 

 

 

 

 

～ “家族みんなのモータースポーツ開幕祭” ～ 
 

 

 

 

 

 

 

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開幕を

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、お楽しみいただけるイベントや、さまざまなお得な特典をご用意

させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012年3月6日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

３/３１ SAT. ４/１ SUN. 
予選 決勝 

2011年第3戦JSB1000スタートシーン 
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記念すべき１５周年のモータースポーツ開幕祭 

３月３１日（土）から盛りだくさんのイベントで皆様をお迎えいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今大会の見どころ ＜3ページ～4ページ＞ 
4年ぶり4度目の開幕戦となる今大会は、JSB1000、ST600、J-GP2、J-GP3全クラスが開催されます。 

 

イベント情報 ＜5ページ～9ページ＞ 

開催期間中は盛りだくさんのイベントで皆様をお迎えいたします。 

 

土曜日限定早朝特典 ＜10ページ＞ 
3月31日（土）限定で、先着1,100名様に選べる特典をご用意いたしました。 

 

ライダーもキッズもファミリーも、みんなにお得な特典 ＜11ページ＞ 
各種無料特典、モビパス割引など、お得な特典を多数ご用意いたしました。 

 

チケット情報 ＜12ページ～15ページ＞ 

前売観戦券やスペシャルチケットなど、お得な前売チケットを好評発売中です。 
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ツインリンクもてぎでは４年ぶりの開幕戦 

ＪＳＢ１０００、ＳＴ６００、Ｊ－ＧＰ２、Ｊ－ＧＰ３全クラス同日開催！! 
 

3月31日（土）・4月1日（日）の両日、ツインリンクもてぎで、2012年MFJ全日本ロードレース開幕戦が開催される。

4年ぶり4度目の開幕戦となるこのレースは、今年開場15周年を迎えるツインリンクもてぎにとって、記念すべき

オープニングレースとなる。 

MFJ全日本ロードレースは今年、開催クラスが一部変更された。昨年まで開催されてきたGP-MONOが全日本

格式としては廃止となり、昨年まで2ストローク125ccと4ストローク250ccマシンが混走となっていたJ-GP3クラスは、

4ストローク250ccに一本化された。これにより、開催クラスは、JSB1000、ST600、J-GP2、J-GP3の4クラスとなった。

なお、大別すると、JSB1000とST600はスーパーバイク世界選手権に、J-GP2とJ-GP3はMotoGP世界選手権に

通じるクラスであると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●大会名称：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 

●主  催：株式会社モビリティランド ／ 財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） 

●協 力：エムオースポーツクラブ(M.O.S.C.) 

●公  認：国際モーターサイクリズム連盟(FIM) 

●後 援：文部科学省 ／ 茂木町 ／ RADIO BERRY ／ FM NACK5 

今大会の見どころ 

JSB1000 ST600 

J-GP2 J-GP3 

※写真はいずれも2011年第3戦
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国内４メーカーの１０００ｃｃスーパースポーツマシン登場！! 

Ｖ２チャンピオン秋吉に高橋、柳川、加賀山、中須賀らが挑む 
 

4ストローク4気筒1000ccエンジンを搭載し、一般に市販されて

いるスーパースポーツモデルが中心となるクラスで、改造が厳

しく制限されている。すなわち、市販されるベースモデルのポテン

シャルが問われるクラスとも言え、Honda、Yamaha、Suzuki、

Kawasakiの国内4メーカーマシンがしのぎを削る。また、このクラス

のシリーズチャンピオンには、文部科学大臣杯が贈与される。 

2010年・2011年と2年連続チャンピオンを決めた秋吉耕佑

（Honda）が、今年の中心ライダーであることは言うまでもない。

HondaのMotoGPマシン、RC212Vや新型RC213Vの開発にも携

わり、マシンに関する洞察力はもちろん、レース運びやライディ

ングテクニックにも長けたライダーだ。昨年、2レース制となった

ツインリンクもてぎでの全日本では、両レースを制している。 

昨年、ランキング2位となったのが、今年の大ブレイクが期待される高橋巧（Honda）だ。2008年の全日本GP250

チャンピオンで、ティーンズライダーとして注目を浴びたが、今年の11月で23歳となる。全日本ロードレースのトップ

チームであるハルク・プロで3年目のシーズンとなり、世界を目指すためにも、今年は開幕戦から真価が問われる

ことになる。また、昨シーズン途中に、タイヤをピレリからブリヂストンに変更した柳川明（Kawasaki）は、今年は、開幕

からブリヂストンを装着。シーズンオフのテストでは好タイムが伝えられており、初タイトル獲得に向けて、この開幕

戦が重要な一戦となる。 

また、昨年から全日本に復帰した加賀山就臣（Suzuki）は、今年は、タイヤをダンロップに、一方、2008年・2009年

の全日本スーパーバイクチャンピオン中須賀

克行（Yamaha）は、タイヤをブリヂストンに変更

すると伝えられており、タイヤとマシンとの

マッチング、さらにタイヤ特性の把握が急務

となる。だが、両者とも高い実力の持ち主で

あり、開幕戦から暴れることは間違いない。

さらに、昨年の全日本ST600チャンピオン

山口辰也（Honda）が今年からJSB1000に

参戦するが、2009年以来の国内最高峰

挑戦となる。 

 

 

 

 

予測不可能の新展開を見逃すな！! 
 

昨年のST600チャンピオン山口はJSB1000に、同じくJ-GP2チャンピオン中上貴晶は世界選手権のMoto2クラスに、

J-GP3チャンピオン藤井謙太は世界グランプリのMoto3クラスに参戦するため、3クラスでゼッケン1が不在となる。

このため、開幕戦ツインリンクもてぎでは、主導権争いに注目が集まる。なお、ST600では、2001年のクラス新設以来、

Hondaマシンが11連覇を達成しており、その記録更新も注目されるところだ。一方、J-GP3は、今年から4ストローク

250ccマシンでの戦いとなるが、Hondaが昨年にリリースした4ストローク250cc単気筒の市販レーサーマシンNSF250R

が主流となる。 

 

ＪＳＢ１０００ 

ＳＴ６００、Ｊ－ＧＰ２、Ｊ－ＧＰ３ 

V2チャンピオン秋吉耕佑 

高橋巧 柳川明 加賀山就臣 中須賀克行 
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家族みんなのモータースポーツ開幕祭 

土曜日はイベント満載！ 
 

 

家族みんなのモータースポーツ開幕祭セレモニー 
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。日頃支えていただいて

いる皆様と一緒になって、オープニングセレモニーを実施させていただきます。 
 

■日時 ： 3月31日（土） 11:35～11:45（予定） 

■場所 ： スーパースピードウェイ ホームストレート 

■内容 ： 茨城県立大洗高等学校マーチンｸﾞバンド部「BLUE-HAWKS」による演奏 

15周年記念ロゴを囲んで記念撮影 

ドライバー、ライダー、ゲストによる開会宣言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レーシングマシン・デモンストレーションラン 

～みんなに届け！Ｈｏｎｄａサウンド～ 
ツインリンクもてぎ開業15周年のオープニングに合わせ、ロードコース

(西コース)にてHonda Collection Hall所蔵車両による、レーシングマシンの

デモンストレーション走行を実施いたします。往年のレーシングマシンが

駆け抜ける姿、懐かしくも心に響くHondaミュージックをお楽しみください。 
 

■日時 ： 3月31日（土）12:35～13:25（予定） 

■場所 ： ロードコース（西コース） 
 

 

※当日のマシンの状態や天候などにより、予告無く走行時間や車両の変更、

または走行を中止する場合がございます。予めご了承ください。 

※マシンを操縦するライダー・ドライバーは、決まり次第ご案内いたします。 

 

 

 

 

 

イベント情報 

参加予定車両 

 
NSR500(1988年) 

 

 
NSR500(1997年) 

 

  
NSR250(1997年) 

 

 
NSR500(1999年) 

 

  
RA301(1968年) 

 
MP4/4 (1988年) 

 

2011年オープニングセレモニー

の記念撮影の様子 

茨城県立大洗高等学校マーチングバンド部「ＢＬＵＥ―ＨＡＷＫＳ」 
 

地域に愛されるマーチングバンドを目指し活動する茨城県立大洗高等学校マーチング

バンド部「BLUE-HAWKS」。国内を中心に年間100回前後の活動を行い、3年に

一度はオーストラリア・マレーシア・シンガポール等への遠征も行っている。各種

全国大会では数々の賞に輝き、洗練されたサウンドとシャープな動きは多くのファン

を獲得している。 シドニー遠征の様子 
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【モータースポーツ大集合】～ドライバー・ライダーがやってくる～ 
インディカーシリーズで活躍し、表彰台も経験した武藤英紀。

フォーミュラ・ニッポンで活躍する中嶋大祐。MotoGPで活躍

し、2012年MotoGP日本グランプリPRプロデューサーを務め

る中野真矢。地元栃木県出身で、全日本ロードレースで活躍

する渡辺一馬。2011年FIMトライアル世界選手権日本グラン

プリにおいてジュニアクラス優勝を果たした野本佳章らが来場。

セレモニーへの出席や、場内各施設で一日店長を行います。 
 

■日時 ： 3月31日（土） 

 

 

くるまで！バイクで！あなたの足で！サーキットを走ろう 
これまで様々な歴史を刻んできたツインリンクもてぎのスーパースピードウェイと

ロードコースをくるまやバイク、ご自身の足でご体験いただけます。 
 

【４輪】 

■受付時間 ： 3月31日（土）7:00～（定員になり次第終了） 

■定 員 ： 400台（先着） 

■開催場所 ： スーパースピードウェイ 

■開催時間 ： 10:00～10:50（予定）  
 

【徒歩】 

■集合時間 ： 3月31日（土）家族みんなのモータースポーツ開幕祭セレモニー 開始前 

■集合場所 ：スーパースピードウェイ ホームストレート 

■開催場所 ： ロードコース（西コース） 

■開催時間 ： 11:45～12:25（予定） 
 

【２輪】 

■受付時間 ： 3月31日（土）7:00～（定員になり次第終了） 

■定 員 ： 400台（先着） 

■開催場所 ： スーパースピードウェイ 

■開催時間 ： 16:10～17:05（予定） 
 

 

お子様先着１５００名特典！ 

“１５周年記念”集めてお得なステッカープレゼント 
中学生以下のお子様を対象に、先着1,500名様に記念ステッカー（※非売品）を配布いたします。 
※記念ステッカーは今シーズン7レースでバージョン違いを配布いたします。3種類以上集めると、花火の祭典～秋～“天高く 匠が

描く 華乱舞”または、花火の祭典～冬～“年忘れ大晦日スペシャル”がクルマ1台乗車定員まで無料！（トクトクチケット\4,000相当） 
 

■日時 ： 3月31日（土）8:00～ 

■場所 ： グランドスタンドプラザ内 コチラレーシングブース 
 

 

こいのぼりに夢を託そう 

こいのぼりに「あなたの夢」をお書きください。皆様の「夢」を託したこいのぼりはゴールデンウィーク中に、ツインリンク

もてぎの空を泳ぎます。 
 

■日時 ： 3月31日（土） 終日 

■場所 ： グランドスタンドプラザ 

武藤英紀 渡辺一馬 中野真矢 

※写真はイメージです
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ＪＳＢ１０００クラス 予選結果予想クイズ 

ツインリンクもてぎ１５周年記念 １位と５位を予想せよ！！ 
31日（土）に行われるJSB1000クラスの予選において、1位と5位のライダーを予想してください。見事正解すれば

ツインリンクもてぎならではの賞品をプレゼントいたします。 
 

■受付 ： 3月31日（土）8:00～13:00 

■発表 ：  3月31日（土）15:40～(予定) 

■場所 ： グランドスタンドプラザ 特設ステージ 
※当選者多数の場合、抽選となります。 

 

 

コチラレーシングのキッズピットウォーク 
中学生以下のお子さまを連れたファミリー限定のピットウォークを開催します。

全日本ロードレースに参加するチームが、お子様に向けてファンサービスを実施します

ので、是非ご参加ください。小学生以下のお子様限定でチームのスペアマシンに

乗車できるサービスも予定しております。 
 

■日時 ： 3月31日（土） 

■場所 ： ピットロード 
※中学生以下のお子様を連れた方のみ、ご参加いただけます。 

※同伴される大人の方は、無料でご参加いただけます。 

※大人の方のみの参加はできません。 

 

 

 

 

日曜日もイベント盛りだくさん！ 
 

【モータースポーツ大集合】～車両展示～ 
SUPER GT、フォーミュラ・ニッポン、スーパー耐久、MotoGP、全日本ロードレース、

トライアルなど、モータースポーツの世界で活躍するマシンを展示いたします。 
 

■日時 ： 3月31日（土）・4月1日（日） 終日 

■場所 ： グランドスタンドプラザ 
 

 

 

熱気球体験 
茂木の大空へあがる熱気球の係留体験です。土曜日は先着100名様が無料で体験が出来ます。

熱気球の上から見渡すコースや茂木の山々は必見です。 
※土曜日の無料体験については「土曜日限定早朝特典」の項目もあわせてご覧ください。 
 

■日時 ： 3月31日（土）・4月1日(日) 両日とも7:30～10：00（予定） 

■場所 ： ハローウッズ P13駐車場 

■受付 ： 【土曜日】中央エントランス早期来場特典受付テント（早朝特典として実施） 

【日曜日】P13駐車場受付所 

■料金 ： 日曜日のみ 大人1,000円、子ども500円(税込)  

（土曜日は早期来場にて無料） 
※荒天・強風時には実施できない場合がございます。 

 

過去のキッズピットウォークの

様子 

過去の熱気球体験

の様子 

※写真はイメージです
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全日本ライダーに挑戦！ 
「JSB1000」クラスに参戦中のライダーがモビパークの乗り物で出したスコアに挑戦できる

イベントです。各乗り場にライダーのスコアやタイムを掲示しているのでライダーの記録に

挑戦してスペシャルライセンスカードをゲットしよう！ 
 

■開催日時 ： 3月 31日（土） 10:00 ～17:30 

4月 1日（日） 9:30 ～17:30 

■対象機種 ： アクロエックス、クイックレーサー、キッズパイロット、キッズドライブ、 

レーシングカート 

■受付場所 ： モビパーク 

■料 金 ： ライセンス発行料金 300円（税込） 
※別途のりもの料金が必要となります。 

 

 

マイヘル割！ 
“マイヘルメット”をカートランドにご持参いただくと、定価の10％OFFでご利用いただけます。 
※その他割引との併用はいたしません。予めご了承ください。 

※割引対象は「フルフェイスヘルメット」または「ジェットヘルメット」のみとなります。 
 

■開催日時 ： 3月 31日（土） 10:00 ～17:30 

4月 1日（日） 9:30 ～17:30 
※受付は営業終了20分前まで受付。日没時間により変更有 

■料 金 ： レーシングカート 5周1,500円⇒1,350円  10周2,500円⇒2,250円 

S車輌3,000円⇒2,700円 

チャレンジカート700円⇒630円  

■受付場所 ： カートランド 
 

 

ロードコースバスツアー 
レースの合間に行われるバスツアーです。当日はレーシングコース

をバスに乗って、コース1周の体験走行をしていただきます。当日は

元グランプリライダー「中野真矢さん」が同乗し、元グランプリライ

ダーならではの視点でコース解説を行います。 
 

■日時 ： 4月1日（日） 

■場所 ： ロードコース 

■料金 ： 1,000円(税込・3歳以上共通)  
※開催時間と開催回数はタイムスケジュールが決定次第、ホームページへ記載します。 

 

 

サービスロードバスツアー 
コースに沿うように設置されている、「サービスロード」でのバスツアーを開催します。

レース関係者のみ走行できる特別な場所から、走行中のマシンを大迫力で見ること

ができる貴重な機会となります。 
 

■受付場所 ：スーパースピードウェイ特設受付所 
※開催時間と開催回数はタイムスケジュールが決定次第、ホームページへ記載します。 

 

過去のロードコースバスツアー

の様子 

アクロエックス 

中野真矢 

2011年スーパー耐久第6戦での

サービスロードバスツアーの様子
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グリッドキッズ大募集 

JSB1000スタート前のグリッドに並ぶ子供たちを大募集いたします。スタート前の

緊張感あふれるコース上の雰囲気を経験してみませんか？ 
 

■日 時 ： 4月1日（日） JSB1000決勝レーススタート前 

■募集要件 ： 3歳～15歳までのお子様 
※グリッドに立つ方は、保護者同伴が必須となります。 

■募集場所 ： グランドスタンドプラザ特設ステージ横受付 

（当日先着順での受付となります） 
※当選者多数の場合、予選終了後のステージで公開抽選を行います。 

■定 員 ： 25組（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魅力的なイベント、続々計画中！ 
イベントの最新情報はツインリンクもてぎホームページ(http://www.twinring.jp/)をチェック！

お子さまが楽しく、安心して観戦できるサービスをご提供します 
 

ピットウォーク ファミリー優先入場 
日曜日のピットウォーク入場時には、中学生以下のお子様をお連れのファミリーが

先行してお入りいただけます。 
※同伴する大人の方は、ピットウォーク券（1,000円/人）が必要となります。 
 

■日時 ： 4月1日(日)12:45～13：40 

■場所 ： ピットロード 

 

表彰式 ファミリーエリア 
各レース表彰式は、より間近で見られるスーパースピードウェイ特設ステージで行います。

中学生以下のお子さまをお連れのファミリー限定の優先エリアを最前列に設けますので、

レース終了後の選手の感動をお子さまと共にお楽しみください。 

過去のグリッドキッズの様子 

※写真はイメージです

2011年スーパー耐久第6戦でのファミリーエリアの様子
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３月３１日（土）限定 

～ 先着１，１００名様限定 土曜日早期来場で選べる特典 ～ 
 

ツインリンクもてぎ開業15周年 家族みんなのモータースポーツ開幕祭の土曜日は朝早くから集まるとさらに

お得！ツインリンクならではの特典が皆様をお迎えします。 
 

※特典内容は5つのうち、どれか１つをお選びいただけます。 

※特典の配布は全て先着順にて行い定員になり次第終了となります。 

※定員に満たない場合でも、9:30で特典の配布は終了となります。 

 

【特典１】 もてぎの大空に飛び立とう！ 

「熱気球搭乗体験」 定員：100名 
茂木の大空へあがる熱気球の係留体験です。土曜日は先着100名様が無料で体験

が出来ます。熱気球の上から見渡すコースや茂木の山々は必見です。 

■開催場所：ハローウッズ隣接駐車場 P13 

※荒天・強風時には実施できない場合がございます。 

※詳細は後日ホームページにてご案内いたします。 

 
 

【特典２】 お子様も体験できる！ 

「バイク２人乗りオーバルコース体験」 定員：100名 
アクティブセーフティトレーニングパークのインストラクターのもと、バイクの2人乗り

走行をご体験いただけます。お子様用の固定治具も用意しておりますので、この機会

に風を切って走るバイクの爽快感をお楽しみください。 

 
 

【特典３】 レース走行前の緊張感が伝わるバスツアー！ 

「ロードコース ガイドバスツアー」 定員：240名 
予選開始前の緊張感あふれるロードコース内を1周走行体験できるバスツアーです。

これから走るライダーの姿を想像しながら、世界戦も開催される世界有数の

サーキットコースをお楽しみください。 

 
 

【特典４】 レースの醍醐味！ライダーのファンサービスを体験するなら見逃せない！ 

「土曜日ピットウォーク券」 定員：200名 
セッション終了後の熱いパドックの様子やライダーのファンサービス、プロのマシンを

間近に見られるチャンスはココだけ！全日本ロードレースではお子様向けにファン

サービスを強化しており、小学生以下のお子様限定で参戦チームのスペアマシンに

乗車できる機会もございます。 
※お子様は無料のため、大人の方のみに配布いたします。 

 

【特典３】 グランドスタンド上段からゆったり観戦できる。 

「ＶＩＰテラス入場券」 定員：460名 
グランドスタンド上段にあるVIPテラスにゆったりと座り、迫力あるレースをご堪能いただけます。 

 

土曜日限定早朝特典 

過去の熱気球体験の 

様子 

過去のオーバルコース

体験の様子 

過去のロードコース 

バスツアーの様子 

過去のピットウォークの

様子 
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クーポンご提示で予選日の入場・駐車料無料！ ［3月31日（土）］  

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、3月31日（土に）お持ちいただくと、お車1台

の乗車定員人数まで入場料金、駐車料金が無料となります。 
※公共交通機関でご来場の方は、クーポン1枚で5名様まで無料とさせていただきます。 

 

 

～開業１５周年記念～ 

予選日どなたでも観戦無料！ ［3月31日（土）］ 

決勝日は子どもの観戦無料！ ［4月1日（日）］ 
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。 

 

 

バイク来場で入場駐車料金無料！ ［3月31日（土）・4月1日（日）］ 
3月31日（土）、4月1日（日）両日とも、バイクでご来場のお客様は入場料金、駐車料金が無料となります。 

また、昨年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。 
※バイクでご来場の際はクーポンの必要はございません。お気軽にご来場ください。 

※4月1日（日）のレース観戦エリアへの入場は別途観戦券が必要です。 

 

 

前売券をお持ちの方はピットウォークが無料！ ［3月31日（土）］ 
レース観戦券をお持ちの方は、3月31日（土）予選日のピットウォークが無料となります。 

 

 

キッズはレース観戦、パドック入場、ピットウォークが無料！ ［3月31日（土）・4月1日（日）］ 
3月31日（土）、4月1日（日）両日とも、中学生・15歳未満の方のレース観戦、パドック入場、ピットウォークが 

無料となります。 
※大人（高校生以上）の同伴が必要となります。 

 

 

観戦券をお持ちの方限定モビパーク フリ-パス割引 ［3月31日（土）・4月1日（日）］ 
全日本ロード観戦券をお持ちの方はモビパークパスポート割引の特典がございます。是非ご利用ください。 

 

【割引料金】 大人（中学生以上） 1,300円⇒１，１００円 

子ども（小学生） 2,300円⇒１，８００円 

３歳～未就学児  1,500円⇒１，３００円 

 

ライダーもキッズもファミリーも、みんなにお得な特典 



 

- 12/15 - 

 

〒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/ 

 
 

 

お得な前売りチケット 好評発売中！ 

 

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参加できる！ 
 

■前売観戦券（２日通し券）  
子ども（３歳～中学生）は入場無料！  

大人 (高校生以上） 子ども (３歳～中学生） 

３，２００円 無料 
 

※お子様のご来場には保護者の同伴が必要です。 
 

 

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！ 

学割（大人料金の50％割引） 

１，６００円 
 

※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円の追加料金が発生しますのでご注意ください。 

 
 

■スペシャルチケット 
ファミリーや女性の方にお勧め！エアコンの効いた快適空間で観戦できる！  

快適観戦パック（VIPスイートルームのご利用） 

大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

８，０００円 ５，０００円 
 

【快適観戦パック内容】 
・観戦券 ・ＶＩＰスイートへの入場 ・フリードリンク（決勝日のみ・アルコール類のご提供はございません） 

 

 

パドックパスやグリッドウォークがセットになったおトクなチケット！ 

スーパー満喫セット券 

８，０００円 
 

【スーパー満喫セット券内容】 
・観戦券 ・VIPテラス入場券 ・ピットウォーク ・パドックパス ・グリッドウォーク ・第2パドック駐車場（バイクのみ） 

※第2パドック指定駐車券はバイクでのお客様限定です。4輪でご来場の際は別途駐車券が必要です。 

※グリッドウォークは高校生以上のみのご利用で、JSBクラスに限り参加いただくことが可能です。 

 

パドックパスやピットウォークがついたチケット！  

満喫セット券 

５，０００円 
 

【満喫セット券内容】 
・観戦券 ・VIPテラス入場券 ・ピットウォーク ・パドックパス 

※4輪は駐車券が必要です。 

 

 

［価格はすべて税込］

チケット情報 
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■ＶＩＰスイート 
ワンランク上の観戦環境でゆったりと観戦 

VIPスイート 

大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

２０，０００円 １４，０００円 
 

【スペシャル特典】 ・VIPテラス入場特典 ・サービスロードバスツアー 

 ・見晴らしのよいスイートルーム屋上のスポッターズエリア観戦ツアー 

【ＶＩＰスイート内容】 ・観戦券 ・VIPスイート入場券 ・プログラム ・食事（ブッフェ） 

 ・フリードリンク ・パドックパス ・ピットウォーク ・グリッドウォーク（JSB1000のみ） 

 ・P4駐車場 ・記念品 
 

※グリッドウォークは高校生以上のみのご利用で、JSBクラスに限り参加いただくことが可能です。 

※食事（ブッフェ）・フリードリンクは決勝日のみのご提供となります。 
 

 

 

 

■オプションチケット 

パドックパス（２日通し券） ※大人の方は別途観戦券が必要です 

大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生） 

３，０００円 無料 
 

※前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません。あらかじめご了承ください。 

 

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！ 

ピットウォーク ※大人の方は別途観戦券が必要です 

 大人（高校生以上） 中学生以下 

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） 無料 

４月１日（日）決勝日 １，０００円 
 

 

 

■前売駐車券 
バイクでご来場のお客様は駐車料金無料！ 

前売駐車券（2日通し券） 

４輪 
２輪 

北エリア 南・東エリア らくらく指定P4 コースサイド 

１，５００円 １，５００円 ３，０００円 ３，０００円 無料 
 

※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。 

※らくらく指定P4、コースサイドは数量限定。 
 

 

［価格はすべて税込］



 

- 14/15 - 

 

〒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/ 

 

■当日券 
 

当日観戦券 

 
大人 

(高校生以上） 
子ども（2日通し券） 

(３歳～中学生） 

３月３１日（土）予選日 無料 
無料 

４月１日（日）決勝日 ４，０００円 
 

※お子様のご来場には保護者の同伴が必要です。 
 

当日駐車券 

 
４輪 

２輪 
北エリア 南・東エリア 

３月３１日（土）予選日 ２，０００円 ２，０００円 
無料 

４月１日（日）決勝日 ２，０００円 ２，０００円 
 

※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。 

 

 

 

 

シーズンＡｌｌ Ｒａｃｅパス 29,000円 〔全レースセット/ 記念パス※顔写真なし〕 
全７レース自由席観戦券のセット券。※駐車券は別途必要となります。 

■対象レース ・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 

最大8,000円お得！  

 

シーズンＣａｒ Ｒａｃｅパス 15,000円 〔4輪レースセット/ 記念パス※顔写真なし〕 
4輪4レース自由席観戦券のセット券。※駐車券は別途必要となります。 

■対象レース ・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 

最大3,400円お得！  

 

シーズンＭｏｔｏ Ｒａｃｅパス 15,000円 〔4輪レースセット/ 記念パス※顔写真なし〕 
2輪3レース自由席観戦券のセット券。※駐車券は別途必要となります。 

■対象レース ・MotoGP ・トライアル世界選手権 ・全日本ロードレース選手権 

最大2,800円お得！  

 

１５周年記念年間のプレミアムレースパス 120,000円 〔30枚限定、顔写真入り記念パス〕 
全７レース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、グリッドパス（MotoGPを除く）、P4指定駐車券（トライアルのみP7） 

■対象レース ・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 

最大17,600円お得！  

 

※割引金額については、それぞれ代金引換えで別々にご購入の場合の総額です。 

［価格はすべて税込］

開業１５周年記念年間レースセット券 
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３月１日（木）よりＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮがリニューアル！ 
 1万円以上のお買い求めで送料が無料となります。 

 （お電話による通信販売も同様です。お電話によるお申込みの際にはチケット以外の商品の取扱いはございません。）  

■３月からのお買い求め例 
 お買い求め合計が10,000円を超える場合 … 送料無料（代金引換の場合は手数料300円を追加で頂戴します。） 

 お買い求め合計が10,000円未満の場合 … 送料500円（代金引換の場合は手数料300円を追加で頂戴します。）  

 

 

 

 

 

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 3月30日（金）17:00まで 

（営業時間：～3月16日(金)…10:00～16:00 3月17日(土)～3月30日(金)…平日10:00～17:00、休日10:00～17:30） 

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売 
0285-64-0080 

3月25日（日）17:30まで 

（営業時間：～3月16日(金)…10:00～16:00 3月17日(土)～3月30日(金)…平日10:00～17:00、休日10:00～17:30） 

■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 
3月25日（日）24:00まで （24時間受付） 

 

３月３０日(金)まで販売 
 

●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。 

 

■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！ 


