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■3月28日（日） ツインリンクもてぎでいよいよ開幕！■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

20周年を迎えるスーパー耐久シリーズ。開幕戦は昨年に引き続きツインリンクもてぎだ！新設されたST-5クラス

の戦いを含め、新たなる戦いがツインリンクもてぎロードコースを舞台にスタートする。 

 

１/１６（土）チケット販売開始！ 
～2010年のスーパー耐久は、イベントがさらに盛りだくさん！！～ 

2010年春、新しい“のりもの”フィールドとして誕生する『モビパーク』を中心に場内全体でさまざまなモビリティ・

プログラムをお楽しみいただける春休みのイベントを同日開催いたします。 

 

■中学生以下のお子様対象 

パドックへのご入場が無料！！ 
観戦券をお持ちの中学生以下のお子様は、パドックに無料でご入場いただけます。 

ピットウォークへのご参加が無料！！ 
観戦券をお持ちの中学生以下のお子様は、ピットウォークに無料でご参加いただけます。 

モビパークパスポート付き観戦券 登場！！ 
2010年春 新たに誕生する新フィールド『モビパーク』でたっぷり遊べるパスポートがセットになったチケットです。 

新しく登場する3機種をはじめとしたツインリンクもてぎオリジナルの“のりもの”をお楽しみいただけます。 

お子様の観戦料金分がお得になります。 
 

■高校生以上の学生にうれしい 学割 登場！！ 
前売観戦券3,200円が半額の1,600円でご購入いただけます。お得になった分、お友達を誘ってレース観戦を

お楽しみください。 
 

■２０１０年も登場！ ファミリーチケット！！ 
2009年スーパー耐久でご好評いただいたファミリーチケットを2010年も販売いたします。 

大人2名様+子ども2名様+4輪駐車券＝8,400円が、1,000円お得な7,400円のセット券でご購入いただけます。 

３／２８ SUN. 

2010/1/15 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

スーパー耐久シリーズ2010 第１戦 
予選＆決勝

２０１０ 

●大会名称：スーパー耐久シリーズ2010第1戦 もてぎスーパー耐久 

●主 催：株式会社モビリティランド、エムオースポーツクラブ（M.O.S.C.） 

●公 認：社団法人日本自動車連盟（JAF） 

●後 援：茂木町 ／ FM NACK5 
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ＢＭＷ Ｚ４Ｍクーペ、フェアレディＺが、ランエボＸ、ＮＳＸ、ＲＸ－７が、

シビック、インテグラが激突するスーパー耐久！ 

今年もツインリンクもてぎで熱戦の幕が開く!! 
 

1991年にシリーズが始まり、今年で

20周年を迎えるスーパー耐久シリーズ

は、昨年に引き続き今年もツインリンク

もてぎで熱き戦いの開幕を告げる。 

王者BMW Z4MクーペをフェアレディZ

が追い詰めたST-1クラス、ランサーエ

ボリューション同士のバトルが繰り広げ

られたST-2クラス。NSXがZ、RX-7、

BMW M3との接戦を制したST-3クラス、

シビックType Rがインテグラ、Ｓ2000とのHonda同士のバトルを勝ち抜いたST-4クラス。 

各クラスともにマシンはさらに開発が進んでおり、昨年の開幕戦を上回るハイスピード、ハイレベルな戦いとな

るのは確実だ。昨年に引けを取らない戦いが今年も繰り広げられるのか、それとも新たな展開が待ち受けている

のか！? 2010スーパー耐久の戦いの行方はツインリンクもてぎ開幕戦で見えてくるはずだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィット、デミオ、ヴィッツ、コルトが参戦！？ 

新設ＳＴ－５クラスいよいよスタート。 
 

今年からスーパー耐久に新たな戦いが加わる。ST-5クラスが新設されたの

だ。これはエンジン排気量1500cc以下の車両で争われるもので、エンジン排気

量3501cc以上のST-1、3500cc以下の4輪駆動車のST-2、2輪駆動車のST-3、

2000cc以下のST-4クラスに比べ、最もコンパクトなクラスでもあるが、その内容

はどのクラスにも引けをとらないものとなりそうだ。すでにワンメイクレースなど

で活躍するTOYOTA ヴィッツを始め、Honda フィット RS、マツダ デミオSPORT、

三菱 コルトなど各メーカーを代表するコンパクトスポーツが対象車種となるか

らだ。そのST-5クラスの戦いも、このツインリンクもてぎからスタートする。 

ST-1クラス フェアレディZ（左）とBMW Z4Mクーペ（右） 

ワンメイクレース参戦のヴィッツ 

左からST-2クラス ランサーエボリューション、ST-3クラス NSX、ST-4クラス シビック 
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※天候、コースコンディションなどにより内容は予告なく変更になる場合がございます。 

※写真はイメージです。 

スーパー耐久レースイベント 
フリーピットウォーク＆公開車検（２７日） 

ピットウォーク（２８日） 
フリーピットウォークでは、開幕を翌日

に控えたマシンとチームを目の前で

ご覧いただけるとともに、公開車検の

様子を見ることができます。また28日 

には大好評のピットウォークを開催いたします。 

■28日（日）ピットウォーク料金：高校生以上1000円(税込) 

※28日（日）のピットウォークは、中学生以下は観戦券[500

円(税込)]のみでご参加いただけます。 

※27日（土）のフリーピットウォーク＆公開車検は、前売り観

戦券または入場料のみでご参加いただけます。 

グリッドファミリー 
決勝レース直前にグリッドにつくマシン

をグリッドボードでエスコート。抽選で

全参戦チーム数のご家族にご参加い

ただけます。 

■日時：3月28日（日）決勝レース直前 

■場所：ロードコース 全グリッド 

■申込：ツインリンクもてぎホームページよりお申し込み 

いただけます。 

キャンギャルオンステージ 
開幕戦は参戦チームのキャンギャルもデビューの場とな 

る。シリーズをチームとともに

盛り上げる彼女たちに会いに

行こう！ 

 

■日時：3月28日（日） 

■場所：グランドスタンドプラザ オフィシャルステージ 

ツインリンクもてぎエンジェル12期生 

デビュー 
ツインリンクもてぎのレース、イベン

トを盛り上げるツインリンクもてぎエ

ンジェルがスーパー耐久開幕戦で

デビュー！ 

スーパー耐久開幕戦は春休みイベント満載！ 
スーパー耐久レースイベント   新フィールド『モビパーク』誕生   春休みイベント 

～3つのイベントが全て楽しめる！レース以外にファミリーで楽しめるイベント盛りだくさん～ 

新フィールド「モビパーク」誕生！ 
さまざまな“のりもの”に触れ、自分で自由にモビリティを

操る楽しさや、交通ルール・マナーの大切さを体験でき

るとともに、ものづくりを通して次世代を担う子どもたち

が夢を創造することができる空間です。 

 

新しい“のりもの”３機種登場！ 

アクロエックス 

キッズパイロット 

クイックレーサー

春休みイベント 
働くクルマ大集合 
身近なクルマから、工事現場で活躍するクルマ、見たこともない特殊な建機ま

で、50台以上の“働くクルマ”が大終結！高所作業車などの搭乗や、なりきり＆

コクピット体験もお楽しみいただけます。 

 

ロンドンバスで場内めぐり 
イギリスの街中で見かける真っ赤

な2階建てバスがツインリンクもてぎ

に登場！見るだけでもウキウキす

るロンドンバスに実際に乗って、場

内を楽しく移動していただけます。 

 

エコカー操縦体験 
“Modulo（モデューロ）”のパーツでド

レスアップされたHondaのエコカーを

一同に展示。最新モデルのCR-Zも

登場予定！車種によっては操縦体

験もしていただけます。 

 

レーシングマシン展 
インディカー、GTカー、MotoGPマシンをはじめ

とする数々のレーシングマシンをご覧いただ

けます。レーシングスーツやツインリンクもて

ぎエンジェルのコスチュームを着て、なりきり

体験・コクピット体験もお楽しみいただけます。

※まだまだクルマのイベント盛りだくさん！ 詳しい情報はホームページで随時更新！！ 

ローラー 

グレーダー 
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■観戦券 

 大人 
（高校生以上） 

子ども 
（3歳～中学生） 

ファミリー 

前売 ３，２００円 ５００円 ７,4００円 

当日 ４，０００円 ５００円 － 

※ファミリーチケットは大人2名＋子ども2名＋駐車券1台がセットになったお得なチケットです。 
 

■ＶＩＰテラス 

大人 
（高校生以上） 

子ども 
（3歳～中学生） 

８，５００円 ３，５００円 

※VIPテラスをお持ちの方はピットウォークへご参加いただけます。また、指定駐車券（大人のみ）およびお弁当とお茶が付きます。 
 

■ＶＩＰスイート 

大人 
（高校生以上） 

子ども 
（3歳～中学生） 

２３，０００円 １７，０００円 

※VIPスイートをお持ちの方は、記念品・指定駐車券（大人のみ）・パドックへの入場・グリッドウォーク、およびピットウォークにご参加 

いただけます。また、スイートルームでのお食事、フリードリンク（ビール、ソフトドリンク）がご利用いただけます。 

※VIPスイートは前売80席限定で、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

販売いたします。 

お得な宿泊プランをご用意しました。 
コースに隣接するホテルツインリンクに宿泊で、ゆっくりレース観戦 

「らくらく観戦宿泊プラン」 
 

■１泊２食付き。観戦券（人数分）＋プログラム（1部屋につき1冊） 

１月１６日(土)チケット発売開始！ 

らくらく観戦宿泊プラン ３月２７日(土)泊 
～レース前日に宿泊 朝から余裕の観戦～ 

大人(高校生以上)  １７，０００円 

中学生 １１，９００円 

子ども（3歳～小学生） ８，５００円 

［価格はすべて税込］

らくらく観戦宿泊プラン ３月２８日(日)泊 
～レースを一日堪能 余韻を楽しみゆっくり滞在～ 

大人(高校生以上 １５，０００円 

中学生 １０，９００円 

子ども（3歳～小学生） ７，５００円 

 

※１室４名様まで宿泊可能（添寝含む） 

※料金は１室２名様以上のご利用で１名様

あたりの料金です。 

※シングル利用の場合は３０００円アップ 

［価格はすべて税込］ 
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■パドックパス＆ピットウォークパス 

パドックパス 
（高校生以上） 

ピットウォーク 
（高校生以上） 

３，０００円 １，０００円 

※中学生以下のお子様はパドックへの入場及びピットウォークへの参加が無料となります。 

※安全なレース運営を行う為、ピットBOX上部へは終日レース関係者以外の立ち入りを禁止とさせていただきます。 

あらかじめご了承ください。 

※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。 

※ピットウォークパスは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。  

また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のみ販売いたします。 
 

■駐車券 

 ４輪 ２輪 コースサイド（４輪） 

前売 １，０００円 ５００円 ３,０００円 

当日 ２，０００円 １，０００円 ４，０００円 

※コースサイド駐車券は、ロードコース外周路（S字～V字～ヘアピン手前）に駐車可能。250枚限定。 

※コースサイド駐車券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のみ販売 

いたします。 
 

■サーキットパレード付き指定駐車場（P7) 

４輪 ３，０００円 

※決勝レース終了後にご自分のお車でレースが行われていたコースをパレード走行できる権利付きの指定駐車券です。 

 駐車場も中央エントランスに近いP7駐車場をご用意しております。 

※車種の限定はございません。 

※パレード走行の実施コースおよび実施時間などの詳細については、後日ご案内いたします。 

※前売のみとなります。また、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）とMOBILITY STATIONのみ 

販売いたします。 
 

■オーナーズチケット 

  観戦券＋パドックパス＋第2パドック内駐車券付き（第2パドック内駐車券はドライバーのチケットのみ） 

ドライバー・大人 ６，０００円 

同乗者・大人（高校生以上） ５，０００円 

同乗者・子ども（３歳～中学生） ５００円 

●パレード走行に参加できます。 ※パレード走行の実施コースおよび実施時間などの詳細については後日ご案内いたします。 

●対象となる車種 

BMW：3シリーズ／BMW：Mシリーズ／BMW：Zシリーズ／ポルシェ：911／フェアレディZ（Z33、380RS）／ 

ランサーエボリューション（全車種）／RX-7（全車種）／NSX（全車種）／インテグラ（DC2、DC5）／CIVIC（EK、EU、EP、FD、FN）／ 

S2000（全車種）＋2010年新規参戦車輌（決定次第追加ご案内いたします。）  

※前売のみとなります。また、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）とMOBILITY STATIONのみ 

販売いたします。 
 

■快適観戦パック  

  暖かいVIPスイートルームで快適にレース観戦！ソフトドリンクのフリードリンク付き！！ 

観戦券+ＶＩＰスイートルームへの入場+フリードリンク付き 

大人（高校生以上） ６，０００円 

子ども（３歳～中学生） ３，０００円 

※前売のみとなります。また、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）とMOBILITY STATIONのみ 

販売いたします。 

※100枚の限定販売となりますので、完売になり次第、販売を終了させていただきます。 

※フリードリンクの提供はソフトドリンクのみとなります。 

※別途駐車券が必要です。 
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■モビパークパスポート付き観戦券 

   スーパー耐久の観戦券とモビパークパスポートがセットになったお得なセット券です。 

観戦券+モビパークパスポート 

３歳～未就学 １，５００円 

小学生～中学生 ２，３００円 

※前売のみとなります。また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）とMOBILITY STATIONのみ販売い

たします。 

※本パスポートの利用は『モビパーク』内プッチタウン、ファンファンフィールド、ファンファンラボの乗り物メニューに限ります。

カートランドでのご利用は対象外となります。 

※中学生以下のお子様は本パスポートにてスーパー耐久の観戦が可能となります。 

 

■学割 

  高校生以上の学生にお得な学割登場！なんと前売観戦券3,200 円が半額の1,600 円でご購入いただけます。 

高校生以上の学生 １，６００円 

※中学生以下の学生は子ども券にて観戦いただけます。 

※販売窓口はツインリンクもてぎ窓口、電話での通信販売、MOBILITY STATION および各種プレイガイド、コンビニエンスストア

のみとなります。 

※学割「自由席」は引換券の販売です。 

レース当日にツインリンクもてぎチケットセンターにて学生証をご提示の上、観戦チケットに引き換えとなります。 

※学生証をお忘れの際は1,600円の追加料金が発生しますのでご注意下さい。 

 

 

※販売窓口によって販売期間、および取扱商品が異なる場合がございます。 

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 1月16日(土)10:00～3月27日(土)16:30まで 

（営業時間：平日10:00～16:00 土日祝10:00～16:30）

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

1月16日(土)10:00～3月22日(月・祝)16:30まで 

（営業時間：平日10:00～16:00 土日祝10:00～16:30）

■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 

1月16日(土)10:00～3月22日(月・祝)24：00まで 

（24時間受付） 

 

3月27日(土)まで販売 
 

●チケットぴあ ●CNプレイガイド ●ローソンチケット ●ｅ＋（イープラス） 
●ＵＦＪチケットサービス（UFJ カード会員専用） ●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) ●かましんもぴあ店（栃木県茂木町） 
●道の駅はが（栃木県芳賀町）  
●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 
※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] 

■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 

 

 

 

 


