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I N D E X



2010 年のMotoGP日本グランプリは、MotoGPファンにお楽しみいただくことはもちろん、バイク
好きのための“バイク10,000 台･来場企画”を実施し、バイクでご来場いただいたお客様向けの特典・サー
ビス・イベントを行ないます。また、ご家族で楽しめるように、コチラレーシングのキッズピットウォーク・
ポケバイミニ体験など、参加してお楽しみいただけるイベントを展開してまいります。

本リリースでは今回新たに決定した主な項目についてご紹介させていただきます。

■応援席が続々決定！！
Koyamax 応援席
参戦４メーカー『サポーターズシート』の販売決定
YAMAHA,･Honda,･DUCATI,･SUZUKI

■アクセスが楽になる新サービス登場
お得な乗り合いタクシーや女性向けのサービス決定

■ SUZUKI 世界 GP 参戦５０周年メモリアルラン！！
マン島TT･1963 年優勝ライダー伊藤光夫氏の手によりSUZUKI･RK67のデモランを実施

■追加イベント決定！！
金曜日ピットウォーク開催決定！！
全ライダーが参加予定のピットウォークはファン必見！！

■中野真矢と楽しむライディングイベント開催
レース翌日の月曜日には、「After･MotoGP･ライディングミート･with･中野真矢」を開催！！

■プレイベント開催決定！！
宇都宮市内でのMotoGP･Café
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2010 年 MotoGP のトピックス



新たな魅力と見どころ誕生 !!
ロードレース世界選手権に Moto2 クラス新設 !!

『MotoGP クラスに続いての 4 ストローク・エンジン』
　ロードレース世界選手権の最高峰クラスに4ストローク990cc エンジン搭載車のMotoGP マシンが登場したのが 2002 年の
ことで、近代 GP史では大変革であった。それから8 年が経過した今年、4ストローク・エンジンの波は 250cc クラスにも及び、
今年から250cc クラスはMoto2クラスに改められた。そして参加全チームが 4ストローク600cc エンジン搭載車を使用するこ
とから、2ストローク250ccマシンは、事実上レースシーンから姿を消すことになった。
　Moto2 マシンがMotoGP マシンと大きく異なる点は、エンジンはHonda のワンメイクであり、タイヤもダンロップのワンメイク
となる部分だ。言い換えれば、車体関係は世界各国に点在するフレームビルダー、いわゆるコンストラクターが制作するという･
スタイルをとり、Honda エンジンが供給されるわけだが、自作フレームで参戦するチームもある。

『多くのエントリーを集める Moto2。オフィシャルテストもスタート』
　古くはハリス、ロック、ビモータなどがオリジナルフレームで世界グランプリに参戦。日本企業では過去に、モリワキやTSR が･
オリジナルフレーム車で世界グランプリに出場。そして今回のMoto2クラス新設にともない、モリワキやTSR、バーニングブラッ
ドをはじめ多くのコンストラクターが独自のフレームを制作。今年1月27日に FIM（国際モーターサイクリズム連盟）から発表され
た暫定エントリーリストによると、14コンストラクターによるMoto2 マシンが登場し、39 名のライダー（別表『暫定エントリーリ
スト』参照）によってシリーズチャンピオンが争われることになる。
　さて、3月1日から3日間、バレンシアのリカルド・トルモサーキットで初めてのオフィシャルテストが開催された。初日にトップ
タイムをマークしたのはモリワキ・マシンを駆るトニ・エリアスでタイムは1分 37 秒 530。2日目には RSV マシンのフリアン・･
シモンが1分 37 秒156 を記録してトップに立ち、これが 3日間の最速タイムとなった。そして3日目にはスコット・マシンの･
アレックス・デ・アンジェリスが1分 37 秒 687 でトップに立ったが、実績のあるライダーが順当に上位に名前を連ねる形となった。
また、このクラスに参戦する2 人の日本人ライダー高橋裕紀と富沢祥也だが、高橋は 2日目の1分 37 秒 635が 3日間での･
ベストタイムで総合 5 番手と存在感を示し、一方の富沢は、総合 22 番手ながら1分 38 秒 681と手応えを得るタイムを記録して
いる。なお、リカルド・トルモでの250cc クラスのファステストラップは 2006 年に青山博一（KTM）が予選で記録した1分 35
秒109。現在、2 秒ほどの差があるが、今後マシン開発が進んでいくことにより、タイム差はどんどん縮まってくると思われる。
　なお、3月6日〜8日にスペイン・ヘレスサーキットでMoto2クラス 2回目のオフィシャルテストが終了。3月27日〜29日に
は同じくヘレスサーキットで3回目のオフィシャルテストが行われたあと、いよいよ開幕戦を迎えることとなる。
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レースみどころ

昨年の全日本ロードレース第6戦ツインリンクもてぎに登場した
モリワキMoto2マシンのプロトタイプ。ライダーは森脇尚護

昨年の全日本ロードレース第7戦MFJ-GP 鈴鹿にエントリーし
たTSRのMoto2プロトタイプマシン。ライダーは手島雄介
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■ koyamax 応援席
今年は日本人ライダーとして唯一のアプリリアにスイッチして125cc クラスに参戦する小山知良選手の
応援席を限定販売します。

●･料　金：大人14,000 円（税込）/ 子ども2,500 円（税込）
●･座　席：グランドスタンドB･席
●･販売数：200席
●･特　典：･オリジナル応援グッズ付き
●･販売窓口：小山知良公式ホームページ　http://www.koyamax.com/

■ チームサポーターズシート
ツインリンクもてぎでの日本グランプリでは定番となった大人気のサポーターズシートが 2009 年に引き続き今年も･
登場！グランドスタンド席をメーカーカラーに染めてレースを盛り上げよう！
Honda、Yamaha、Suzuki、Ducati の 4メーカーがサポーターズシートを販売いたします。

●･料　金：大人（高校生以上）券14,000 円（税込）/ 子ども（3才〜中学生）券 4,300 円（税込）
●･座　席：グランドスタンドB･席
●･特　典：･オリジナル応援グッズ付き
※4/23〜25まで3日間観戦可能。
※23日・24日は全席自由席での観戦となります。
※オリジナル応援グッズ付（グッズの内容はメーカーごとに異なります。また大人と子どもにより内容が異なる場合が･
ございます。）

※2輪・4 輪で来場されるお客様は、別途 2輪・4 輪駐車券を購入ください。
※2輪駐車券をお買い求めのお客様は、スーパースピードウェイ内特設駐車エリアにお停いただけます。

　購入方法は各メーカーごとに異なります。詳しくはツインリンクもてぎホームページチケット情報ページをご覧ください。

チケット情報

New
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プレイベント情報

■ MotoGP CAFÉ
ヨーロッパで大人気のモータースポーツMotoGPを、「食」とともに体験する空間「MotoGP･CAFÉ」期間中は、
RADIO･BERRYの放送をはじめ、MotoGP日本グランプリに関する情報や写真にポスター、レース関連グッズ
などを多数展示。MotoGPのスピードの世界を「食」とともにお楽しみいただけます。

●･開催期間･ ：3月20日（土）〜4月25日（日）※MotoGP 決勝日まで
●･開催場所･ ：宇都宮市江野町オリオン通り　『宮カフェ』
●･企画・主催･：RADIO･BERRY

■ MotoGP RADIO
MotoGP開催を前に、FM4局ネットでスペシャル番組が今年も放送決定。宮城光を進行役に迎え、日本グランプリPRプロデューサー
中野真矢も出演。MotoGPを盛り上げます。

●･放送日時･：･ RADIO･BERRY･・・・ 4月10日（土）・4月17日（土）･12:00 〜12:30
･ ･ NACK･5･ ・・・・・・ 4月10日（土）・4月17日（土）･12:55 〜13:55 の中の 30 分
･ ･ FM･YOKOHAMA･・・ 4月9日（金）・4月16日（金）16:30 〜17:00
･ ･ bayfm･ ・・・・・・・ 4月11日（日）・4月10日（日）9:00 〜 9:30

■ MotoGP サーキットマラソン 2010
世界最速の称号をかけた「2010･MotoGP･ 世界選手権シリーズ第 2戦日本グランプリ」の熱いレース終了間もないツイン･
リンクもてぎのロードコースを使い、健康・体力づくりの啓発とスポーツを通して人々の交流親睦を図るサーキットマラソンを開催いたし
ます ! 親子ペアでも参加が可能となっている「1.5km･コース」、小学校高学年を対象としたコース設定の「3km･コース」や、アップ･
ダウンがあり本格的なマラソンコースの「5km･コース」・「10km･コース」をご用意しております。

●･開催場所･ ：ツインリンクもてぎ（栃木県芳賀郡茂木町）ロードコース
●･開催日･ ：5･月5･日（水・祝）雨天決行
●･開会式･ ：9:00
●･競技スタート･ ：10:00
●･表彰式･ ：13:30
●･ゲスト･ ：･･・MotoGP･PRプロデューサー中野真矢が10kmコースを先導予定
･ ･ ・全日本ロードレース選手権シリーズ「ST600」クラス参戦ライダー渡辺一馬選手がスターター
●･参加費･ ：一般・親子ペア（1･組）：3,000･円／高校生：2,500･円／中学生：2,000･円／小学生：1,500･円
･ ･ ※参加費は全て税込です。「マラソン参加者1名（1組）分の入場・駐車料（1台分）」がセットとなります。
･ ･ ※親子ペアは小学生以下の子と親（大人）。親（大人）1名に対して子供1人の参加とします。
･ ･ ※車イスの方はコース設定の都合によりご参加できません、ご了承ください。

●･参加者特典･ ：･･①MotoGP･サーキットマラソングッズ　シューズケースまたはジョギングボトルを1本
･ ･ ② golla･BAGSデジバッグ
　　　　　　　　　　･･･③スポーツドリンクを1本
･ ･ ※①はいずれかの一点をお選びいただけます。申込書に記入のない場合は、シューズケースとなります。
･ ･ ※①②の仕様は変更となる場合がございます。色はお選びいただけません。
●･申し込み締め切り･：4･月 11日（日）まで
●･お問い合せ先･ ：MotoGP･サーキットマラソン大会事務局（とちぎテレビ内）Tel.028-623-0032
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MotoGP 来場者向け特典情報のご案内

ツインリンクもてぎの近隣施設で MotoGP 来場者向けに特典サービスをご用意！
近隣店舗に MotoGP 観戦券を持参し提示すると、お得なサービスが受けられます！
対象期間　2010 年 3 月1 日（月）～ 4 月 30 日（金）
■栃木県茂木町

店名 住所 営業時間 特典
1 御菓子司　柏屋 栃木県茂木町茂木1663-2

0285-63-0218
7:30〜20:00･
無休･

生大福1個プレゼント

2 そば処　なごみ庵 栃木県茂木町坂井1462-5
0285-63-1999

11:30〜21:00･
木曜日定休・祝日の場合営業･

ソフトドリンクサービス、麺類１００円引き

3 ( 有 )ロリアン 栃木県茂木町茂木1648-2
0285-63-0501

9:00〜20:00･
木曜日定休･

10%OFF

4 そば広 栃木県茂木町茂木1601-2
0285-63-0366

11:30〜20:00･
14:30〜 17:00( 休憩 )･
木曜日・第３水曜日定休

大盛りサービス

5 大瀬観光やな 茂木町大瀬17
0285-63-2885

無休・火曜日 (11月〜3月） ソフトドリンク1杯サービス

6 花いち 茂木町坂井1260-1
0285-63-2811

11:00〜19:00
月曜日定休･･

コーヒー１杯サービス

7 まんぷく食堂 茂木町茂木1792
0285-63-0057

11:00〜21:00
木曜日定休・･月曜はランチのみ営業

吉平スペシャル（マーボチャーハン酢豚のせ）
1,100円を1,000円に

8 花の山 茂木町小山1067
0285-65-1187

09:00〜17:00
3月中旬〜7月中旬：無休

入場料100円引き

9 道の駅もてぎ 茂木町茂木1090-1
0285-63-5671

09:00〜19:00
不定休･･
第 1・3火曜日 (行楽シーズンは除く)･

お好きなアイス50円引き

10 源太楼本舗 茂木町茂木1732-4
0285-63-0171 水曜日定休

おまんじゅう1つサービス

■栃木県真岡市
店名 住所 営業時間 特典

11 カリーハウス　ピリピリ 真岡市並木町3-30-1
0285-84-5912

11:00〜21:00
木曜日定休

ヨーグルト1個無料サービス

12 炭火焼肉　真岡闇市 真岡市大谷本町7-20
0285-80-8108

17:00〜01:00
無休･

黒毛和牛バリューカルビ１皿プレゼント

■栃木県壬生町
店名 住所 営業時間 特典

13 Pasta&Dessert
Cafe･APPLE

壬生町安塚3343-33
0282-82-4948

とちおとめパフェ…650円（税込682円）を
半額

■栃木県那須塩原市
店名 住所 営業時間 特典

14 foo.foo･CAFE･and･GELATO 那須塩原市青木27･
明治の森・黒磯内
0287-60-0585

09:00〜18:00
月曜日定休

お好きなアイス（シングル）1個

■栃木県日光市
店名 住所 営業時間 特典

15 旅の駅･日光ろばたづけ森友店 日光市森友751
0288-21-2188

08:00〜17:00･(LO･14:00)
無休

醤油ソフト100円引き

16 日光名物　元祖湯波寿司　寿司
秀

日光市下鉢石町808
0288-54-1300

特製ゆばゼリーをサービス

17 cha-cha-house･CAMON 日光市今市1659-210
0288-22-9788 火曜日定休

写真撮影・ステッカー・お好きな手作りケーキを
ワンカット

■栃木県栃木市
店名 住所 営業時間 特典

18 囲炉裏のある田舎風のお店　新
屋敷

栃木市平井町843-1
0282-24-2253

11:30〜14:00
17:30〜 20:00
火曜日・月二回の不定休あり

ソフトドリンク1杯または那須鶏の山賊焼き
サービス

■栃木県佐野市
店名 住所 営業時間 特典

19 蜂屋 佐野市浅沼町31
0283-22-2619

11:30〜14:00
月曜日定休

お好きな麺類100円引き

20 野村屋本店 佐野市相生町2819
0283-22-0396

11:00〜19:40
木曜日定休

お好きなトッピング1つサービス



■ SUZUKI 世界 GP 参戦 50 周年メモリアルラン
スズキは1960年の世界GP初参戦から2010年の今年で参戦50周年を迎えました。1962年、世界GPに新たに加わった50cc
クラスで第3戦マン島TTレースで初勝利。マン島TT後も破竹の4連勝を含む計5勝をマークし、スズキはこの年初代50ccクラス
世界チャンピオンに輝きました。今年の日本グランプリではスズキ世界GP参戦50周年を記念して、1963年に日本人ライダーとして
初めてマン島TTレースで優勝、マン島TTレースの1世紀の中で唯一表彰台の中央に上がった伊藤光夫氏によるデモンストレーション
ランを行います。更に、同時代に活躍したRC143（1960年式）がHonda･Collection･Hall より同時走行予定。デモンストレーショ
ンランに華を添えます。

●･日　　時･：4月25日（日）11:05 〜12:30
●･開催場所･：ロードコース（西コース）
●･走行車両･：SUZUKI･･RK67（1967年式）
　･（予　定）･ ･･HONDA･RC143（1960年式 )

※車両の状態や天候などの影響により、車両の変更または走行を中止する場合がございます。

金曜日限定！イベント情報
◆モーターサイクルパレード
お客様自身のバイクでMotoGPマシンが走行する前のレーシングコースを走行していただけます。ライダーズスクエア誓約書に･
署名いただき、参加証を配布いたします。
●･日　時･ ：4月23日（金）･9:50〜 10:20
●･会　場･ ：ロードコース･【受付】P8･（Honda･Collection･Hall･前駐車場）
●･定　員･ ：150名様
●･料　金･ ：無料･※当日受付が必要です。

◆ MotoGP レーシングトラックバスツアー
スペシャルゲストをバスガイドに迎え、MotoGP 走行前のレーシングコースを1周、体験走行していただけます。
●･日　時･：4月23日（金）･10:20 〜11:05
●･会　場･：ロードコース･（1周）【受付】中央エントランス（エスカレーター前特設ブース）　　
●･料　金･：1,000 円（税込）※3歳未満は無料（お席をご利用の場合は有料です）
●･定　員･：300 名様

◆ピットウォーク
MotoGP全ライダーが参加を予定する特別ピットウォーク（午前中）やセッション終了後の熱いパドックの様子が間近で見れる午後
の2回行います。ライダーをより間近で見られるチャンスはここが狙い目です。
●･日　時･：4月23日（金）･第1回目11:15 〜11:55（予定）※MotoGP ライダー参加予定／第 2回目16:25 〜17:10（予定）
●･会　場･：ピットロード
●･定　員･：2,000 名様
●･料　金･：2,000 円（税込）

- 6 -

場内イベント情報 ①

--- レースファン必見イベント ---

【伊藤光夫氏プロフィール】
　生年月日　1937年1月1日　73歳
･愛称　「ミッツァン」

　戦　績　
1960年：マン島TTレースに初参戦の予定も練習中の負傷により不参戦
1961年：マン島TTレース初参戦
1962年･：イタリアGP50ccクラス級レースで2位
1963年･：マン島 TTレース、アメリカ･GP50cc級レース優勝など

MotoGP ライダー多数参加

写真中央が伊藤光夫氏
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■ MotoGP 特別企画『裸身（RASHIN）』
卓越した技術を競い合うレースの世界では、次々と革新的な技術が投入されます。独自の発想で究極の速さを追求したレーサー達の･
機能美、造形美をご覧いただけます。

■ライダーサイン会
予選日の恒例イベントとなったライダーサイン会。世界を転戦するMotoGPだが、ライダーサイン会を実施しているグランプリは珍しい。
ご参加は抽選による当選のお客様のみとなります。
●･日　　時･：4月24日（土）16:30 〜17:00【抽選･24日（土）7:30 〜･※定員になり次第終了】
●･会　　場･：スーパースピードウェイ･特設会場
●･定　　員･：一般受付800名様・子ども200名様･計1,000名様
●･参加対象･：MotoGPチケット持参のお客様　
●･参･加･費･：無料
●･抽選方法･：＜一般＞特設受付テントで抽選くじを配布、当選は800名様となります。抽選は1人1回。ライダーの選択はできません。･
･ ･･＜子供＞3歳〜15歳･子ども券をお持ちのお客様　先着200名様。お子様参加権を抽選場所にてお受け取りください。
※一部ライダーの都合により、不参加、途中退場する場合がございます。

■ MotoGP 前夜祭 デリ×デリ ナイトガーデン
土曜日夜は恒例の前夜祭で決勝予想などをしながら盛り上がっていただけます。飲食サービスやさまざまなイベントを展開。毎年スペ
シャルゲストの登場で一気に会場のボルテージが上がるMotoGP 前夜祭。2010 年は誰が登場するのだろうか乞うご期待！
●･日　　時･：4月24日（土）17:30 〜21:00
●･会　　場･：P8･（Honda･Collection･Hall･前駐車場）
●･進　　行･：松下ヨシナリ
《実施予定イベント》･
･・左嵜啓史ミニライブ
鈴鹿８耐＆Love･BIKE メッセンジャー左嵜啓史が「8耐」をはじめ自身の曲を披露

･・中野真矢トークショー　
MotoGP日本グランプリPRプロデューサーとして、日本グランプリの見どころはもちろんMotoGP にまつわるいろいろなエピソードを
披露していただきます。

･・トライアルデモンストレーション　
いよいよ6月5日（土）、6日（日）と迫ったトライアル世界選手権。小林直樹、本多元治による迫力あるデモンストレーションをご覧い
ただけます。

･・鎌田学のMotoGP の見どころ　
ラージモーターソムリエ鎌田学が登場。決勝レースの大予想などMotoGP、Moto2クラスの見どころを徹底解説いたします。

･・じゃんけん大会　
恒例のじゃんけん大会を実施。MotoGP ならではのサイン入りグッズや非売品などを手に入れるチャンスです！

･・映画上映「MotoGP･250cc･2006 総集編」　
青山博一選手や高橋裕紀選手をはじめ現在ではMotoGP クラスで活躍するドビツィオーゾやロレンツォたちが２５０ｃｃクラスで戦った
シーズンのダイジェスト映像をご覧いただけます。

　

---ファミリーで楽しめるイベントが充実 ---

■コチラレーシングのキッズピットウォーク
●･開催期間･：4月24日（土）･･･12:20 〜12:50
●･会　　場･：ピットレーン
●･対　　象･：中学生以下のお子様とその保護者の2名ペア
●･料　　金･：･1,000 円（税込）※ペア料金
●･販･･売･･数･：･300 組（600 名様）※先着となります。
●･販売時間･：当日　7:30 〜

■コチラレーシングのスタンプラリー
入場ゲートで配布された観戦ガイドに記載されている場内５カ所（Honda･Collection･Hall、ファンファンラボ、ハローウッズ、･
プッチタウン、ブリックヤード）をまわるスタンプラリー。全部まわるとコチラレーシンググッズをプレゼント。さらに抽選でMotoGP･
ライダーサイングッズや非売品グッズをプレゼントいたします。　　　　　
●･日　　時･：4月23日（金）〜25日（日）
●･料　　金･：無料

場内イベント情報 ②
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■ポケバイミニ体験
今年はスペシャルゲストのサポートの元、実際にマシンにまたがって走行できる体験コーナー
も登場。将来のMotoGPライダーを目指すならまずはこのブースをのぞいてみては？　　
●･日　　時･：4月24日（土）･・25日（日）
●･会　　場･：東エントランスエリア
●･協　　力･：有限会社デルタ・エンタープライズ、株式会社日本ライフ社
●･料　　金･：無料
●･ゲ･ス･ト･ ：青木拓磨、松戸直樹、手島雄介、清成龍一、徳留和樹
●･料　　金･：無料

■ MotoGP 限定 新フィールド『モビパーク』フリーパス
3月20日にオープンする『モビパーク』！･MotoGP限定で2日間ご利用可能なフリーパスをご用意いたしました。　　　
●･日　　時･：4月4日（土）〜25日（日）
●･料　　金･：3歳〜未就学･2,500円（税込）、小学生以上･3,500円（税込）、付き添い（中学生以上）･1,500円（税込）

■森の空中回廊「クラーネ」
普段はお父さん、お母さんと一緒に体験している「クラーネ」がお子様だけでご利用できます。
●･開催日程･：4月24日(土 )〜25日(日)　10:00〜 12:00、13:00〜 15:00
●･会　　場･：ハローウッズ
●･料　　金･：･2,000円（税込）
●･対　　象･：･小学校４年生〜6年生、身長140cm以上、体重100kg以下のお子様

--- ライダー向けイベント ---

■ライダーズスクエア／バイク来場者限定 大抽選会
今年もバイクで来場すると特典いっぱいのMotoGP。手荷物預かり所（有料）も設置される。ライダーの方はもちろん、そうでない方
もぜひお立ち寄りください。バイク来場者限定の大抽選会も開催いたします。
●･日　　時･：4月24日（土）･・25日（日）
●･会　　場･：P8･（Honda･Collection･Hall･前駐車場）
●･料　　金･：無料

■週刊バイク TV プチミーティング MotoGP in ツインリンクもてぎ　　　
世界最速決定戦！ＭｏｔｏＧPを観戦するなら、バイクで来たほうが絶対お得！･今年のＭｏｔｏＧＰは、バイクでサーキットへ行こう！
●･日　　時･：4月25日（日）
●･会　　場･：P8･（Honda･Collection･Hall･前駐車場）
●･料　　金･：無料
●･出　　演･：末飛登、柴田奈緒美、水野ちはる･（予定）
【イベント内容】
「週刊バイクＴＶ」の公開収録を実施します。MotoGP の見どころ、国内各メーカーのニューモデル紹介、公開メンテコーナー（予定）。
その他にも協賛各社による抽選会、ミュージシャンによるライブやライダーによるトークショーなど（予定）。※内容は都合により
変更の場合があります。

【イベント内容】
千葉テレビ･ ：５月４日（火）･ 22:30 〜23:00
とちぎテレビ･ ：５月７日（土）･ 22:30 〜23:00
テレビ埼玉･ ：5月１１日（火）･ 22:00 〜22:30
三重テレビ･ ：5月１２日（水）･ 25:20 〜25:50
サンテレビ･ ：５月２０日（木）･ 24:40 〜25:10

■ MOTO NAVI Café
今年も大人気のMOTO･NAVI･Café が登場。美味しいコーヒーとバイク談義、さらには、スペシャルゲストによるトークショーなど、･
ライダー憩い場所としてお楽しみいただけます。　　
●･日　　時･：4月24日（土）･・25日（日）
●･会　　場･：グランドスタンドプラザ　もてぎガーデン前

場内イベント情報 ③

C）takuma-gp
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■フィナーレパレード
熱いバトルが繰り広げられたばかりの、レースの余韻が残るロードコース上を、ご自身のバイクで走行していただけます。
●･日　　時･ ：4月25日（日）決勝レース後
●･会　　場･ ：ロードコース
●･定　　員･ ：1,500名様
●･料　　金･ ：無料･※当日の受付が必要です。

■ After MotoGP ライディングミート with 中野真矢　　　
MotoGP･PRプロデューサー中野真矢と一緒にバイクに乗ってレーシングコースの走りを楽しむミーティング。
●･開催日程･：4月26日（月）10:00 〜16:30･※雨天決行
●･開催場所･：ツインリンクもてぎ　　アクティブセーフティトレーニングパーク
●･主　　催･：株式会社モビリティランド　
●･特別講師･：MotoGP･PRプロデューサー中野真矢
●･定　　員･：40 名（先着順で定員になり次第締め切り）
●･車　　両･：持ち込み（オフロード、アメリカン、モタード、スポーツスクーター等の車輌は除く）
･ ･･保安基準を満たしている車輌（登録車輌で任意保険加入のこと）
･ ･･※車種によっては参加についてご相談させていただく場合がございます。
･ ･･※レンタル車有り2,000 円（CB400、750、1300など、台数制限あり）
●･参･加･料･ ：18,000 円（税込・昼食含む）MotoGP
･ ･･第 2 戦日本グランプリのチケット購入者には割引有り16,200 円（10％ OFF）
･ ･･※受付時にチケットの半券が必要・大人券購入者のみ
･ ･･※参加料は当日受付にてお支払いいただきます。

※MotoGP 第 2 戦日本グランプリのチケット購入者でチケットの半券をお忘れの場合は定価の18,000 円となりま
すので、ご注意下さい。

●･申込み方法および期間：2010 年 3月23日（火）10:00より4月22日（木）まで
･ ･･　　　　　･･①ＷＥＢの申し込みフォーム、または②ＴＥＬにて申し込む
●･キャンセル料：申込み締切日〜前日まで、手数料 3,000 円。当日10 時までに連絡 50％、連絡なし100％。
●･参加資格･：免許をお持ちの方（当日使用車両該当免許保有者）入門レベルの方は除く
●･参加問合せ先：株式会社モビリティランド　ツインリンクもてぎ　ＡＳＴＰ内　中野真矢ライディングミート事務局
　･〒321-3597　栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1　TEL：0285-64-0100　FAX：0285-64-0101

ツーリングはもちろん、ご家族そろってご利用ください。

■スパリゾート・フジ
●･場　　所･：栃木県真岡市長田1-24-3
●･営業時間･：モーニング営業･5:00〜 9:00・通常営業10:00〜23:00
●･特　　典･：大人･880円･→･680円・子供･580円･→･380円

場内イベント情報 ④

MotoGP チケット掲示でお得な「近隣施設」追加情報
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場内・場外サービス情報

■「MotoGP 特別運行〜乗合タクシーのご案内」
タクシーでは JR 宇都宮駅片道⇔ツインリンクもてぎ間は通常片道１台12,000 円（平均：参考価格）のところMotoGP
決勝日は特別乗合運行を利用すれば、片道がなんと1名様 2,500 円！！
１名様からでもお気軽にご利用頂けます。もちろん 4 名様でご利用いただいても10,000 円と大変お得なプランです。
●･運行日･ ：4月25日（日）決勝日
●･料金･ ：JR 宇都宮駅　⇔　ツインリンクもてぎ　1名様･片道 2,500 円（3歳以上共通）
●･受付期間･：3月10日〜4月24日　※要事前予約
●･運行予定･：宇都宮発　⇔　ツインリンクもてぎ発
･ 　･･8:00　　　　･16:30
･ 　･･8:30　　　　･17:00
･ 　･･9:00　　　　･17:30
※運行時刻は予め予定しておりますのでご注意下さい。
※乗合での運行です。予めご了承下さい。
※片道でのご予約も可能です、お気軽にお問合せ下さい。
･詳しくは下記お問合せまでお問合せ下さい。
お問合せ先：アサヒタクシー･0120-622-333　http://www.asahi-taxi.com/

■女性向けサービス
実施内容＆詳細 場　所 内　容
パウダールーム 中央エントランス 化粧直しや休憩スペースとしてぜひご利用ください。

ピットウォーク優先入場 各ピットウォーク ピットウォークのご参加の際は、女性と中学生以下のお子様から先にお入りいただけます。
※安全な運営のためにピットウォークご参加の際は、走らずごゆっくり前の方に続いてゆっくり
お進みください。

ブランケット無料レンタル ＶＩＰテラス ＶＩＰテラスをご利用の女性のお客様に無料で貸し出しいたします。
安心！ママサポート インフォメーションセンター 小さなお子様連れお母さん向けサポート授乳室やベビーカーレンタル（有料）の他に、･

お子様が洋服を汚してしまった場合にも替えの洋服をご用意いたします（無料）。

■女性向けメニュー

■ステイエリアのご案内
宿泊専用駐車スペース「ステイエリア」
車中泊、テントの設営が可能です。
予約は不要ですが入場順となりますので早めのご来場をお勧めいたします。
●･料　金･ ：無料 ( ステイエリアをご利用の場合は前売駐車券が必要になります )
･ 　※チケットを確認させていただく場合がございます。

●･予　約･ ：事前予約はお受けいたしません。当日直接ステイエリアまでお越しください。
･ 　※場所は台数に限りがありますので先着順でのご案内になります。
･ 　※満車の場合は随時空いているステイアリアをご案内させていただきます。

【注意事項】
①ステイエリアにはお手洗い、水まわり等の設備はございません。予めご了承ください。
②エリア内での直火使用および観戦ゲートオープン中のバーべキューなどのご利用はお断りさせていただきます。
③ステイエリアは 25日 ( 日 )ＡＭ 7:00 以降、当日ご来場のお客様駐車場になります。
　AM7:00 までにテントなどの片付けをお願いいたします。
④ステイエリア以外での駐車場ではテントを設営しての宿泊は固くお断りいただいております。
⑤ステイエリアでは安全のため、係員の案内と誘導に従ってください。
⑥ステイエリアご利用時はアイドリングストップのご協力をお願い致します。
※上記内容は変更になる場合がございます。

◆体にやさしいヘルシーサンド ( デザート付き )
7 種類の野菜をふんだんにつかったヘルシーなサラダサンド
と、肌に良いヒアルロン酸入り苺ジュレをのせたブラマンジェ
のMotoGP 限定のセットです。
場　所：･ブリックヤード　
･ （中央エントランス）
料　金：･800円（税込）

◆ Girls Plate ランチサンド
グランツーリスモ･カフェからのMotoGP 特別メニューはリボ
ンがかわいいレディースサンドウイッチプレート。ピンクの･
イチゴパンには三種のハムを、五穀パンにはアボカドとエビを
サンド。※男性でも購入可能
場　所：･グランツーリスモ･カフェ（パドック）
･ ※別途パドックパスが必要です。
料　金：･800円（税込）
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■ 高橋裕紀選手おすすめ中華ランチ
【ユーキ石鍋チャーシュー丼】

期　　　間：･4月23日（金）〜25日（日）3日間限定
内　　　容：･・彩の国イモ豚を使用したチャーシュー丼・ひと口前菜・香の物
･ ・スープ・デザート
コンセプト：･ 高橋選手出身地埼玉県の素材（豚肉・ネギ）と
･ 栃木県の素材（八溝米・豆もやし）がコラボしました。
料　　　金：･1,300円（税込）
場　　　所：･ホテルツインリンク１階･･レストラン･グリーンベイ
時　　　間：･ランチタイム･11:30〜 15:00（ラストオーダー14:30）
※事前のご予約は承っておりません。

■ 青山博一選手おすすめ中華ランチ
【ＨＩＲＯチャイニーズランチ】

期　　　間：･4月23日（金）〜25日（日）3日間限定
内　　　容：･・季節の冷菜３種盛り合わせ
･ ・メイン（お料理をお選びいただけます。）
･ 　Ａ：サラダ風やきそば　特製ドレッシングを添えて
･ 　Ｂ：コラーゲン入り手羽先の甘味和え　チャーハンに乗せて
･ ・デザート
コンセプト：･青山選手の出身地である千葉県の素材(手羽先)を使用しました。
･ 女性ファンにおすすめ･美容と健康を考えたメニューです。
料　　　金：･1,300円（税込）
場　　　所：･ホテルツインリンク１階･･レストラン･グリーンベイ
時　　　間：･ランチタイム･11:30〜 15:00（ラストオーダー14:30）
※事前のご予約は承っておりません。

■ HIRO チャイニーズ丼
（杏仁豆腐・ペットドリンク付き）

期　　　間：･4月25日（日）決勝日限定
料　　　金：･1,000円（税込・限定300食）
※中央仮設販売所で引渡し
※ローソンチケット、およびローソンにて限定販売

■青山博一応援メニュー
　栃木牛入りびわカレー
青山選手の出身地千葉県の名産でもある"びわ "
と栃木牛を使った特製のカレーです。
料金：800円（税込）

■ GP ブルーマウンテン（青山）コーヒー
言わずと知れた高級コーヒーのブルーマウ
ンテン豆100%使用。香りの高さと繊細
な味わいが特徴で、後味はすっきり。頑張
れ !!　MotoGP初参戦･青山博一選手 !!
料金：740円（税込）
200杯の限定販売

■ GP ホイールロール
タイヤみたいなココアロールは、ふんわり柔らか
のソフトコンパウドタイプとしっとりもっちりの
ハードコンパウドタイプの2種類を盛り合わせで。
どんなお好みにも即対応可能なおいしさです！！
料金：550円（税込）

■高橋裕紀選手応援メニュー
　裕紀（有機）野菜の硬焼きそば
パリパリの焼きそばに有機野菜と魚介類をたっぷ
り使った塩あんかけ！！･お好みで黒酢と練りがらし
をつけてお召し上がりください。
料金：８００円（税込）

■富沢祥也選手応援メニュー
　スペシャルドック
富澤選手の出身地千葉県の名産でもある " 落花
生 "をつかった特製ソースが決めてのスペシャル
BIGドックです。
料金：800円（税込）

■ ユーキチャーシュー丼
（杏仁豆腐・ペットドリンク付き）

期　　　間：･4月25日（日）決勝日限定
料　　　金：･1,000円（税込・限定200食）
※中央仮設販売所で引渡し
※チケットぴあ･および、ファミリーマート、サークルKサンクスにて限定販売

MotoGP 特別メニュー

日本人ライダー特別メニュー販売

レストラングリーンベイ

前売り限定販売

ブリックヤード店前仮設（中央エントランス）

ミュージアムカフェ

観客席の近くで応援メニューが受け取れるサービス！　～ 3/13（土）～ 4/18（日）まで前売り販売～

ミュージアムカフェ　（Honda Collection Hall 内）にて特別メニュー販売
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MotoGP 特別グッズ

■ 2010 MotoGP Grand Prix of Japan オフィシャルグッズ
●オフィシャルグッズ "2010 Season Calendar & Circuit map"

全15 ケ国、18 のサーキットで争われる MotoGP2010 シリーズ。今年のオフィシャルグッズはその全てのサーキットとスケジュールを
ワールドマップのデザインにアレンジいたしました。参戦ライダー全員の名前も入った、コアファンにはたまらないデザインとなっています。
定番の T シャツからタオル、パスケースなどバリエーション豊富に品揃えいたします。ビクトリーレーン、グランツーリスモ カフェ ショップ、 
ミュージアムショップ、GP 特設テントで販売。

●オフィシャルグッズ（"SAKURA"）
日本の春を象徴するものといえば“桜”。その桜の花びらが舞い散る中をＧＰマシンが駆け抜けるイメージでつくられた、まさに春、 
4 月開催の日本ＧＰにふさわしいデザイン。

フロント バック

フロント バック

◆スポーツタオル
　 価格：2,000 円 ( 税込 )

◆スポーツタオル
　 価格：2,500 円 ( 税込 )

◆ T シャツ
　 価格：各 2,500 円 ( 税込 )
　 カラー：ブラック・ホワイト・ネイビー・レッド
　 サイズ：M・L・XL

◆ T シャツ
　 価格：各 2,500 円 ( 税込 )
　 カラー：ブラック・ホワイト・ネイビー・レッド
　 サイズ：S・M・L・XL

■ VR/46 バレンティーノ・ロッシグッズ
ロッシファミリーが新たに立ち上げたブランド「VR/46」。ロッシ本人の監修により、カジュアルながらこれまでのライダーグッズでは使
われなかったような上質な素材を使ったクオリティの高いアイテムのみを展開しています。数量限定での販売となります。

◆キャップ
　 価格：5,500 円 ( 税込 )

◆ T シャツ
　 価格：各 6,500 円 ( 税込 )

◆フラッグ
　 価格：4,500 円 ( 税込 )
　 サイズ：90cm×140cm

◆キーリング
　 価格：1,500 円 ( 税込 )
　 サイズ：7cm×12cm

◆ステッカー
　 価格：2,000 円 ( 税込 )
　 サイズ：24cm×20cm

※この他にも多数品揃えを予定しています。
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MotoGP 観戦バスツアーのご案内

■日本グランプリを "56 倍 " 楽しめる観戦ツアー■
【トラベルインフォメーション】
●･旅行日程･：･2010 年 4月24日（土）〜4月25日（日）
　･ ･･1泊 2日
●･出･発･地･ ：･往復バス利用　東京発着
●･宿･泊･地･ ：･栃木県小山市　小山グランドホテルまたは
･ 　小山パレスホテル（洋室：ツインまたはシングル）
●･募集定員･：･80 名
●･最少催行人員：･30 名（募集人数が最少催行人員に達し

ない場合、ツアーは催行中止となります）

【お申し込みについて】
●･お申込み開始･：2010 年 3月11日（木）12：00
●･お申込み締切･：2010 年 4月13日（火）17:00 必着！
　･※お申込みが定員80 名になり次第締切となります。
●･受付方法･：･所定申込用紙のＦＡＸによる受付
　･（お電話でのお申込みは受付けておりません
　･※番号の押し間違いによる誤送信にご注意下さい。）

【観戦アクセスツアーのポイント】
★ " ツインリンクもてぎ " まで乗換え無しでラクラク直行バス運行
★貸切バス車中ではSpecial 映像放映
★ツアー参加者限定・オリジナルキャップ&チケットパスケースプレゼント
★ピットウォークではサプライズゲスト！に会えるかも？
★解説付き・コース体験走行（バス利用）

≪中野真矢参加イベント≫
★Welcomeミーティング＜レース事前解説と楽しみ方徹底ガイド＞
★前夜祭（ブッフェのお食事とドリンク飲み放題）＜Specialトーク＆レアグッズ抽選会など＞開催！
★記念写真撮影！
★決勝レース直前解説トーク
　などなど盛りだくさん企画！！

【旅行代金】

部屋タイプ
（1名〜2名1室）

レース観戦チケット種別
2日間利用 観戦券なし

自由席 C・D席
（エリア指定）

大人（高校生以上） 50,500円 53,500円 41,500円

小人（3歳〜中学生） 42,000円 42,500円 41,500円

※1名1室をご希望の方は、2,000 円割増にて承ります。

●･旅行代金に含まれるもの
ピットウォーク券（2,000 円）、2日間専用貸切バス代金（運行経費含む）、宿泊代金（1泊）、食事（朝1回・昼 0回・
夕1回）、前夜祭費用（ドリンク飲み放題）、オリジナルプレゼント、イベント費用、その他税金・サービス料。
およびレース観戦チケット（2日間利用：自由席大人9,000 円小人500 円／C・D席大人12,000 円小人1,000 円）
付きには、表記の観戦チケット代金が含まれます。
※上記諸費用はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しは致しません。
※添乗員は同行致します。また現地にて現地係員がお世話致します。

観戦ツアー詳細および申込み方法は、ホームページでご案内いたします。
http://www.bless-inc.com/motogp-japantour

東京駅
7:00頃発

ツインリンクもてぎ
10:00頃着（専用貸切バス）

小山市内ホテル
19:30頃着

ツインリンクもてぎ
18:00頃発 （専用貸切バス）

＜MotoGP日本グランプリ・フリー走行＞（9：00～12：00予定）
★Welcomeミーティング（約30分）

＜MotoGP日本グランプリ・予選＞（13：00～16：00予定）
★中野真矢・解説付きピットウォーク（16：00～17：00）

★ツインリンクもてぎコース体験走行（バス利用／17：30～18：00）

★中野真矢・前夜祭（Specialトーク＆レアグッズ抽選会）
（20：00～22：00）

★中野真矢・レース直前解説トーク（約30分）
フリータイム（ツインリンクもてぎ内にて）

＜MotoGP日本グランプリ・決勝＞（12：00～16：00予定）

4
月
　
日（
土
）

24

小山市内ホテル
7:30頃発

ツインリンクもてぎ
9:30頃着（専用貸切バス）

東京駅
21:30頃着

ツインリンクもてぎ
17:00頃発 （専用貸切バス）

4
月
　
日（
日
）

25

※道路事情によりスケジュール変更になる場合がございます。

中野真矢・徹底解説
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交通ガイド
■電車でご来場の場合　※料金は片道です。
● 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･…………… 6,300円
　上野駅〜宇都宮駅下車　宇都宮駅西口よりバス･…………… 6,100円
　大宮駅〜宇都宮駅下車　宇都宮駅西口よりバス･…………… 5,080円
● 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･…………5,420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･…………5,050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･…………4,720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･………………………5,520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
　･･友部ジャンクション経由 北関東自動車道
　･･④友部インターから約50分
　･･⑤笠間西インターから約50分
　･･⑥桜川筑西インターから約60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
　･･栃木都賀ジャンクション経由北関東自動車道
　･･⑨真岡インターから約50分
　･･⑩宇都宮上三川インターから約70分

※･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。
※･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。


