
 
 

2008 年6 月28 日 

株式会社モビリティランド 

ツインリンクもてぎ 

 

 

「2008 もてぎスーパーアメリカンサンデー」 開催のご案内 
～ ツインリンクもてぎにアメリカンカーが大集合！ 観る、参加する、楽しむ！ アメリカンイベント ～ 

 

 

ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）は 2008 年 8 月 24 日（日）、観るだけでなく参加してお楽

しみいただけるアメリカンイベント、『2008 もてぎスーパーアメリカンサンデー』 を開催いたしま

す。 

 

スーパーアメリカンサンデー開催時の会場風景 

本イベントは、アメリカンカー愛好家の皆様が、自慢の愛

車約 150 台を所狭しと展示し、ご来場のお客様の投票によっ

てGRAND(大賞)を決定する “CAR SHOW”、アメリカングッズ

満載のフリーマーケット “SWAP MEET”、 ドラッグレースの

迫力を間近でお楽しみいただける “DRAG RACE”の 3 つを

中心としたイベントです。会場全体がアメリカンな雰囲気に     

染まります。また今年は、アメリカンムードを味わっていただけ

る『ツインリンクステーキセット』が初登場。さらにツインリンクス

テーキセットをご注文いただいた先着 30 名様には、“アメリカ

ンサンデー（チョコレートサンデー）”をプレゼント。 

 

開催概要は以下のとおりです。 

 

記 

 開催概要  

●イベント名称    『2008 もてぎスーパーアメリカンサンデー』 

●主       催    ツインリンクもてぎ 

●開 催 日 程    2008 年8 月24 日（日） 8：00 開場 ※雨天決行（一部、雨天時中止のイベントあり） 

●会     場    ツインリンクもてぎ 第1 パドック、スーパースピードウェイ 

●入場・駐車料    通常料金にてご入場および駐車していただけます。 

【入場料】  

大人（15 歳以上）             1,200 円（税込） 

子ども（小中学生・6 歳～15 歳未満）  500 円（税込） 

幼児（3 歳～6 歳未満）           300 円（税込） 

【駐車料】  

4 輪車 600 円（税込）、2 輪車 300 円（税込）、バス 1,000 円（税込） 

  

  ●同 日 開 催  『INTER SHOW』 

  ●会     場  ツインリンクもてぎ 第2 パドック 

              ※詳細は、ホームページをご覧ください。  http://www.gymindustry.co.jp/ 
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■CAR SHOW ＜観る・参加する＞                                              

アメリカンカー愛好家の皆様が、自慢の愛車約150 台を所

狭しと展示し、ご来場のお客様の投票によって GRAND(大賞)

を決定します。生粋のアメリカンカーはもちろん、それ以外の

クルマでもエントリー可能。観て、参加してお楽しみいただけ

ます。  

 

【カテゴリー】  

①ORIGINAL   ： メンテナンスなどによって販売当時の姿を 

維持しているアメリカンカー 

②CUSTOM    ： 魅せるためのルックス改造（カスタム）を施したアメリカンカー 

③HOTROD    ： 速さを追求した改造を施したアメリカンカー（DRAG RACE参加車両も選択対象） 

④RACE CAR   ： 競技を前提に改造を施したアメリカンカー（DRAG RACE参加車両も選択対象） 

⑤OTHER CAR ： アメリカンな雰囲気を演出したアメリカン以外で製造された車両 

   ※全カテゴリーの中からご来場のお客様の投票により GRAND（大賞）を決定するほか、各カテゴリー賞や特別賞も 

ご用意しております。 

 

会     場 ： 第1 パドック 

エントリー料  ： 5,000 円（税込）／台 

参 加 台 数 ： 150 台(予定)まで ※OTHER CAR（アメリカンナイズドアザーカー）は書類選考 

参加申し込み : 7 月6 日(日)～7 月27 日(日) 必着 

 

 

 

■SWAP MEET ＜観る・参加する＞                                             

本場アメリカのフリーマーケットを連想させるメーカーや  

ショップ、ディーラー、個人の方々による、アメリカンテイスト 

たっぷりな出店（出展）コーナー。掘り出し物をみつける   

チャンスです。 

 

 

会      場 ： ロードコース ピット 

出店（出展）料 ： 10,000 円（税込）／ブース 

出店（出展）スペース ： 5m×5m／ブース 

出店（出展）数 ： 50 ブース ※先着順 

参加申し込み  :  7 月6 日(日)～7 月27 日(日) 必着 

 

 

 

■DRAG RACE ＜観る・参加する＞                                                      

アメリカンモータースポーツといえば、直線をいかに 

早く走り抜けるかを競う「ドラッグレース」。 
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 そのドラッグレース専用に極限まで改造が施された  

市販車がツインリンクもてぎスーパースピードウェイの  

メインストレートを疾走します。 

※雨天時は、中止をさせていただく場合がございます。 

 

 

 



 

【カテゴリー】 

 ①ノーマル  

 アメリカ車を使用し車両の主な部分の変更は認められない。 

 ②ストリートモディファイ 

    アメリカ車を使用し給排気系などの一部の変更は可能。 

 ③ストリートモディファイエキスパート 

    アメリカ車を使用しホイールベース以外の寸法の変更やシフト機構などの変更が可能。 

 ④スーパーストリート 

    アメリカ車を使用し最大10％までの寸法の変更などが認められる。 

    パイプフレームの車両は不可。（プロストック等） 

    オリジナルのフレームを 50%以上使用していること。 

    4 点式以上のシートベルトをしようしていること。 

    地上の方さが最低5cm 以上あること。 

    タイヤ 4 輪すべてに車検に有効な油圧ブレーキを装備していること。 

    燃料タンクの変更は可能。 

    ブローバイの大気開放は禁止。 

 

会     場 ： スーパースピードウェイ 

エントリー料 ： 12,000 円（税込）／台 ※各カテゴリー共通料金 

共済会費   ： 3,000 円 ※ツインリンクもてぎスポーツ走行会員以外の参加者が対象 

参加台数   ： 50 台 

参加申し込み : 7 月6 日(日)～7 月27 日(日) 必着 ※先着順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ツインリンクステーキセット】 

“ツインリンクもてぎ”をイメージする 2 つのオー 

バル型の牛肉ステーキを味わっていただける 

ステーキセットを販売いたします。 

今回『ツインリンクステーキセット』をご注文 

いただいた先着30 名様に、“アメリカンサンデー” 

プレゼント！ 

  

場所  パドックカフェ JAY 

料金  1,400 円（税込） 

 

 

以上 

 

 

 
 

お客様からのお問い合わせ先  

ツインリンクもてぎ  TEL：0285-64-0001（代表） 

もてぎスーパーアメリカンサンデーホームページ ： http://www.mobilityland.co.jp/sas_m/ 

 

 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/ 
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