
2013年7月5日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

「Ｒｅｔｕｒｎ to LEGEND ～８０’ｓ～」 詳細情報のご案内

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、2013年 世界最高峰 2輪ロードレース

MotoGP™ 世界選手権の開催15回目を迎えます。

そこで、これまで支えていただいた皆様へ感謝の気持ちを込め、往年のライダーも楽しめる、ヒストリックマシンを

集めたイベント『Return to LEGEND ～80’s～』を開催いたします。

期間中はファンファンラボにて、1980年代に活躍した市販車やレースマシンを展示いたします。また、当時皆様が

撮影された思い出の写真をご応募いただき、先着250名様限定で展示する写真展示コーナーや、

当時放映されていたCM・プロモーション映像などの放映、流行した雑誌の展示を行います。

そして、8月18日（日）にはライダーのための祭典『Return to LEGEND～80's～ スペシャルデー』を開催！

年に一度の【バイクの日＜8月19日（月）＞】にちなんで、バイクの魅力を堪能できるお祭りイベントを開催いたします。

今回、ライダーの皆様に参加いただけるイベントのお申し込み方法など詳細が決定いたしましたので、ご案内いたします。

「愛車自慢コンテスト」「愛車自慢コンテスト」「愛車自慢コンテスト」「愛車自慢コンテスト」

8月18日（日） 『Return to LEGEND～80's～ スペシャルデー』

参加イベントご案内

自慢の’80年代バイクを持ち寄って、ご来場の皆さんによる投票でグランプリを決定する

コンテストです。見事栄冠に輝いた方には、「 MotoGP™ 日本グランプリ」ペア観戦チケット、

及び 「グランプリロードR123パレード」の一般参加車両として、先頭での走行権を

進呈いたします。

■開催場所 ： グランドスタンドプラザ （表彰式：特設ステージ）

■開催時間 ： 9：30～15：00 ※投票時間は、14:00までとなります。

■募集期間 ： 7月5日（金）～8月4日（日）

■応募条件 ： ①1980年代に発売されたオートバイであること。

②イベント当日9：00～15：30まで会場にバイクを展示していただける方。

※途中退出不可

③車検有効の有無に関わらず、違法改造車の参加はお断りいたします。

■募集カテゴリー ： ノーマル部門、カスタム部門

■台数 ： トータル100台 ※書類選考とさせていただきます。

■参加料金 ： 無料

■応募方法 ： ツインリンクもてぎ ホームページよりエントリーいただけます。

http://www.twinring.jp/80s_legend/event/index.html

■参加特典 ： ①参加賞としてご応募いただいた方全員に、本イベント特製記念品を

進呈いたします。

②展示参加の方には、4輪入場駐車料無料券（乗車定員まで）を

2枚進呈いたします。
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1987年式 NSR50

1989年式 NSR125Ｆ
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あの頃の仲間とまた走ろう！サーキット同窓会パレードあの頃の仲間とまた走ろう！サーキット同窓会パレードあの頃の仲間とまた走ろう！サーキット同窓会パレードあの頃の仲間とまた走ろう！サーキット同窓会パレード

ツインリンクもてぎのオーバルコース“スーパースピードウェイ”を舞台に、

「サーキット同窓会パレード」を開催いたします。

ぜひ、かつての仲間同士でお集まりいただく場として活用いただき、懐かしい

顔ぶれとのパレード走行はいかがでしょうか？

■開催場所 ： スーパースピードウェイ

■開催時間 ： 16：00～17:00

■受付場所 ： レーシングコース 東パドック

■受付時間 ： 15:30までに受付場所にご集合ください。

■定員 ： 制限なし

■参加料金 ： 無料

同窓会フォトサービス同窓会フォトサービス同窓会フォトサービス同窓会フォトサービス

サーキットを見渡せるV字コーナー広場で、無料フォトサービスを開催。

撮影した写真データは、後日ツインリンクもてぎ公式ホームページから無料で

ダウンロードいただけます。

■開催場所 ： V字コーナー広場

■開催時間 ： 9:30～16:00

■受付時間 ： 9:30～15:45

■受付場所 ： V字コーナー広場

■定員 ： 制限なし

■参加料金 ： 無料

Return to LEGENDReturn to LEGENDReturn to LEGENDReturn to LEGEND～～～～80808080’’’’ssss～スペシャルデー～スペシャルデー～スペシャルデー～スペシャルデーに参加するぞ！宣言に参加するぞ！宣言に参加するぞ！宣言に参加するぞ！宣言！！！！

Facebookで、イベント公式ホームページおよび、本イベントに関わる主催者発信

のFacebook投稿記事をシェアのうえ、イベントへの参加を宣言していただいた方は

イベント限定記念品をプレゼントいたします。

当日、記念品受付にてシェアしていただいたFacebookの投稿を携帯電話画面、

またはプリントアウトして係員にご提示ください。

■受付場所 ： グランドスタンドプラザ特設テント

■受付時間 ： 9:30～18:00 ※300名に達し次第終了いたします。

■定員 ： 先着300名

■参加料金 ： 無料

サーキット・クルーズ同窓会スペシャルサーキット・クルーズ同窓会スペシャルサーキット・クルーズ同窓会スペシャルサーキット・クルーズ同窓会スペシャル

当時のユニフォーム（復刻版でも可）着用でご来場の方は、

無料でサーキット・クルーズに参加いただけます。

また、走行終了後に集合写真を撮影いたします。

写真はツインリンクもてぎホームページよりダウンロードいただけます。

■開催場所 ： ロードコース（フルコース）

■開催時間 ： 16:00～16:30

■受付場所 ： レーシングコース コントロールタワー１F

■受付時間 ： 9:30～16:00

■定員 ： 先着25名

※ユニフォームの認定基準として、当時の写真をご持参ください。Tシャツやトレーナー、パーカーや

ウィンドブレーカーなどお仲間で揃えていた服装が対象となります。

※特攻服など暴走族風のもの、また公序良俗に反するものは主催者の判断にて参加をお断りさせていただく

場合がございます。
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80808080’’’’ssssレジェンドドリームランレジェンドドリームランレジェンドドリームランレジェンドドリームラン

‘ ゲストライダーとして八代俊二氏、宮城光氏をお迎えし、’80年代に世界で活躍したグランプリマシン

NSR500（’84/’89）のデモンストレーションランを行います。懐かしい2ストロークサウンドに、あの頃の思い出が

フラッシュバックします。

1984198419841984年式年式年式年式 NSR500NSR500NSR500NSR500

・水冷2サイクル V型4気筒

・140PS以上

宮城光氏宮城光氏宮城光氏宮城光氏

‘1962年11月19日、兵庫県出身。’82年2輪レースデビュー。

翌年には鈴鹿4耐で優勝を飾った。その後、全日本選手権に加え、

オーストラリア、ニュージーランドの各選手権にも参戦。

‘その後、’93年に渡米し全米選手権で初年度チャンピオンを獲得した。

‘アメリカでの2輪レース活動を続けるかたわら、’98年から国内4輪レースにも出場。

‘スーパー耐久レースでは’99年にHondaシビックを駆って見事ST-4クラスのチャンピオンに輝いた。

現在はレース番組の解説、テスト走行など、多方面で活躍している。

八代俊二氏八代俊二氏八代俊二氏八代俊二氏

1960年8月26日生まれ 鹿児島県出身。

「突っ込みのハッチ」と呼ばれるなど、ギリギリまでブレーキングを遅らせる走りを得意とする。

‘’84年には全日本に新設されたTT-F1クラスにモリワキレーシングから参戦し、初代チャンピオンに

‘ 輝いた。’86年は全日本GP500に参戦するが、この年、世界GPの500ccクラスに参戦していた

Hondaのエース、フレディ・スペンサーが怪我で欠場。その代役として世界GPデビュー。

翌年からHondaのワークスライダーとして、ロスマンズカラーNSR500で500ccクラスにフル参戦した。

1989198919891989年式年式年式年式 NSR500NSR500NSR500NSR500

・水冷2サイクル V型４気筒

・150PS以上

■開催場所： ロードコース

■開催時間：11:30～12:00

※車両は予告なく変更となる可能性がございます。

バイク来場入場・駐車料無料バイク来場入場・駐車料無料バイク来場入場・駐車料無料バイク来場入場・駐車料無料

バイクでご来場のお客様は入場・駐車料が無料！お気軽にお立ち寄りいただけます。

当時のユニフォームを仲間と揃えてご来場いただいた方へ当時のユニフォームを仲間と揃えてご来場いただいた方へ当時のユニフォームを仲間と揃えてご来場いただいた方へ当時のユニフォームを仲間と揃えてご来場いただいた方へ

①サーキットクルーズ同窓会スペシャル無料（※詳細は本リリースの1ページをご参照ください）

②本イベント限定記念品プレゼント

■受付時間：9:30～18:00

■受付場所：グランドスタンドプラザ特設テント

■定員： 先着300名様

※ユニフォームの認定基準として、当時の写真をご持参ください。Tシャツやトレーナー、パーカーや

ウィンドブレーカーなどお仲間で揃えていた服装が対象となります。

※特攻服など暴走族風のもの、また公序良俗に反するものは主催者の判断にて参加をお断りさせていただく場合がございます。

80808080’’’’ssssバイクでご来場バイクでご来場バイクでご来場バイクでご来場いただいたいただいたいただいたいただいた方方方方へへへへ

①専用駐車場（カートランド前 特設エリア）をご案内

②本イベント限定記念品をプレゼント

■受付場所：専用駐車場（カートランド前 特設エリア）

■受付時間：9:30～ 定員まで

8月18日（日） 『Return to LEGEND～80's～ スペシャルデー』当日の特典

8月18日（日） 『Return to LEGEND～80's～ スペシャルデー』

デモンストレーション



本イベントは通常の入場料でお楽しみいただけます

特別レースイベント開催日は、特別料金となります。

（※１）大人の方には入場ゲートにて、場内でご利用いただける「500円のご利用券」を進呈いたします。（ 8月18日（日）は除く ）

大人 子ども

（高校生以上） （中学生以下）

平日

土・日・祝日

夏休み・冬休み

2輪

入場料金 駐車料金

4輪

1,000円

500円

8月18日（日）は無料

1,000円（※1）

8月18日（日）、

バイク来場者は無料

無料

価格は全て税込

「Return to LEGEND ～８０’ｓ～」 開催期間中 参加イベント

1980年代当時、愛車だったバイクと一緒に撮影した写真を大募集いたします。ご応募いただいた先着250名様限定で

写真を展示させていただきます。

８０’８０’８０’８０’ssssメモリアルフォトコーナーメモリアルフォトコーナーメモリアルフォトコーナーメモリアルフォトコーナー

■展示場所 ： モビパーク内 ファンファンラボ

■展示期間 ： 7月20日（土）～10月27日（日） ※9月1日（日）～10月27日（日）は土日祝日のみの開館とさせていただきます。

■募集期間 ： 7月5日（金）～7月15日（月・祝）／第1次締め切り ～9月30日（月）／最終締め切り

■応募条件 ： ①1980年～1989年に撮影された写真であること。 ※お一人様1枚までとさせていただきます。

②バイクと一緒に撮影された写真でお願いいたします。

③写真には「50文字以内の写真の思い出コメント」と「お名前もしくはニックネーム」を添えてください。

一緒に掲出させていただきます。

※違法改造車両につきましては、対象外とさせていただきます。ご了承ください。

■募集人数 ： 先着250名

■応募方法 ： ①写真データ送付 ご希望の方

ツインリンクもてぎ ホームページよりエントリーいただけます。

※データはご返却できません。あらかじめご了承ください。

http://www.twinring.jp/80s_legend/photocorner/index.html

②写真送付 ご希望の方

締め切り日必着にて、下記へご郵送ください。

〒321-3597

栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1 ツインリンクもてぎ内 80’ｓメモリアルフォトコーナー事務局

※お写真は返却させていただきます。返送先のご住所を同封いただきますようお願いいたします。

■問い合わせ先 ： http://www.twinring.jp/contact_m/ ツインリンクもてぎお問い合わせフォーム

■参加特典 ： 7月15日までにご応募いただいたお客様の中から抽選で10組20名様へ

『2013 FIM MotoGP™ 世界選手権シリーズ第17戦 「AirAsia 日本グランプリ」第15回記念大会』の

観戦券を進呈いたします。
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