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ツインリンクもてぎ ２０１３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（栃木県茂木町）は2013年3月30日（土）、2013年モータースポーツシーズンの開幕を迎えます。

オープニングレースとなる『2013 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』は、全日本

ロードレース4クラス（JSB1000、ST600、J-GP2、J-GP3）すべてが同日開催となり、新しいシーズンの戦いが

始まります。 

さらに、3月30日（土）予選日にオープンする、日本最長343m「メガジップライン つばさ」の誕生を記念した様々な

イベント・特典をご用意。全日本ロードレースの2日間を『新生もてぎテイクオフパーティ』と題し、森の中のモビリティ

テーマパークとしても、新たなスタートを切ります（5ページ目参照）。本リリースではその一部をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年2月25日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

2012年第1戦 JSB1000クラス スタートシーン 
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２００８・０９・１２年シリーズチャンピオン中須賀と 

２０１０・１１年シリーズチャンピオン秋吉の真っ向勝負に話題集中！! 

ニューカマー渡辺の活躍、そして４年ぶりに全日本に復帰するヨシムラに注目だ！! 
 

昨年の開幕戦ツインリンクもてぎで優勝したJSB1000クラスの中須賀

克行（Yamaha）は、その後も速さと強さを発揮し、年間最多となる4勝を

記録して、2008年・09年以来、3度目のシリーズチャンピオンを獲得した。

さらにこの中須賀は、MotoGP最終戦バレンシアで2位に入る活躍を見せ、

昨年は、まさに中須賀イヤーとなった。 

中須賀の強さは誰もが認めるところ。だが、

昨年のツインリンクもてぎでは、2010年・11年

チャンピオン秋吉耕佑（Honda）が、直前の

テストで負傷・欠場していたのだ。その秋吉

は、復帰戦となった鈴鹿8耐で見事に優勝。

最終戦MFJグランプリ鈴鹿ではWウィンを

遂げており、韋駄天ぶりを復活させている。

それだけに、今年の開幕戦ツインリンクもてぎでは、この両雄の戦いに、俄然と注目が

集まる状況だ。 

この2人に絡むのが、高橋巧（Honda）、加賀山就臣（Suzuki）だ。両者とも、昨年は怪我に

泣いたが、それぞれ1勝を挙げており、優勝そしてチャンピオンを狙うだけのポテンシャル

は整っている。さらに、昨年のランキング2位、TEAM GREENの柳川明、そして今年から

柳川のチームメイトとしてJSB1000を戦う渡辺一樹（いずれもKawasaki）も注目されるライダー

だ。渡辺は昨年、1年のブランクを経てJ-GP2に参戦すると、2勝を挙げてチャンピオンを

獲得。今年はTEAM GREENの一員となり、J-GP2で見せた切れのあるライディングを

JSB1000で再現できれば、いきなり優勝争いに加わってくることも予想される。国内最高峰

クラスのトップチームに加わる期待の新人であり、その戦いが注目されている。 

 

 

 

 

 

今大会の見どころ 

ＪＳＢ１０００ 

昨年、2008年、2009年以来、3度目の 

チャンピオンを獲得した中須賀 

昨年は怪我により出遅れ

た2010年、2011年チャン

ピオンの秋吉。開幕戦で

の中須賀との勝負に注目

が集まる。 

ヨシムラが４シーズンぶりに全日本に復帰！! 
ヨシムラスズキレーシングチームが4シーズンぶりに全日本JSB1000に

復帰することが決定した。ライダーには津田拓也を起用。ゼッケンは、ヨシムラ

ナンバーの『12』だ。なお、ライダーの津田は、昨年の鈴鹿2&4レースで

同チームからスポット参戦し、ヨシムラのハイパワーマシンに見事に順応。

今大会でも活躍が期待されており、ヨシムラファンにとっては見逃せない

一戦となる。 

JSB1000参戦を発表したヨシムラスズキレーシングチーム。

左から吉村不二雄社長、津田拓也、加藤陽平監督。
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今年もアジア旋風が巻き起こる!? 
 

国内のミドルスーパースポーツモデルがそろうST600クラスでは、

昨年のチャンピオンであるデチャ・クライサーが今年からJ-GP2に参戦

することになり、ゼッケン1が不在となる。だが、このクライサーのチーム

メイトとして戦ったチャランポー・ポラマイ（Yamaha）が引き続きこの

クラスに参戦。ポラマイと中冨伸一（Yamaha）、さらに渡辺一馬（Honda）

の戦いに注目したい。また、大崎誠之（Yamaha）、小山知良（Honda）、

井筒仁康（Kawasaki）、亀谷長純（Honda）といったベテラン勢のライディ

ングが注目を集めるところだ。 

J-GP2クラスでは、昨年のチャンピオン渡辺一樹がJSB1000に

スイッチしたことから、ST600クラス同様にゼッケン1不在となる。だが、

生形秀之（Suzuki）、ST600チャンピオンのクライサー（Yamaha）、関口

太郎（Yamaha）、浦本修充（Honda）、野左根航汰（Yamaha）、岩田悟

（Honda）、井筒（Kawasaki ）らに加え、昨年のJ-GP3から長島哲太

（Honda）がこのクラスに参戦する。 

一方のJ-GP3クラスは、昨年のチャンピオン徳留真紀がチームを

移籍して参戦。もちろんこのベテラン徳留がJ-GP3の中心となるが、同じくベテランでは菊池寛幸、小室旭、宇井陽一

らが参戦。対する若手勢では、山田誓己、山本剛大、國峰啄磨らに加え、2010年のJ-GP3チャンピオンで、昨年の

アジアドリームカップ初代チャンピオン大久保光が参戦。J-GP2、J-GP3ともに、若手からベテランまで多彩な才能が

そろい、見応えのある戦いが繰り広げられる。 

 

 

※内容は2月9日ART発表の年間エントリーに基づいています。 

※写真は昨年のものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＴ６００、Ｊ－ＧＰ２、Ｊ－ＧＰ３ 

昨年の開幕戦ツインリンクもてぎST600で優勝し

たポラマイ（中央）は、今年もST600に参戦。同大

会2位でチャンピオンを獲得したクライサー（左）

は、今年J-GP2にスイッチ。同じく3位の井筒（右）

は、ST600とJ-GP2にダブルエントリーしている 

●大会名称：2013 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 

●開催クラス：JSB1000、ST600、J-GP2、J-GP3 

●主  催：株式会社モビリティランド ／ 一般財団法人 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 ／ 観光庁 ／ 茂木町 ／ RADIO BERRY ／ FM NACK5 
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クーポンご提示で入場・駐車料無料！ ［3月30日（土）・31日（日）］ 

ホームページからプリントアウトできるクーポンをお持ちいただくと、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。 

※レース観戦をご希望の場合、大人の方は別途観戦券が必要です。 

 

 

バイク来場で入場・駐車料金無料！ ［3月30日（土）・31日（日）］ 
3月30日（土）、31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。 
※レース観戦をご希望の場合、大人の方は別途観戦券が必要です。 

 

 

さらにクーポンご提示で土曜日の予選観戦券が５００円で購入できる！ ［3月30日（土）］ 
ホームページからプリントアウトできるクーポンをお持ちいただくと、お車1台の乗車定員人数まで予選観戦

券が500円でご購入いただけます。 
※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。 

※決勝日、３月３１日（日）の観戦をご希望の場合、別途観戦券が必要です。 

 

 

予選日も決勝日も子ども（中学生以下）の観戦無料！ 

さらにはパドック入場、ピットウォークも無料！ ［3月30日（土）・31日（日）］ 
中学生以下のお子さまは3月3０日（土）、31日（日）両日、レース観戦、ピットウォーク、パドック入場が無料と

なります。 

ライダーもキッズもファミリーも、みんなにお得な特典 
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羽ばたけ！森からサーキットの大空へ。 
 

3月30日（土）、新たに「メガジップライン つばさ」が登場いたします。日本最長(※1) 343ｍとなり、高低差20mを

一気に滑走することができるアトラクションです。（※1：2013年1月17日（木）時点 当社調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本最長３４３ｍ！「メガジップライン つばさ」誕生！ 

“新生もてぎ テイクオフパーティ”  

～仲間で、バイクで楽しめる２日間～ 

先着１，０００名様限定！早期来場特典 
＜開催日：3月30日（土）、31日（日）＞ 

 

【特典１】 熱気球搭乗体験 「もてぎの大空に飛び立とう！」 定員：各日100名 

【特典２】 親子でバイク体験！ 「親子で体験！初めての本格バイク！」 定員：各日25組（50名） 

【特典３】 ロードコースガイドバスツアー 「レース走行前の緊張感を感じよう！」 定員：各日240名 

【特典４】 ライダー、マシンを近くで見よう！「ピットウォーク券」 定員：各日200名 

【特典５】 軍鶏（しゃも）鍋の大鍋ふるまい 「栃木のあったか地場食材がお出迎え」 定員：各日200名 

※バイク来場者は定員に関係なく無料でご利用いただけます。 

【特典６】 「レーシングカート体験」 定員：各日30名 

【特典７】 「モビパーク乗り物体験」 定員：各日200名 

３／３０ 

登場！! 3月30日（土）限定！ オープニングステージ 
「メガジップライン つばさ」誕生記念セレモニーをはじめ、栃木県が生産量

日本一を誇るイチゴを使用した「利きイチゴ選手権」を開催。さらに、栃木県の

ご当地アイドル“とちおとめ25”がツインリンクもてぎに初登場！ オープニング

ステージでライブパフォーマンスを開催いたします。 
 

3月30日（土）、31日（日）は「ヘリコプターにのろう！」 
上空1,000mの高度から、ハローウッズの里山と国際レーシングコースをご覧

いただけます。「つばさ」がつなぐ空の道と、広大な自然をご体感いただけます。 

日時：「とびだせ！森の春休み」期間中毎日 
 

自然の中で楽しめる！「森のバイキングBBQガーデン」 
最高級“大田原牛”（500グラム1万円相当）を賞品としたスタッフとのじゃんけん

大会も開催いたします。 
 

バイク来場で無料！「栃木県日本一食材の軍鶏（しゃも）鍋」 
 

“とちおとめ“を使用したスイーツが楽しめる「イチゴフェスタ2013」 

日時：「とびだせ！森の春休み」期間中毎日 
 

男の子がワクワク！ 

「ＨＯＢＢＹ ＣＡＲ ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＸ ２０１３」 
様々なトミカや、車系ラジコンをあつめた男の子にうれしい

イベントです。 
 

記念写真を撮ろう！ 

「仮面ライダー × Ｈｏｎｄａ マシンアーカイブス」 
仮面ライダーのマシンや、そのベースとなっているHonda

市販車を仮面ライダー立像と共に展示いたします。 

 

 

「メガジップライン つばさ」誕生記念イベント 

栃木県の“食”を楽しめるイベント 

お子様に大人気のモビリティ 

開催期間： 

3月20日（水・祝）～4月7日（日） 
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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。 
 

■場所：ロードコース ピットレーン 

■日時：3月30日(土) 12:55～13:35（予定） 

■料金：無料 
 

※中学生以下のお子さまを連れた方のみ、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。 

 

 

 

家族みんなでコースウォーク 
予選の全走行スケジュール終了後、コース上を自分の足で歩ける「コース

ウォーク」を実施します。 

コースに刻まれたタイヤ痕などを間近に感じていただけます。 

シグナルブリッジ下は記念撮影スポットとして大人気。どなたでもお気軽に

ご参加ください。 
 

■場所：ロードコース 

■日時：3月30日（土）全走行スケジュール終了後 

■料金：無料 
 

 

 

 

フィナーレパレード 
毎年恒例、決勝レース終了後の興奮冷めやらぬレーシングコースを、自分

のバイクで走るフィナーレパレードを今年も開催します。 

バイクでご来場の際には、是非ご参加ください。 
 

■場所：ロードコース 

■日時：3月31日（日）17:20～（予定） 

■受付：東パドックにて、JSB1000決勝レース終了後 

■料金：無料 

■参加資格：50cc以上のバイクでご来場の方 
 

※先導車に続いてのバイクパレード走行となります。危険な走行などはご遠慮ください。 

※違法改造車の参加はお断りさせていただきます。 

 

過去のキッズピットウォークの

様子 

※イメージ 

※イメージ 
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週刊バイクＴＶ杯 勝手にツーリングアワード２０１３【５ｔｈ.アニバーサリー】 
今年で5周年を迎える、週刊バイクTVコラボ企画、「勝手にツーリングアワード」

“ツーリングでもてぎを楽しもう！”をコンセプトに、バイクでご来場のお客様で受付

頂いた方を対象に、勝手にいろいろな賞典を選定いたします。 

表彰はグランドスタンドプラザプラザ特設ステージで実施し、TV・WEB TVでも

後日放送されます。バイクでご来場の方は是非ご参加ください。 

また、参加者特典として、観戦券をお持ちでない方もピットウォークに参加可能

となります。 
 

■場所：グランドスタンドプラザ横 特設ステージ 

■日時：3月30日（土）・31日（日） 

■受付：P8駐車場 

■料金：無料 

■出演者：週刊バイクTV パーソナリティー 末飛登 ／ アシスタント 藤原明子 
 

 

 

 

全日本ロードレース限定！ 特別激感エリア 
走行中のバイクを間近に見る事ができる激感エリア。 

昨年好評いただいたヘアピン・マルチエリアに加え、新たに4コーナー激感

エリアが登場いたします。初めての方もそうでない方も楽しめる、大迫力の

観戦ポイントをお楽しみください。 
 

■場所： 1. ヘアピン奥 観戦エリア 

 2. マルチコース S字立ち上がり～V字観戦エリア 

 3. ４コーナー観戦エリア 

■日時：3月30日（土）・31日（日） 

■料金：無料 
 

※激感エリアへの入場は観戦券が必要となります。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

過去のイベントの様子 

激感エリアＭＡＰ 

このほか、バイク来場で楽しめる様々なイベント・特典を計画中！! 

詳細は決定次第、ご案内いたします。 

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/) でも随時アップ！
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お得な前売りチケット 好評発売中！ 

 

 

 
前売観戦券（2日通し券） 

大人 (高校生以上） 子ども (３歳～中学生） 

３，２００円 無料 
 

※お子様のレース観戦は、観戦券をお持ちの大人の方のご同伴が必要となります。 
 

 

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（2日通し券） 

＜高校生以上の学生＞ 

１，６００円 
 

※学割は引換券です。引換の際は学生証の提示が必要です。学生証をお忘れの際は追加料金1,600円が必要となります。 

 

 

 

 

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 

南・東エリア 北エリア らくらく指定P4 

１，５００円 １，５００円 ３，０００円 無料 
 

※らくらく指定P4は30台限定です。 

※別途観戦券が必要です。 

※2.5m×5.0mエリア区画内であれば大型車、キャンピングカーも駐車していただけます。 

※北エリア駐車券をお持ちのお客様は北ゲートより、南・東エリア駐車場をお持ちの方は南ゲートよりご入場ください。 

※らくらく指定P4駐車券をお持ちの方は北ゲートよりご入場ください。 

※2輪の方は南ゲートからご入場ください。 

 

コースサイドキャンプステイ駐車券（2日通し券） 

３，０００円 
 

※100台限定です。 

※別途観戦券が必要です。 

※北ゲートよりご入場ください。 

※テントなどを設置していただくご利用スペースは、駐車区分1台分ほどとなります。 

※ご自身のテントでのご宿泊や、車中泊が可能です。 

※直火はご遠慮ください。 

※お一人様1台分の限定販売とさせていただきます。 

※エリア内におけるペットの持ち込みはお断りさせていただきます。 

※観戦ゲートオープン前のお席の確保は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。 

※2.5m×5.0mエリア区画内であれば大型車、キャンピングカーも駐車していただけます。 

［価格はすべて税込］

チケット情報 

基本観戦券 

駐車券 
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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！ 

パドックへの駐車券（２輪専用）もついて、バイクで来場するなら断然おトク！！ 

スーパー満喫セット券 ２輪（2日通し券／大人券のみ） ※限定200枚 

８，０００円 
 

【スーパー満喫セット券 ２輪 内容】 
・観戦券 ・テラスへの入場 ・パドックパス（ピットウォーク付） ・グリッドウォーク（JSB1000クラスのみ） 

・第2パドック駐車場（バイクのみ） 
 

【特典】 
・ピットウォーク優先入場 

・パドックを満喫したら、ロードコース外周の専用駐車エリアまでご自身のバイクで移動して、レース観戦が可能！ 

・荷物預かりサービス 
 

※第2パドック指定駐車券はバイクでのお客様限定です。 

※北ゲートよりご入場ください。 

※グリッドウォークは高校生以上のみのご利用で、JSB1000クラスに限り参加いただくことが可能です。 

※ロードコース外周の駐車エリアはV字コーナー付近となります。 

※荷物預かりサービスは第1パドック内のサービスハウスにて受付致します。 

 

スーパースピードウェイストレートに駐車できて、パドックパス（ピットウォーク付）が付いた、 

おクルマで来るならオススメのチケット！ 

スーパー満喫セット券 ４輪（2日通し券／大人券のみ） ※限定150枚 

８，０００円 
 

【スーパー満喫セット券 ４輪 内容】 
・観戦券 ・テラスへの入場 ・パドックパス（ピットウォーク付） ・グリッドウォーク（JSB1000クラスのみ） 

・スーパースピードウェイストレート駐車場 
 

※北ゲートよりご入場ください。 

 

「駐車券付き」を購入された同伴者の方にオススメのチケット  

満喫セット券 駐車券なし（2日通し券／大人券のみ） 

５，０００円 
 

【満喫セット券 駐車券なし 内容】 
・観戦券 ・テラスへの入場 ・パドックパス（ピットウォーク付） 

 

※4輪は駐車券が必要です。 

※グリッドウォーク券は付いておりません。 

 
 

 

スペシャルチケット 
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パドックパス【ピットウォーク付き】（2日通し券） 

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。 

※別途観戦券が必要です。 
 

ピットウォーク（各日当日限り有効） 

 大人（高校生以上） 中学生以下 

3月30日（土）予選日 １，０００円 
無料 

3月31日（日）決勝日 １，０００円 
 

※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。 

※別途観戦券が必要です。 

 

 
 

 

グランドスタンドハウス２階に位置する唯一の室内席。コース全周を見渡せる抜群のロケーションに加え、 

お食事、お飲み物などＶＩＰスイートならではのサービスが受けられるプレミアムシートです。 

ＶＩＰスイート（2日通し券） 

大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

１３，０００円 ８，０００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 またはP7駐車場 
 

※グリッドウォークは高校生以上のみのご利用で、JSB1000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。 

※P4駐車場は北ゲートより、P7駐車場は南ゲートよりご入場ください。 
 

 

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！  

快適観戦券（2日通し券／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 
 

【快適観戦券内容】 
・観戦券 ・ＶＩＰスイートへの入場 ・フリードリンク（2日間／アルコール類のご提供はございません） 

 

※お車でご来場の際は、別途駐車券が必要です。 

ＶＩＰスイート 

オプションチケット 
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当日観戦券（当日限り有効） 

 
大人 

(高校生以上） 
子ども（2日通し券） 

(３歳～中学生） 

3月30日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

3月31日（日）決勝日 ４，０００円 
 

 

 

 

当日駐車券（当日限り有効） 

 4輪 2輪 

3月30日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

3月31日（日）決勝日 ２，０００円 
 

 

 

 

 

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39日（金）17:00まで 

（営業時間：～3月15日(金)…10:00～16:00 3月16日(土)～3月30日(金)…平日9:30～17:00、休日9:30～17:30） 

■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24日（日）17:30まで 

（営業時間：～3月15日(金)…10:00～16:00 3月16日(土)～3月24日(日)…平日9:30～17:00、休日9:30～17:30） 

■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24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、店舗 
 

●チケットぴあ ●ローチケ ●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 

 
 

 

 

当日券 


