
 

 
〒321-3597  栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1 

TEL （0285）64-0001   FAX （0285）64-0009   URL http://www.twinring.jp/ 

- 1/5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

スーパー耐久初の高速バトル開催決定！ＢＭＷが、Ｚが、ポルシェが、ランサーが、

ＲＸ－７が、ＮＳＸが、シビックがスーパースピードウェイを駆け抜ける！ 
2008年のスーパー耐久シリーズは長い歴史の中に、大きな１ページを

刻むことになった。最終戦、第７戦の予選、決勝を11月15日（土曜日）に行い、

翌16日（日曜日）にツインリンク

もてぎスーパースピードウェイで

スペシャルレース、「スーパー耐久

オーバルバトル」が開催されること

になった。スーパー耐久を戦う

BMW・Z4Mクーペ、フェアレディZ、

ポルシェ911GT3R、ランサーエボ

リューション、インプレッサ、RX-7、

NSX、シビック、インテグラなどが、

INDY JAPANと同じハイスピードの

オーバルコースを舞台に、バトルを繰り広げる―。想像しただけでもわくわくする

レースだ。スーパー耐久ではスーパースピードウェイの第１、Panasonicターンと第３

ターンにシケイン状の減速地帯を設置し、スピードを抑えることになるが、それでも

バンクから続く長いストレートではこれまでにないスピードでバトルが行われることに

なる。すでにこれまで２回のオーバルコーステストが行われており、減速地帯を設置

してもSTクラス1のマシンは時速250kmを超えるトップスピードを記録。まさに高速、

大迫力のレースが展開されることだろう。スーパー耐久ツインリンクもてぎラウンドは、

それぞれのクラスチャンピオンをかけたシリーズ最終戦の戦い、それに続く高速

オーバルバトルと、見逃すことのできないものとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

11／15 SＡＴ.

2008.8.19 配信

ツインリンクもてぎ ロードコース １周 4,801.379m

もてぎスーパー耐久500km

スーパー耐久シリーズ2008 第７戦 
予選＆決勝２００８ 

11／16 SUN.
予選＆決勝

スーパー耐久オーバルバトル

スーパー耐久シリーズ2008 スペシャルレース ２００８ 

ツインリンクもてぎ スーパースピードウェイ内特設コース（第１、第３ターンに減速地帯設置）

オーバルテストの様子 

オーバルテストでPanasonicターンを駆け抜ける 

スーパー耐久マシン 

●大 会 名 称：スーパー耐久シリーズ2008 第７戦 もてぎスーパー耐久500km（11/15） 

スーパー耐久シリーズ2008 スペシャルレース スーパー耐久オーバルバトル（11/16） 

●主   催：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 
●後 援：茂木町 ／ FM NACK５ 

９月１日（月）オーバル走行テスト開催！ 
オーバルバトルを２ヵ月半後に控えた９月１日（月）、スーパー耐久に参加するマシンがツインリンクもてぎに集結、スーパース

ピードウェイ（オーバルコース）走行テストが開催される。本番に向けた重要なテストとなるため、本番さながらの走行が見られるこ

とだろう。 

※通常の入場料でご覧いただけます。入場料の詳細についてはホームページをご覧ください。 
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ＢＭＷ Ｚ４Ｍクーペの快進撃が続くＳＴクラス１。 

ランサーエボリューション同士のバトルが続くＳＴクラス２。 

今年もツインリンクもてぎファイナルバトルでタイトル争いが決着する!? 
スーパー耐久の総合優勝を争うのが

エンジン排気量3500cc以上の車両で戦

われるSTクラス1。昨年はフェアレディＺ

の影山正美／青木孝行組が５勝を記録

してチャンピオンを獲得したが、今年は

状況が一変。昨年デビューしたBMW 

Z4Mクーペは柳田真孝／Ｆ・ハイルマン組

に加え、片岡龍也／谷口信輝組（ともに

ペトロナスSYNTIUM）が参戦。２台体制

になるといきなり本来のパワーを見せつけ、

開幕戦鈴鹿で片岡組がZ4Mクーペに初優勝をもたらすと、その勢いはさらに加速。片岡組が第２戦も制すると、第３戦、第４戦は

柳田組が連勝。だが、ライバルたちも黙ってこれを見ているわけではない。昨年のチャンピオン青木孝行がドライブするエン

ドレスADVAN Ｚもこの２台に食らいついており、すきあらば優勝を狙う構え。さらには長嶋正興／松村浩之組ポルシェも

虎視眈々と優勝を狙っており、さらにパフォーマンスを上げてくるはず。ラストバトル、ツインリンクもてぎで３車種の大接戦が

見られそうだ。 

エンジン排気量2001cc以上3500cc以下の４輪駆動車で争われるのがSTクラス2。今年はランサーエボリューション同士の

戦いが続き、昨年のチャンピオン木下隆之／中谷明彦組をはじめ、和田久／大瀧賢治／HINOKI組などが接戦を展開。

エンジン排気量2001cc以上3500cc以下の２輪駆動車で争われるSTクラス3はフェアレディＺ、ホンダNSX、BMW・M3、RX-7など

多彩な車種が激しい争いを展開している。今年は前嶋秀司／佐々木雅弘組のＺが開幕戦から３連勝を記録して一歩リード。 

これをBMW・M3の小林且雄／村田信博組が追う展開。エンジン排気量2000cc以下の

車両で争われるSTクラス4はシビックとインテグラの接戦。玉本秀幸／小林正吾／古橋

譲組シビックを井尻薫／黒木英春／黒木健次組インテグラが追う展開だ。STクラス2、

STクラス3、STクラス4とも現時点で上位陣のポイント差も少なく、これからひと波乱も

ふた波乱もありそう。ツインリンクもてぎの戦いで決着がつくことになりそうだ。 

 
 

 

 

 

 

ペ ト ロ ナ ス S Y N T I U M   B M W  Z 4 M ク ー ペ エンドレスADVAN Ｚ 

ツインリンクもてぎコース図 
※Ａ席・Ｂ席・Ｃ席・Ｄ席・Ｅ席・Ｇ席・Ｚ席・ 

５コーナースタンド席は自由席です。 
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イ ベ ン ト 情 報 ！  

モータースポーツワークショップ 

オーバルレースの第一人者、福山英朗が語る「オーバルレーシングの魅力」 
子どものころからレーサーを目指し、デビュー後は国内のみならず海外でも活躍。2002年～03年にかけてはアメ

リカ最大のシリーズで、オーバルコースを中心に開催される「ナスカー」に日本人で唯一参戦した経験を持つ福山

英朗氏が、オーバルレーシングの魅力について語る。 

■日時：11月15日(土)第7戦決勝レース終了後 

■場所：Honda Collection Hall オリエンテーションルーム 

キャンギャルオンステージ 

レースに花を添える各チームのキャンギャルや

もてぎエンジェル、そしてスーパー耐久イメージ

ガール「JEWEL」などが登場するキャンギャルオン

ステージをスーパー耐久オフィシャルステージで

開催。さらにはパドックパスをお持ちの方限定の

スペシャルイベントも開催予定！ 

■日時：11月15日(土)・１６日（日）時間未定 

■場所：スーパー耐久オフィシャルステージ 

コチラレーシングクイズ大会（仮） 

コチラレーシングによるキッズイベントも盛りだく

さん！ファンファンラボでは、コチラレーシングによ

るクイズ大会を開催！そのほかにも「スロットカー

オーバルコースにチャレンジ！」や４輪シミュレー

ター「オーバルコースタイムアタック！」を開催。 

■日時：11月15日(土)・１６日（日）時間未定 

■場所：ファンファンラボ 

参加者大募集！パレード走行ができる

オーナーズミーティング開催！ 
スーパー耐久に参戦している車種をお持ちの

オーナー様のために、２日間の観戦チケットと駐

車場、さらにはコースのパレード走行がついてくる

スペシャルな企画をご用意しました！ 

■日時：11月15日(土)時間未定 

■場所：ロードコースまたはスーパースピードウェイ 

■対象車種：ポルシェ、BMW、ランサーエボリューション、 

RX-7、Z、シビック、インテグラほかを予定 

※お申し込み方法、車種の詳細についてはHPの

「スーパー耐久イベント情報」

(http://www.mobilityland.co.jp/s-taikyu_m/) 

をご参照ください。 

アフタ－スーパー耐久宿泊プラン＜11月1６日（日）限定＞ 
レースの余韻をゆったりとお楽しみいただけるよう、スペシャルレース

終了後にホテルツインリンクにご宿泊いただける「アフタースーパー

耐久宿泊プラン」をご用意しております。 

■特典：スペシャルレース当日自由席券観戦券 

プログラム（1部屋につき1冊） 

アフタースーパー耐久宿泊プラン 
１泊２食付き＜11月1６日(日)泊限定＞ 

大人(高校生以上)2名以上利用 １４，０００円 

大人(高校生以上) シングル １７，０００円 

中学生 ９，８００円

子ども（3歳～小学生） ７，５００円

お 得 な 観 戦 プ ラ ン を ご 用 意 し ま し た  

スーパー耐久シリーズ表彰式プラン＜11月1５日（土）限定＞ 
スーパー耐久2008年シリーズ最終戦となる第７戦終了後に、ホテルツインリンクで行われる 

シリーズ表彰式パーティーに参加できる宿泊プランです。 

■特典：シリーズ表彰式パーティー参加（フリードリンク付き） 

スーパー耐久シリーズ表彰式プラン 
１泊２食付き＜11月1５日(土)泊限定＞ 

大人(高校生以上)2名以上利用 １７，５００円 

大人(高校生以上) シングル ２５，５００円 

中学生 １２，２５０円 

子ども（3歳～小学生） ８，７５０円 

［税込］

［税込］

※レースをご観戦される場合は、別途観戦券が必要です。 
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8月30日(土)チケット販売開始！ 
★★第7戦前売観戦券を買うと、オーバルバトルも見られる！★★ 

■観戦券 

スーパー耐久シリーズ2008 第７戦 「もてぎスーパー耐久500km」 

（11月15日土曜日）観戦券 

前売観戦券 ※1 
（2日間有効） 

11月15日（土）当日観戦券 
第7戦（予選＆決勝） 

大人 

（高校生以上） 
３，２００円 

大人 

（高校生以上） 
４，０００円 

子ども 

（3歳～中学生） 
７００円 

子ども 

（3歳～中学生） 
７００円 ※2 

※1 16日（日）のオーバルバトルも入場可   ※2 子ども券のみ2日間有効 
 

スーパー耐久シリーズ2008 スペシャルレース 「スーパー耐久オーバルバトル」 

（11月16日日曜日）当日観戦券 
スペシャルレース（予選＆決勝） 

大人 

（高校生以上） 
２，５００円 

子ども 

（3歳～中学生） 
７００円 

 

■パドックパス＆ピットウォーク券 

 

パドックパス 
（別途観戦券必要） 

ピットウォーク 
（別途観戦券必要） 

第7戦 

11月15日（土） ３，０００円 

（2日間有効） 

１，０００円 

オーバルバトル 

11月16日（日） 
１，０００円 

※ パドックパスは3,000枚の限定販売となります。前売券完売の場合、当日券の販売はございません。 
※ ピットウォーク券は各日2,000枚の限定販売となります。前売券完売の場合、当日券の販売はございません。ピットウォークの前売販売窓口

はツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話による通信販売）、およびMOBILITY STATIONのみとなります。 
 

■駐車券 

 コースサイド（4輪） ※1 ４輪・バス ２輪 
前売 

（2日間有効） 
３，０００円 １，０００円 ５００円 

当日 

【第7戦 11/15（土）】 

４，０００円 

（2日間有効） 
２，０００円 １，０００円 

当日 

【オーバルバトル 11/16（日）】 
－ ２，０００円 １，０００円 

※1 11/16（日）は一般駐車場での駐車となります。 
※ コースサイド駐車券では、ロードコース外周路（S字～V字～ヘアピン手前）にお停めいただけます。300枚限定にて販売いたします。 
※ 前売駐車券（4輪）をお持ちの方は追加料金にてコースサイド駐車券に変更可能です。 
※ 前売券完売の場合、当日券の販売はございません。 
 

■ＶＩＰテラス・ＶＩＰスイート 

ＶＩＰテラス 
（屋外席・エリア指定） 

ＶＩＰスイート 
（屋内席） 

大人 

（高校生以上） 
８，５００円 

大人 

（高校生以上） 
２３，０００円 

子ども 

（3歳～中学生） 
３，５００円 

子ども 

（3歳～中学生） 
１７，０００円 

※ VIPテラスをお持ちの方はピットウォークへの参加、指定駐車券（大人券をご購入のお客様のみ）が付きます。また土曜日は、お弁当と
お茶が付きます。前売り1,000枚限定にて販売いたします。 

※ VIPスイートをお持ちの方は、記念品・指定駐車券（大人券をご購入のお客様のみ）が付きます。またグランドスタンド上のＶＩＰスイート、
グランドスタンド、パドックにてご観戦いただけるほか、グリッドウォーク（大人券のみ）及びピットウォークへもご参加いただけます。なお
土曜日は、スイートでのお食事、フリードリンク（ビール、ソフトドリンク）もご利用いただけます。前売り80席限定にて販売いたします。
ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口販売・電話による通信販売）、MOBILITY STATIONでのみお取り扱いいたします。 

［価格は全て税込］
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チケットの払い戻しについて 
11月16日（日）にスペシャルレースとして開催される『もてぎスーパー耐久オーバルバトル』はスーパースピードウェイ（オーバルコース）

にて行われるレースです。お客様に安全にスーパー耐久シリーズ初のスーパースピードウェイでのレースをご覧いただくため、雨天時または

コース路面が濡れているなど安全面でコースコンディションに問題がある場合には、レースが開催できない場合がございます。その場合

のチケットの取り扱いは以下の通りです。 

●前売券は11月15日（土）にロードコースにて開催される『もてぎスーパー耐久500km』の決勝レースが

成立した時点で、11月16日（日）に開催される『もてぎスーパー耐久オーバルバトル』が開催されなかった

場合でも払戻しは一切行いません。 

●11月16日（日）『もてぎスーパー耐久オーバルバトル』については、雨天時またはコース路面が濡れている

など安全面でコースコンディションに問題がある場合や、運営上支障をきたすような不測の事態が発生

した場合、主催者の判断により中止またはスケジュールの変更、エキシビジョンレースに内容を変更して

開催する場合がございます。 

●11月16日（日）『もてぎスーパー耐久オーバルバトル』は決勝レースが開催されない場合でも競技参加

車両によるエキシビジョンレースが開催された場合、興行成立となります。 

●11月16日（日）『もてぎスーパー耐久オーバルバトル』の当日券は興行が成立しなかった場合のみ払戻し

を所定の期間・所定の方法にて実施いたします。その際、チケットが著しく破損・汚損している、又は

紛失等で判断できない場合、チケットの払戻しには一切応じられません。また、宿泊費や交通費等

の補償はいたしません。 

●払戻し金額は、正規販売窓口を通して購入する金額が対象になります。ダフ屋・お客様同士の売買・

オークション等で購入された観戦券料金に対しての補償はいたしません。 

●払戻しの対象となるのは、観戦券、駐車券のみとなります。パドックパスおよびピットウォーク券の払戻しは

いたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チケットのお求めは 
■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 8月30日(土)10:00～11月14日(金)16:30まで 

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売 
0285-64-0080 

8月30日(土)10:00～11月9日(日)17:00まで 

※ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口販売・電話販売）の営業時間は下記のとおりです。 

8月 

9月 

10月11月 

平日9:30～17:30 土日祝9:30～18:00 

平日9:30～17:00 土日祝9:30～17:30 

平日9:30～16:30 土日祝9:30～17:00 

■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ） 
ＰＣ      http://mls.mobilityland.co.jp 

モバイル http://mls.mobilityland.co.jp/mobile 
8月30日(土)10:00～9月10日(月)9：00まで（24時間受付）

 

11月14日(金)まで販売 
 

●チケットぴあ ●ローソンチケット ●ｅ＋（イープラス） ●CNプレイガイド 
●ＵＦＪチケットサービス ●ホンダウエルカムプラザ青山 
●ショッピングセンターもぴあ ●道の駅もてぎ もてぎプラザ 
●STEP-１(茂木町) ●鈴鹿サーキットレースチケットセンター 
●セブンイレブン ●ファミリーマート ●ローソン ●サークルＫ 
●サンクス ●am/pm ●セーブオン 
※右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ございます。[am/pm、セーブオン] 

■チケットに関するお問い合わせは．．．ツインリンクもてぎチケットセンター 0285-64-0080 

鈴 鹿 、もてぎのチケット・グッズが同 時 に買 える新 オンラインショップ 「MOBILITY STATION」オープン！ 

詳しくは http://mls.mobil ityland.co.jp/（モバイル http://mls.mobil i tyland.co.jp/mobile） にアクセス！

チケットぴあ、および提携コンビニエンスストア 
■Ｐコード 観 戦 券：６８１－３２７ 

ＶＩＰテラス：６８１－３２８ 
パドックパス：６８１－３２９ 
駐 車 券：６８１－３３０ 

ローソンチケット、およびローソン 
■Ｌコード ３０９８８ 

 


