
 

 

 

▲2007 年ヒストリックマシンスポーツランの様子 

 

2008 年3 月18 日 

株式会社モビリティランド 

ツインリンクもてぎ 

 

『2008 2&4@グッドオールデイズ EAST』 開催のご案内 
 

ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）は、2008年4月29日（火・祝）に“古き良き時代”を肌で感じられる参加型イベント、

『2008 2&4@グッドオールデイズ EAST』 を開催します。 

 

 当イベントでは、旧車ユーザーが国際レーシングコースでの実走

行を楽しめる「ヒストリックマシンスポーツラン」をはじめ、マーシャル

カー先導のもと、安全に国際レーシングコースでの走行をお楽しみ

いただける「レーシングコース先導体験走行」を開催いたします。  

また、イベントアトラクションとして同時代に国内外で活躍したマシン

が走行する「デモンストレーションラン」では、幻の名車「ニッサン

MID4」の生き生きとした走りや、Honda Collection Hall所蔵のワークス

マシンのデモ走行など、往年のマシンを中心にモータースポーツ 

シーンを沸かせた貴重なマシンの息吹を感じていただけます。さらに、

イベント参加車両やHonda Collection Hall車両等を間近でご覧いただける「ピットウォーク」、旧車のパーツやグッズを

中心とした魅力あるアイテムが手に入る「フリーマーケット」も併せて開催いたします。 

 

開催概要は下記のとおりです。 

 

 

記 

 

 

開催概要 

●名      称    『 2008 2&4@グッドオールデイズ EAST 』 

 

 

 

 

●日       程    2008 年4 月29 日（火・祝） 

●会       場    ツインリンクもてぎ 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1 

●主      催    株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ 

●協      力    日産自動車株式会社、Honda Collection Hall 

●お問い合わせ     グッドオールデイズ事務局  

担当：澤口  〈携帯〉090-8876-1972 （受付時間 9：00～20：00） 

〈FAX〉0285-63-5224   （24 時間対応） 

※イベントの詳しい情報、お申し込み方法などはツインリンクもてぎホームページをご覧ください。 

ホームページ ： http://www.twinring.jp/ 
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▲ニッサン MID4 

 

【イベント内容】 

■■ヒストリックマシンスポーツラン■■ 

一般参加者によるスポーツ走行。自慢の愛車を現役さながらの力強い走りで走行していただけます。 

・時間        1 本目  9：00～11：30 〈 20 分間 〉 

2 本目13：25～16：00 〈 20 分間 〉 

・場所        ツインリンクもてぎロードコース （西コース）  

・参加車両規定  1972 年までに生産されたバイク 

            ※車両にはゼッケンプレート、燃料タンク、各部 

ワイヤーが必要。 

・装備品       フルフェイスヘルメット（JIS2 種・SNELL 規格等の規格 

に適合したもの）、レーシングスーツ、グローブ、 

ブーツ 

・参加料金     12,000 円（税込） ※共済会費7,000 円を含む。 

・定員        180 台 

  ※参加ご希望の方は、ツインリンクもてぎホームページにて詳細をご確認ください。 

 

■■レーシングコース先導体験走行■■ 

一般参加によるレーシングコースの体験走行。マーシャルカー先導のもと、ご自身の車両で国際レーシングコース 

での走行をお楽しみいただけます。  

・時間       16：00～17：30 

・場所       ツインリンクもてぎロードコース （フルコース）  

・参加車両規定 2 輪・4 輪、年式を問わず走行に支障がない車両 

・装備品      2 輪：ヘルメット、グローブ、長袖、長ズボン 

           4 輪：シートベルト装着 

・周回数      2 周 

・参加料金    4,000 円（税込） 

・定員       180 台［2 輪・4 輪 合計］ ※先着順となります。 

※参加ご希望の方は、ツインリンクもてぎホームページにて詳細をご確認ください。 

 

■■デモンストレーションラン■■ 

ご協力各社様および Honda Collection Hall 所蔵の車両によるデモンストレーション走行。往年のマシンの生き生き  

とした走りをご覧いただけます。 

※「ヒストリックマシンスポーツラン」、「レーシングコース先導体験走行」にご参加のお客様はピットサインエリアにて 

ご観覧いただけます。 

・時間        11：35～12：20 

・場所        ツインリンクもてぎロードコース （西コース） 

・走行車両（予定） 「ニッサン MID4」 / 協力 日産自動車株式会社                               

1985 年にフランクフルトモーターショーで 

発表されたプロトタイプ・スポーツカー。 

 

 

 

 

 

▲2007 年ヒストリックマシンスポーツランの様子 
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▲Honda RCB1000（1976 年） 

▲Honda RC164（1963 年） 

▲BRABHAM HONDA BT18（1966 年） 

▲Honda S800【RSC/RACING VERSION】（1968 年） 

「Honda RC164（1963 年）」 / 協力 Honda Collection Hall 

1963 年世界選手権250cc、トランジスター点火やカム 

変更など改良を加えた最終型の250cc4気筒。ダブル 

タイトルを獲得したマシン。 

エンジン  ：空冷 4 サイクル 4 気筒 DOHC 4 バルブ 

ギヤ駆動 

最高出力 ：46 PS 以上 / 14.000 rpm 

排気量   ：249.3cc 

ライダー  ：ジム・レッドマン 

 

 

「Honda RCB1000（1976年）」 / 協力 Honda Collection Hall 

1976 年にヨーロッパ耐久選手権、第4 戦ボルドール 24 

時間レースで優勝したマシン。8 戦7 勝してマニュファ 

クチャラーズ／ライダーズチャンピオンを獲得した。 

エンジン  ：空冷 4 サイクル 4 気筒 DOHC 4 バルブ 

（チェーン／ギヤ併用駆動） 

最高出力 ：120 PS 以上 / 9,000 rpm 

排気量   ：997.48cc 

ライダー  ：ジャン・クロード・シュマラン / アレックス・ジョージ 

 

 

「BRABHAM HONDA BT18（1966 年）」 / 協力 Honda Collection Hall 

1965 年よりブラバムレーシングチームに新開発の F-2 

エンジンを供給。1966 年にはヨーロッパのレースで 11 

連勝を達成した。 

エンジン  ：水冷 4 サイクル 直列4 気筒 DOHC 

最高出力 ：150PS 以上/11,000rpm 

排気量   ：994cc 

ドライバー ：ジャック・ブラバム 

 

 

「Honda S800【RSC/RACING VERSION】（1968 年）」 / 協力 Honda Collection Hall 

1968年鈴鹿12時間自動車レース、GT- 1クラスで優勝。

3,000cc クラスと競り合い、総合でも 3 位入賞を果た   

した。 

エンジン  ：水冷 4 サイクル 直列4 気筒 DOHC 2 バルブ 

最高出力 ：100PS 以上/10,500rpm 

排気量   ：872.8cc 

ドライバー ：永松邦臣 / 木倉義文 

 

 
 
※当日のマシンの状態や天候などにより、走行時間や車両の変更、または走行を中止する場合がございます。 

  あらかじめご了承ください。 

※当日走行する車両のゼッケンと写真のゼッケンは異なる場合がございます。 
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▲2007 年フリーマーケットの様子 

『ピピラのワールドツアー』 ～情熱の国 ブラジル～ 
2008 年4 月26 日（土）より開催 

 
ツインリンクもてぎのマスコットキャラクター「コチラレーシング」の 
ピピラが、今年日本との交流100 周年を迎えるブラジルをご紹介。 
5 月5 日にバースデーを迎えるピピラが明るく元気にイベントを 
ナビゲートします。ご家族・ご友人皆様でブラジルの文化に触れ、 
体験できるイベントをご用意しております。 
●イベント名称 『ピピラのワールドツアー』 ～情熱の国 ブラジル～ 
 
 
 

●開 催 日 程 2008 年4 月26 日（土）～5 月6 日（火・祝） 
※イベントの詳細は、随時ホームページでご案内いたします。 

■■フリーマーケット■■ 
旧車の部品などを中心にしたフリーマーケット。今では手に入りにくくなったお宝パーツや掘り出し物が満載です。 

・時間       終日 
・場所       第1 パドック 
・出店料      3,000 円（税込） 
・参加資格    バイクのパーツやグッズを中心とした店舗の 

出店が可能な方 
・出店区画    駐車スペース含む駐車枠2 台分  

〈車両1 台＋2.5m×5.0m〉 
※参加ご希望の方は、ツインリンクもてぎホームページにて詳細を 

   ご確認ください。 
  
■■ピットウォーク＆勝手にアワード ■■ 
イベント参加車両や Honda Collection Hall 車両等をピットロードに展示。  
間近で車両をご覧いただけます。勝手にアワードでは、スポーツラン 
参加車両を対象に表彰式を行います。 

・時間       12：20～13：10 
・場所       ツインリンクもてぎロードコース （西コース） 

ピットロード 
 
 

●観戦料金  通常入場料金でご観戦いただけます。 

〈税込〉 
入場料 駐車料  

大人 

（15 歳以上） 

子ども 

（小中学生・6 歳～15 歳未満）

幼児 

（3 歳～6 歳未満） 
4 輪 2 輪 バス 

2008 年4 月29 日（火・祝） 1,200 円 500 円 300 円 600 円 300 円 1,000 円

※6 歳でも小学校入学前は、幼児料金。15 歳でも中学生は子ども料金となります。 

 

 ツインリンクもてぎの情報  

ツインリンクもてぎホームページ         ： http://www.twinring.jp/ 

ツインリンクもてぎモバイルホームページ ： http://mobile.twinring.jp/ 

 
▲2007 年ピットウォークの様子 
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