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2014年8月22日
株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

2014 AUTOBACS SUPER GT 第8戦 もてぎGT250kmレース
開催概要およびチケット発売のご案内

株式会社モビリティランドは、ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）にて、2014年11月15日（土）・16日（日）に、

「2014 AUTOBACS SUPER GT 第8戦 もてぎGT250kmレース」を開催いたします。

共通モノコック、2000cc直列4気筒直噴ターボエンジンなどの新型車両規定をベースに、Honda、LEXUS、NISSANが

開発した新型車両で争われるGT500クラス。また、ヨーロッパを中心としたFIA-GT3車両と、国産市販車をベースとした

JAF-GT300車両が参戦し、毎年激しいチャンピオン争いが繰り広げられているGT300クラス。この2クラスで争われる

「SUPER GT」は、「もてぎGT250kmレース」がシリーズ最終戦となります。

今大会では、10月に開催されるMotoGP™日本グランプリと同じく、ビクトリーコーナーから1コーナーに至るまでの

外周に「ビクトリースタンド」と称した観戦スタンドを設けます。ビクトリースタンドは、スーパースピードウェイのピット

ロード上に設置する、約8,400席の観戦スタンドです。メインストレートを駆けぬけるマシンを、間近でご覧いただけ、

また、スタンドの周辺には食事をはじめとした様々なおもてなしをご提供する「ホスピタリティガーデン」も設けます。

なお、前売りチケットは、2014年9月6日（土）から発売します。

開催概要
■大会名称： 2014 AUTOBACS SUPER GT 第8戦 もてぎGT250kmレース
■開催日： 2014年11月15日（土）・16日（日）
■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
■後援： 経済産業省 ／ 国土交通省 ／ 茂木町 ／ 自由民主党モータースポーツ振興議員連盟 ／

FM NACK5
■同日開催： Honda Sports & Eco Program CR-Z 10リッターチャレンジ

2013 もてぎGT250kmレース スタートシーン 「ビクトリースタンド」 イメージ
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前売りチケット情報

■自由観戦エリア（2日通し券）

子ども（中学生まで）大人（高校生以上）

前売観戦券

無料無料無料無料５５５５,,,,２０２０２０２００円０円０円０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2,600円の
追加料金が発生しますのでご注意ください。

価格は全て税込です

学割（高校生以上の学生）

学割 ※

２２２２,,,,６０６０６０６００円０円０円０円

●11月14日（金）までの販売となります。 ●11月15日（土）はVIPスイート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。●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。

１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円子ども（３歳～中学生）

８８８８,,,,５００円５００円５００円５００円

Ｖ６

８８８８,,,,５００円５００円５００円５００円

Ｖ５

８８８８,,,,５００円５００円５００円５００円

Ｖ３

７７７７,,,,０００円０００円０００円０００円

Ｖ２

８８８８,,,,５００円５００円５００円５００円

Ｖ１ Ｖ４

ビクトリースタンドビクトリースタンドビクトリースタンドビクトリースタンド ＜観戦券 ＋ 座席指定席券＞

８８８８,,,,５００円５００円５００円５００円大人（高校生以上）

●11月14日（金）までの販売となります。 ●ホスピタリティガーデンの入場にはビクトリースタンド指定席券が必要です。 ●車椅子席はV6席の料金と
なります。ツインリンクもてぎチケットセンター窓口・電話予約のみで販売いたします。●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。

ビクトリーコーナーから1コーナーに至るまでの外周に「ビクトリースタンド」と称した観戦スタンドを

設けます。ビクトリースタンドは、スーパースピードウェイのピットロード上に設置する、約8,400席の

観戦スタンドで、メインストレートを駆けぬけるマシンを、間近でご覧いただけ、

また、スタンドの周辺には食事をはじめとした様々なおもてなしをご提供する「ホスピタリティガー

デン」も設けます。

■ビクトリースタンド （座席指定席・2日通し券） ※11月15日（土）は自由席、16日（日）は指定席となります。

■ビクトリースタンド サポーターズシート（2日通し券）

子ども（３歳～中学生）大人 （高校生以上）

ＡＲＴＡ応援席ＡＲＴＡ応援席ＡＲＴＡ応援席ＡＲＴＡ応援席
＜ビクトリースタンド（＜ビクトリースタンド（＜ビクトリースタンド（＜ビクトリースタンド（V4V4V4V4）＞）＞）＞）＞

１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円８８８８,,,,５０５０５０５００円０円０円０円

■特典：応援グッズ (大人のみ)
■ 販売窓口：ツインリンクもてぎチケットセンター窓口、電話での通信販売 、
MOBILITY STATION、ローソン、ローチケ.com、セブン-イレブン・セブンチケット、
チケットぴあ、イープラス、ミニストップ

■特典：応援グッズ (大人のみ)
■ 販売窓口：ツインリンクもてぎチケットセンター窓口、電話
での通信販売 、MOBILITY STATION、オートバックス

ＳＵＢＡＲＵ応援席ＳＵＢＡＲＵ応援席ＳＵＢＡＲＵ応援席ＳＵＢＡＲＵ応援席
＜ビクトリースタンド（＜ビクトリースタンド（＜ビクトリースタンド（＜ビクトリースタンド（V5V5V5V5／／／／V6V6V6V6）＞）＞）＞）＞

子ども（３歳～中学生）大人 （高校生以上）

Ｈｏｎｄａ応援席Ｈｏｎｄａ応援席Ｈｏｎｄａ応援席Ｈｏｎｄａ応援席
＜ビクトリースタンド（＜ビクトリースタンド（＜ビクトリースタンド（＜ビクトリースタンド（V3V3V3V3／／／／V4V4V4V4）＞）＞）＞）＞

１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円８８８８,,,,５０５０５０５００円０円０円０円

１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円

子ども（３歳～中学生）

７７７７,,,,３０３０３０３００円０円０円０円

大人（高校生以上）

座席指定： Ｚ席Ｚ席Ｚ席Ｚ席

子ども（３歳～中学生）大人（高校生以上）

座席指定： Ｇ席Ｇ席Ｇ席Ｇ席

１１１１,,,,１００円１００円１００円１００円６６６６,,,,２０２０２０２００円０円０円０円

■座席指定席（2日通し券） ＜観戦券＋座席指定席券＞ ※11月15日（土）は自由席、16日（日）は指定席となります。

※イメージ

●11月14日（金）までの
販売となります。●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。
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価格は全て税込です

スーパー

スピードウェイ

３～４ターン駐車券

Ｓ２駐車券Ｎ２駐車券Ｎ１駐車券

２２２２,,,,１００円１００円１００円１００円 ２２２２,,,,１００円１００円１００円１００円２２２２,,,,１００円１００円１００円１００円

東エリア

らくらく指定駐車券

５００円５００円５００円５００円

２輪

３３３３,,,,１００円１００円１００円１００円

４輪

南エリア北エリア

１１１１,,,,５０５０５０５００円０円０円０円

■前売駐車券（2日通し券）

●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。
【らくらく指定駐車券について】
●らくらく指定駐車券は、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。 ●N1・
N2・スーパースピードウェイ3～4ターン駐車場は北ゲートから、S2駐車場は南ゲートよりご入場ください。

スーパースピードウェイコースサイド

キャンプステイ／９０台

１０１０１０１０,,,,３００円３００円３００円３００円

ロードコースコースサイドキャンプステイ駐車券

（Ｓ字コーナー～ヘアピン コースサイド）／１１０台

■コースサイドキャンプステイ駐車券（2日通し券）

●お一人様1台分の限定販売とさせていただきます。 ●北ゲートよりご入場ください。 ●駐車場所は指定となります。 ●駐車区画1台分でのテント
設置、宿泊（開催期間中1泊2日）が可能です。 ●エリア内での直火使用および観戦ゲートオープン中のバーベキューなどのご利用はお断りさせてい
ただきます。 ●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。 ●エリア区画内（スーパースピードウェイコースサイドは3.5m×7.5m）であれば大型車、
キャンピングカーも可能です。

１５１５１５１５,,,,５００円５００円５００円５００円

３０サイト／１サイト・テント付き

■V字お手軽キャンプ場（2日通し券）
●お一人様1台分の限定販売とさせていただきます。 ●北ゲートよりご入場ください。 ●駐車場所はV
字ステイエリアの指定区画（10m×7m）となります。 ●駐車区画1台分でのテント設置、宿泊（11月15日
（土）から1泊）が可能です。 ●直火使用はお断りさせていただきます。 ●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。

※MOBILITY STATION限定販売となります。別途観戦券が必要です。

※別途観戦券が必要です。11月14日（金）までの販売となります。

※MOBILITY STATION限定販売となります。別途観戦券が必要です。

１８１８１８１８,,,,８０８０８０８００円０円０円０円

満喫セット券満喫セット券満喫セット券満喫セット券 １５０枚限定

セット内容： ビクトリースタンド（V1指定券）、パドックパス（土・日）、ピットウォーク（土・日）

●3歳以上共通料金 ●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。 ●スーパースピードウェイストレート駐車券をご利用の場合
は北ゲートよりご入場ください。 ●お席は11月15日（土）は自由席、16日（日）は指定席となります。

販売窓口：ツインリンクもてぎチケットセンター窓口、電話での通信販売、MOBILITY STATION、セブンイレブン・セブンチケット、
ローソン・ローチケ.com※追加オプションの販売はありません、ミニストップ※追加オプションの販売はありません

３３３３,,,,１０１０１０１００円０円０円０円

満喫セット券オプション満喫セット券オプション満喫セット券オプション満喫セット券オプション

スーパースピードウェイ ストレート駐車券 [限定１５０台]

１５１５１５１５,,,,０００００００００円０円０円０円

らくらくらくらくらくらくらくらくGGGG席ファミリーセット席ファミリーセット席ファミリーセット席ファミリーセット（R1マルチコース駐車券） 300セット限定

G席指定席 大人2枚・子ども2枚＋R1マルチコース駐車券

■らくらくファミリーセット券（2日通し券）

販売窓口： MOBILITY STATIONおよびセブン-イレブンでの
販売となります。 ●指定席観戦券（大人2名・子ども2名）と指定駐
車券がついたセット券です。 ●子ども券は3歳～中学生が対象となりま
す。●北ゲートよりご入場ください。 ●11月15日（土）は自由席、
16日（日）は指定席となります。

１９１９１９１９,,,,５０５０５０５００円０円０円０円

らくらくらくらくらくらくらくらくZZZZ席ファミリーセット席ファミリーセット席ファミリーセット席ファミリーセット

Z席指定席 大人2枚・子ども2枚

販売窓口： 【東エントランス駐車券】セブンイ-レブン・セブンチケットでの販売となります。
【R2駐車券】【S1駐車券】ツインリンクもてぎ（MOBILITY STATION・電話・窓口）のみの販売となります。

●指定席観戦券（大人2名・子ども2名）と指定駐車券がついたセット券です。 ●子ども券は3歳～中学生が対象です。
●東エントランス駐車場・S1駐車券は南ゲートより、R2駐車場は北ゲートよりご入場ください。

Ｒ２指定駐車場Ｒ２指定駐車場Ｒ２指定駐車場Ｒ２指定駐車場
※※※※限定５０枚限定５０枚限定５０枚限定５０枚

Ｓ１Ｓ１Ｓ１Ｓ１指定駐車場指定駐車場指定駐車場指定駐車場
※※※※限定限定限定限定６０６０６０６０枚枚枚枚

東エントランス指定駐車場東エントランス指定駐車場東エントランス指定駐車場東エントランス指定駐車場
※※※※限定６０枚限定６０枚限定６０枚限定６０枚

選べる駐車場選べる駐車場選べる駐車場選べる駐車場

＋＋＋＋

■満喫セット券
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価格は全て税込です

●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。

パドックパス子どもパドックパス子どもパドックパス子どもパドックパス子ども

（ピットウォーク参加無料）

パドックパスＢパドックパスＢパドックパスＢパドックパスＢ

（パドックパスのみ）

パドックパスＡパドックパスＡパドックパスＡパドックパスＡ

（2日間のピットウォーク付）

５５５５,,,,２０２０２０２０００００円円円円

子ども（3歳～中学生）

７７７７,,,,３０３０３０３０００００円円円円１０１０１０１０,,,,３０３０３０３０００００円円円円

大人（高校生以上）

■パドックパス（2日通し券）

２２２２,,,,１００円１００円１００円１００円

１１月１６日（日）１１月１５日（土）

２２２２,,,,１００円１００円１００円１００円

ピットウォークパスピットウォークパスピットウォークパスピットウォークパス（大人券のみ） ※子ども（中学生まで）は無料

■ピットウォークパス（各日当日限り有効）

●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。 ●お子様のピットウォーク
ご参加には、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。

７７７７,,,,２０２０２０２００円０円０円０円（ペア券）（ペア券）（ペア券）（ペア券）

11月16日（日）フリー走行中 ※枚数限定

■サーキットサファリ

販売窓口：MOBILITY STATIONのみの販売となります。
●3歳以上共通料金。 ●お一人様3セットまでの限定。●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。

■観戦エリア図

４７４７４７４７,,,,８０８０８０８００円０円０円０円

ＶＩＰスイートＶＩＰスイートＶＩＰスイートＶＩＰスイート ～プレミアム～～プレミアム～～プレミアム～～プレミアム～

大人（高校生以上）

セット内容
・VIPスイート、V1指定席でのご観戦 ・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） ・ピットウォーク優先入場 ・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

●3歳以上共通料金。 ●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。

２２２２２２２２,,,,７０７０７０７００円０円０円０円

子ども（3歳～中学生）大人（高校生以上）

３８３８３８３８,,,,５０５０５０５００円０円０円０円

ＶＩＰスイートＶＩＰスイートＶＩＰスイートＶＩＰスイート

●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。

セット内容
・VIPスイート、V1指定席でのご観戦 ・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） ・ピットウォーク優先入場 ・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（2日通し券）

※イメージ
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当日販売チケット情報

■当日自由席観戦券・当日駐車券（当日限り有効） ※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。

価格は全て税込です

２輪４輪子ども（中学生まで）大人（高校生以上）

１１１１,,,,０００円０００円０００円０００円２２２２,,,,０００円０００円０００円０００円

１１１１,,,,０００円０００円０００円０００円２２２２,,,,０００円０００円０００円０００円

当日駐車券

無料無料無料無料
３３３３,,,,１００円１００円１００円１００円１１月１５日（土）

６６６６,,,,２００円２００円２００円２００円１１月１６日（日）

当日自由席観戦券

※お車・バイクでご来場のお客様はお早めに前売駐車券をお買い求めください。

ビクトリースタンドビクトリースタンドビクトリースタンドビクトリースタンド

１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円

８８８８,,,,３０３０３０３００円０円０円０円

座席指定
Ｚ席Ｚ席Ｚ席Ｚ席

１１１１,,,,１００円１００円１００円１００円

７７７７,,,,２０２０２０２００円０円０円０円

座席指定
Ｇ席Ｇ席Ｇ席Ｇ席

１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円１１１１,,,,６００円６００円６００円６００円子ども
（３歳～中学生）

９９９９,,,,５００円５００円５００円５００円

Ｖ６

９９９９,,,,５００円５００円５００円５００円

Ｖ５

９９９９,,,,５００円５００円５００円５００円

Ｖ３

８８８８,,,,０００円０００円０００円０００円

Ｖ２

９９９９,,,,５００円５００円５００円５００円

Ｖ１ Ｖ４

９９９９,,,,５００円５００円５００円５００円大人
（高校生以上）

■当日指定席観戦券【11月16日（日）決勝日のみ有効】 ＜観戦券 ＋ 座席指定席券＞

パドックパス子どもパドックパス子どもパドックパス子どもパドックパス子ども

（ピットウォーク参加無料）

パドックパスＢパドックパスＢパドックパスＢパドックパスＢ

（パドックパスのみ）

パドックパスＡパドックパスＡパドックパスＡパドックパスＡ

（2日間のピットウォーク付）

５５５５,,,,２０２０２０２０００００円円円円

子ども（3歳～中学生）

７７７７,,,,３０３０３０３０００００円円円円１０１０１０１０,,,,３０３０３０３０００００円円円円

大人（高校生以上）

■パドックパス（2日通し券）

２２２２,,,,１００円１００円１００円１００円

１１月１６日（日）１１月１５日（土）

２２２２,,,,１００円１００円１００円１００円

ピットウォークパスピットウォークパスピットウォークパスピットウォークパス（大人券のみ） ※子ども（中学生まで）は無料

■ピットウォークパス（当日限り有効）

●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。

●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。 ●お子様のピットウォークご参加に
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。

各種チケットの詳細、特典などについては、ツインリンクもてぎウェブサイトにてご確認ください。

９月６日(土)１０：００～１１月 ９日(日) ２４：００ ２４時間受付
■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ）

Ｐ Ｃ： http://mls.mobilityland.co.jp
モバイル： http://mls.mobilityland.co.jp/mobile

９月６日(土)１０：００～１１月 ９日(日)  １６：３０まで （営業時間内)

９月６日(土)１０：００～１１月１４日(金)  １６：３０まで （営業時間内）

■プレイガイド・コンビニエンスストア 販売期間：９月６日（土）～１１月１４日（金）

●ローチケ ●チケットぴあ ●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）

●ローソン ●セブンイレブン ●ファミリーマート ●サークルＫ ●サンクス ●鈴鹿サーキットレースチケットセンター

※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。

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売
☎０２８５-６４-００８０

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売

チケットのお求めはチケットのお求めはチケットのお求めは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）

※前売にて完売の場合、当日の販売はございません。


