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■ 大会名称 2008 IRL R Indy Car R Series Round 3
BRIDGESTONE INDYTM JAPAN 300 mile

（和文表記） 2008 IRL R インディカー・シリーズ 第3戦
ブリヂストン インディジャパン 300マイル

■ 主　　催 株式会社モビリティランド　ツインリンクもてぎ
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）、社団法人日本自動車連盟（JAF）

■ 大会特別協賛 株式会社ブリヂストン

■ オフィシャルエアライン 全日本空輸株式会社

■ オフィシャルカーゴ エアライン 日本貨物航空株式会社

■ オフィシャルパートナー 株式会社オートバックスセブン
デルファイ・コーポレーション
株式会社 NIPPOコーポレーション

■ プロモーションパートナー 社団法人 日本ボウリング場協会
株式会社ローソン

■ 後　　援 アメリカ大使館 商務部、ブラジル大使館、インディアナ州政府、
農林水産省（予定）、栃木県、茨城県、宇都宮市、真岡市、
那須烏山市、日光市、栃木市、さくら市、下野市、水戸市、笠間市、
常陸大宮市、高萩市、茂木町、芳賀町、市貝町、益子町、高根沢町、
二宮町、大平町、都賀町、城里町、
栃木県教育委員会、茨城県教育委員会、宇都宮商工会議所（予定）、
真岡商工会議所、水戸市教育委員会、高萩市教育委員会、
宇都宮観光コンベンション協会、水戸商工会議所、水戸観光協会、
読売新聞社、茨城新聞社、FM栃木、bayfm、FM NACK5、
FM yokohama84.7、FM GUNMA、FMふくしま、InterFM

■ オフィシャルテレビジョン 日本テレビ放送網

■ 開催会場 ツインリンクもてぎ　スーパースピードウェイ
（1周：1.5マイル〈約2.4km〉）
栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1
TEL.0285-64-0001（代表）
http://www.twinring.jp/

■ オフィシャルウェブサイト http://www.indyjapan.com/

■ 開催日程 2008年 4月17日（木）練習日
4月18日（金）予選日
4月19日（土）決勝日 13:00スタート（予定）

（300マイル：200周）
※4月20日（日）雨天予備日

開催概要
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2008 インディカー・シリーズ
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ラウンド 開催日 開催場所 コース 長さ（マイル）

第 1 戦 3月29日 マイアミ（フロリダ州：ホームステッド・マイアミ・スピードウェイ)※ オーバル 1.5

第 2 戦 4月6日 セント・ピーターズバーグ（フロリダ州：セント・ピーターズバーグ市街地コース） 市街地 1.806

第 3 戦 4月19日 ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町） オーバル 1.5

第 4 戦 4月27日 カンザス（カンザス州：カンザス・スピードウェイ） オーバル 1.5

第 5 戦 5月25日 インディアナポリス (インディアナ州・インディアナポリス・モータースピードウェイ) オーバル 2.5

第 6 戦 6月1日 ミルウォーキー (ウィスコンシン州・ザ・ミルウォーキー・マイル) オーバル 1

第 7 戦 6月7日 テキサス (テキサス州・テキサス・モータースピードウェイ)※ オーバル 1.5

第 8 戦 6月22日 アイオワ (アイオワ州・アイオワ・スピードウェイ) オーバル 0.875

第 9 戦 6月28日 リッチモンド (バージニア州・リッチモンド・インターナショナル・レースウェイ)※ オーバル 0.75

第10戦 7月6日 ワトキンスグレン (ニューヨーク州・ワトキンスグレン・インターナショナル) ロード 3.4

第11戦 7月12日 ナッシュビル (テネシー州・ナッシュビル・スーパースピードウェイ)※ オーバル 1.33

第12戦 7月20日 ミッド・オハイオ (オハイオ州：ミッドオハイオ・スポーツカーコース) ロード 2.258

第13戦 8月9日 ケンタッキー (ケンタッキー州・ケンタッキー・スピードウェイ)※ オーバル 1.5

第14戦 8月24日 インフィニオン (カリフォルニア州：インフィニオン・レースウェイ) ロード 2.3

第15戦 8月31日 ベル・アイル (デトロイト州：ベル・アイル市街地コース) 市街地 2.096

第16戦 9月7日 シカゴランド (イリノイ州・シカゴランド・スピードウェイ) オーバル 1.5

※ ナイトレース

インディカー・シリーズは、世界最大のモータースポーツイベント「インディアナポリス500マイルレース（通

称：インディ500）」を頂点とする米国最高峰のフォーミュラカー・レース・シリーズだ。1911年に第1回大

会が開催され今年で92回目を数えるインディ500は、その長い歴史と伝統からF1モナコGP、ル・マン24

時間と並び世界3大レースと称され、世界中から注目を集めるビッグイベント。

その魅力はバンクのついたオーバルコースを数台のマシンが接近しながら超高速で走行するところにある。

レースでは常にサイドバイサイドの熱いバトルが繰り広げられ、スタートから数百マイル先のゴールまでその

デッドヒートが続く。そのスリリングなシーンの連続こそがアメリカンモータースポーツの真髄であり多くの

ファンを魅了し続けている理由である。

2008年のインディカー・シリーズは11のオーバルコースに加え、テクニックの要求される3つのロードコ

ース、そしてコース幅が狭くミスの許されない2つの市街地コースの全16戦でチャンピオンが争われる。

日本唯一のオーバルコースをもつ、ツインリンクもてぎでは4月19日（土）にシリーズ第3戦が開催される。



2008 インディカー・シリーズ 暫定エントリーリスト

- 3 -

2008年1月11日現在※上記エントリーリストは変更となる場合があります。
※最終的なエントリー台数は20台以上となる予定です。
※(R)はルーキードライバーです。

『2008年シーズンも激戦を予感させるドライバーラインナップ』

すでに名門チームペンスキーの顔とも言えるE・カストロネベスが今年もカーナンバー3でエントリー。2001

年、2002年と2年連続でインディ500を制したカストロネベスが今年こそ初のシリーズチャンピオンを狙う。

高いチーム力で常に優勝争いを展開するターゲット・チップ・ガナッシ・レーシングは今年も2人のチャンピ

オンを擁してシリーズに挑む。昨年最終戦、残り数百メートルでのガス欠で2度目のチャンピオンを逃した

2003年のチャンピオン、S・ディクソンと今年も大本命の2005年チャンピオン、D・ウェルドンのダブル

チャンピオン体制は最強コンビ。

そして、2004年のチャンピオンで昨年のもてぎウィナー、T・カナーンがチームリーダーとして今シーズン

最多の4台体制で臨むアンドレッティ・グリーン・レーシングは個性の強い4人が揃った。美貌と実力を併せ

持つ唯一の女性ドライバー、D・パトリック。祖父、父とF1ドライバーの家系を継ぐアンドレッティ家のサラ

ブレッド、M・アンドレッティ。そして、昨年の最終戦でデビューレースながらファステストラップを記録し

周囲を驚かせた武藤英紀がこの名門チーム入りを果たした。

マシンのイコールコンディションが徹底されているインディカー・シリーズでは、全車が3500ccのHONDA

V8エンジンを搭載し、タイヤはファイアストン・ファイアホークとなっている。また、燃料も統一されており

昨年からはモータースポーツ界では初めてシリーズを通して全車に100％バイオエタノール燃料が使用され

ている。

そのため、全てのチーム、ドライバーにチャンスがあり常に大混戦となるレースが続けられるのだ。

チーム No.  ドライバー 

 Vision Racing  2  TBD  

 ヴィジョン・レーシング 20  Ed Carpenter　エド・カーペンター  

 Team Penske  3  Helio Castroneves　エリオ・カストロネベス 

 チームペンスキー 6  Ryan Briscoe　ライアン・ブリスコー 

 Delphi Panther Racing  
4  Vitor Meira　ヴィットール・メイラ 

 デルファイ・パンサー・レーシング    

 Dreyer & Reinbold Racing 5 TBD  
 ドレイヤー＆レインボールド・レーシング 15 TBD  

   7 Danica Patrick　ダニカ・パトリック  

 Andretti Green Racing 11 Tony Kanaan 　トニー・カナーン  
 アンドレッティ・グリーン・レーシング 26 Marco Andretti　マルコ・アンドレッティ  

   27 Hideki Mutoh  (R) 　武藤 英紀  

 Target Chip Ganassi Racing 9 Scott Dixon 　スコット・ディクソン  

 ターゲット・チップ・ガナッシ・レーシング 10 Dan Wheldon　ダン・ウェルドン  

 AJ Foyt Racing 
14 Darren Manning　ダレン・マニング

  

 A.J.フォイト・レーシング    

 Rahal Letterman Racing 
17 Ryan Hunter-Reay　ライアン・ハンターレイ 

 レイホール-レターマン・レーシング    

 Roth Racing 24 Jay Howard (R)　ジェイ・ハワード 

 ロス・レーシング 25 Marty  Roth　マーティ・ロス 
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BRIDGESTONE INDYTM JAPAN 300mile の見どころ

『1ラップ平均時速205mile、330km/h、極限のハイスピードバトル再び』

信じられないほどのスピードでスーパースピードウェイを疾走。レース中の燃料補給、タイヤ交

換でめまぐるしく順位が替わり、フルコースコーション（全周追い越し禁止）でマシンごとのタイム

差は一気に消滅。最後まで誰が栄光のチェッカーフラッグを受けるか分からない、それがインディ

カー・シリーズだ。今年もツインリンクもてぎ・スーパースピードウェイを舞台にシリーズ第3戦

「2008 BRIDGESTONE INDYTM JAPAN 300mile」が開催される。昨年予選でH・カストロネ

ベスが記録したポール・ポジションタイムは26秒6416。1周1.5マイル（2. 4km）のコースを平

均時速205.393マイル（約329km/h）で駆け抜けた。これはあくまでも1周の平均速度、ストレ

ートスピードは時速350km/h近くに達する。もちろん国内では最も速いレースだ。そのハイスピ

ードで展開されるバトルは大迫力でスタンドに迫ってくる。観る側にとっては最後まで息の抜けな

いものとなる。事実昨年は最後までデッドヒートが続き、優勝したT・カナーンと2位のD・ウェル

ドンの差はわずか0秒48しかなかった。今年もインディカー・シリーズは、昨年もてぎで優勝争い

を展開したカナーン、ウェルドン、M・アンドレッティらスター選手が揃った。そして日本期待の武

藤英紀も加わった。彼らがくり広げる極限のハイスピードバトルは、まさに見逃すことのできない

戦いとなる。

『インディ・プロシリーズ2勝の実績とともに武藤英紀が初の母国ランに挑む』

武藤英紀が始めての母国ラン、初めてのツインリンクもてぎ・スーパースピードウェイでの戦い

に挑むことになった。1998年「中学を卒業した次の日にひとりでイギリスに行った」と言う武藤。

自らの力でレース参戦の道を切り開き、02年に帰国するとフォーミュラ・ドリームに参戦し、翌年

チャンピオンを獲得。全日本F3参戦を経て、06年国内最高峰のフォーミュラ・ニッポンに登りつ

めた。しかし武藤のチャレンジ精神は新たな挑戦を求めた。07年インディカー・シリーズの下に位

置するインディ・プロシリーズに参戦。そして2008年、ついにインディカー・シリーズフル参戦を

果たしたのだ。武藤にとっては初めての母国ラン、加えてスーパースピードウェイでのレースも初

めてとなるが、トップ争いさえ期待されているのだ。それは武藤の実績が証明している。インディ・

プロシリーズで2度のポール・トゥ・ウィンを記録し、シリーズランキング2位に食い込む活躍でル

ーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得。インディカー・シリーズ最終戦、シカゴランドにスポット参戦す

ると、ファステストラップを記録して8位フィニッシュ。まさにゴールデンルーキーと呼べる速さ

を見せたのだ。今シーズンは名門中の名門、AGR（アンドレッティ・グリーン・レーシング）からの

参戦となるだけに、期待は大きくふくらむばかり。強豪選手を相手にどんな戦いを見せてくれるの

だろうか、武藤からは一瞬たりとも目が離せなくなりそうだ。



さらなる頂き目指して―武藤英紀凱旋
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武藤 英紀 （むとう ひでき）
1982年10月6日生まれ　東京都出身
1995年 カートレースデビュー
1997年 カート地方選手権関東・東シリーズチャンピオン獲得
1998年 イギリス フォーミュラ・ボクソール・ウィンターシリーズ参戦
1999年 イギリス フォーミュラ・ボクソール参戦
2000年 イギリス フォーミュラ・フォード参戦
2001年 イギリス フォーミュラ・フォード参戦・ヨーロッパ選手権3位
2002年 フォーミュラ・ドリーム参戦
2003年 フォーミュラ・ドリーム、チャンピオン獲得
2004年 全日本F3参戦
2005年 全日本F3参戦、ランク3位
2006年 フォーミュラ・ニッポン参戦

SGT、GT500クラス参戦、1勝を記録しルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得
2007年　 インディ・プロシリーズ参戦、2勝を記録しルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得

■東京築地市場、老舗魚屋の4代目が一冊の辞書を頼りに、手探りの中で切り開いたモータースポーツの道。あれから11年、
インディカー・シリーズトップチームAGRから武藤英紀が初めての母国凱旋レースに挑む！
「インディカー・シリーズ参戦が決まってほっとしました。AGRと一緒に仕事ができることを感謝しています。すばらしい
成績を残しているチームに自分も貢献できることを願っています。昨年暮れにAGRのマシンでもてぎを走りましたが、車
もいいからなんでしょうが、初めて走るコースとは思えないくらいすぐに慣れることができました。トップチームに入った
わけですから、それに恥じない走りを見せないと。そのためにベストを尽くします。もちろんもてぎでいい結果を出せるよ
うにしたいですね、僕自身が楽しみにしています」

■ジュニアカートワールドカート選手権参戦のために、武藤少年はわずか13歳でベルギーに渡った。
「遊園地のゴーカートが大好きだったんです。ある日父親が雑誌でレーシングカートのことを見て、千葉のカート場へ行った
のが始まりでした。最初の年に新人賞を獲って、2年目にベルギーに行ってレースに参戦、3年目にJAF東シリーズのチャン
ピオンを獲りました。その頃から海外でレースをしたいという気持ちが強かったです」

■頼りは一冊の辞書だけ。中学卒業翌日の単身渡英でモータースポーツの基礎を学んだ。
「ヨーロッパでカートシリーズに出場しようと思っていたとき、知り合いからアドバイスをもらって、入門フォーミュラレー
スに参戦を決めたんです。中学の卒業式の翌日にいきなりイギリスに行っちゃいました（笑）。言葉もぜんぜん分からなく
て買い物もできない。ホームステイ先の仕事を手伝いながら辞書を片手に英語を覚えました。辞書が僕のライフラインで
したね。住んだのはイギリスのノーリッチという田舎町、いい人ばかりで街の人にもずいぶんお世話になりました。ただ白
米がなかなか手に入らないし、誰も生魚を食べないから、これは魚屋の息子としては辛かったですね（笑）。でも慣れればイ
ギリスの伝統料理はけっこうおいしくて、今でも恋しくなることがありますよ」

■実家は築地市場で中卸を営む魚屋、曽祖父から続く老舗の4代目。しかし物心付いたときにはレーサーになることしか考
えていなかった。
「魚は好きですけど最近は忙しくて外食やお弁当が多くなかなか食べられない。実家に帰ると父の持ってきた魚を食べられ
るのがうれしいですね。子供の頃から慣れ親しんでいるし、魚は好きです。でもテレビを見て3、4歳の頃からレーサーに
なりたいと思っていて、小学生の頃からカートレースを始めたので魚屋になりたいと考えたことはなかった。でも代々続け
てきた魚屋だから、やっぱり看板は背負っていかなきゃダメかなと、最近少し思いますね」

■がむしゃらに突き進んだヨーロッパ武者修行が、フォーミュラ・ドリームチャンピオン獲得へ―。
「激しいドライビングは当たり前でした。フォーミュラ・フォードの世界一決定戦に出場したときは、多くのレースをしなが
ら上位に残ったものがファイナルレースへ進むんですけど、そのときにはもうマシンはボロボロでした。105台が出場し、
7位になりました。このとき優勝したのがA・デビッドソン（2007年スーパーアグリF1チームドライバー）でした。でもそ
の上のF3に上がるのはお金がかかる。そのときフォーミュラ・ドリームのことを知って帰国しました」

■フォーミュラ・ドリームチャンピオンからF3へ、そして国内最高峰フォーミュラ・ニッポン参戦
「フォーミュラ・ドリームのタイトルを獲って、これで直ぐにでもイギリスF3に参戦できると思っていました。ちょっと焦っ
ていましたね（笑）。早く行かなくちゃって、もちろんF1へ。でも世の中はそんなに甘いものではなかった（笑）。全日本F3
に参戦し、その後フォーミュラ・ニッポン、スーパーGTに参戦しました。ハイレベルな環境の中で常に集中して走らなけれ
ばならないというのは、全く気のゆるみが許されなかった。本当にいろいろな事を勉強しましたね。フォーミュラ・ニッポ
ンでファステストラップを叩き出せた時は本当に良い感覚で走れたんですよ。でも、あの時の感覚を再び得ることが出来な
いで苦労しました。速く走る難しさを感じましたね」

■ステップダウン覚悟のインディ・プロシリーズで、ルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得。大きな夢インディカー・シリーズ
参戦を掴みとった
「インディ・プロシリーズの話が来たときは正直悩みました。フォーミュラ・ニッポンからすれば、見方によってはステップ
ダウンになりますからね。もしインディ・プロシリーズで結果が出せなければ、その上のインディカー・シリーズには行けな
いし、日本に戻っても乗れるカテゴリーがなくなってしまう。そんなことも考えました。でも、インディ・プロシリーズの
テスト走行でチームのパフォーマンスはあると思ったし、いい勝ち方ができると思いました」



- 6 -

場内イベント情報 ①

■全ドライバーサイン会
INDY JAPANは予選日からイベント充実。アメリカンモータースポーツならでは
のフレンドリーなドライバーサイン会は全ドライバーが参加予定。

日 時 4月18日（金）全走行終了後

会 場 ロードコースピットロード

■ドライバートークショー
時速300Kmを超える世界で戦うインディドライバーたちのレース前の意気込みだ
けでなく、裏話や秘話なども聞くことができるチャンスです。

日 時 4月19日（土）

日 時 4月19日（土） レーススタート前

会 場 中央エントランス前広場

■ オープニングセレモニー
10:00～ コースアトラクション

・ストックカーオーバルバトル アドベンチャー
・ブルーインパルスJr.

11:50～　　 オープニングセレモニー
・オフィシャルカーパレード
・ドライバー紹介
・安全祈願
・日本国国歌演奏/米国国歌演奏
・渡辺貞夫 INDY JAPANスペシャルセッション
・DRIVER'S START YOUR ENGINES

13:00 レーススタート

※予告なく変更する場合があります。

■ 渡辺貞夫 INDY JAPAN スペシャルセッション
栃木県宇都宮市出身の渡辺貞夫さんが今年もINDY JAPANを盛り上げてくれます。
渡辺貞夫さん指導のもと、宇都宮を中心に活動しているESCOLA JAFRO（エスコーラジャ
フロ）や地元の子どもたちとのスペシャルセッションは、レーススタートへの興奮を一気に高め
ます。

会 場 スーパースピードウェイ特設ステージ

※イベントは変更となる場合がございます。

レースファン必見のイベント！
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■ ダートトラック オールスターレース　― INDY JAPAN Special ―
アメリカで最もポピュラーなオーバルレースの一つ、"ダートトラックレース"。
ツインリンクもてぎには、日本で唯一の本格的ダートトラックオーバルがあり、
国内トップレベルの選手が凌ぎを削っています。今回は INDY JAPAN
観戦のレースフリークの皆様に、ダートトラックレースの醍醐味もお楽しみいただ
こうと、2輪・4輪（フォーカスミジェットカー）のスペシャルレースを展開します。

日 程 4月19日（土）インディジャパン決勝レース終了後

会 場 ダートトラック

2008年、本場アメリカで人気の“フォーカスミジェットカー”が
ツインリンクもてぎに登場！！

2008年、本場アメリカで人気の“フォーカスミジェットカー”がツインリンク
もてぎに登場いたします。今年からこの車両を使用し、初めての方から経験者
の方までそれぞれのスキルに応じたカリキュラムでお楽しみいただける、『ミジ
ェットカースクール』を開催いたします。また「もっと練習したい」という方に
は『スポーツ走行』もお楽しみいただけます。両プログラムとも車両はツインリ
ンクもてぎがレンタルいたします。さらに、より大勢の皆様にその魅力を感じ
ていただけるよう、INDY JAPANなどのツインリンクもてぎで開催するビッ
グイベント時に合わせて『エキシビションレース』も開催いたします。ツインリ
ンクもてぎの新たなミジェットカー展開にぜひご注目ください。

※料金はすべて税込料金を表示しております。 ※イベントは変更となる場合がございます。

アメリカンな気分を満喫！

■ アメリカンCARヴィレッジ
アメリカンカー愛好家が一同に会し、自慢の愛車を所狭しと展示。
会場をアメリカンに演出します。

会 場 ホコテンエリア

日 程 4月19日（土）

■ ストックカー オーバルバトル アドベンチャー
アメリカでインディカー・シリーズとともに人気のオーバルレース、“ストックカーレー
ス”。オープンホイールのインディカーとは一味違ったダイナミックな走りが魅力です。
INDY JAPAN決勝レース前に、ツインリンクもてぎオリジナルのストックカー
“もてぎストックカー”が迫力のバトルを展開します。そのバトルのさなかに観光バスで
コースイン。ストックカーレースの迫力を間近で体感していただけます。

会 場 スーパースピードウェイ

料 金 バス乗車 2,000円（定員制）／観覧 無料

日 程 4月19日（土）INDY JAPAN決勝レース前

【フォーカスミジェットカー車両諸元】
・総排気量： 2,000cc
・最高出力： 178ps
・全 長 ： 3,160mm
・全 幅 ： 1,760mm
・全 高 ： 1,430mm
・重 量 ：　415kg
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■ プロバスケットボールチーム 栃木ブレックス・インディアナ州PRブース
2007年6月設立、同年11月よりJBL2に栃木県初のプロバスケットボールチームとして07-08シーズンに参戦、翌シーズ
ンには日本のトップリーグJBLに昇格が決定している栃木ブレックスPRブースが登場。栃木県宇都宮市を拠点に活動し、
チームカラーは栃木県の姉妹提携州である米国インディアナ州にあるNBAチーム「ペイサーズ」のチームカラーを踏襲。
会場内のブースで栃木ブレックスのPRの他、インディアナ州のPRにも協力します。また、2月23日
（土）宇都宮市体育館で開催される栃木ブレックスのゲームでは「Indiana Day」と銘打ち、インディ
アナ州のPRのほかINDY JAPANのPRを開催いたします。

会 場 中央エントランス前広場

※イベントは変更となる場合がございます。

ファミリーで楽しめるイベント！

■ 栃木県観光PRブース
地元栃木県の魅力をたっぷり感じていただく観光PRブースは今年も登場。世界文化遺
産に登録されている日光の社寺やラムサール条約登録地の奥日光の湿地、県内に約70
カ所も存在する温泉地などの観光スポットの数々を紹介します。ブース内では各観光
地のPRやイベントゲーム大会などのほか、県産品を使った自慢の味も楽しめます。

会 場 中央エントランス前広場

■ 茨城県観光PRブース
豊かで親しみやすい自然、伝統ある歴史・文化遺産など様々な観光スポット・イベントや「食の
王国いばらき」自慢の県産品などを紹介します。また、会場では華やかな観光大使や、11月に
開催予定の「第23回国民文化祭2008常世の国こくぶん祭」キャラクターの「ハッスル黄門」が
皆様をお迎えします。

会 場 中央エントランス前広場

■ インディジャパン飲酒運転撲滅キャンペーン
ツインリンクもてぎは、「飲酒運転撲滅」にむけて、告知活動や栃木県警『飲酒運転根絶運動』と連携して、INDY JAPAN飲酒
運転撲滅キャンペーンを実施します。INDY JAPAN当日は、飲酒体感ゴーグルの実演や交通安全川柳の展示などもあり
ます。

会 場 中央エントランス前広場

■ ブラジル紹介コーナー
インディカードライバーも多数存在するブラジル。今年、日本・ブラジル交流が100周年を迎え、INDY JAPAN開催中
は、「ブラジル紹介コーナー」を設置いたします。日系移民歴史パネル展示や交流100周年にまつわる記念品の展示などを
行い、初期の移民者の生活の紹介や、交流の歴史をご紹介します。また4月26日（土）～5月6日（火）まで、ツインリンク
もてぎでは、「ピピラのワールドツアー」として、“情熱の国ブラジル”に焦点をあてたイベントを開催いたします。

日 程 4月17日（木）、18日（金）、19日（土）

場 所 中央エントランス前広場

※ブラジルはインディカー・マシンの燃料バイオエタノールの世界第2位の生産
国であり、IDNY JAPANでは2006年エリオ・カストロネベス、2007年ト
ニー・カナーンと連続してブラジル人選手が優勝しています。また、栃木県は
真岡市を中心にブラジル人の人口増加がある地域であり、リトルブラジルがあ
る群馬県とも隣接。日本・ブラジル交流100年を迎える今年、新しくブラジ
ル大使館が本イベントの後援団体となりました。

●INDY JAPANウイナーへのプレゼント！
今年もINDY JAPAN優勝者には、生産量日本一のいばらきメロンと茨城名
産のおいしいコシヒカリをプレゼントします。
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■ エスコートキッズ
オープニングセレモニーにおいて、インディドライバーをエスコートしてくれるお子様を募集！
詳細はHP（www.indyjapan.com）にて発表します。

※イベントは変更となる場合がございます。

■ ブルーインパルスJr.
おなじみブルーインパルスJr.が今年もやってきます。航空自衛隊松島基地の人気チー
ムの展示“飛行”をぜひご覧ください。

会 場 スーパースピードウェイ メインストレート

昨年のINDY JAPANからツインリンクもてぎにデビューした「コチラレーシング」のイベントが盛りだくさん！

■ INDY JAPAN STUDIO with RADIO BERRY
今年もINDY JAPAN場内放送は、FM栃木 RADIO BERRYの人気アナウンサー陣とと
もに様々な情報をお送りいたします。予選の情報や、決勝日午前中の会場情報などは
RADIO BERRYでもお聞きいただけます。来場の際には周波数を76.4MHzにあわせ
てお越しください。

D J 佐藤望（RADIO BERRYアナウンサー）、
鹿島田千帆（RADIO BERRYアナウンサー）

※「コチラ（コチラファミリー）」は故手塚治虫氏の手により誕生したオリジナルキャラクターです。

■ コチラレーシングのパドック探検隊
パドックパスをお持ちでないお子様むけにパドックツアーを実施します。中学生以下のお子様限定
でコチラレーシングとツインリンクもてぎエンジェルがご紹介するパドック探検ツアーに抽選でご
招待。

コチラレーシング

日程 4月18日（金）、19日（土）

会 場 中央エントランス前広場

料 金 無料（抽選）

■ コチラレーシングのふれあいレース教室
レースに関するクイズを中学生以下のお子様むけにコチラレーシングが出題。
お子様に実際にフラッグを振る体験やコチラレーシングとふれあいながら楽
しくレースについて学んでいただきます。

日 程 4月18日（金）、19日（土）

会 場 中央エントランス前広場

料 金 無料



● 日　　　程 ：4月17日（木）～19日（土）

● 配信エリア ：バックストレート（自由）席の一部を除くスーパースピードウェイ観客席

● 無線LAN方式 ：IEEE．802.11b.g、2.4GHz

● 映像チャンネル（予定）：①レース実況中継映像　②特典映像　③レースタイミングモニターA
④レースタイミングモニターB ⑤レースタイミングモニターC
※レースタイミングモニターA、B、Cは各々異なる情報を流します。

※①②は第2ターンエリアのみの配信となります。

● システム ：「インテル R Itanium R 2 プロセッサ」をはじめとしたインテル製品搭載のサーバ

【推奨PC環境】

・OS ：MS Windows XP以降、 MS Windows Mobile 5.0以降

・プラットフォーム ：インテル
R
Centrino TM Duo モバイル・テクノロジ搭載ノートPC

・アプリケーション ：Internet Explorer 5以上 、Windows Media 
Player 9以上、OKI Media Player

※ツインリンクもてぎ公式ホームページおよびPit Live TVステ

ーションにてダウンロードサービスが受けられます。

【接続方法について】

IPネットワークの設定 ：必ずDHCP（IPアドレスの自動設定）をご利用ください。
ポータルURL http://pitlivetv/

ワイヤレスネットワークの設定 ：接続方式）インフラストラクチャモード
ESS-ID）pitlivetv 暗号化）なし

場内情報 ①
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・・・ライブでのレース観戦をさらに快適に・・・

■Pit Live TV powered by Planex

協　賛 ：プラネックスコミュニケーションズ株式会社

システムサーバ協力：日本ヒューレット・パッカード株式会社

システム制作・運用 ：Pit Live TV事務局、

株式会社ニッポン放送プロジェクト

エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社

沖電気工業株式会社

システム開発協力 ：YRP研究開発推進協会

● Pit Live TV powered by Intelに関するお問い合わせは下記までお願いいた

します。

【Pit Live TV powered by Intel事務局】

・ツインリンクもてぎにおける実施内容に関するお問い合わせ

（株）モビリティランド 東京オフィス 東京営業部 本間 TEL：03-3278-0870

・システムに関するお問い合わせ

ニッポン放送プロジェクト 営業開発部 町田 Tel.03-3265-8262

ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
・

携
帯
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
）

携帯（スマートフォン）

Piｔ Live TVモニター（イメージ）

2004年のINDY JAPANよりインテル株式会社のご協力によりスタートし、昨年からはプラネックスコミュ
ニケーションズ株式会社のご協力により実施している無線LANによる場内映像配信サービス。サーキット場内
に設置されたアクセスポイントにより、リアルタイムでレース映像と周回順位がノートパソコンや携帯（スマー
トフォン）に配信され、無料でご覧いただけます。今年も5チャンネルでお楽しみいただけます。中央エントラ
ンス前広場には「Pit Live TVステーション」を設置し、インフォメーションサービスと充電サービスコーナーを
ご用意いたしますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。
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・・・知って得する当日の場内情報・観戦方法 ・・・

予約・お問い合わせ

●予　約：予約制ではございません。
当日直接ステイエリアまでお越しいただき、先着順
で場所を確保していただきます。
●お問い合わせ先：ツインリンクもてぎチケットセンター
Tel.0285-64-0080

日 程 4月17日（木）～19日（土）のAM7：00まで

料 金 無料（場内前売駐車券が必要です）

エリア P32（駐車場）の下段側（右図参照）
北ショートコースの一部（右図参照）

ツインリンクもてぎ場内で宿泊されるお客様の専用駐車場
「ステイエリア」をご用意いたします。ステイエリア内では
テントを設営しての宿泊が可能です。

■ ステイエリア

※ステイエリアには、お手洗い、水回り等の設備はございません。
※直火のご利用はお断りさせていただきます。
※19日（土）のAM7：00 までにはテント等の片付けをお願いいたします。
※ステイエリア以外の駐車場でテントを設営しての宿泊はお断りさせていただきます。

※料金はすべて税込料金を表示しております。

日 程 4月17日（木）～19日（土）

料 金 1ワンちゃん：1,000円
INDY JAPAN特製ドッグタグ付

エリア D席内の指定エリアにご入場いただけます

昨年に続きワンちゃん同伴観戦エリアを設置。チケットは記念
に残るドッグタグ型。是非ワンちゃんと一緒にご観戦ください。

■ ワンちゃん同伴観戦エリア

※ ワンちゃん同伴で、他の観戦エリアへの入場はできません。
※ ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話）のみ取り扱いします。
※ シャトルバス、ループバスご利用の際は、ワンちゃんをキャリーバッグに入れ
てください。

※ ワンちゃんの預かり所はございません。

日 程 4月17日（木）～19日（土）

Honda車で楽しむ、Dog Life応援サイト「Honda Dog」の協力により、ワンちゃんと楽
しめるイベントエリアを設置します。「Honda Dog」のメルマガ会員の方にはワンちゃん
ご招待の優待もございます。
（詳細は http://www.honda.co.jp/dog まで）

■ INDY JAPAN Honda Dog 2008
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INDY JAPAN 300mile開催を記念してオリジナルグッズを発売します。
どれもツインリンクもてぎでしか手に入らないプレミアムグッズです。

■ INDY JAPAN 300mile プレミアム地ビール （GOLD・PREMIUM・BLACK）
宇都宮市の農林業テーマパーク「ろまんちっく村」で一本一本丹精込めて作られた地ビールです。今年は「INDY GOLD」
「INDY PREMIUM」「INDY BLACK」の3つの味をラインナップ。

INDY GOLD ･･････ツインリンクもてぎの地元、栃木県産麦芽と茨城県産麦芽をブレン
ドしてできたピルスナータイプのビール。重厚なコクときりっとし
たしまりのある苦味が特徴。

INDY PREMIUM･･カラメル麦芽の上品な香ばしさと麦芽をふんだんに使用した麦本来
の旨みが楽しめるメルツェンタイプのビール。

INDY BLACK ･････その黒い色からは想像のつかないすっきり感と、香ばしいブラック
モルトの香りが特徴の黒ビール。ピルスナータイプのビールとの相
性も良くハーフ＆ハーフもお楽しみいただけます。

価 格 各600円（330ml）

価 格 1/18scale ･････････････5,800円（予定）
1/64scale ･････････････800円（予定）

期 間 3月15日（土）～4月19日（土）（予定）

価 格 2,800円

価 格 2,500円

■ 2008 INDY JAPAN オフィシャルTシャツ
2008 INDY JAPANオフィシャルグッズのメインロゴをプリントしたTシャツ。
カラーは黒・赤・白の3色があり、バックプリントには今年のインディカーシリーズ
全戦のスケジュールが入ります。

■ INDY ダイキャストモデル
08モデル入荷！オリジナルトレカ仕様のもてぎ限定パッケージ（1/64スケール）は「武藤英紀」
「ダニカ・パトリック」「ダン・ウェルドン」「トニー・カナーン」と4種類をラインナップ。ツイン
リンクもてぎオリジナルデザインの08モデルマスコットカーも販売（1/64scale）
各モデル数量限定販売！

「武藤選手のダイキャストモデルも販売予定」

■ INDIANAPOLIS直輸入「i am INDY」キャップ
ジーン・シモンズがプロデュースするINDY CAR シリーズのテーマソング「i am
INDY」のロゴキャップ。シリーズ人気No.1キャップとして今年も登場。

※料金はすべて税込料金を表示しております。



■ インディプレート
インディ発祥のアメリカをイメージさせるダイナミックなプレートです。
チキンの表面を卵で焼き上げたピカタとコチラちゃんのマカロニを使ったグラタン。マカロ
ニがコチラちゃんの顔になっています。さらにバゲットもついてボリューム満点のお得なプレ
ートです。

2008年 INDY JAPAN に向け、おいしくボリュームたっぷりのアメリカンメニューをご紹介！

2008 INDY JAPAN 特別メニューのご案内 ①
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期間：2008年4月17日（木）～4月19日（土）

【Brickyard ブリックヤード】中央エントランス左手

※ 料金はすべて税込料金を表示しております。

価格 1,000円

■ ダン・ウェル丼
ダン・ウェルドン選手のフェイバリットな食材を集めて出来上がったJAY特製カレー。
付け合せの温泉玉子でスパイシーなカレーをお好みでマイルドに。

【Paddock Cafe "JAY" パドックカフェ JAY】第１パドック

価格 1,200円

ツインリンクもてぎの中心であるパドックの真ん中に位置するJAYはアットホームなカフェスタイルのレストラン。
あの有名選手も食べたメニューをあなたも是非！

■ ヘルシーハンバーグ アスパラクリームソース 春野菜添え
ハンバーグに空豆とおからを加えてヘルシーに仕上げました。空豆にはビタミンB1・B2が
含まれており、疲労回復や肌荒れに効果があります。時速300km超の世界で戦うインディド
ライバーの体力回復をイメージして作りました。また、健康を考えヘルシーなおからも加え
ました。濃口アスパラクリームソースでお召し上がりください。

【カフェどんぐり】ハローウッズ クラブハウス内

価格 900円

「ハローウッズ」のクラブハウス内にあるカフェどんぐりでは、産地直送の新鮮野菜を使用したメニューが気軽に楽しめます。
自然の中でゆったりとお楽しみください。メニューに使用している野菜の直売も行っています。

■ 610（シックステン）バーガー
武藤選手の実家が築地のお魚屋さんということで、武藤選手の体を造ったともいえるまぐ
ろを素材にバーガーをつくりました。まぐろは筋肉を構築する成分となるたんぱく質が豊
富に含まれています。それを竜田揚げにして、ソースには各種ビタミン・ミネラルなどでス
タミナUPの効果があるアボカドをマヨネ－ズベースで仕上げました。こくがあるけど意外
とさっぱりと食べられる、オリジナルバーガーです。

価格 800円、ドリンクセット1,000円
インディジャパン開催期間中で500食限定販売予定

アメリカンスタイルのステーキ＆バーガーショップ「ブリックヤード」
迫力満点のバーガーでお腹を満たしてレースに挑もう！！

※第1パドックへの入場にはパドックパスが必要となります。
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■ 武藤英紀選手おすすめパスタランチ
武藤選手がパスタの中でも、大好きなニンニクと唐辛子のオリーブオイルをソース
に使用したパスタセットです。インディジャパン期間限定で、パンとサラダをセット
にしたお得なメニューです。ぜひ、この機会にご賞味ください。

【グリーンベイ】ホテルレストランメニュー

価格 1,100円

■トニー・カナーン選手おすすめランチ
トニー・カナーン選手がもてぎに来ると、特別にご注文される裏メニューを、インデ
ィジャパン期間限定でファンの皆様もお召し上がりいただけます。世界を渡り歩くト
ニー・カナーン選手がおすすめするパスタを、ぜひ、この機会にご賞味ください。

価格 1,100円

■ 武藤英紀・金萬福 オリジナルコラボ 中華まん
お肉料理に目がない武藤選手とテレビでおなじみ金萬福氏の完全オリジナル
中華まんが2008INDY JAPAN限定で登場！！
肉まん通の舌を唸らせる味わいは金萬福氏自慢の一品です。

【特設店舗】中央エントランス

※ 料金はすべて税込料金を表示しております。

武藤選手 金萬福氏
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「BRIDGESTONE INDYTMJAPAN 300 mile」開催までの約2ヶ月間、各所にてさまざまなプロモ
ーションイベントを展開いたします。

■ INDY Cafe @ RADIO BERRY オープン
今年もRadio Berry（株式会社エフエム栃木）とコラボレーションしたカフェ「INDY Cafe @ RADIO BERRY」がオープンし
ます。店内にはRADIO BERRYの情報、「BRIDGESTONE INDY JAPAN 300 mile」の情報が満載。さらにマシン展示、
店内の特設スタジオで公開生放送や公開録音などが行われます。

日 程 3月3日（月）～4月20日（日）

運営主体 RADIO BERRY（FM76.4Mhz、株式会社エフエム栃木）

運営協力 マーケットネットワーク

協 賛 東京電力株式会社栃木支店／
TEPCO La FONTE（東京電力ショールームスペース）

場 所 栃木県宇都宮市馬場通り1-1-11TDビル「TEPCO La FONTE」内

■ INDY JAPAN 300 mile BAR ＠ 横浜赤レンガ倉庫
JAZZ・カクテル・レンガというキーワードがINDY JAPANと見事にリンクする
街横浜の赤レンガ倉庫に、期間限定でINDY JAPAN 300 mile BARがオープ
ンします。横浜赤レンガ倉庫「Bar TUNE」が、4月1日（火）～20日（日）の期間限定
で、INDYムード満点のBARとして営業。INDY JAPAN 300 mile BARオリジ
ナルのカクテルを飲みながら、横浜の夜をお楽しみいただけます。

日 程 4月1日（火）～4月20日（日）

場 所 横浜赤レンガ倉庫 2号館3F 「Bar TUNE」

■ 横浜赤レンガ倉庫 にINDYマシン登場！　
横浜赤レンガ倉庫にINDY JAPAN 300 mile のマスコットカーがお目見えします。
4月5日（土）～13日（日）の期間限定で、赤レンガ倉庫　1号館と2号館の間にある
イベントスペースにて INDYマシン展示、INDY JAPAN 300 mileの
プロモーションを実施いたします。週末（土・日）はツインリンクもてぎエンジェル
も応援に駆けつけます。

日 程 4月5日（土）～4月13日（日）

場 所 横浜赤レンガ倉庫 イベントスペース

■ 栃木県初のプロバスケットチーム「栃木ブレックス」の試合『Indiana Day』
にINDYマシン登場！
2月23日（土）、「日立電線ブルドッグス」と宇都宮市体育館で対戦する栃木ブレック
ス。ホームゲームイベントとなる『Indiana Day』に、INDYマシンがお目見え！
会場にはツインリンクもてぎエンジェルやコチラレーシングも応援にかけつけます。
INDY JAPANオリジナルステッカーの配布やドライバーのサイン入りグッズがあ
たる抽選会も実施します。

日 程 2月23日（土）14:00～ オープニングショー
15:00～ 試合開始

場 所 宇都宮市体育館（栃木県宇都宮市今泉5-6-18）
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期 間 3月3日（月）～4月20日（日）
実施店舗は宇都宮カクテル倶楽部加盟店のホームページからご確認ください。
http://www.ucclub.net/

■ インディオリジナルカクテル
2008年新作カクテル「Castroneves」（カストロネベス）
今年インディオリジナルカクテルはノンアルコールを含む8種類を揃えました。
今年の新作は2006年のINDY JAPANウイナー エリオ・カストロネベス選手をイメージし、
出身国ブラジルの代名詞とも言えるコーヒーとラムにココナッツの酒をブレンド、そこにアイ
ス、アーモンドを飾りました。スプーンで食べるカクテルです。

レシピ：ダーク・ラム 10ml、カルーア 20ml、マリブ 10ml、バニラアイス 60ml
デコレーション：アーモンド

実施日 4月12日（土）8:00開会式　8:30スタート

■ 第4回クラッシック＆スーパースポーツ2＆4
ブガッティやMG、アストンマーチンなど往年のクラッシックカーや、ビンテージバイク
のほか、フェラーリ、ランボルギーニなどのスーパースポーツカー約100台が一堂に会
し、宇都宮市から芳賀町、市貝町、茂木町、ツインリンクもてぎを経由し、宇都宮へゴー
ルする約120kmを走行いたします。途中ではツインリンクもてぎエンジェルなどによ
る写真撮影会や地域独自の様々なイベントが行われます。

掲出期間 2月29日（金）～4月20日（日）

掲出場所 宇都宮市・芳賀町・市貝町・茂木町の中心街と主要アクセス道路の一部

■ インディフラッグの掲出
実行委員会を構成する各自治体の中心市街地やツインリンクもてぎまでの主要なアクセス
道路にインディジャパンのオリジナルフラッグを掲出します。統一デザインのフラッグを掲
出することが各地の一体感を強め、インディジャパン開催へのボルテージを高めます。

インディジャパンが開催される地元栃木県の自治体などが連携して組織されたインディジャパン300プレイベ

ント実行委員会が、昨年に引き続き、インディ500が開催されるインディアナポリスさながらに、県内外から

訪れる多くのお客様へのおもてなしを充実させるため、多彩なプレイベントを実施します。

【インディジャパン300プレイベント構成団体：宇都宮市、芳賀町、市貝町、茂木町、株式会社とちぎテレビ、

株式会社エフエム栃木、株式会社栃木放送、株式会社下野新聞、読売新聞宇都宮支局、宇都宮コンベンション

協会、株式会社モビリティランド】

【特別協賛：株式会社ブリヂストン】

実施期間 2月29日（金）～5月12日（月）

チェックポイント（予定） ローソン宇都宮東宿郷4丁目店（宇都宮市）、道の駅はが（芳賀町）、市貝温泉（市貝町）
道の駅もてぎ（茂木町）、ツインリンクもてぎ（茂木町）

■ インディスタンプラリー
各自治体の観光スポットやツインリンクもてぎをスタンプで結ぶラリー。規定数のスタンプ獲得者には抽選で景品を進呈。
様々な企業団体とのコラボレートによって、インディジャパンの地域密着度を高めていきます。応募用紙は各チェックポイン
トほか実行委員会構成自治体内にあるローソン103店舗ほかにて配布を予定しています。

※そのほか栃木県内、茨城県内にて地元自治体によるプレイベントが多数開催される予定です。詳しくは indyjapan.com
をご覧ください。
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日 時 3月30日（日） 第1回公演　開場12:00 / 開演12:30（約70分）
第2回公演　開場15:30 / 開演16:00（約70分）

場 所 FOODING BASQ（栃木県宇都宮市錦3-9-6）

入場料 大人：3,500円／子供：2,000円 定員200名（各公演100名）

■ インディジャパン “Kids meets Jazz”コンサート
音楽プロデューサー・ゴンザレス鈴木氏が「大人と子どもが同時に感動できる」新しいJAZZのあ
り方を提唱して、2005年にスタートさせたイベントが“Kids meets Jazz！”。この主旨に共
感した一流ジャズミュージシャンが結集し、“ドレミの歌”“ABCの歌～キラキラ星”等をはじめ、
子どもと“共に感じ”子どもと“一緒に楽しみ”そして、子どもたちに“伝えて”いきたい、明るく元
気になれる最高の演奏！最高のジャズ！をお届けいたします。

日 時 4月6日（日）11:30～18:00

場 所 宇都宮オリオン通り
（オリオンスクエア）

料 金 無料

■ インディジャパン フェスティバル 2008
オリオン通りの新たな情報発信空間である「オリオンスクエア」では継続的にイベントを開催しています。中心商店街の
活性化と音楽（ジャズ）を通じてインディジャパンを広めていきます。
「ミュージックステージ」 各自治体内の参加団体によるパフォーマンス
「プロスポーツステージ」栃木県内のプロスポーツ団体（HC日光アイスバックス、栃木ブレックス、ツインリンクもてぎ）に

よるスポーツの祭典として開催します。

期 間 4月17日（木）

会 場 宇都宮ジャズ協会加盟店 http://www.ujazz.net

料 金 チケット1枚1,000円（来店時に1ドリンクのオーダー）

■ インディジャパン宇都宮ジャズクルージング 2008
プレイベント開催期間中に市内のライブスポットなどで行われるライブイベントです。宇都宮ジャズ
協会加盟店で使用できる共通チケットを購入し、それを店舗で提示すれば、宇都宮のジャズスポット
などで行われる本格的なライブパフォーマンスを手軽にお楽しみいただけます。

※ 別途飲食代が必要です。
※ 共通チケットは各店舗でお求めください。

【ステージイベントスケジュール（予定）】 

時　間 出　演 ジャンル 

11:30～ オープニング  

 宇都宮大学生によるフリースタイルフットボール 

12:00～12:30 茂木町ステージ 

 　茂木愛泉太鼓クラブの演奏 太鼓 

12:30～13:00 芳賀町ステージ  

 　芳賀よさこいチームのパフォーマンス 踊り 

13:00～14:00 市貝町ステージ  

 　民舞のパフォーマンス 踊り 

 　フラダンスサークル・マーガレットのフラダンス 踊り 

 　市貝町吹奏楽団の演奏 吹奏楽 

14:00～14:30 宇都宮市ステージ 

 ベルズのポップジャズ演奏 ジャズ 

14:30～15:00 出展ブース紹介 

15:00～16:00 インディジャパンステージ モータースポーツ 

 (ツインリンクもてぎ)  

16:00～17:00 栃木BREXステージ バスケットボール 

17:00～18:00 HC日光アイスバックスステージ アイスホッケー 

出演者 CHAKA（ボーカル）、宇川彩子（タップ・ダンス）、原朋直（トランペット）、ユキアリマサ（ピアノ、音楽監
督）、田中邦和（サックス）、佐藤慎一（ベース）、加納樹麻（ドラムス）
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実施日 3月23日（日） 8:30～11:30

会　場 「芳賀工業団地・宇都宮テクノポリスセンター」周辺道路

定　員 50～100名程度

■ とちぎエコプロジェクト わんぱくキッズ クリーン大作戦！
～栃木の自然に感謝し共存するために。身近なところからはじめよう！～
環境問題対策の一貫として、地域を中心とした「ゴミ拾い活動」を実施します。身近な行動をきっかけに、「とちぎをもっとキ
レイに」「とちぎの自然に感謝」を啓蒙し、その心から、環境問題への意識高揚を目指して、次世代を担う子どもたちへ教育
していくプロジェクトとします。
INDY JAPAN開催直前に開通予定の「新鬼怒川渡河道路」の開通日に「クリーン大作戦！（ゴミ拾い）」を実施します。

実施日 5月5日（月・祝）※雨天決行
開会式：9:00・競技スタート：10:00

■ INDY JAPAN サーキットマラソン 2008
INDY JAPANが行なわれるスーパースピードウェイをはじめ、ツインリンクもてぎのレーシングコース等を使用したマラ
ソン大会を実施し、健康・体力づくりの啓発とスポーツの振興に寄与するとともに、人々の交流親睦を図ります。

会 場 ツインリンクもてぎ　スーパースピードウェイおよび外周コース

ゲストランナー 谷川真理さん　ほか

※そのほか栃木県内、茨城県内にて地元自治体によるプレイベントが多数開催される予定です。詳しくは indyjapan.com
をご覧ください。

参加費 一般・親子（1組）3,000円／中高生 2,000円／小学生／ 1,500円
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■ おむすびパン
茂木町の清らかな水で育てられた特産品の「棚田米」をパン生地に練りこみ、おむすび型に
焼き上げました。表面に塗られたダシ醤油と海苔の香りが絶妙。

'08 INDYじゃパン

価格 200円

販売 道の駅はが、INDY Cafe @ RADIO BERRY

期間 3月3日（日）～4月20日（日）

2008年のインディじゃパンは地元の特産品がテーマとなっています。茂木町の特産品である「棚田米」を生地に練りこん
だパンや、茨城名産の梅を使ったパン、栃木・茨城両県の特産品を使ったコラボレーションパンなど。ツインリンクもてぎ
のイメージガールであるツインリンクもてぎエンジェルがレシピを作成し、こぶし会けやき作業所の皆さまによって作って
いただきました。このパンを通して海外や県外から来るお客様に栃木県・茨城県をもっと知ってもらいたいという思いから
生まれました。こぶしの会けやき作業所の皆さまとツインリンクもてぎエンジェルとのコラボレーション「INDYじゃパン」
を今年もぜひご賞味ください。

■ 梅あんパン
茨城県の特産品である梅をアクセントにしたあんパン。甘酸っぱい香りと味の梅ジャムを
トッピングに使用。

価格 200円

■ ベリーメロンパン
栃木県・茨城県の特産品をイメージしたコラボレーションパン。赤のトッピングは栃木県名
産のイチゴを、緑のトッピングは茨城県名産のメロンをイメージ。

価格 250円

お問い合せ先 Tel.028-623-0032 インディジャパン300マイル ワインラベルデザインコンテスト事務局（とちぎテレビ内）

■ INDY JAPAN 300 mile ワイン
INDY JAPAN 300 mile ワインは、地元栃木県足利市が誇る世界水準のココ・ファー
ム・ワイナリーのワインです。「飲む方々の心を少しでも豊かにしたい」という「おもて
なしの心」で創られた期間限定のオリジナルワインです。

■ ワインラベルデザインコンテスト
「スピード」・「情熱」・「自然」のいずれかのテーマをもとに、『INDY™JAPAN 300
mile』を表現してください。デザインは、カラーで描写いただき、パソコンを用いたデ
ザインでも、パソコンを用いない手書きなどでもかまいません。ただし、未発表のものに限ります。ワインボトルは、赤ワイ
ンの黒系ボトルと白ワインの黄緑系ボトル2種類に貼りますので、どちらのイメージでデザインしたか明記してください。応
募点数の制限はありません。

INDY JAPAN 300 mile ワイン

価格 1,000円 （赤ワイン・白ワイン共）375ml
※ココ・ファーム・ワイナリー http://www.cocowine.com

※ 料金はすべて税込料金を表示しております。



2008年2月16日（土）より前売り券販売開始！
今年も大変お得なファミリーチケットを限定販売！！

昨年大好評だったファミリーチケットを引き続き限定2,000枚で販売します。

20,000円で大人2名、子ども2名と駐車券1枚がセットになっています。このファミリーチケットは、ローソン
チケットおよびローソンのみで販売されます。

C席の席幅が拡幅され、よりゆったりご覧いただけるようになりました。

そのほかにも毎年好評の「スーパースピードウェイコースサイド駐車場」の特別駐車エリアをはじめ、「ワンちゃ
ん同伴観戦エリア」など充実したチケットをご用意しております。

また、武藤英紀選手をはじめ、6名のインディカードライバーの応援席もご用意いたしました。応援席で仲間
とお気に入りドライバーを応援しよう。

チケットのご案内 ①

券　種
座席指定 エリア指定　 自由席 車椅子席

A 席 B 席 C 席 E 席 D 席 バックストレート A席上 バックストレート

大　人 19,000円 14,000円 14,000円 14,000円 9,000円 6,000円 14,000円 6,000円
子ども 7,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

4/17（木） 4/18（金） 4/19（土）
券　種 座席指定 エリア指定 自由席 車椅子席

全席自由席
A 席 B 席 C 席 E 席 D 席 バックストレート A席上 バックストレート

大　人 1,000円 4,000円 23,000円 18,000円 18,000円 18,000円 13,000円 10,000円 18,000円 10,000円
子ども 500円 500円 7,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

券　種 料　金 特　典

VIPテラス 43,000円／1人 指定駐車券、公式プログラム、記念品付き。決勝日はお弁当、フリードリンク付き

■前売観戦券料金（3日間有効・税込） 【販売期間2月16日（土）～4月16日（水）】

※子どもは3歳から中学生です。
※ 座席指定・エリア指定が有効となるのは決勝日（4/19）のみです。
※ バックストレート席は10,000枚の限定販売です。
※ D席はローソンチケットおよびローソン、ツインリンクもてぎ（窓口・電話）、MOBILITY STATIONのみでの取り扱いです。
※ D席ファミリーチケットは大人2名＋子ども2名＋四輪駐車券のセットです。ローソンチケットおよびローソンでの2000枚限定販売です。
※ 車椅子席はA席上、バックストレートともに販売枚数に限りがございます。同伴者の方も同料金のチケットが必要です。
ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話）のみでの取り扱いです。

※ 各座席・エリアともに前売観戦券が完売した場合、当日券の販売は行いません。
※ D席ファミリーチケットの当日券はございません。

■当日観戦券料金（税込）

■VIPテラス料金【販売期間2月16日（土）～4月11日（金）】（3日間有効・税込）

D席
ファミリーチケット

20,000円

※ VIPテラス席は大人、子ども共通料金です。
※ 座席はグランドスタンド上部の特別エリア席（屋外）、入場可能エリアはパドック・ロードコース（メインストレート部分）です。
※ 座席数に限りがありますので、完売になり次第販売を終了します。
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チケットのご案内 ②

■前売駐車券（3日間有効・税込）

※四輪は10,000枚の限定販売となります。
※ 前売券の販売は2月16日（土）～4月16日（水）となります。
※ 前売駐車券が完売の場合、当日駐車券の販売はありません。お車でお越しのお客様は必ず前売駐車券をお求めください。

券　種 料　金

四 輪 2,000円
二 輪 1,000円

■当日駐車券（税込）

券　種
料　金

4/17（木） 4/18（金） 4/19（土）

四 輪 2,000円 2,000円 3,000円
二 輪 1,000円 1,000円 1,000円

券　種 料　金 入場エリア
大　　人 10,000円

パドック／ロードコース（メインストレート部分）に入場可能
子 ど も 5,000円

券　種 料　金 特　典

1ワンちゃん 1,000円 D席内の指定エリアにご入場いただけます

※子どもは3歳から中学生です。
※ パドックパスだけではレース観戦できません。別途観戦券を必ずお求めください。
※ 前売券の販売は2月16日（土）～4月16日（水）となります。
※ 前売券が完売の場合、当日の販売はありません。
※ 大人・子ども合わせて2,000枚の限定販売です。

■パドックパス料金（3日間有効・税込）

※ワンちゃん同伴で、他の観戦エリアへの入場はできません。
※ ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話）のみ取り扱いします。
※ 前売券の販売は2月16日（土）～4月16日（水）となります。
※ シャトルバス、ループバスご利用の際は、ワンちゃんをキャリーバッグに入れてください。
※ ワンちゃんの預かり所はありません。

■ワンちゃん観戦エリア（3日間有効・税込）

料　金 駐車エリア

10,000円 限定100枚（お一人様1枚限りの購入とさせていただきます。）

※バックストレート上部の指定場所に駐車できます。
※ 3.5m×7.5mの区画内に収まる車両でご利用いただけます
※ 4月17日（木）からレース終了まで終日、止め置きが可能です。
※ エリア内での直火使用・ペットの同伴は固くお断りします。
※ 観戦ゲートオープン前の座席取りは固くお断りさせていただきます。
※ ツインリンクもてぎチケットセンター(電話)およびMOBILITY STATIONのみの取り扱いです。
※ 前売券の販売は2月16日（土）～4月16日（水）となります。
※ 前売駐車券が完売の場合、当日駐車券の販売はありません。お車でお越しのお客様は必ず前売駐車券をお
求めください。

※ 別途観戦券を必ずお買い求めください。

■スーパースピードウェイコースサイド駐車券（3日間有効・税込）

写真はイメージです
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券　種 料　金 入場エリア 特　典

大　　人 9,000円
D席（200席限定）

特別講師による初心者向け講座

子 ど も 1,000円 もしくはトークショー

■初体験シート【2月16日（土）より販売開始】（3日間有効・税込）

今年も各プレイガイドより特別チケットを発売します

※限定販売のため、完売になり次第販売を終了します。

券　種 料　金 入場エリア 入場人数

ファミリーチケット 20,000円 D席 大人：2名／子ども：2名／4輪駐車券：1枚
（22,000円相当）

D席がベストポジションのターン4はクラッシュ多発地帯！
出口でのスピードが勝敗のカギ！
もてぎでは、ターン4の出口でスピードにのるかどうかが勝敗のカギを握っている。ターン3-4はターン1-2に比べコーナ
ー半径が小さいので、減速が必要。ターン3の手前でシフトダウンし、ターンに入った後、加速しながらターン4を抜ける。
そこからまたターン3に戻って来るまではずっとアクセル全開なので、ターン4の出口での脱出スピードがいかにのってい
るかで1周のラップタイムが大きく変わってくる。

ローソンチケットでの前売観戦券購入者特典として
・ 特別にご用意したサイン入りグッズをはじめ、決勝レース前に行われるストックカーオーバルアドベンチャーでのストッ

クカー体験搭乗券を含む抽選会を実施いたします。（決勝日先着1,000名様）

・ 観戦券1枚につき1枚、栃木県・茨城県内のローソンでのみ使用可能な"からあげクン￥100引き券"がついてきます！

INDY JAPAN後でも利用できる特典
・ ローソンチケットでご購入された『BRIDGESTONE INDY JAPAN 300 mile』の観戦券をお持ちいただくと、ツインリ

ンクもてぎ、鈴鹿サーキット、多摩テックで特典をご用意させていただきます。

毎年好評の「初体験シート」を今年もD席に設定。特別講師による丁寧な解説付きなので初めてインディジャパンを見る人で
もお楽しみいただけます。（トークショーになる場合もございます）

券　種 料　金 入場エリア 特　典

大　　人 14,000円
C席（200席限定）

松浦孝亮選手による玄人向け講座

子 ど も 1,000円 もしくはトークショー

■コアファンシート【2月16日（土）より販売開始】（3日間有効・税込）

※限定販売のため、完売になり次第販売を終了します。
※講師は変更になる場合がございます。

今年は新たに「コアファンシート」を設定。昨年まで”インディカードライバー”としてINDY JAPANを盛り上げてくれた松
浦孝亮選手を講師に迎え、ドライバーならではの視点から濃い内容のお話をチケット購入者だけに教えていただきます。
お席はINDY JAPANならではの迫力あるバトルが楽しめるC席。拡幅されたお席でゆったりとご観戦が可能です。

お得なファミリーチケット（D席）をローソンチケットが独占販売！！【ローソンチケット限定】

e+（イープラス）では、初心者向け・コアファン向けのチケットを独占販売【e+限定】
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チケットのご案内 ④

券　種 料　金 入場エリア 特　典

大　　人 14,000円
B席（100席限定）

応援グッズ付き

子 ど も 3,800円 抽選でサイン入りグッズプレゼント

■ダニカ・パトリック応援席【2月16日（土）より販売開始】（3日間有効・税込）【e+限定】

※限定販売のため、完売になり次第販売を終了します。

券　種 料　金 入場エリア 特　典

大　　人 14,000円
B席（100席限定）

応援グッズ付き

子 ど も 3,800円 抽選でサイン入りグッズプレゼント

■エリオ・カストロネベス応援席【2月16日（土）より販売開始】（3日間有効・税込）【ローソンチケット限定】

※限定販売のため、完売になり次第販売を終了します。

券　種 料　金 入場エリア 特　典

大　　人 14,000円
B席（100席限定）

応援グッズ付き

子 ど も 3,800円 抽選でサイン入りグッズプレゼント

■マルコ・アンドレッティ応援席【2月16日（土）より販売開始】（3日間有効・税込）【e+限定】

※限定販売のため、完売になり次第販売を終了します。

券　種 料　金 入場エリア 特　典

大　　人 14,000円
B席（100席限定）

応援グッズ付き

子 ど も 3,800円 抽選でサイン入りグッズプレゼント

■ダン・ウェルドン応援席【2月16日（土）より販売開始】（3日間有効・税込）【e+限定】

※限定販売のため、完売になり次第販売を終了します。

券　種 料　金 入場エリア 特　典

大　　人 14,000円
B席（100席限定）

応援グッズ付き

子 ど も 3,800円 抽選でサイン入りグッズプレゼント

■トニー・カナーン応援席【2月16日（土）より販売開始】（3日間有効・税込）【セブンイレブン限定】

※限定販売のため、完売になり次第販売を終了します。

券　種 料　金 入場エリア 特　典

大　　人 14,000円
B席（300席限定）

武藤英紀応援グッズ付き

子 ど も 3,800円 抽選でサイン入りグッズプレゼント

■武藤英紀 応援席【2月16日（土）より販売開始】（3日間有効・税込）
【チケットぴあ限定・オートバックス全店舗】

※限定販売のため、完売になり次第販売を終了します。

昨年インディ・プロシリーズに日本人初のフル参戦を果たし、2勝をあげランキン

グ2位となった武藤英紀が今年、トップチームのアンドレッティ・グリーン・レー

シング（AGR）からインディカー・シリーズに参戦することが決まった。武藤は

昨年チャンピオンを獲得したNo.27のマシンを受け継ぎ日本人初優勝を狙う。

2008年イチ押しのドライバーだ。



- 24 -

チケットのご案内 ⑤

チケットの主なお求め先

● ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売／電話受付販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・0285-64-0080

● MOBILITY STATION ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・パソコン：http://mls.mobilityland.co.jp/
モバイル：http://mls.mobilityland.co.jp/mobile/

● チケットぴあ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0570-02-9999

● ローソンチケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0570-000-777

● CNプレイガイド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0570-08-9999 

● e+（イープラス） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・http://eplus.jp/

● セブンドリームドットコム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・http://www.7dream.com/

● ショッピングセンターもぴあ（栃木県・茂木町） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0285-63-5000

● 道の駅もてぎ（栃木県・茂木町）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0285-63-5671

● 道の駅はが（栃木県・芳賀町）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・028-677-6000

● Hondaウエルカムプラザ青山（東京・青山一丁目/Honda青山ビル1F）・・・・・・・・・・・・・03-3423-4118

● 鈴鹿サーキットレースチケットセンター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・059-378-1111

上記プレイガイドに加え、下記コンビニエンスストアでもご購入いただけます。

○ ローソン（全店舗）：各店舗の「ローソンLOPPI」にて購入可能です。

○ セブンイレブン（全店舗）：トニー・カナーン応援席を除き指定席券のお取り扱いはありません。店内のマルチコピー端末

で購入可能です。

○ ファミリーマート（全店舗）：店内のFamiポート、ファミネットにて購入可能です。

○ am/pm（一部店舗を除く）

○ セーブオン（一部店舗を除く）

○ サークルK

○ サンクス

■MOBILITY STATIONオープン！
ツインリンクもてぎオンラインショップが「MOBILITY STATION」としてリニューアルオープンいたします。ツインリンク

もてぎだけでなく、鈴鹿サーキットのレースチケットやグッズも同時購入が可能にパワーアップいたします。今まで電話でし

か買うことのできなかった「スーパースピードウェイコースサイド駐車券」など人気のチケットも購入が可能になります。

パソコン：http://mls.mobilityland.co.jp/
モバイル：http://mls.mobilityland.co.jp/mobile/

サイト公開および会員登録受付開始は2月10日（日）からとなります。また、商品が購入可能となるのは2月13日（水）から

となります。（BRIGESTONE INDYTM JAPAN 300 mileのチケットは2月16日（土）10:00からの発売となります。）
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観戦席のご案内

★6台のサーキットビジョンによりレース進行が把握できます。

●コースのほとんどが見渡せるグランドスタンド最上段の席です。
●迫力のスタート＆ゴールシーンや、すばやいピット作業のほかにレース以外のアトラクション、
オープニングセレモニーも楽しめます。

●グランドスタンド中段と下段席です。最前列の席ではマシンの風圧を感じるほどの迫力です。
●迫力のスタート＆ゴールシーンや、すばやいピット作業のほかにレース以外のアトラクション、
オープニングセレモニーも楽しめます。

●メインストレートから第1ターンにかけてのサイドバイサイドのバトルが楽しめます。
●サーキットビジョンによりレース進行が把握できます。

●第3ターンからAUTOBACSターン（第4ターン）を抜けメインストレートにかけてのバトルが楽
しめます。

●サーキットビジョンによりレース進行が把握できます。
●AUTOBACSターン寄りにワンちゃん同伴観戦エリアを設置します。

●メインストレートから第1ターン＆第2ターンへのバトルが楽しめます。
●サーキットビジョンによりレース進行が把握できます。

A 指定

B 指定

C 指定

D 指定

E 指定

●グランドスタンド最上段のスタート＆フィニッシュライン正面の席です。
●上部共有スペースにテーブルが設置され、お弁当、飲み物のサービス、さらにパドックパスまで
付いた特等席です。

VIP テラス

※指定席は決勝日のみ有効とし、フリー走行、公式予選日の座席ならびにエリアの指定はありません（VIPテラスを除く）。

エリア
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各主要地からバスツアーを実施、お一人様から気軽にご参加いただけます。

〈読売旅行〉
※料金、行程等詳細は下記の読売旅行各営業所までお問い合わせ下さい。

〈栃木県〉 宇都宮営業所 ･･･････ 028-624-8181

〈群馬県〉 前橋営業所 ･････････ 027-243-5201 

〈神奈川県〉 横浜営業所･･････････045-650-4343 川崎営業所･･････････044-233-9187

〈埼玉県〉 大宮営業所 ･････････ 048-642-2456 熊谷営業所･･････････048-525-0181

春日部営業所････････048-733-2381 川越営業所･･････････049-246-6551

〈東京都〉 大手町営業所････････03-3270-6165 立川営業所･･････････042-523-1491

〈宮城県〉 仙台営業所･･････････022-222-5811

〈福島県〉 郡山営業所･･････････024-921-4341

〈モビリティランドトラベルセンター〉

● お問い合わせ先 株式会社モビリティランドトラベルセンター ･･･････････････ 03-3278-0808

バックストレート席（観戦券付き）･･･････････10,000円から

〈IQIトラベル〉

● お問い合わせ先 株式会社イメージクエストインタラクティブ

ライブエンタテイメント事業部 ･･･････････････････････････ 03-5766-5121

上記以外の旅行会社でもバスツアーを予定しております。ツアー詳細はindyjapan.comホームページ上に

て掲載を予定しております。

BRIDGESTONE INDYTM JAPAN 300mile 観戦ツアーのご案内

バスツアー

バスツアーに参加の方には下記の参加特典がございます。

バスツアー参加者特典

①希望者全員にパドックミニ入場券をプレゼント！

※パドックミニ入場券は限定時間内にパドックに入場できるバスツアー参加者限定のチケットです。

②インディジャパンオリジナルステッカーを参加者全員にプレゼント！

※バスツアー参加の方全員にインディジャパンオリジナルステッカーをプレゼントします。



■ ビジネス旅館 （シングル：9,500円／ツイン・トリプル：9,000円）※お一人様 税金・サービス料込み
黒　旅館 ・・・・・・・・・・・・028-634-6595
中川旅館 ・・・・・・・・・・・・028-634-4702
ビジネスホテルサンライズ ・・・・028-636-7971

旅館藤江 ・・・・・・・・・・・・028-633-2670
柳屋旅館 ・・・・・・・・・・・・028-633-4822

周辺宿泊情報 ①
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インディジャパン宿泊パック（宇都宮）

インディジャパン決勝前夜を宇都宮市街で名物のジャズやカクテル、餃子で楽しみ、翌日はレー
スを観戦。「ツインリンクもてぎのレース観戦」と「おもてなしのまち宇都宮の名物」の2つを一
度に楽しめる宿泊パックです。

企　　 画 宇都宮ホテル旅館協同組合
予約受付期間：3月1日（土）～4月6日（日）
※ 駐車券、パドックパスはプランに含まれておりません。別途お申し受けいたします。
※ 宿泊プランの販売数には限りがございます。お早めにご予約ください。
※ 宿泊パックの内容は予告なく変更になる場合があります。

宿泊対象日 4月18日（金）宿泊
※ 決勝レースが順延され、19日（土）に宿泊する場合と、16日（水）、17日（木）の宿泊料は各宿泊施設に
よって異なります。

宿泊対象日 4月18日（金）

※「インディジャパン宇都宮号」は利用できません。
※ VIPテラス、Hondaファンシートは対象外です。

【宇都宮おもてなし宿泊プラン】
素泊まり料金と観戦券（自由席）のセット宿泊料です。料金は宿泊施設によってシティホテルタイプ、ビジネスホテルタイプ、
ビジネス旅館タイプの3種類があります。また、宿泊料には宇都宮市内3箇所から発着するツインリンクもてぎ行きバス
「インディジャパン宇都宮号」の乗車料金が含まれます。

※ご家族・グループ様の料金は、直接宿泊施設にお問い合せください。お得なセットプランをご用意しております。
※ご予約は、お電話にてお受けつけいたします。直接宿泊施設にお問い合せください。

■ シティホテル（シングル：15,000円／ツイン・トリプル：14,000円）※お一人様 税金・サービス料込み

■ ビジネスホテル（シングル：11,000円／ツイン・トリプル：10,500円）※お一人様 税金・サービス料込み

【宇都宮お楽しみ宿泊プラン】
様々な券種に対応したプランです。特典として、宇都宮ならではのお土産が付いた、マイカーをご利用の方にお勧めのプ
ランです。宿泊料金は各宿泊施設によって異なりますので、上記施設にお問い合わせください。

宇都宮東武ホテルグランデ ・・・・028-627-0111
ホテルニューイタヤ ・・・・・・・028-635-5511

ホテル東日本宇都宮 ・・・・・・・028-643-5555

宇都宮ステーションホテル ・・・・028-637-0111
宇都宮リバーサイドホテル ・・・・028-633-7151
ホテル川辺 ・・・・・・・・・・・028-633-5516
コンセーレ ・・・・・・・・・・・028-624-1417
東花ホテル ・・・・・・・・・・・028-635-0707

ビジネスホテル伊万利
ビジネスホテル丸井 ・・・・・・・028-634-3125
ホテルスカイ ・・・・・・・・・・028-632-0011
ホテルニューアサヒ ・・・・・・・028-634-4070
ホテル丸治 ・・・・・・・・・・・028-621-2211



周辺宿泊情報 ②
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今年から新たにINDY JAPAN来場者に向けて近隣の温泉が、優待割引を行います。INDY JAPAN観戦券を各施設でご提示
ください。

● 日　時 ：2008年4月17日（木）・18日（金）・19日（土）・20日（日）
● 特典内容 ：INDY JAPANチケット提示で優待割引

施設名 料金 特典 営業時間 住所 

ごぜんやま温泉 
保養センター 
四季彩館 

城里町健康 
増進施設 
ホロルの湯 

◆平日￥800（￥400） 
◆土日祝￥1,000（￥500） 
17:00以降￥500（￥300） 
※（　）内は中学生以下料金 

10:00～21:00 
最終受付20:30 
木曜日定休 

茨城県常陸大宮市長倉407-2 
Tel.0295-55-2626 
www.shikisaikan.jp/

￥1,000（￥500） 
16:00以降￥500（￥250） 
※（　）内は小学生以下料金 

10:00～21:00 
最終受付20:00 
月曜日定休 

茨城県東茨城郡城里町下古内1829-3 
Tel.029-288-7775 
www.hororunoyu.jp/

市貝温泉健康 
保養センター 

￥400（￥200） 
※（　）内は小学生以下料金 

10:00～21:00 
最終受付20:30 
木曜日定休 

栃木県芳賀郡市貝町市塙4649 
Tel.0285-68-4460 
www.town.ichikai.tochigi.jp/ 
shisetsu.

     

道の駅はが 
ロマンの湯 

￥500（￥200） 
※（　）内は小学生以下料金 

10:00～21:00 
最終受付20:00 
水曜日定休 

栃木県芳賀郡芳賀町大字上延生160 
Tel.028-677-4126 
www.romanno-yu.co.jp/

4/18～20 
チケット提示で￥100引き 
※小学生以下は対象外 

4/17～20 各日100名様 
チケット提示でソフトドリンク
1杯無料券を進呈 

4/18～20 
チケット提示で￥100引き 
※小学生以下は対象外 

4/17～20 
チケット提示で￥100引き 
※小学生以下は対象外 

 
（税込） 

インディジャパン来場者向け 近隣温泉割引優待
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■電車でご来場の場合 ※料金は片道です。

交通ガイド

●JR東北新幹線ご利用の場合
東京駅～宇都宮駅下車　宇都宮駅西口よりバス ……………5,790円
上野駅～宇都宮駅下車　宇都宮駅西口よりバス ……………5,590円
大宮駅～宇都宮駅下車　宇都宮駅西口よりバス ……………4,570円
※決勝日19日（雨天予備日20日含む）は臨時直行バスが随時運行されます。

●JR東北新幹線、水戸線、真岡鉄道ご利用の場合
東京駅～小山駅（水戸線乗換）～下館駅（真岡鉄道乗換）～茂木駅下車　茂木駅よりバス …………5,080円
上野駅～小山駅（水戸線乗換）～下館駅（真岡鉄道乗換）～茂木駅下車　茂木駅よりバス …………4,880円
大宮駅～小山駅（水戸線乗換）～下館駅（真岡鉄道乗換）～茂木駅下車　茂木駅よりバス …………3,530円

●JR常磐線ご利用の場合
・特急スーパーひたち／上野駅～水戸駅下車　水戸駅北口よりバス ………………………5,010円
・普通／上野駅～水戸駅下車　水戸駅北口よりバス …………………………………………3,710円

●JR東北本線 快速ラビット号ご利用の場合
上野駅～宇都宮駅下車　宇都宮駅西口よりバス ……………………………3,390円
大宮駅～宇都宮駅下車　宇都宮駅西口よりバス ……………………………2,780円

■車でご来場の場合
● 常磐自動車道
①水戸北スマートインター（ETC専用）から約30分
②水戸インターから約40分
③那珂インターから約40分
④友部ジャンクション経由
北関東自動車道友部インターから約50分
北関東自動車道笠間西インターから約50分
⑤岩間インターから国道355経由約50分
⑤谷和原インターから国道294経由約90分

● 東北自動車道
⑦鹿沼インターから約90分
⑧宇都宮インターから約90分
⑨矢板インターから約90分
⑩栃木都賀ジャンクション経由北関東自動車道
宇都宮上三川インターから約70分

水戸北 
スマートI.C

※ 上記エリアマップは、ツインリンクもてぎ報道関係者専用サイトからダウンロードいただけます。

2007年11月14日、北関東自動車道（笠間
I.C.～友部I.C.区間）笠間西インターが開通し
ました。

※所要時間は交通事情により異なりますので、目安としてご利用ください。



INDYTM JAPAN .com のご案内
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http://www.indyjapan.com/

INDY JAPANに関する情報はもとより、インディカー・シリーズ全戦レポートなど引き続き新鮮な情報・

充実した内容を展開していきます。




