
2018年6月14日
株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

夏のスペシャルな週末「ツインリンクもてぎ２&４レース」
開催概要およびチケット販売のご案内

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2018年8月18日（土）・19日（日）に、国内最高峰の
2輪・4輪レース「ツインリンクもてぎ2&4レース」を開催いたします。
今大会は夏休み期間で唯一、最新のスーパースポーツバイクによる「JSB1000」と日本の4輪レースにおけるトップカテゴリー
「スーパーフォーミュラ」両方が開催されます。さらにHondaのクルマ・バイク・パワープロダクツを通して「見て、遊んで、体感する」
ことを目的としたファンの皆様への感謝イベント「Enjoy Honda 2018」も同時開催。冒険をテーマにするツインリンクもてぎの夏
休みイベントとあわせ、大人から子どもまで幅広い方々にお楽しみいただける週末となります。
なお前売チケットは6月23日（土）より公式サイト、各プレイガイドなどで販売を開始いたします。

開催概要
■大会名称ツインリンクもてぎ2&4レース

2018年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第5戦
2018 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第6戦（JSB1000）

■開催日 2018年8月18日（土）…JSB1000予選 12:00～13:00／スーパーフォーミュラ予選 14:30～15:24
19日（日）…JSB1000決勝 12:15～23周 ／スーパーフォーミュラ決勝 14:15～52周

※上記スケジュールは変更になる場合があります

■主催 (4輪) エムオースポーツクラブ（M.O.S.C.）／株式会社モビリティランド
(2輪) 一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）／株式会社モビリティランド

■協力 (2輪) エムオースポーツクラブ（M.O.S.C.）

■公認 (4輪) 国際自動車連盟（FIA）／一般社団法人日本自動車連盟（JAF）
(2輪) 国際モーターサイクリズム連盟（FIM）

■後援 スポーツ庁／観光庁／茂木町／東京中日スポーツ／中日スポーツ／中日新聞社

昨年のJSB1000クラス レースシーン

２０１８年８月１８日（土）・１９日（日）

Ｈｏｎｄａのクルマ・バイク・パワープロダクツを通して、
「見て、遊んで、体感する」ことを目的としたファンの皆様への感謝イベント

「Ｅｎｊｏｙ Ｈｏｎｄａ ２０１８ツインリンクもてぎ」同時開催

昨年のスーパーフォーミュラ レースシーン Enjoy Honda 2018 イメージ
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見どころ

スーパーフォーミュラ：世界最高峰レースＦ１にもつながる日本最速バトル
国内最高峰のフォーミュラカーレースであるスーパーフォーミュラ。昨今ではストフェ
ル・バンドーンやピエール・ガスリーが活躍したのちにF1へステップアップしていることも
あり、国内のみならずヨーロッパをはじめ海外からの注目度も高まっている。
今年は全戦で2種類のスリックタイヤが用意され、決勝レースではその両方を使用
しなければならないルールとなった。昨年唯一このルールが適用されたツインリンクも
てぎロードコースではこれまでにないオーバーテイク（追い抜き）合戦が展開された。
今年は蓄積されたノウハウを活かした戦略により、昨年以上に迫力あるオーバーテ
イクシーンが期待できそうだ。
さらに今大会はシリーズ後半の第5戦として開催されるため、チャンピオン争いの行
方を占う意味でも重要なレースになる。事実、昨年の大会で優勝したピエール・ガ
スリーはその勝利で勢いを増してシリーズチャンピオン争いに加わったこともあり、勝者
が誰になるか、見逃せないレースになることは間違いない。

今シーズン第3戦終了時点でポイントリーダーの
山本尚貴（TEAM MUGEN）。
今大会の優勝でチャンピオン獲得へ弾みをつけられるか。

ＪＳＢ１０００：進化しつづける国内最高峰バイクがＭｏｔｏＧＰTMコースでしのぎを削る

ヤマハがフラッグシップバイクYZF-R1をフルモデルチェンジしてファクトリー参戦を再開
した2015年以来、2016年はカワサキZX-10R、2017年はスズキのGSX-1000Rと
HondaのCBR1000RRと、毎年新型マシンが投入されている国内最高峰のバイク
レース、JSB1000。このカテゴリーは鈴鹿8耐と基本構成を共通にしていることもあり、
毎年、各マシンはチームの手により7月末に向けて急速に進化を遂げることが通例だ。
鈴鹿8耐直後に行われる第6戦ツインリンクもてぎではひとつの完成形を迎えたマシン
が勢揃いすることになり、シーズン序盤とは比べ物にならない戦いが期待できる。
開幕3連勝を果たしたヤマハの中須賀克行と、その連勝を止めたカワサキの渡辺
一馬、10年ぶりのHondaファクトリーマシンを駆る高橋巧、スズキの津田拓也をはじめ、
有力ライダーが、世界最高峰のバイクレースMotoGPTMコースで見せるバトルに注目
したい。

10年ぶりにファクトリーとして参戦する「Team HRC」。
現在ランキング3位の高橋巧が、鈴鹿8耐を経て進化する
マシンを駆り、どのようなパフォーマンスを見せるかに注目。

同時開催 「Ｅｎｊｏｙ Ｈｏｎｄａ ２０１８ツインリンクもてぎ」

Hondaのクルマ・バイク・パワープロダクツを通して 「見て、遊んで、体感できる」 ファンの皆様への感謝イベント、「Enjoy
Honda 2018ツインリンクもてぎ」を今年も開催。製品展示をはじめ、様々な体験が出来るプログラムやモータースポーツの魅
力を体感するプログラムなど、大人から子どもまで幅広い方にお楽しみいただけます。

Enjoy Honda ツインリンクもてぎ 2018 公式サイト…http://www.honda.co.jp/enjoyhonda/2018/motegi/
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チケット情報

価格はすべて税込です

６月２３日（土）１０：００より前売チケット販売開始

高校生以上
学割

（高校生以上の学生）
中学生以下

５,０００円
パスポート1日分付

２,５００円
パスポート1日分付

無料

■前売観戦券（２日通し券）

※お子さまのレース観戦は、観戦券をお持ちの高校生以上のご同伴が必要です。
※お車でご来場の場合は、別途駐車券が必要です。
※観戦券・学割には、パスポート1日分が付きます。パスポートはご本人様のみご利用いただけます。
同伴の小中学生以下のパスポートとしてはご利用いただけません。
※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2,500円が必要です。

４輪 ２輪

１,５００円 無料

■前売駐車券（２日通し券）

※別途観戦券が必要です。
※2.5m×5.0mを超える車両は2台分の料金となります。
※入場ゲートの指定はございません。係員の誘導に従いご入場ください。

スーパースピードウェイ（ＳＳＷ）３～４ターン駐車券

３,１００円（限定５０台）

※別途観戦券が必要です。
※夜間の留め置きはできません。
※南ゲートよりご入場ください。

■キャンプステイ駐車券（２日通し券）

スーパースピードウェイ（ＳＳＷ）
コースサイド
（限定１１０台）

ロードコース（ＲＣ）コースサイド
（限定１１０台）

Ｖ字オートキャンプサイト
（限定３０区画）

各 ６,２００円

※別途観戦券が必要です。
※駐車場所は指定です。
※SSWコースサイドは南ゲート、RCコースサイド・V字オートキャンプサイトは北ゲートよりご入場ください。
※SSWコースサイド・RCコースサイドでテントなどを設置していただけるスペースは駐車区画約1台分です。
※V字オートキャンプサイトからコースはご覧になれません。レースは自由席観戦エリアよりご観戦ください。
※V字オートキャンプサイトは駐車券1枚で4輪1台またはバイク5台までご利用いただけます。
※V字オートキャンプサイトの指定区画のサイズは（10m×7m）です。指定区画内にお車の駐車とテントを設営してください
※ご自身のテントでのご宿泊や車中泊が可能です。テント、キャンプ備品等のレンタルはございません。
※直火はご遠慮ください。
※エリア内におけるペットの同伴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。
※21:00以降はエンジンストップのご協力をお願いいたします。
※SSWコースサイド・RCコースサイドに給水の設備はございません。
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セット券①

高校生以上
観戦券＋Ｓ席入場＋パドックパス

９,８００円
パスポート1日分付

■Ｓ席セット券（２日通し券）

※高校生以上が対象です。
※パスポート1日分が付きます。パスポートはご本人様のみご利用いただけます。
※パドック特設観戦エリアにご入場いただけます。
※パドック特設観戦エリア内に椅子はございません。安全確保のためフェンス外側からの観戦となります。
※ご同伴のお子さまのS席・パドック・パドック特設観戦エリアへのご入場は、S席セット券をお持ちの高校生以上のご同伴で無料で
ご入場いただけます。
※お子さまのグリッドパスもご希望の場合は、S席セット券のオプションではなく、別商品のキッズグリッドウォークパス
（高校生以上＋子どものセット券）をお買い求めください。
※4輪駐車券は含まれておりません。お車でご来場の場合は通常またはオプションの駐車券をお買い求めください。

※単体販売は行っておりません。
※夜間の留め置きはできません。
※南ゲートよりご入場ください。
※駐車券はMOBILITY STATION、セブンイレブンのみの販売です。

観戦券にグランドスタンド上段のS席入場とパドックパスがセットになったお得なチケット。オプションで駐車券とグリッドウォー
クパスも選択いただけます。

通常定価１１,７００円

Ｓ席セット券オプション
スーパースピードウェイ（ＳＳＷ）ストレート駐車券

（限定１５０台）

Ｓ席セット券オプション
スーパースピードウェイ（ＳＳＷ）３～４ターン駐車券

（限定３００台）

２,１００円 １,５００円

Ｓ席セット券オプション
グリッドウォーク

３,１００円

※スーパーフォーミュラおよびJSB1000の決勝レース開始直前のグリッドウォークにご参加いただけます。
※グリッドウォーク集合場所は第1パドックのコントロールタワー付近です。
各レーススタート時間のスタート進行中での開催となります。

※グリッドウォーク券はツインリンクもてぎ（MOBILITY STATION/チケットセンター窓口）、セブン-イレブンのみの販売です。
※高校生以上が対象です。
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セット券②

高校生以上 ２名観戦券＋Ｓ２駐車券

１０,５００円
パスポート1日分付

前売パスポート
小中学生

前売パスポート
３歳～未就学児

３,０００円 １,７００円

■ファミリーチケット（２日通し券）

※観戦券高校生以上2枚＋S2駐車券＋お子さまパスポートのセット券です。
※お子さまのパスポートは1枚から必要分を選んでお買い求めいただけます。
※高校生以上には、パスポート1日分が付きます。
高校生以上の観戦券に付くパスポートは小中学生以下のパスポートとしてはご利用いただけません。
※パスポートはどちらか1日のみ有効です。
※南ゲートよりご入場ください。

レース観戦券とお子さまのパスポートがセットした前売券。ファミリーでモビパークをお楽しみいただきレース観戦をされる方
におすすめです。

通常定価１１,５００円

スペシャルチケット①

チームのピット正面のグランドスタンドに設置されるファンシートが今年も登場。
応援グッズ付きですのでファン同士で盛り上がろう！

観戦券＋ファンシート入場
高校生以上

観戦券＋ファンシート入場
３歳～中学生

・Ｈｏｎｄａファンシート
・ＴＯＹＯＴＡ ＧＡＺＯＯ Ｒａｃｉｎｇファンシート
・ヤマハファンシート
・スズキファンシート
・カワサキファンシート

各５,５００円
パスポート1日分付

５００円

■ファンシート（２日通し券）

■特典内容
・対象メーカー、チーム優勝時の表彰台最前列優先入場
・応援グッズ（3歳以上）

※観戦券とファンシート入場のセット券です。
※エリア指定は8月19日（日）決勝日のみです。 8月18日（土）は一部の席を除き自由席となります。
※ファンシートはA席にエリア指定で設定いたします。
※お車でご来場の場合は、別途駐車券が必要です。
※高校生以上にはパスポート1日分が付きます。
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最終コーナーからストレートにかけての熱いバトルが観戦できるグループ・ファミリー向けの観戦席「ビクトリーコーナーテラス」
がエリアを拡大。お好みの観戦スタイルに合わせて5つの商品（プレミアム、ボックスシート、ドームテントシート、パーティーテー
ブルシート、フリーエリア）からお選びいただけます。

■ビクトリーコーナーテラス

ビクトリーコーナーテラス プレミアム
１区画（屋根付き）＋Ｓ１指定駐車券

２４,０００円（限定１２区画）

スペシャルチケット②

専用モニターが付いた屋根付きの快適な空間で、ゆったりすごせる
ワンランク上の観戦席。オプションでBBQをお楽しみいただけます。

※別途観戦券が必要です。
※南ゲートよりご入場ください。
※最大8名までご利用いただけます。
※1区画のサイズは3.6m×4.7mです（屋根のサイズは3.6m×2.6m）
※No.6の1区画のサイズは5.0m×4.7mです。通路側のオーニングはつきません（カーテンを閉めて個室にすることは可能です）
※区画番号までお選びいただけます。
※お食事はオプション販売です。詳しくは公式ホームページをご覧ください。

ボックスシート
（５名まで）

横２.５m×奥行２.５m

１区画＋Ｓ２指定駐車券

ドームテントシート
（４名まで）

横２.５m×奥行３m

１区画＋Ｓ２指定駐車券

パーティーテーブルシート
（６名まで）

横３m×奥行３m

１区画＋Ｓ２指定駐車券

フリーエリア
（５名まで）

横２.５m×奥行３m

１区画＋東エントランス
駐車券

12,100円 11,100円 11,100円 6,100円

※別途観戦券が必要です。
※南ゲートよりご入場ください。
※直火はご遠慮ください。
※ボックスシートのテントの固定はウェイト等をご使用ください（フリーエリアは固定用フックがございます）。
※ご観戦の際は前面フェンスにはよりかからずに座ってご観戦ください。
※持込テントを設置される場合は、風で飛ばされないように固定をお願いいたします。
※ドームテントは簡易テントです。完全防水ではありませんので雨量によりテント内に水が浸入する場合があります。
※お食事はオプション販売です。詳しくは公式ホームページをご覧ください。

観戦スタイルに合わせて自由に使える観戦エリア。近くの駐車場をご利用いただけますので、アウトドアセットを持ち込んで
BBQを楽しんだりレジャーシートで寝転んだり、お好みのスタイルで観戦いただけます。

■ＳＯＲＡサイト

１区画（３m×３m）＋東エントランス指定駐車券

（限定３３区画）

１区画（２.５m×２.０m）＋東エントランス指定駐車券

（限定７区画）

【ワンちゃん同伴エリア・記念品ドッグタグ付】

７,１００円 ９,０００円

※別途観戦券が必要です。
※南ゲートよりご入場ください。
※区画サイズは3.0m×3.0mです。ワンちゃん同伴エリアは2.5m×2.0m。
※区画内にテーブル・イス、BBQコンロ、パラソル、ポップアップテントなどお持込みいただけます。
※最大6名までご利用いただけます。
※区画内にテーブル・イスはございません。
※直火はご遠慮ください。
※区画サイズ以内でのテント設置・ステイが可能です。
※地面はアスファルトとなります。テントの固定はウェイト等をご使用ください。
※ワンちゃん同伴エリアのご利用にあたっては、公式ホームページ記載のご注意を必ずお守りください。
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S席最上段からコース全体を見渡せるロケーションのテラス席エリアで贅沢にゆったりおくつろぎいただけます。専用モニター
や電源コンセントも完備され快適にレースを観戦いただけます。

■ＶＩＰテラスプレミアム（２日通し券）

プレミアムチケット

※区画貸し切りをご希望の場合は、先行予約を受付いたします。
6月13日（水）10：00～6月22日（金）16：00までにツインリンクもてぎチケットセンターまでご連絡ください。
電話 0285-64-0080
※テラス席エリアにはテーブルが2つ、イスが10席ございます。
※8月18日（土）～19日（日）の2日間ご利用いただけます。
※テラス席エリアは屋根が付いております。
※1区画最大10名様までご利用いただけます。
※テラス席エリア1区画サイズ：4.0m×7.5m。
※S席はテラス席エリア前面の10席をご利用いただけます。
※テラス席は相席でのご利用となります。
※北ゲートよりご入場ください。

※N1駐車券をお持ちのお客様は北ゲートより、S1駐車券をお持ちのお客様は南ゲートよりご入場ください。
※VIPスイートルーム内のテーブル席は相席でのご利用となります。
※N1・S1駐車券が完売した場合は、N-A駐車券となります。あらかじめご了承ください。

１区画貸切・１０名まで※ １名（３歳以上共通）

２４９,０００円
パスポート1日分付

２４,９００円
パスポート1日分付

観戦券＋Ｓ席指定券＋テラス席エリア入場＋パドックパス＋グリッドウォーク＋Ｎ-Ａ指定駐車券
特製弁当（日曜のみ）、ドリンク付

コース全体が一望でき、室内で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いただけます。

■ＶＩＰスイート～プレミアム～（２日通し券）

３歳以上共通

４０,２００円
パスポート1日分付

観戦券＋ＶＩＰスイート入場券＋Ｓ席入場＋パドックパス＋グリッドウォーク＋Ｎ１またはＳ１駐車券
ビュッフェ（土日）、フリードリンク、公式プログラム付

■ＶＩＰスイート （２日通し券）

※N1駐車券をお持ちのお客様は北ゲートより、S1駐車券をお持ちのお客様は南ゲートよりご入場ください。
※VIPスイートルーム内のテーブル席は相席でのご利用となります。
※N1・S1駐車券が完売した場合は、N-A駐車券となります。あらかじめご了承ください。

高校生以上 ３歳～中学生

２７,８００円
パスポート１日分付

２２,５００円

観戦券＋ＶＩＰスイート入場券＋Ｓ席入場＋パドックパス＋グリッドウォーク＋Ｎ１またはＳ１駐車券（大人券のみ）
スペシャルランチボックス（日曜のみ）、フリードリンク、公式プログラム付
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高校生以上 中学生以下

５,２００円 無料

キッズグリッドウォークパス 限定２００セット キッズグリッドウォークパス 追加券

高校生以上 １名＋３歳～中学生 １名 高校生以上 １名 ３歳～中学生 １名

４,７００円 ３,１００円 １,６００円

オプションチケット

ドライバーやレース関係者の拠点となるパドックに加え、迫力のパドック特設観戦エリアにご入場いただけます。

■パドックパス （ピットウォーク付・２日通し券）

※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。
※お子さまはパドックパスをお持ちの高校生以上のご同伴が必要です。
※パドック特設観戦エリアにご入場いただけます。

高校生以上 中学生以下

８/１８（土）・１９（日）
各日 ２,１００円

無料

憧れの選手やマシンに近づけるピットウォークへご参加いただけます。

■ピットウォークパス （各日当日限り有効）

※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。
※お子さまはパドックパスまたは、ピットウォークパスをお持ちの高校生以上のご同伴が必要です。

決勝レース開始直前のグリッドに入場いただけます。

■キッズグリッドウォークパス

※別途観戦券が必要です。
※グリッドウォークは、スーパーフォーミュラおよびJSB1000決勝レース開始直前のグリッドウォークにご参加いただけます。
※高校生以上のみ、または中学生以下のみでの参加はできません。高校生以上が必ず一緒にご参加ください。
※追加券のみの購入はできません。
※中学生以下1名につき高校生以上の方は最大2名まで参加いただけます。その際は高校生以上の追加券3,100円をご購入ください
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プレイガイド、コンビニエンスストア
●チケットぴあ ●ローソンチケット ●e+ 

●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 ●ミニストップ

※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あります。

※券種によってお取り扱いのない窓口があります。

ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ（オンラインショップ）

ＰＣ・スマートフォン： https://online.mobilityland.co.jp/

ツインリンクもてぎチケットセンター

窓口販売

ツインリンクもてぎチケットセンター

電話販売 0285-64-0080

店舗での販売
●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）

Web通販：6月23日（土）10:00～8月8日（水)23：59

ファミリーマート受取：6月23日（土）10:00～8月17日（金) 23：59

※対象券種のみ

各種チケットの詳細、特典およびその他の商品などについては、ツインリンクもてぎウェブサイトでご確認ください

6月23日（土）10：00～8月17日（金）23：59

※本リリースに記載している内容は変更になる場合がございます。

当日駐車券
（当日限り有効）

４輪
コースサイドキャンプステイ

（ロードコース/スーパースピードウェイ）
２輪

８月１９日（土） ２,０００円 ７,２００円
（２日間有効）

無料
８月２０日（日） ２,０００円

当日観戦券
（当日限り有効）

高校生以上 中学生まで

８月１９日（土） ３,６００円

無料
８月２０日（日）

６,２００円
パスポート１日分付

※コースサイドキャンプステイ（ロードコース/スーパースピードウェイ）は、前売にて完売の場合、当日券の販売はございません。

当日券

6月23日（土）10：00～8月17日（金）18：30

6月23日（土）10：00～8月12日（日）17：00

6月23日（土）10：00～8月17日（金）18：30

※お電話による通信販売は、観戦券、駐車券、パドックパス、ピットウォークパスを販売いたします。
※代金のお支払い方法は代引きのみです。クレジットカードでのお支払いはできません（発送・代引き手数料1,000円が発生いたします）。

チケット販売窓口
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