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「秋・バイクの祭典」 

レース観戦も、ツーリングもまとめて楽しもう！ 
 

全日本ロードレース第6戦では、「ツーリングで楽しい、家族で楽しい」お得な特典盛りだくさんなイベントをご用意

しており、秋の行楽シーズンのひとつとして、ご家族・ご友人でお楽しみいただけます。 

 

◇バイクで来場すると場内に無料入場できる！ 
10月16日(土)・17日(日)にバイクでご来場いただくと、場内に無料でご入場いただけます。 
※レース観戦には別途観戦券が必要です。 

さらにバイク来場者限定で、全日本ロードレース当日観戦券が500円引きとなります。 

 

 
 

◇前売り券・当日券が半額に！  

「ＭｏｔｏＧＰ Ｃａｎ’ｔ ｗａｉｔキャンペーン！」実施 
MotoGPの観戦券をお持ちの方は全日本ロードレースの前売り券・当日券が半額となります。 

さらに、パドックパスも半額になります。 

 

 
 

◇10月17日(日)は家庭の日、お子様同伴で入場・駐車料が無料！ 
ホームページよりダウンロードいただける「入場・駐車料無料券」を、お子様同伴でお持ち

いただくと無料でご入場いただけます。さらにお子様(3歳～中学生)は全日本ロードレース

選手権の観戦券・パドックパス・ピットウォークが無料となります。また当日は、

ハロウィーンイベント「プートのハロウィーンパーティー」も同日開催。今春OPENした

新フィールド「モビパーク」など、レースだけでなくご家族で楽しめるイベント満載。 

 

 
 

◇「週刊バイクＴＶ杯 勝手にツーリングアワード」も開催決定！ 
昨年、全国から1,600台ものバイクが集結し、好評をいただいた「週刊バイクTV杯勝手に

ツーリングアワード」今年も開催決定！色々な賞典を用意してお待ちしています。 

 

 

※「秋・バイクの祭典」についての詳細は4ページをご覧ください。 

2010年8月5日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

●大会名称：2010 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第6戦 スーパーバイクレース in もてぎ 

●主  催：株式会社モビリティランド ／ 財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） 

●協 力：エムオースポーツクラブ(M.O.S.C.) 

●公  認：国際モーターサイクリズム連盟(FIM) 

●後 援：文部科学省 ／ 茂木町 ／ NACK5 
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トップクラスのハイスピード・ハイレベルな戦いを、もてぎで観よう！ 

日本一速いライダーを決める全日本ロードレース選手権シリーズは、国内最高峰の2輪ロードレースで、マシン

の仕様ごとにJSB1000、ST600、J-GP2、J-GP3、GP-MONOと5クラスで争われている。  

JSB1000クラスは、国内のみならず、海外メーカー製のバイクも登場するなど、レベルの高いバトルが繰り広げ

られている。また、ST600クラスはベテランライダーと若手がしのぎを削る、各カテゴリーの中でも実力のある

ライダーが勢ぞろい。今年度から新設されたJ-GP2クラスは、4ストローク600ccのマシンでMotoGP世界選手権、

Moto2クラスへのステップアップクラスとしても位置づけされている。J-GP3クラスは、2009年まで存在していた

GP125クラスが名称を変更した形となっている。そしてGP-MONOは日本独自のカテゴリーとしてオリジナルフレーム

に4ストローク250ccというマシンになっている。 

 

 

 

［ＪＳＢ１０００］ ～最高のマシン、最高のライダーを目指す戦い～ 
最高峰JSB1000クラスは4ストローク4気筒が600ccから1000ccまで、3気筒は

750ccから1000cc、2気筒に関しては850ccから1200ccというくくりがあり、4気筒

マシンが主流ながらも多彩な車種が参加できるレギュレーションとなっている。

国内の4メーカーのホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキや、イタリアのメーカー

であるドゥカティ、アプリリアといったマシンがしのぎを削り、今年はヤマハの

2年連続シリーズチャンピオン、中須賀から王座を奪うべくシーズン序盤から

デッドヒートが繰り広げられている。第2戦勝者、そして8耐勝者となり波に

乗っている若干20歳の高橋巧は、ツインリンクもてぎのダートとロードコース

で数々の輝かしい実績を残している。ホームコースとも言えるもてぎで、さら

なる飛躍なるか？他のライダーたちもシリーズランキングを見越して、もてぎ、

そして最終戦鈴鹿へと全力を注いでくるはずだ！ 

また、JSB1000クラスは夏の2輪レース最大のお祭りである‟コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレースとリンク

しており、数多くのチームが8耐と合わせてしのぎを削っており、今年はゼッケン634のMuSASHi RT HARC-PROが

悲願の8耐初優勝をするなど、もてぎラウンドへと更に加速する！  

 

 

 

［ＳＴ６００］ ～ベテラン、若手の実力者がひしめく混戦レース～ 
前年の覇者手島が、世界選手権Moto2クラスへの参戦が決定したように、

世界規格に照準を合わせたST600クラス。それゆえに、JSB1000から転身する

ライダーもエントリーしており、非常にレベルの高いクラスである。ベテランと

若手の実力者が多く、毎戦波乱のレースを展開しており、見ごたえ抜群の

バトルを展開している。マシンも各カテゴリーの中で一番ストリートマシンに

近く、改造制限の狭い中で各社最新の600ccのバイクに溝付きのスポーツ

タイヤとライダーの技量勝負となるレギュレーションになっている。 

今年はMotoGP125ccクラス参戦の経験を持ち、今シーズン1勝をあげている

中上貴晶にも注目だ。 

 

 

 

 

 

 

3年連続の「日本最速」を狙う中須賀 

ST600デビューイヤーで初戦を制した 

中上 
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全日本ロードレースもてぎ戦はここに注目だ！ 
今シーズンが全日本ラストランとなる伊藤真一選手と、今シーズン開幕優勝・8耐優勝と波に乗っている高橋巧

選手に、ツインリンクもてぎ戦への思いと、コースでの見どころを語っていただきました。 

 

 

Ｋｅｉｈｉｎ Ｋｏｈａｒａ Ｒａｃｉｎｇ Ｔｅａｍ 

Ｈｏｎｄａ ＣＢＲ１０００ＲＲ 

#33 伊藤真一選手 
 

 

 

 

今年限りで全日本ロードレースJSB1000クラスからの卒業を宣言しているKeihin 

Kohara Racing Teamの伊藤真一。 

1988年、伊藤は国際A級昇格と同時にHondaワークス入りし、当時の最高峰500cc

クラスに参戦した。そして世界グランプリ参戦を経験し、全日本に復帰してからも常に

最前線で活躍。現在では『絶対王者』と呼ばれるまでに存在価値を高めた。

デビューから23年目、いよいよラストランとなった今シーズン、ホームコースで

あるツインリンクもてぎでの伊藤のファイナルランを見逃すわけにはいかない。 

「ツインリンクもてぎでは、絶対に負けたくないし、どのコーナーでも思い切

り攻めて行きます。気持ちとしては、みなさんがこれまでに見たこともない本

気モードの伊藤真一をお見せします」 

 

 

ＭｕＳＡＳＨｉ ＲＴ ＨＡＲＣ－ＰＲＯ． 

Ｈｏｎｄａ ＣＢＲ１０００ＲＲ 

#634 高橋巧選手 
 

 

 

国内最高峰JSB1000で2年目のシーズンを迎えている高橋巧。今年は開幕戦の筑波で優勝。

第2戦鈴鹿では2位に、鈴鹿8耐では悲願の初優勝を遂げるなど絶好調の高橋。ツインリンク

もてぎとの関わりは意外と深く、高橋が小学生に進学する頃、ツインリンクもてぎにもダート

コースがあると知り、マシンのスライドコントロールを身につけるため通い詰めたのだ。チャンピオンを狙う高橋に

とって、シリーズ終盤のツインリンクもてぎは天王山となる。 

「みんなものすごく速いですから、簡単に勝てるとは思っていません。でも、小さい

頃から通い続けているツインリンクもてぎでは、僕も気持ちが入りますからね。

絶対に負けたくない。僕のライディングの特徴は、ブレーキングです。速いかどうかは

別にして、第1コーナーの進入は大好きだし、90度コーナーは最後の勝負所になると

思います。ファンのみなさんには、この辺を見ていてほしいです」 

 

 

鈴鹿8耐、そしてその後のサマーブレイクで気分をリフレッシュさせた本気モードで挑む伊藤真一。チャンピオン獲得

に向けてベテラン勢に対峙する20歳の高橋巧がどのような走りを見せてくれるのか、ツインリンクもてぎ戦に注目だ。 

これまでに見たこともない 

本気モードの伊藤真一をお見せします！ 

８耐を制した注目の若手選手！ 高橋巧 
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「秋・バイクの祭典」  
レース観戦も、ツーリングもまとめて楽しもう！ 

バイク来場者は場内に無料で入場できる！ 
バイクでご来場いただくと、場内に無料でご入場いただけます（レース観戦には別途観戦券が必要です）。 

さらにバイク来場者限定で全日本ロードレース当日観戦券が500円引きとなります。また観戦券、パドックパス、

パドックに駐輪できる駐車券が付いたお得なチケット「バイクファン スペシャルチケット」も販売いたします。 
※詳細はチケットページをご覧ください。 

前売り券・当日券が半額に！ 「ＭｏｔｏＧＰ Ｃａｎ’ｔ ｗａｉｔキャンペーン！」実施 
2010年MotoGPの観戦券をお持ちの方は全日本ロードレースの前売り券・当日券が半額となります。 

さらに、パドックパスも半額になります。 
※詳細はチケットページをご覧ください。 

「週刊バイクＴＶ杯 勝手にツーリングアワード」開催決定！ 
サーキットでの思い出、ツーリングでの楽しみとして“なんでも表彰してしまうお祭り

イベント“「週刊バイクTV杯 勝手にツーリングアワード2010」を開催いたします。 

初開催の昨年は、全国から1,600台のバイクが集結し、ご好評いただきました。 

番組MCの末飛登さん・柴田奈緒美さんが当日もバイク来場者とともに番組を収録。

「自分の愛車を週刊バイクTVで自慢しよう！」としてツーリング仲間ともに楽しめる

イベント内容を予定しております。 

ツーリングライダーへの賞典は「グループ賞・個人賞」様々な賞を用意いたします。 
 

■場所：ツインリンクもてぎP8駐車場 

■日時：10月16日(土)・17日(日)※いずれも午前に開催 

■内容：ツーリングでの来場者を様々な賞典で表彰するイベント 

【賞典例】 ・最多グループ賞（一番台数が多かったグループが対象） 

 ・平均最年長賞（平均年齢が一番高いグループが対象） 

 ・平均最年少賞（平均年齢が一番低いグループが対象） 

 ・女性グループ賞（女性人数が一番多かったグループが対象(タンデム含む)） 

 ・カスタムマシン賞（番組MCの末飛登さん柴田さんが選ぶベストカスタムマシン※各1台） 

※賞典内容・詳細情報が決まり次第、ホームページにてご案内させていただきます。 

2009年のイベント会場 

末飛登さん・柴田奈緒美さん 

スーパーバイクレースｉｎもてぎ決勝日 

１０月１７日(日)は家庭の日。お子様同伴で入場、駐車料が無料！ 
10月17日(日)は、ホームページよりダウンロードいただける「入場・駐車料無料券」を、お子様同伴でお持ちいただくと

無料でご入場いただけます。さらにお子様(3歳～中学生)は全日本ロードレース選手権の観戦券・パドックパス・

ピットウォークが無料となります。また、ハロウィーンイベント「プートのハロウィーンパーティー」も同日開催。今春

OPENした新フィールド「モビパーク」をはじめ、ご家族でツインリンクもてぎの広大な 

フィールドでお楽しみいただけます。 
※ダウンロード券、詳細情報はホームページでご案内させていただきます。 

※大人（高校生以上）の方がレース観戦する場合は、別途観戦券が必要です。 
 

「入場・駐車料無料券」特典内容 

■駐車料金、入場料（乗車定員まで）無料 

■お子様（3歳～中学生）の観戦券・パドックパス・ピットウォーク無料 
※大人（高校生以上）については別途観戦券・パドックパス・ピットウォーク券が必要となります。 
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ツーリング仲間やご友人と楽しめるイベント＆サービス 

グランドスタンドプラザ特設ステージ 
グランドスタンドプラザ特設ステージでは、ライダーたちが走行を前に熱い

トークバトルを披露してくれる「ライダートークショー」や、レースに花を添える

各チームのキャンペーンギャルが登場する「キャンギャルオンステージ」

など、魅力的ステージイベントを予定しています。 
 

■場所：グランドスタンドプラザ特設ステージ 

■日時：10月16日(土)、17日(日) 

ピットウォーク 
レーシングマシンをもっと間近でみたい！ マシンやキャンペーンギャルを

撮影したい！ お昼のインターバルに実施するピットウォークにぜひご参加

ください。 
 

■場所：ピットロード 

■日時：10月16日(土)、17日(日)※時間未定 
※料金に関してはチケットページをご覧ください。 

フィナーレパレード 
決勝レース終了後、興奮冷めやらぬレーシングコースを、自分のバイクで走ろう！ 
※当日、受付が必要です。 

※先導車に続いてのパレード走行となります。 
 

■場所：ロードコース 

■日時：10月17日(日)※全レース終了後 

４ＭＩＮＩパラダイスＥＡＳＴ 
南コースで開催されるイベント「4MINIパラダイスEAST」は、カスタムコンテスト、

お試しSS1/32mile、一本橋遅乗りチャレンジ、150mAttack、ほか参加者の

マシン撮影会やプレゼント大会やトークショーなど、4ストミニバイクに関する

イベントが盛りだくさん！  
※事前応募となります。詳細は後日ホームページでご案内いたします。 

※観覧は一般のご来場者も可能です。 
 

■場所：南コース 

■日時：10月17日(日)終日 

手荷物預かりサービス 
2輪イベントではおなじみ。バイク来場者向けの手荷物預かりサービス（有料）をもちろん今回も実施！ 
 

伊藤真一選手メモリアルイベント計画中！ 
現在、今年で全日本ロードレースを卒業となる伊藤真一選手のメモリアルイベントを計画しております。 
※詳細は決定次第、ホームページにてご案内いたします。 
 

2009年のピットウォークの様子

2009年のライダートークショーの様子

2009年のイベント風景 

2009年のイベント会場 
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ファミリーで楽しめるイベント＆特典が充実！ 

１０月１日(金)～ 

１０月３１日(日)開催！！

ジャンボかぼちゃコンテストやハロウィーンものづくりなど、ハロウィーンにちなんだ楽しいイベントに参加しちゃおう 

【イベント内容】 

■Let'S指揮者体験 ■ハロウィーンキャラクターに挑戦 ■プートのハロウィーンパーティー 

■仮装来場でわくわく特典！ ■合言葉はトリックorトリート ■ハロウィーンの森クイズウォーク 

■記念撮影コーナー ■ジャンボかぼちゃコンテスト作品展示 ■Your Motorcycle コンテスト 

併催 

イベント 

グリッドキッズ抽選会 
ファンファンラボで開催されるコチラレーシングのステージにて、頑張ったお友達の中から

抽選でグリッドキッズに参加できます。 
※抽選方法はステージで発表いたします。 
 

■場所：ファンファンラボステージ 

■日時：10月17日(日)※時間未定 
 2009年のグリッドキッズの様子 

モビパークパスポート割引 
全日本ロードレースの観戦券をお持ちの方は、今年オープンした

のりものフィールド「モビパーク」のフリーパスをお得にお求め

いただけます。 

 

 通常料金 観戦券お持ちの方 

大人/子ども 2,300円 1,800円 

幼児 1,500円 1,300円 

［価格はすべて税込］

キッズバイク 

キッズパイロット 
アクロエックス

注目情報！ 

全日本ロードレース ＰＲアドバイザー中野真矢も登場！ 
2009年に現役を引退した中野真矢。MotoGPに10年間参戦した実績を活かし、全日本ロードレース PRアドバイザー

としても活躍中です。当日は様々なイベントに出演予定！詳細は決定次第、ホームページ等でご案内いたします。 

～ツーリングやドライブで、バイク好きのお客様が増えるチャンス!? 

バイクを繋ぐ、ネットワークをどんどん広げよう！～ 

火山噴火の影響で、10月に延期になった「MotoGP日本グランプリ」。ツーリングライダーが、大挙して押し寄せる

「秋・バイクの祭典 スーパーバイクレース in もてぎ」と秋のもてぎはバイクのレースが盛りだくさん！そこで

飲食店を経営している方、勤めている方、皆さんのお店でも秋のバイクレースを応援しませんか？以下の募集

条件に当てはまる飲食店舗なら、どなたでも参加可能です。応募していただいた店舗には、ツインリンクもてぎ

サイト内、特設ページにて、応援飲食店としてご紹介させていただきます。 

■応募条件、詳細などはこちらをご参照ください http://www.twinring.jp/motogp/campaign_food/index.html 

集まれ！応援飲食店 
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チケット好評発売中！ 
 
 

■前売観戦券（２日通し券）  

ファミリーチケットは大人２人、子ども２人に駐車券１台分が付いて１，０００円お得！ 

大人 (高校生以上） 子ども (３歳～中学生） ファミリー （大人２名＋子ども２名＋駐車券１台分）

３，２００円 ５００円 ７，４００円 
 

 

ＭｏｔｏＧＰ観戦券をお持ちの方は半額！！ 

MotoGP割（大人料金の50％割引） 

１，６００円 
 

※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

2010MotoGP観戦券（大人券）をご提示の上、観戦チケットに

引き換えとなります。2010MotoGP観戦券（大人券）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ください。 
 

みんなで観戦するとお得なグループ割をご用意いたしました！ 

グループ割３（大人3名・1000円割引） グループ割４（大人4名･2000円割引） 

８，６００円 １０，８００円 
 

 

全日本ロードレースを今シーズン限りで卒業する伊藤真一選手を応援しよう！ 

伊藤真一ラストラン応援席 
※応援グッズ付き（大人券のみ） 

大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

３，５００円 ５００円 
 

※B席エリアを予定しています。  

※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）及びMOBILITY STATIONのみとなります。 
 

ＪＳＢ１０００クラス参戦中の5メーカーのバイクオーナー限定企画！ 

なんとパドックパスが付いてパドック内ではメーカーごとに駐車できる！！ 

バイクファン スペシャルチケット 
※観戦券、パドックパス、パドックに駐輪できる駐車券付き 

５，０００円 
 

※パドック内の駐車はバイクでご来場のお客様限定です。（4輪での乗入れはできません。） 

※ホンダ・カワサキ・ヤマハ・スズキ・ドゥカティ各50枚の限定250枚の販売です。当日ご来場の際にご利用になる車両と同一

のメーカーをご指定ください。 

※ご指定いただきましたメーカーと異なるメーカーの車両でご来場いただいた場合は、パドック内にはご駐車いただけません。 

※タンデムでご来場の際は同様のチケットをお買い求めください。 

※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）及びMOBILITY STATIONのみとなります。 
 

ワンランク上の快適観戦エリア 

VIPスイート 

大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

１８，０００円 １３，０００円 
 

【ＶＩＰスイート内容】 
・パドックパス（2日通し券） ・ピットウォーク（2日通し券） ・グリッドウォーク（決勝日のみ） ・記念品、公式プログラム 

・指定駐車券（大人券のみ） ・決勝日のみVIPスイートでのお食事、フリードリンク（11：00～13：00はアルコール含）付き 
 

※グリッドウォークは大人券のみとなり、JSB1000クラスに限りご参加いただくことが可能です。  

※販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター（電話・窓口）及びMOBILITY STATIONのみとなります。  

※80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。 

お得な前売りチケット 

［価格はすべて税込］

高校生以上の学生に学割チケットをご用意いたしました！ 

学割（大人料金の50％割引） 

１，６００円 
 

※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。 



 

- 8/9 - 

 

〒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/ 

■前売駐車券（２日通し券） 

バイクでご来場のお客様は駐車料金無料！ 

駐車券 

４輪・バス ２輪 コースサイド（4輪） 

１，０００円 無料 ３，０００円 
 

※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。 

※コースサイド駐車場は観戦エリアとなるため、別途観戦券が必要です。 

※コースサイド駐車場は観戦エリア内のため夜間の留め置きはできません。ステイエリアはP32となります。（予定） 

※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。 
 

 

 

 

■パドックパス（２日通し券） ※別途観戦券が必要です 

大人 
（高校生以上） 

子ども 
（3歳～中学生） 

MotoGP割 （高校生以上） 
（大人料金の50％割引） 

３，０００円 １，５００円 １，５００円 
 

※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。 

※3,000枚の限定販売となります。また、前売で完売の場合、当日券の販売はいたしません。 

※MotoGP割は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2010MotoGP観戦券（大人券）をご提示の上、パドック

パスに引き換えとなります。2010MotoGP観戦券（大人券）をお忘れの際は1,500円の追加料金が発生しますのでご注意くだ

さい。 
 

■ピットウォーク ※別途観戦券が必要です 

 大人（高校生以上） 中学生以下 

１０月１６日（土）予選日 １，０００円 
無料 

１０月１７日（日）決勝日 １，０００円 
 

※中学生以下は無料でご参加いただけます。 

※各日2,000枚の限定販売となります。また、前売で完売の場合、当日券の販売はいたしません。 

 
 

 

 

■当日観戦券 

 
大人 

(高校生以上） 
子ども（2日通し券） 

(３歳～中学生） 
MotoGP割 

（大人料金の50％割引） 

１０月１６日（土）予選日 ２，０００円 
５００円 

－ 

１０月１７日（日）決勝日 ４，０００円 ２，０００円 
 

※MotoGP割は購入の際に2010MotoGP観戦券（大人）の提示が必要です。 
 

■当日駐車券 

 ４輪・バス ２輪 コースサイド（4輪・2日通し券）

１０月１６日（土）予選日 ２，０００円 無料 
４，０００円 

１０月１７日（日）決勝日 ２，０００円 無料 
 

※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。 

※コースサイド駐車場は観戦エリアとなるため、別途観戦券が必要です。 

※コースサイド駐車場は観戦エリア内のため夜間の留め置きはできません。ステイエリアはP32となります。（予定） 

［価格はすべて税込］

当日チケット 

マシン・ドライバーを間近で見よう！ 

［価格はすべて税込］
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チケットのお求めは 券種によってお取り扱いのない窓口もございます

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 10月15日(金)16:30まで 

（営業時間：7・8月 平日9:30～17:30 土日祝9:30～18:00／9月 平日9:30～17:00 土日祝9:30～17:30／10月 平日9:30～16:30 土日祝9:30～17:00）

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

10月10日(日)17:00まで 

（営業時間：7・8月 平日9:30～17:30 土日祝9:30～18:00／9月 平日9:30～17:00 土日祝9:30～17:30／10月 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 

10月10日(日)24：00まで 

（24時間受付） 

 

１０月１５日(金)まで販売 
 

●チケットぴあ ●ローソンチケット ●e+ ●CNプレイガイド ●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 ●三菱UFJニコスカードチケットサービス（三菱UFJニコスカード会員専用） 
●セブンイレブン ●ローソン ●ファミリーマート ●サークルＫ ●サンクス ●am/pm（一部店舗を除く） 
※上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。 

 

■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 えるオンラインショップ  

詳 しくは http://mls.mobi l i ty land.co. jp/にアクセス！ 


