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２０１３ ＳＵＰＥＲ ＧＴシリーズ 第８戦 もてぎＧＴ２５０ｋｍレース 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

株式会社モビリティランドは、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）にて、11月2日(土)・

3日(日)に、「2013 SUPER GTシリーズ 第8戦 もてぎGT250kmレース」を開催いたします。 

2013年のシリーズ最終戦となるこのレースは、チャンピオン決定の場としての期待が高まるとともに、GT500クラスの

マシンが来年度から新しくなることにより、現行マシンによる公式戦最後の戦いの場となるなど、多くの注目が集まる

レースとなります。 

レクサス、ニッサン、Hondaの3陣営によるGT500クラス現行マシンのラストチャンピオンをかけた戦い、そしてハイ

ブリッド車を含めた国内外の多彩なマシンによるGT300クラスの激しいチャンピオン争い。史上稀に見る激戦が予想

される「もてぎGT250km」に、是非ご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年8月23日 

株式会社モビリティランド 

ツインリンクもてぎ 

・大会名称  2013 SUPER GTシリーズ 第8戦 もてぎGT250kmレース 

・開催日  2013年11月2日（土）・3日（日・祝） 決勝レーススタート予定時刻13:30 

・主催  株式会社モビリティランド／エム・オー・スポーツクラブ（M.O.S.C.） 

・公認  国際自動車連盟(FIA)／一般社団法人 日本自動車連盟（JAF） 

・認定  株式会社GTアソシエイション 

2012年のスタートシーン 
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現行マシン最後の戦い！ＨＳＶ－０１０ホームコース初優勝なるか！？ 

地元勢山本尚貴、塚越広大、小暮卓史の力走に注目！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPER GTシリーズは2014年よりGT500クラスはDTM（ドイツ・ツーリングカー選手権）と基本的な車両規定が統一

されることになり、エンジンも新開発の2000cc直列4気筒・直噴ターボを投入。トヨタ、ニッサン、Hondaの3メーカーとも

新型車両を発表した。今年は1994年にJGTC(全日本ＧＴ選手権)としてスタートして以来記念すべき20年目を迎えると

同時に、現行車両最後の年となったわけで、レクサスSC430、ニッサンGT-R、Honda HSV‐010の雄姿を見るのは

このツインリングもてぎが最後だ。 

各陣営とも最後の勝者を目指すが、中でも力が入るのがHSV-010勢だ。2010年にNSXの後継車として参戦、初年度

にいきなりシリーズチャンピオンに輝き華々しいデビューを飾ったが、Hondaのホームコース、ツインリンクもてぎでの

優勝はないのだ。Hondaの来年の新型車両はNSX。HSV-010にとってはまさに最後の戦いだ。今シーズンは開幕戦

でRAYBRIG HSV-010（伊沢拓也／小暮卓史組）が優勝。第4戦ではARTA HSV-010（R・ファーマン／松浦孝亮組）が、

第5戦の鈴鹿1000kmではウイダー

モデューロHSV-010（山本尚貴／

F・マコヴィッキィ組）が優勝するなど

好調。 

また群馬県出身の小暮、宇都宮

市出身の山本にとってツインリンク

もてぎはホームコース。他にも今季

開幕戦で2位に入ったKEIHIN HSV-

010の塚越広大は日光市出身だけ

に、負けるわけにはいかない。彼ら

の力走によるHSV-010もてぎ初優

勝に注目だ。 

 

 

見どころ 

開幕戦で優勝したRAYBRIG HSV-010

（伊沢拓也／小暮卓史組） 

第4戦で優勝したARTA HSV-010 

（R・ファーマン／松浦孝亮組） 

第5戦で優勝したウイダーモデューロHSV-010

（山本尚貴／F・マコヴィッキィ組） 

地元出身選手。左から群馬県出身の小暮卓史、栃木県宇都宮市出身の山本尚貴、 

栃木県日光市出身の塚越広大 
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第５戦鈴鹿でＨＳＶ－０１０の山本尚貴組が初優勝。 

混迷のチャンピオン争いはツインリンクもてぎで決着する！？ 
  

後半戦に入ったシリーズ第5戦鈴鹿、インターナショナル ポッカサッポロ 1000kmで

ウイダーモデューロHSV-010の山本尚貴／F・マコヴィッキィ組が初優勝を記録。MOTUL 

AUTECH GT-Rの柳田真孝／R・クインタレッリ組が2位に入った。この結果シリーズチャン

ピオン争いはGT-R柳田／クインタレッリ組が42ポイントに伸ばしトップに浮上。これをわずか

1ポイント差でカルソニックIMPUL GT-Rの松田次生／JP・デ・オリベイラ組が、2ポイント差

でHSV－010山本／マコヴィッキィ組が追い、5ポイント差の4位タイにRAYBRIG HSV-010

の伊沢拓也／小暮卓史組とDENSO KOBELCO SC430の脇阪寿一／石浦宏明組。第5戦

で3位に入ったPETRONAS TOM'S SC430の中嶋一貴／J・ロシター組がトップと8ポイント

差の6位につける展開となった。 

シリーズは残り3戦。前半戦を終えて接戦となっていたチャンピオン争いはさらに混迷の

度を深め、決着はツインリンクもてぎの最終戦にもつれ込むことが確実な情勢となった。

近年では2010年、なんと9チームがタイトルの可能性を残して最終決戦に臨む混戦と

なったが、今年も同じような状況となっている。ツインリンクもてぎを舞台に、歴史に残る戦い

が見られそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＲ－Ｚ、プリウスのハイブリッド対決か、強力ライバル勢がこれを阻止するのか！？ 

ＧＴ３００クラスも、もてぎが決着の舞台となる！？ 
  

GT300クラスはハイブリッド車MUGEN CR-Z GTの武藤英紀／中山友貴組

がランキングトップ。第5戦鈴鹿で初優勝を飾ったSUBARU BRZ R&D SPORT

の山野哲也／佐々木孝太組がランク2位に浮上したが、その差は13ポイント。

15ポイント差のランク3位タイにメルセデスSLSが2台、GAINER DIXCEL SLS

の平中克幸／B・ビルドハイム組と、OKINAWA-IMP SLSの竹内浩典／土屋

武士組が並ぶ。5位につけているのが今シーズン2勝を飾っているハイブリッド

車、ARTA CR-Z GTの高木真一／小林崇志組だ。他にもハイブリッド車は

Panasonic apr PRIUS GTの新田守男／嵯峨宏紀組が第2戦で優勝を飾って

おり、強さが際立っている。MUGEN CR-Zがハイブリッド車初の栄冠に向けて

突き進むのかが注目されるが、BRZ、メルセデス、GT-R、レクサス、BMW、

アウディなど強力なライバルが立ち塞がるのは確実で、決着はやはり最終戦

ツインリンクもてぎに持ち越されそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

第5戦の表彰式。初優勝

を飾った山本尚貴（左）と

F・マコヴィッキィ 

第5戦終了時点でのランキング上位。左からランキングトップのMOTUL AUTECH GT-R（柳田真孝／R・クインタレッリ組）、2位

のカルソニックIMPUL GT-R（松田次生／JP・デ・オリベイラ組）、3位のウイダーモデューロHSV-010（山本尚貴／F・マコヴィッ

キィ組）、4位タイのRAYBRIG HSV-010（伊沢拓也／小暮卓史組）とDENSO KOBELCO SC430（脇阪寿一／石浦宏明組） 

MUGEN CR-Z GT 

SUBARU BRZ R&D SPORT メルセデスSLS 

（GAINER DIXCEL SLS） 

ARTA CR-Z GT Panasonic apr PRIUS GT 
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2013年シーズン終盤戦、そして最終戦「もてぎGT250kmレース」に向け、9月16日（月・祝）・17日（火）の日程で、

ツインリンクもてぎでSUPER GT公式テストを開催。当日は入場・駐車場が無料になる特典に加え、公式テストなら

ではのイベントも盛りだくさんの内容で開催されます。 

また、公式テスト当日はパドックを一般開放いたします。予選・決勝日には入ることのできないピットボックス

上からの観戦も可能。ストレートを駆け抜ける迫力の走行シーンを、間近でご覧いただけます。 

 

特典満載！ 
■特典Ａ：今年の「もてぎＧＴ２５０ｋｍレース」の前売観戦券を持参すれば 

■特典Ｂ：「クーポン持参」＋女性もしくは中学生以下のお子様と一緒にご来場いただくと 
※クーポンはホームページよりダウンロードいただけます。 

 

 

イベント満載！ 
■スペシャル抽選会開催！ 

SUPER GTのチームグッズやドライバーのサイングッズ、さらにはサーキット

サファリの無料搭乗券が当る抽選会を開催いたします。 
 

抽選会日時：9月16日（月・祝）・17日（火）両日とも10:30～15:30 
※公式テストGTサファリは9月16日（月・祝）のみの開催となります。 

場所：インフォメーションセンター 

 

 

 

 

■無料ピットウォークを開催！ 
憧れのドライバーやマシンを間近で見ることができるチャンスです。 

公式テストのピットウォークを無料で開催。ご家族や友人をお誘いの上、 

お楽しみください。 
 

日時：9月16日（月・祝）12:50～13:30 

9月17日（火）11:45～12:25 

場所：パドック内（コントロールタワー横ゲートからのご入場となります。）  

 

 

■セーフティカーシミュレーションと、再スタート練習を見学できる！ 
9月16日（月・祝）12：00に予定しているセーフティカーシミュレーション後に 

再スタート練習を予定しております。迫力のスタートをぜひご覧ください。 

 
※通常のスタート練習ではなく、フルコースコーション解除後に行われる再スタート 

練習を予定しています。 

※再スタート練習はコースコンディション等により、予告なく中止する場合がござい 

ます。あらかじめご了承ください。 

 

 

９月１６日（月・祝）・１７日（火） 公式テスト開催！ 

入場・駐車場 

無料！！ 

サーキットサファリとは 
バスにてコース上を走り、走行中のGT車両を間近で見ることができるSUPER GT

恒例の大人気イベントです。レーシングマシンの迫力を間近で体感いただけます。 

※写真はイメージです 
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■前売観戦券 自由席 （２日通し券） 

自由席 前売観戦券 

大人 (高校生以上） 子ども (中学生まで） 

５，０００円 無料 
 

※お車・バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要となります。 

※11月2日（土）はVIPスイート・テラス席などの一部のお席を除き全席自由席です。 

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

 

学割（高校生以上の学生） 

２，５００円 
 

※学割「自由席」は引換券の販売です。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2,500円の追加料金が発生しますのでご注意ください。 

 

 

■前売観戦券 指定席観戦券 （２日通し券） 

座席指定 

 Ａ席 Ｇ席 Ｚ席 

大人（高校生以上） ７，０００円 ６，０００円 ７，０００円 

子ども（3歳～中学生） １，５００円 １，０００円 １，５００円 
 

※お車・バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要となります。 

※11月2日（土）はVIPスイート・テラス席などの一部のお席を除き全席自由席です。 

 

 

■前売駐車券 （２日通し券） 

前売駐車券 

４輪 
２輪 

北エリア 南エリア 東エリア 

１，５００円 １，５００円 １，５００円 ５００円 
 

※別途観戦券が必要です。 

※バイクでご来場の場合は、南ゲートよりご入場ください。 

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

※北エリア駐車券の場合は北ゲートより、 南エリア駐車券の場合は南ゲートより、東エリア駐車券の場合は東ゲートより 

ご入場ください。 

［価格はすべて税込］ チケット情報 
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スーパースピードウェイコースサイドキャンプステイ駐車券 

90台限定 

１０，０００円 
 

●MOBILITY STATIONのみでの販売となります。 

※お一人様1台分の限定販売とさせていただきます。 

※別途観戦券が必要です。 

※北ゲートよりご入場ください。 

※駐車区画1台分内でテント設置、宿泊（開催期間中）が可能です。 

※3.5m×7.5mのエリア区画内であれば大型車、キャンピングカーも可能です。 

※直火はご遠慮ください。 

※駐車場所は指定となります。 

※エリア内におけるペットの持込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。 

 

ロードコースコースサイドキャンプステイ駐車券 

100台限定 

１０，０００円 
 

●MOBILITY STATIONのみでの販売となります。 

※お一人様1台分の限定販売とさせていただきます。 

※別途観戦券が必要です。 

※北ゲートよりご入場ください。 

※駐車区画1台分内でテント設置、宿泊（開催期間中）が可能です。 

※直火はご遠慮ください。 

※駐車場所は指定となります。 

※エリア内におけるペットの持込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。 

 

Ｖ字お手軽キャンプ場 
30サイト 1サイト・テント付き 

１５，０００円 
 

●MOBILITY STATIONのみでの販売となります。 

※お一人様1台分の限定販売とさせていただきます。 

※別途観戦券が必要です。 

※北ゲートよりご入場ください。 

※サイトの利用は開催期間中とさせていただきます。 

※直火はご遠慮ください。 

※テント設置場所はV字ステイエリアの指定区画（10m×5m）となります。 

※駐車場所は指定となります。 

※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。 
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■前売観戦券 スペシャルチケット （２日通し券） 

Ｈｏｎｄａファンシート 
グランドスタンドB席エリア指定 オリジナル応援グッズ付き 

大人 (高校生以上） 子ども (3歳～中学生） 

５，０００円 ５００円 
 

※11月2日（土）はVIPスイート・テラス席などの一部のお席を除き全席自由席です。 

 

ＡＲＴＡファンシート 
グランドスタンドA席エリア指定 オリジナル応援グッズ付き 

大人 (高校生以上） 子ども (3歳～中学生） 

７，０００円 １，５００円 
 

※11月2日（土）はVIPスイート・テラス席などの一部のお席を除き全席自由席です。 

 

ＳＵＢＡＲＵファンシート 
グランドスタンドB席エリア指定 オリジナル応援グッズ付き 

大人 (高校生以上） 子ども (3歳～中学生） 

５，０００円 ５００円 
 

※11月2日（土）はVIPスイート・テラス席などの一部のお席を除き全席自由席です。 

 

グランドスタンド下のスーパースピードウェイストレートに駐車してテラス席からレース観戦！ 

パドックパスやピットウォークも付いたセット券！ 

満喫セット券 
3歳以上共通料金 

満喫セット券 指定駐車券付き 
150枚限定 

満喫セット券 指定駐車券なし 
＜指定駐車券付きの同伴者の方へ＞ 

１９，０００円 １７，０００円 
 

【内容】 テラス指定席券、パドックパス(土・日)、ピットウォーク(土・日)、スーパースピードウェイストレート駐車券1台分 

（指定駐車券付きのみ）の限定セット券です。 
 

※スーパースピードウェイ特設駐車場は夜間の駐車はできません。 

※MOBILITY STATIONご利用の際には、駐車券付き・駐車券なしがございます。駐車券が必要なお客様は必ず駐車券付きを

お選びください。 

※北ゲートよりご入場ください。 

 

4コーナーから5コーナーに入る迫力を真正面から観戦できます。お弁当も付いて、スタンド裏に駐車できるので 

とても便利！ 

座席指定５コーナー 
【10月27日（日）まで販売！】 

大人 (高校生以上） 子ども (3歳～中学生） 

９，０００円 ３，０００円 
 

【内容】 専用駐車場券（スーパースピードウェイ特設駐車場）と公式プログラム、決勝日は、お弁当・飲み物が付いています。

（駐車券、プログラムは大人のみ） 
 

※スーパースピードウェイ特設駐車場は夜間の駐車できません。 

※11月2日（土）はVIPスイート・テラスなどの一部のお席を除き全席自由席です。 

※MOBILITY STATIONご利用の際には、駐車券付き・駐車券なしがございます。駐車券が必要なお客様は必ず駐車券付きを

お選びください。 

※北ゲートよりご入場ください。 
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レーシングカーが走るロードコースを、バスに乗って見学。 

バスのすぐそばを、ものすごい速度で駆け抜けていくマシンは大迫力だ！ 

サーキットサファリ 
11月3日（日・祝）フリー走行中 

3歳以上共通料金 

３，５００円 
 

●MOBILITY STATIONのみでの販売となります。 

※お一人様5枚までの限定販売です。 

※記念品付き。 

※サーキットサファリには別途観戦券が必要となります。 

 

■前売観戦券 ファミリーチケット （２日通し券） 

ファミリーチケット 
大人（高校生以上）2名＋子ども（3歳～中学生）2名＋駐車券 

らくらくＡ席ファミリーセット 
らくらくＧ席 

ファミリーセット 
らくらくＺ席ファミリーセット 

S1駐車券 
※60セット限定 

N1駐車券 
※20セット限定 

R1マルチコース

駐車券 
※170セット限定 

東エントランス 

駐車券 
※60セット限定 

R1マルチコース 

駐車券 
※150セット限定 

R2駐車券 
※50セット限定 

１９，０００円 ２０，０００円 １４，０００円 １９，０００円 １９，０００円 １９，０００円 
 

●A席・G席およびZ席【東エントランス駐車券／R2駐車券】はMOBILITY STATIONのみでの販売となります。 

G席およびZ席【R1マルチコース駐車券】は、MOBILITY STATIONおよびセブン-イレブンでの販売となります。 

※S1駐車場、東エントランス駐車場は南ゲートよりご入場ください。 

※N1駐車場、R1マルチコース駐車場、R1マルチコース駐車場、R2駐車場は北ゲートよりご入場ください。 

 

 

■オプションチケット 

パドックパス （２日通し券） 

パドックパスＡ 
（2日間のピットウォーク付） 

大人（高校生以上） 

パドックパスＢ 
（パドックパスのみ） 
大人（高校生以上） 

パドックパス子ども 
（ピットウォーク参加無料） 

（3歳～中学生） 

１０，０００円 ７，０００円 ５，０００円 
 

※パドックパスには別途観戦券が必要です。 

※パドック内一部のエリアについては入場制限が行われます。あらかじめご了承ください。 

※前売券が完売の場合、当日の販売はございません。 

※安全なレース運営を行う為に、ピットボックス上部へは、終日レース関係者以外の立ち入りを禁止させていただきます。 

※パドックパスBではピットウォークにはご参加いただけません。 

※お子様のピットウォークへのご参加には、パドックパスAまたはピットウォークパスをお持ちの大人の方の同伴が必要です。 

 

ピットウォークパス （各日当日限り有効） 

 大人 (高校生以上） 子ども (中学生まで） 

11月2日（土） ２，０００円 無料 

11月3日（日・祝） ２，０００円 無料 
 

※ピットウォークパスは各日1日の料金です。 

※ピットウォークパスには別途観戦券が必要です。 

※お子様はピットウォークパスをお持ちの大人の方の同伴が必要です。 

※前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません。 
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■前売観戦券 テラス・スイート （２日通し券） 
メインストレートが一望でき、ゆっくりお食事や飲み物を楽しみながら快適な環境でレース観戦ができます。 

ＶＩＰスイート～プレミアム～ 
【10月27日（日）まで販売！】 

3歳以上共通料金 

４２，０００円 
 

【内容】 ・VIPスイートでのご観戦 ・パドックへの入場（2日間） ・ピットウォークへのご参加（2日間）  

・グリッドウォークへのご参加 ・公式プログラム ・記念品 ・お食事（2日間）  

・フリードリンク（2日間） ・N1またはS1駐車券 ・サーキットサファリ ・スポッターズエリア観戦ツアー 
 

※VIPスイートは全席指定です。2歳以下のお子様をお連れの場合、お席の用意がございません。あらかじめご了承ください。 

※N1駐車券は北ゲートより、S1駐車券は南ゲートよりご入場ください。 

 

ＶＩＰスイート 
【10月27日（日）まで販売！】 

大人 (高校生以上） 子ども (3歳～中学生） 

３３，０００円 ２２，０００円 
 

【内容】 ・VIPスイートでのご観戦 ・パドックへの入場（2日間） ・ピットウォークへのご参加（2日間）  

・グリッドウォークへのご参加 ・公式プログラム ・記念品 ・お食事（決勝日のみ）  

・フリードリンク（決勝日のみ） ・N1またはS1駐車券（大人券のみ） 
 

※VIPスイートは全席指定です。2歳以下のお子様をお連れの場合、お席の用意がございません。あらかじめご了承ください。 

※N1駐車券は北ゲートより、S1駐車券は南ゲートよりご入場ください。 

 

 

 

テラス 
【10月27日（日）まで販売！】 

大人 (高校生以上） 子ども (3歳～中学生） 

１６，０００円 ７，５００円 
 

【内容】 ・テラス席観戦券 ・ピットウォークへの参加（2日間） ・記念品、プログラム（大人券のみに付きます）  

・お弁当、お茶（決勝日のみ） ・N2またはS2駐車券（大人券のみ） 
 

※テラスは全席指定です。 

※N2駐車券は北ゲートより、S2駐車券は南ゲートよりご入場ください。 

 

テラステーブル席 （オプションチケット） 
別途テラスチケットまたは満喫セット券が必要です 

コース側 通路側 

６，０００円 ３，０００円 
 

※本券1枚にて1テーブル最大4名様までご利用いただけます。 

※テーブル席からのご観戦はできません。ご観戦の際はテラス席からご観戦ください。 

※コース側、通路側共にテーブル数に限りがございますので、完売になり次第販売終了とさせていただきます。 
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■当日券 

当日観戦券 

 大人 (高校生以上） 子ども (中学生まで） 

11月2日（土）予選 ３，０００円 無料 

11月3日（日・祝）決勝 ６，０００円 無料 
 

 

※決勝当日は、指定エリアへの入場は別途指定席券が必要です。 

 

当日駐車券 

 ４輪 ２輪 

11月2日（土）予選 ２，０００円 １，０００円 

11月3日（日・祝）決勝 ２，０００円 １，０００円 
 

 

※お車・バイクでご来場のお客様はお早めに駐車券をお買い求めください。 

※前売駐車券が完売の場合は、場外駐車場よりシャトルバスをご利用ください。 

 

当日指定席観戦券 【11月3日（日・祝）決勝日のみ有効】 

 A席 G席 Z席 

大人（高校生以上） ８，０００円 ７，０００円 ８，０００円 

子ども（3歳～中学生） １，５００円 １，０００円 １，５００円 
 

※前売にて完売の場合、当日の販売はございません。 

 

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 8月24日（土）10:00～11月1日（金）16:00まで 

営業時間：8月31日まで 9:30～18:00／9月1日～9月30日 平日9:30～17:00、土日祝9:30～17:30／ 

10月1日～10月31日 平日9:30～16:30、土日祝9:30～17:00／11月1日9:30～16:00 
■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売 
0285-64-0080 

8月24日（土）10:00～10月27日（日）17:00まで 

営業時間：8月31日まで 9:30～18:00／9月1日～9月30日 平日9:30～17:00、土日祝9:30～17:30／ 

10月1日～10月27日 平日9:30～16:30、土日祝9:30～17:00 

■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 

8月24日（土）10:00～10月27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） 
●かましん もぴあ店（栃木県茂木町） ●STEP-１（栃木県茂木町） ●道の駅はが（栃木県芳賀町） 
●鈴鹿サーキット ●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 

 
 

 

 


