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シリーズ終盤の見どころ

“森を走る、森で遊ぶ、森と笑う。”

 

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、2014年

 

10月10日（金）～12日（日）に、『2014 FIM

 

MotoGP™

 

世界選手権シリーズ第15戦

 

MOTUL

 

日本グランプリ』を開催いた

 

します。

このたび、今年のMotoGP™日本グランプリ当日のイベントの内容や、決勝レース前日の10月11日（土）に開催する

 

前夜祭「MotoGP™クラブナイト」の内容が決定いたしましたので、ご案内申し上げます。

自他共に認めるバイク大好きアーティスト「MINMI」のスペシャルライブや、MotoGP

 

™ファン向けのイベントとして、

 

80年代を代表するレジェンドライダー

 

マイケル・ドゥーハン氏・ケビン・シュワンツ氏のトークショー、現役ライダーの

 

トークショーなど多彩なイベントを開催いたします。
今年、新たに展開するホスピタリティガーデンでは、ＭｏｔｏＧＰ™日本グランプリ期間限定で「ACE CAFE 

LONDON™」とコラボレーションしたカフェや、話題の出張料理人「吉田友則氏」が腕を振うレストランが登場します。

マルク・マルケス（

 

Honda）絶好調！

 

多くの記録を塗り替えチャンピオンへ突き進む！

今年のMotoGP™ロードレース世界選手権は全18戦のうち、すでに12戦を終え（9月8日現在）、 高峰のMotoGP™クラス

 

では、昨年のチャンピオンであるマルク・マルケスが今年も絶好調! 開幕から10連勝を達成しました。これは、1970年に

 

ジャコモ・アゴスチーニが打ち立てた開幕からの連勝記録に並び、さらに1964年のマイク・ヘイルウッドが樹立した 年

 

少10連勝記録を塗り替えるものでした。
そして第12戦イギリスグランプリで今季11勝目を挙げたマルケスは、1997年にマイケル・ドゥーハンが記録した年間

 

多勝利数の12勝に迫りました。また、第11戦チェコグランプリではダニ・ペドロサが優勝しており、Repsol Honda Teamと

 

して開幕12連勝を達成。これも1972年のMVアグスタの連勝記録、そして2001年のHondaの年間 多優勝回数に並ぶ大

 

記録です。
今年のMotoGP™ロードレース世界選手権は、マルケス、ペドロサ、そして彼らが所属するRepsol Honda Teamの旋風

 

が吹き荒れている状態ですが、イギリスグランプリではホルヘ・ロレンソ（ヤマハ）がマルケスを追い詰めるシーンもあり、

 

ロレンソのチームメイトであるバレンティーノ・ロッシとともに反撃体制を築きつつあります。
このMotoGP™クラスには、唯一の日本人である青山博一がフル参戦をしていますが、Moto2™クラスにフル参戦する

 

中上貴晶とともに母国グランプリでの活躍に期待が集まります。また、Moto3™クラスでランキング2位（イギリスグランプ

 

リ終了時点）につけるのアレックス・マルケスは、MotoGP™クラスのマルク・マルケスの弟であり、兄弟チャンピオン誕生

 

の可能性が高まっています。
日本グランプリでは、序盤の争いの鍵を握るスタートはもちろんのこと、例年熾烈な争いが繰り広げられるダウンヒル

 

ストレートから90度コーナーはもちろん、その挙動でマシンのセットアップ状態が分かると言われるS字コーナーやV字

 

コーナーなど、優勝争いの見所が多くあります。

『2014

 

FIM MotoGP™世界選手権シリーズ第15戦

MOTUL 日本グランプリ』開催まで1ヶ月！
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スズキMotoGP™参戦開発車両デモンストレーションラン決定！

ケビン・シュワンツ氏によるライディング

ケビン・シュワンツ氏
1993年の世界グランプリ500ccクラスのチャンピオン。神がかり的な速さを持つも、不運

 

もありなかなかチャンピオン獲得には至らなかったが、1993年に念願のタイトルを手に

 

する。永遠のライバルと言われたウェイン・レイニーの引退もあり2年後の1995年に現

 

役を引退する。しかし昨年そして今年と鈴鹿8耐で復活したことは記憶に新しい。

人気の5コーナーで観戦できる！「５コーナー激感エリア」販売決定！

MotoGPTM参戦開発車両

現在、精力的にマシンの開発が続けられており、MotoGP™の記事を

 

賑わせておりますが、そのプロトタイプマシンのデモンストレーション

 

ランを行います。
このマシンを駆るライダーは、レジェンドライダーとして世界で絶大な

 

人気を博すケビン・シュワンツ氏。
グランプリサーキットを駆け抜けるスズキマシンの勇姿に
ご期待ください
※悪天やマシンの状態により予告無く走行を中止する場合

■乗車予定ライダー：

 

ケビン・

 

シュワンツ
■マシン

 

：

 

MotoGP™参戦開発車両

人気の5コーナーで観戦できるオプションチケットを販売いたします。

クラスや時間帯によって観戦ポイントをかえたり、マシンを正面から
捉えるビューで、世界 高峰のマシンを迫力のポイントでご覧ください。

【5コーナー激感エリア

 

詳細】
■販売数

 

：各日250枚
■販売価格：各日3,000円
■販売開始：9月20日（土）10:00～より販売開始。
■販売窓口：セブンイレブン・セブンチケット

※激感エリアは各日1日の料金です。
※3歳以上共通料金です。
※別途観戦券が必要です。
※前売で完売の場合、当日販売はございません。
※5コーナースタンド席はございません。

（5コーナー激感エリアは立ち見エリアです。）

参加するチーム・ライダーは年間エントリーが基本です。しかし、各開催国

 

において特別参戦枠「ワイルドカード」が設けられております。
この度、日本グランプリでのワイルドカードライダーが決定しました。
【MotoGP™】

中須賀

 

克行

 

YAMALUBE Racing Team with YSP Yamaha YZR-M1
【Moto2™】

高橋 裕紀

 

MORIWAKI RACING MORIWAKI
チャランポン・ポラマイ

 

SINGHA ENEOS YAMAHA Tech3 TECH3 
【Moto3™】

山田 誓己

 

LIBERTO PLUSONE & ENDURANCE Honda
大久保 光

 

HOT RACING WITH i-FACTORY Honda

ワイルドカードライダー決定!!

高橋選手の所属「MORIWAKI応援席」も販売決定！
※詳細

 

モリワキエンジニアリング公式Webサイト
http://www.moriwaki.co.jp/
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「MotoGP™クラブナイト」＆国歌斉唱アーティスト「MINMI」に決定

【MINMI

 

プロフィール】
大阪府出身。シンガーソングライター。
幼少からピアノを弾き始め、96年頃から大阪のレゲエやヒップホップのクラブで歌い始める。
この頃から自ら作詞、作曲を手がけるようになる。2002年8月に初のデビューシングル「The Perfect Vision」が売り上げ

 

50万枚という快挙。
以降アルバムリリース毎にチャートのトップ5位内を記録。自身のプロデュースは勿論、湘南乃風の「睡蓮歌」や加藤ミリ

 

ヤの「LALALA」等数々の名曲のトラックや、ジャマイカでは現地アーティストのトラックを手がけ7インチレコードをリリース

 

している。
また、音楽活動だけに留まらず、常に進化するエイジレスな魅力はファッション界でも注目されている。
現在はママとなって更に積極的に社会活動を行い、新時代を切りひらくママとして、ファッションリーダーとして、多数の

 

女性から支持されている。
2014年10月より、全国19カ所21公演のライブツアーも決定！

「MotoGP™クラブナイト」＆国歌斉唱アーティスト「MINMI」に決定「MotoGP™クラブナイト」＆国歌斉唱アーティスト「MINMI」に決定
世界 高峰のバイクレースと彼女の歌声がコラボします！

～MotoGP

 

™日本グランプリに向けたコメント～
「世界 高峰のバイクレース

 

MotoGP™ でライブと国歌独唱を行

 

わせていただく事になりました。

 

９月に発売する私のアルバムのジャケット撮影でもライダースーツ

 

を着ました。女の人でもバイクに乗っているのを街で見かけますが、

 

とてもかっこいいなと思っています。
今回はライブや国歌独唱も楽しみですが、世界 高峰のバイク

 

レースを観戦することがとても楽しみです。
１０月１１日（土）は前夜祭でライブ、１０月１２日（日）は国歌独唱

 

の舞台に立ちます。

 

MotoGP™と私のサウンドが融合するこの会

 

場で、一緒に盛り上がりましょう！」

ステージイベントのご紹介

ライダーたちの憩いの場「グランプリオアシス」の注目のステージ内容が決定！

今年で３年目をむかえる、ライダーたちの憩いの場「グランプリオアシス」

 

は、ステージイベントやご自身の愛車をカスタムする楽しみがさらにアッ

 

プする「カスタムストトリート」や、お子様向けにキッズバイクなどを体験い

 

ただけるイベントに加え、新たにさまざまなバイクにふれ合える「バイクラ

 

ンド」が登場します。

このたびは、スケールアップしたステージ「Motoステージ」でレジェンドラ

 

イダーのトークショーにくわえ、決勝日の国歌独唱を行う「MINMI」による

 

前夜祭スペシャルライブやトークステージを行います。
※グランプリオアシスの詳細は決定次第、改めてご案いたします。

【Motoステージ出演予定】

・ケビン・シュワンツ氏

 

・マイケル・ドゥーハン氏
・伊藤真一氏

 

・青木宣篤氏
・MINMI（トーク・ライブ）

【ステージ開催日程】
■レジェンドライダートークショー

 

10月10日（金)～１３日（日）

レジェンドライダー・ゲストをまじえてのトークライブ！

■「MotoGP™クラブナイト」

 

10月11日（土）
決勝前夜の興奮そのままに、「MINMI」スペシャルライブやゲストトークショーを開催！
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新しい観戦スタイル

 

ビクトリースタンドホスピタリティガーデンに
MotoGP™日本グランプリ期間限定のカフェ＆レストランが登場

カフェはイギリスの「ACE CAFE LONDON™」とのコラボによりバイク文化の歴史の源となった世

 

界的に有名な伝説のライダーズカフェが復活。
レストランでは、話題の出張料理人「吉田友則氏」が腕を振るい、バイクレースの 高峰である

 

ＭｏｔｏＧＰ™ならではの絶品料理が楽しめます。ＭｏｔｏＧＰ™日本グランプリ期間限定で登場する

 

これらのカフェとレストランで、ＭｏｔｏＧＰ™の新しい観戦スタイルを存分にお楽しみください。

【シェフ吉田

 

友則氏

 

プロフィール】
1970年、神奈川県横須賀生まれ。
横浜にある製菓製パンの専門学校で勉強し、その後料理の世界に入る。
長野県八ヶ岳の井出忠利氏に師事。井出氏の素材を大事にした一皿に出会い、ジャンルに囚われ

 

ない季節感を大事にした料理を目指すべく海外に渡る。
帰国後、イタリアン、フレンチ、洋食屋などで経験を積み、現在シェフとして口福感の残る料理を提供

 

すべく独自の活動を展開している。
1996年には創作スープ部門で農林水産大臣賞を受賞。
現在は旅するシェフとして14年間で2,000件を越えるお客様と出会い・口福感を提供し続けている。

【話題の出張料理人

 

吉田

 

友則氏

 

】日本グランプリ限定「ライダーのためのレストラン」

話題の出張料理人

 

吉田友則氏がツインリンクもてぎ

 

オフィシャルシェフとなって、もてぎの素材を組み込んだ
この日のためのメニューをご提供いたします。
【開催場所】ビクトリースタンド裏

 

ホスピタリティガーデン内
【開催期間】ＭｏｔｏＧＰ™開催期間
※10月12日（日）のホスピタリティガーデンへの入場にはビクトリースタンド

指定席券が必要です。

【シェフ吉田

 

友則氏

 

コメント】

 

自然豊かな里山に囲まれたツインリンクもてぎは食材にも恵

 

まれたすばらしい地域にあります。ライダー、バイクファンに

 

とって 高のエンターテイメントであるＭｏｔｏＧＰ。私はそれに

 

負けない味で皆様のおもてなしをしたいと思います。

伝説のライダーズカフェ「ACE CAFE LONDON™（エース・カフェ・ロンドン）」が期間限定で登場！

カフェレーサー発祥の地、英国「ACE CAFE LONDON™」とのコラボレーションで

 

ＭｏｔｏＧＰ™日本グランプリ期間限定のライダーズカフェが登場!
【開催場所】ビクトリースタンド裏

 

ホスピタリティガーデン内
【開催期間】ＭｏｔｏＧP™開催期間

※10月12日（日）のホスピタリティガーデンへの入場にはビクトリースタンド指定席券が必要です。

【ACE CAFE LONDON™とは】
60年前のロンドン、若者はレザージャケットを着てバイクに乗りエースカ

 

フェに集まった。

 

若者達はグランプリマシンを模倣したバイクに跨り、その

 

バイクは「カフェレーサー」と呼ばれ現代ではバイクのカスタムスタイルのひ

 

とつとして一般化している。

 

エースカフェは1950年代から1960年代にかけて、ストリートファッションや

 

オートバイ、ロックなどの若者⽂化の中心地だった。それらの文化に深く関

 

わったストーリーに魅了された人々によって今も世界中から愛され、注目さ

 

れている。



茂木町町村合併６０周年記念

グランプリロードR123パレード

 

参加バイク芸人決定！
レジェンドライダー・バイク芸人とともにパレードに参加しよう！

チュートリアル福⽥充徳⽒がPR⼤使を務め、10⽉11⽇（⼟）に開催する「グランプリロードR123パレード」に、
RGTC（RGツーリングクラブ）から参加するバイク芸⼈が決定しました。
当⽇は、パレードに参加するだけでなくパレードの出発地となる「道の駅もてぎ」の出発式、ステージイベント
にも出演し、会場を盛り上げます。

■グランプリロードR123パレード

 

当⽇のスケジュール
8:30〜

 

参加者受付（事前にお申込されたライダー）
12:00〜12:40

 

オープニング
13:15〜14:10

 

地元団体によるイベントステージ
14:15〜14:40

 

SL蒸気機関⾞との記念撮影
14:50〜15:40

 

ゲストイベントステージ：バイク芸⼈トークショー他
15:40〜

 

出発式
16:00〜

 

グランプリロードR123パレード」スタート
※9⽉8⽇現在

 

出演者及びスケジュールは、予告無く変更させていただく場合があります。

パレード参加バイク芸人

≪レイザーラモンＲＧ≫

≪レギュラー

 

西川晃啓≫ ≪カナリア

 

ボン溝黒≫

≪チュートリアル

 

福田充徳≫

≪とろサーモン

 

村田秀亮≫
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パレードには２人のレジェンドライダー（ケビン・シュワンツ氏、マイケル・ドゥーハン氏）も参加します！

【お問い合わせ先】
〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋3丁目166番地
グランプリロードR１２３パレード運営事務局（株式会社埼玉シミズ内）

TEL080-7757-5063

 

FAX 048-658-3202

【お申し込みについて】
インターネットにてエントリー。
http://www.twinring.jp/motogp/

スマートフォン
からエントリー！
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