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一日で２輪も４輪も楽しめる！ ２＆４レース、ツインリンクもてぎで初開催！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ツインリンクもてぎを舞台に、4輪フォーミュラカーの国内 高峰レース「フォーミュラ・ニッポン」と、昨年よりスター

トした2輪全日本ロードレースの新クラス「J-GP2」が同日開催される。ツインリンクもてぎで2輪と4輪のビッグレース

が同時に行われるのは初のこと。「もてぎ2&4レース」は、ハイスピードで繰り広げられるフォーミュラ・ニッポンの高速バト

ル、そしてコーナーごとに順位を入れ替えるほど激しいJ-GP2のバトルを、一緒に楽しめるまたとないイベントだ。 

さらには、「花火の祭典」や「トライアル世界選手権」などの観戦券がセットとなり、ツインリンクもてぎの夏休みが思う

存分楽しめる「元気もりもりチケット（フリーパス：グループ10,000円／セット券：8,000円）」の販売、もてぎ2&4レース

入場駐車料金無料クーポンの発行（ホームページよりプリントアウトして持参）、2&4ならではのイベントや夏休みの

お子様、ファミリー向けイベントの開催など、特典やイベントも盛りだくさん。「もてぎ2&4レース」で、2輪レース、4輪

レース、そしてツインリンクもてぎを思う存分楽しもう！ 
 

※詳細は各イベント、チケットページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

2011年6月7日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

２０１１年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第４戦 

ツインリンクもてぎ

２０１１ ＭＦＪ全日本ロードレース選手権シリーズ第４戦

Ｊ－ＧＰ２クラス 

2010年フォーミュラ・ニッポン第4戦スタートシーン 2010 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ

第6戦 J-GP2スタートシーン 

 

 

 

 

 

もてぎ２＆４レースでの復興支援活動について 
 

本大会は各カテゴリーの選手・チームの協力を得て「がんばろう！日本」を統一メッセージとし、業界が一体と

なった東日本大震災復興支援の取り組みを実施いたします。 

本大会でお預かりした義援金は、「東日本大震災復興支援モータースポーツ義援金募集」から日本赤十字社

を通じて被災地へ全額寄付させていただきます。 
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Ｆ１帰りの実力を見せつけて中嶋一貴が参戦２戦目で優勝！ 

ツインリンクもてぎで大暴れの予感！！ 
 

2008、09年とF1で活躍した中嶋一貴（PETRONAS TEAM TOM'S）が今年は活動の場を国内

に移し、初めてフォーミュラ・ニッポンにフル参戦を果たした。日本人初のフル参戦F1ドライバー

中嶋悟氏を父に持つサラブレッドだが、フォーミュラ・ニッポンはレベルが高く、ベテランも多い

世界。F1経験者でも難しいと思われていたが、一貴はその予想をあっさりと吹き飛ばして

しまった。 

開幕戦となった鈴鹿2&4レース、予選を失敗しまさかの14位。本人も「無線で聞いた時は

真っ青になった」と話していたが、見せ場は決勝レースだった。F1で何度も経験してきたピット

戦略を決め、じわじわとポジションアップ。気がつけば3位にまで浮上し、そのままチェッカー。

なんと初戦で表彰台を獲得したのだ。 

そして第2戦、前戦と同じく予選の失敗から13番手

スタートとなったが、またもやピット戦略を決めて2番手

に浮上。そしてトップを走るマシンに追いつくと一発で

仕留め、そのままトップチェッカー。なんと参戦2戦目で優勝を飾り、ランキング

もトップへ躍り出た。 

「優勝は2006年のユーロF3以来。とてもうれしい。フォーミュラ・ニッポンに来

て本当に良かったと思う」とレース後に話した中嶋一貴。ツインリンクもてぎでも

すばらしい走りを見せてくれることだろう。 

 

 

ツインリンクもてぎ地元北関東勢が開幕戦から大活躍！ 

凱旋レースとなるか、山本、塚越、大嶋そして小暮に期待！！ 
 

開幕戦の予選はこれまでと違う顔ぶれが上位を占めた。2年目にして自身初のPP（ポール・ポジション）を奪った

のが栃木県出身の山本尚貴（TEAM無限）、2位が群馬県出身の小暮卓史（NAKAJIMA RACING）、3位が栃木県出身

の塚越広大（DOCOMO TEAM DANNDELIONRACING）。そして第2戦では塚越がPP、2位は群馬県出身の大嶋和也

（Team LeMans）、3位が小暮と、ツインリンクもてぎを地元とするドライバーが大活躍している。 

開幕戦決勝では山本、塚越がスタート直後の第1コーナーでスピン、コースアウトして後退。小暮も前半トップを

快走しながら、ピットインのタイミングでA・ロッテラー（PETRONAS TEAM TOM'S）に逆転を許して、無念の2位。

第2戦ではウェットからドライに変わるコンディションの中、小暮はピットインのタイミングを逃しグリップしないウェット用

タイヤにてこずりスピン、リタイヤ。塚越もピットインのタイミングが遅れ、後方からの追い上げとなり3位が精いっぱい。

大嶋は序盤トップを快走したが、中嶋一貴に抜かれ無念の2位と、表彰台の頂点に立つことはできなかった。 

4人にとってツインリンクもてぎ

ラウンドは凱旋レースであると同時

に、リベンジの1戦でもあるわけだ。

地元の声援が大きな力を与え、

強力に後押しするのは間違いない。

地元勢によるPP争い、そして優勝

争い、さらには表彰台の独占と、

ツインリンクもてぎでの彼らの走り

に大いに注目したい。 

 フォーミュラ・ニッポン 

中嶋一貴 

中嶋一貴の走り 

優勝、そして表彰台独占が期待される地元勢。 

左から小暮卓史、塚越広大、大嶋和也、山本尚貴 
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ツインリンクもてぎをどう攻略するのか！？ 

中嶋大祐、国本雄資、小林崇志ら強力ルーキーたちの走りに注目！！ 
 

ツインリンクもてぎでは地元勢に加えてルーキーたちも注目したい。F1も経験した中嶋一貴はすでに優勝も記録し、

別格の力を見せているが、なんと言っても一番の注目は一貴の弟、中嶋大祐（NAKAJIMA RACING）だ。昨年まで

イギリスF3に参戦しており、フォーミュラ・ニッポンのビッグパワーに慣れるのには時間がかかるが、予選では常に

Q2に進出するなど、徐々に速さを見せてきている。他に国本雄資（Project μ/cerumo・INGING）、嵯峨宏紀

（Le Beauest Motorsports）、小林崇志（HP REAL RACING）、A・インペラトーリ（SGC by KCMG）

の全日本F3からのステップアップ組と、イタリアF3からのステップアップで過去にはF1のテスト

ドライバーを務めた事もあるA・カルダレッリ（KONDO RACING）が参戦している。開幕戦決勝は

インペラトーリが10位、中嶋大祐が11位、第2戦決勝はインペラトーリが7位、小林が9位で

フィニッシュしており、実力の一片を覗かせた。 

ツインリンクもてぎはシリーズ第4戦、フォーミュラ・ニッポンのビッグパワーにも、ハイレベルな

戦いにも慣れた頃だ。中でも中嶋大祐は父でありチーム監督の悟氏、そして兄、一貴のアドバイス

が加われば一気の上位進出も夢ではない。さらにツインリンクもてぎはNAKAJIMA RACINGが

も得意とするコース。中嶋大祐を筆頭に、ルーキーたちの走りから目が離せそうにない。 

 

 

 

 

 

 

世界に繋がる新世代クラス「Ｊ－ＧＰ２」  
 

J-GP2とは、ST600の改造範囲を広げたマシンで争われる世界グランプリMoto2を視野に入れたクラスだ。その

マシンを操るライダーも世界グランプリへの参戦・出場経験者が数多くエントリーしており、昨年のチャンピオン小西良輝

も世界グランプリ500ccクラス参戦経験者だった。 

今年は、昨年のST600チャンピオンでありJ-GP2とのダブルエントリーとなる山口辰也に加え、関口太郎、宇井陽一、

そして昨年まで世界グランプリに参戦しており今年はスペインと全日本選手権のダブルエントリーとなる小山知良らの

世界グランプリ経験者が名を連ねている。 

これらベテラン勢に対し、ノリックこと阿部典史の遺志を次ぐ野左根航汰や、世界グランプリ参戦経験を持ち、

ST600からこのクラスにスイッチしてきた中上貴晶らの若手が世界への道を切り開かんと闘志を燃やす。 

2年目のシーズンとなり、ディフェンディングチャンピオン不在の今シーズンを制し世界への扉を開くライダーは

現れるか、注目だ。 

 

 

 

 全日本ロードレース Ｊ－ＧＰ２

中嶋大祐 

2010 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ 第6戦 

J-GP2スタートシーン 
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大混戦の全日本Ｆ３ 

シリーズ中盤のもてぎで、シリーズチャンピオンへの足掛かりを誰が掴むのか！？ 
 

今年の全日本F3選手権、メインとなるCクラスは、SUPER GTでも活躍して

いる安田裕信が2シーズンぶりに参戦。今年Nクラスからステップアップしてきた

蒲生直哉、さらに昨年からCクラスで活躍した山内英輝など実力派が集まり、

大混戦のシーズンとなっている。鈴鹿サーキットで行われた第1戦、第2戦では、

山内が優勝、2位、安田が8位、優勝と、山内が一歩リードした感があるが、

安田の実力から言えば本番はこれから。しかも今季全16戦が予定されているが、

ツインリンクもてぎは後半戦突入となる第8戦、9戦が開催される。つまりもてぎ

を制した者がシリーズチャンピオンへ大きく前進するのだ。 

これはNクラスも同じだ、FCJからステップアップした中山雄一、野尻智紀ら

がどんな戦いを見せてくれるのか？特に茨城県出身の野尻は開幕戦で優勝、第2戦2位と好調な滑り出しを見せて

いる。ツインリンクもてぎで地元の声援を受け、チャンピオン争いに王手をかける走りが期待される。 

 

 

ストップ＆ゴーのコースレイアウトを極限まで攻めるシビックワンメイク 

フォーミュラカー以上の接近戦は必見！ 
 

「全員が同じマシンで、己の腕を競い合う」のがワンメイクレース。日本で も

有名で伝統があるのがホンダ エキサイティングカップ ワンメイクレース

～シビック・シリーズ～だ。そのインターシリーズ第3戦と東日本シリーズ第2戦が

混走で行われる。マシンによる差がつきにくく、毎回手に汗握る大接近戦での

バトルが展開されるが、特にこのツインリンクもてぎではストップ＆ゴータイプの

コースレイアウトになっているため、各所にオーバーテイクポイントが存在し、

激しい順位争い、ライバルとの駆け引きが見どころとなってくる。フォーミュラ

カー以上に激しい接近戦バトルは必見だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォーミュラ・ニッポン 開催概要 
●大会名称 ： 2011年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 ツインリンクもてぎ 

●併催レース ： ・アチーブメント2011全日本フォーミュラ3選手権シリーズ 第8戦・第9戦 

  ・ホンダ エキサイティングカップ ワンメイクレース 2011～シビック・シリーズ～ 

   (インターシリーズ第3戦／東日本シリーズ第2戦) 

●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 ： 国際自動車連盟(FIA) ／ 社団法人日本自動車連盟（JAF） 

●認 定 ： 株式会社 日本レースプロモーション（JRP） ／ 日本フォーミュラスリー協会 ／ 

  ホンダワンメイクアソシエーション（H.O.A.） 

●後 援 ： 茂木町 ／ 東京中日スポーツ ／ FM NACK5 

全日本ロードレース 開催概要 
●大会名称 ： 2011 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 J-GP2クラス 

●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 ／ 観光庁 ／ 茂木町 

 サポートレース 

ツインリンクもてぎを走るF3マシン 

ツインリンクもてぎを走るシビック 
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イベント情報 

グリッドボードキッズ大募集！ 
スタート前の緊張に包まれたダミーグリッドにマシンを迎え入れる「グリッド

ボードキッズ」を大募集！ 

 

■対 象 ： お子様（中学生以下）と保護者 

（各1名、2名様セットでのお申込みとなります） 

■応募方法 ： ツインリンクもてぎホームページよりお申込みください 

■締 切 ： 6月30日（木） 
※当選発表は、ご当選された代表者様へ7月上旬に当選案内をお送り 

いたします。 

※当選の発表は発送をもちまして代えさせていただきます。 

2010年フォーミュラ・ニッポン第5戦での

グリッドボードキッズの様子 

ＩＮＤＹ ＪＡＰＡＮやＭｏｔｏＧＰのペア観戦券も当る！ 

場内大抽選会を実施！！ 
もてぎ2&4レースにご来場いただいた皆様を対象に、豪華賞品が当たる大抽選会

を実施いたします。 
 

【賞品の一例】 

・ホテルツインリンク宿泊券（ペア） ・ツインリンクもてぎ レストラン食事券 

・INDY JAPAN観戦券（ペア） ・Moto GP観戦券（ペア） 

・モビパークフリーパス ・フォーミュラ・ニッポン 終戦VIPスイートペア招待券 
※抽選方法、時間などの詳細は、後日ご案内いたします。 

フォーミュラ・ニッポンサポーターズシート前売券購入者限定イベント 

ドライバーサイン会を実施！ 
フォーミュラ・ニッポンサポーターズシート前売限定の特典でサイン会を実施

します！お目当てのチームのドライバーからサインをもらうチャンスです。 

■対象：フォーミュラ・ニッポンサポーターズシート前売券を購入された皆様 

■日時：8月6日(土) ※時間未定 

※サイン会実施の時間は後日ご案内いたします。 

※フォーミュラ・ニッポンサポーターズシートの詳細はチケットのページを 

ご覧ください。 
※写真はイメージです 

過去の抽選会の様子 

チャリティーステージ 
「もてぎ2&4レース」に参加する選手やチームのプレミアムな商品を出品する

チャリティーオークションや、トークショーなどを開催いたします。 

※開催日時、場所などは後日ご案内いたします。 
 

過去のチャリティーオークション

の様子 
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魅力的なイベント、続々計画中！ 

イベントの最新情報はツインリンクもてぎホームページ(http://www.twinring.jp/)をチェック！ 
 

 

 

 

 

 
 

ツインリンクもてぎホームページには「お得」がいっぱい！ 
 

■ホームページでクーポン券をゲットして、入場駐車料無料！ 
ツインリンクもてぎホームページに入場料駐車料無料クーポン券が登場！ 

事前に印刷して、当日入場ゲートでお見せいただければ、場内入場駐車料が 

無料になります。 

 
※決勝日のレース観戦には別途観戦券が必要です。 

北関東ご当地グルメ登場！ 
「北関東自動車道」全線開通を記念して、栃木・茨城・群馬県の様々なご当地グルメが登場！ 

場内各所でお楽しみいただけます。 

【ご当地グルメの一例】 

「とちぎ和牛カップ」マスターズ・オブ・フォーミュラ 
チーム監督や名ドライバーによるミニレース、「とちぎ和牛カップ」マスターズ・オブ・

フォーミュラを8月7日(日)決勝日に開催いたします。優勝者にはJAとちぎより

「とちぎ和牛」をプレゼント。海外で、国内で、激しい戦いを

繰り広げてきたドライバーたちは、当時にタイムスリップした

熱い走りで、なつかしの名勝負を見せてくれるだろう。 
 

※当日の天候やレース進行状況になどより、

スケジュールの変更、中止する場合が

あります。 

 ※写真はイメージです 

歴代シビック全国オフ会を開催！ 
シビックワンメイクレース・ラストイヤーを記念し、歴代のシビックオーナーを一堂

に集めたオフ会を実施。デモカー展示やオーナーズパレードなど、様々なイベント

を実施します。 

 

じゃがじゃが焼そば いもフライ串 ソースかつ丼 牛串焼き 

過去のドリームマッチ 表彰式の様子 

過去のオフ会の様子 

コチラレーシングＫＩＤＳピットウォーク 
中学生以下のお子様を対象としたピットウォークを実施。通常のピットウォーク

は混雑していてお子様と一緒は心配というご家族連れの皆様は是非ご参加くだ

さい。 

■日時：8月6日(土) 全セッション終了後 

■対象：中学生以下のお子様と保護者様 © Tezuka Productions 
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元気もりもりチケットで、ツインリンクもてぎの夏を満喫しよう！ 
 

バットの元気もりもり夏休みイベント期間中[7月2日（土）～8月31日（水）]のご入場に加え、もてぎ2&4レース

[8月6日（土）・7日（日）]のご観戦、花火の祭典[8月14日（日）]のご観覧、トライアル世界選手権[8月20日（土）

～21日（日）]のご観戦がセットになって、乗用車の乗車定員までご利用できる「元気もりもりフリーパス

（グループ券）」が、なんと10,000円！ 例えば8人乗りミニバンで、2家族（大人4人＋子ども4人）でご来場いた

だいた場合、総額56,400円（平日1日ご来場として計算）に比べ46,400円もお得になります。また、もてぎ2&4

レース＋花火の祭典、および花火の祭典＋トライアル世界選手権のセット券も販売。是非元気もりもりチケットで、

ツインリンクもてぎの夏をご満喫ください。 

 

■元気もりもりフリーパス 

セット内容：夏休み＋もてぎ２＆４レース＋花火の祭典＋トライアル世界選手権 

グループ券 
大人 

(高校生以上） 
子ども 

(３歳～中学生） 

１０，０００円 ５，０００円 １，０００円 
 

※7月3日（日）の全日本ロードレースを観戦の際は、別途観戦券が必要となります。あらかじめご了承ください。 
 

■元気もりもりセット券 

セット内容 グループ券 
大人 

(高校生以上） 
子ども 

(３歳～中学生） 

もてぎ2&4レース＋花火の祭典 ８，０００円 ４，５００円 ８００円 

花火の祭典＋トライアル世界選手権 ８，０００円 ４，５００円 ８００円 
 

 

【フリーパス、セット券共通のご案内】 
※グループ券は、普通乗用車1台、乗車定員人数までの入場（観戦・観覧）・駐車料金が含まれます。 

※グループ券の対象外となる車両、ケース： 

マイクロバス、大型バス、路線バス・タクシーに乗車してのご入場ならびに徒歩でのご入場。 

※大人券は、駐車料金が含まれません。お車でご来場の場合、別途駐車券のご購入が必要です。 

※2.5m×5mのエリア区画内におさまるキャンピングカーはご利用いただけます。上記サイズにおさまらないサイズの車両に

ついては2台分の駐車料金が必要となりますのであらかじめご了承ください。 
 

購入者来場特典 

◆フリーパスおよびもてぎ2&4レース＋花火の祭典セット券： 

8月6日（土）･7日（日）もてぎ2&4レースご来場時に、花火の祭典[8月14日（日）開催]でご利用可能な指定席

券（B席券）をプレゼント！ 

◆フリーパスおよび花火の祭典＋トライアル世界選手権セット券： 

8月20日（土）･21日（日）トライアル世界選手権ご来場時に冬花火招待券をプレゼント。 
※中央エントランスチケットセンターにてプレゼントの受け渡しを行います。チケットを持ってお越しください。 

 

【フリーパス、セット券共通特典】 

・モビパーク“のりものモビパス10”が次回来場時にも使える！ 

・ハローウッズ来場時、次回以降使える森の空中回廊「クラーネ」無料券をプレゼント！  

・「ピット工房」次回ご利用半額券プレゼント！ 

・ホテルツインリンクに専用休憩スペースをご用意！ 

・ホテルレストラン“グリーンベイ”ご利用時に次回ご来場時に有効の“ドリンク無料券”をプレゼント！ 

・対象店舗にてお買い物をすると、次回ご来場時にご利用いただける“お買い物20％割引券”をプレゼント！ 

 
※各特典の詳細はツインリンクもてぎホームページをご覧ください。 

お得な前売りチケット 好評発売中！ 

［価格はすべて税込］
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前売観戦券はプライスダウン！なんと３，９００円！（大人） 
 

■前売観戦券（２日通し券）  

大人 (高校生以上） 子ども (３歳～中学生） 

３，９００円 ５００円 
 

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） 

２，０００円 
 

※学割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1,900円の追加料金が発生しますのでご注意ください。 
 

 

■前売駐車券（２日通し券） 

４輪・バス ２輪 

１，０００円 ５００円 
 

 

 

■フォーミュラ・ニッポン サポーターズシート（２日通し券）（グランドスタンドＡ指定席） 

大人 (高校生以上） 子ども (３歳～中学生） 

４，９００円 １，５００円 
 

【特典１ 前売限定特典】 予選日に、限定のサイン会に参加できる！※詳細はイベントページをご覧ください 

【特典２】 決勝レース直前にドライバーが応援席にやってくる！ 

【特典３】 決勝後のコースウォークができる！ 

【特典４】 ご購入の応援チームが1位～3位に入ったら、表彰台の前で喜びを分かち合える！ 

【特典５】 サポーターズシート恒例のオリジナルグッズが付いてくる！ 
 

サポーターズシート参加チーム 

◆TEAM IMPUL 

◆KONDO RACING 

◆Team LeMans 

◆Team KYGNUS SUNOCO 

◆HP REAL RACING 

◆TEAM 無限 

◆SGC by KCMG 

◆NAKAJIMA RACING 

◆Project μ/cerumo・INGING 

◆PETRONAS TEAM TOM'S 

◆DOCOMO TEAM DANDELION RACING 

◆Le Beausset Motorsports 
 

※指定席は決勝日のみ有効となります。 

※前売券で完売の場合、当日指定席券の販売はございません。 

※元気もりもりチケットをお持ちの方で、フォーミュラ･ニッポンサポーターズシートをご希望の方は当日指定席券をお求めください。 

 

 

 

［価格はすべて税込］

前売券 

ｋｏｙａｍａｘ応援席登場！ 
≪MotoGPライダーが「もてぎ2&4レース」に参戦！≫ 

全日本ロードレースJ-GP2に参戦する小山知良選手の応援席が登場いたします。世界を舞台に戦った

小山選手を、みんなで応援しよう！ 

 

※特典、料金などの詳細はツインリンクもてぎホームページをご覧ください 
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■ＶＩＰスイート 

VIPスイート 

大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

２６，０００円 １９，０００円 
 

【ＶＩＰスイート内容】  
・パドックへの入場 ・ピットウォークへの参加 ・グリッドウォークへのご参加（フォーミュラ・ニッポンのみ） 

・記念品 ・公式プログラム ・決勝日のお食事（お弁当） ・フリードリンク（決勝日のみ） ・指定駐車券（大人券のみ） 
 

■ＶＩＰテラス 

大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

１０，０００円 ３，５００円 
 

【ＶＩＰテラス内容】 ・ピットウォークへの参加 ・記念品 ・公式プログラム（大人券のみ） 

 ・決勝日のお弁当・お茶 ・指定駐車券（大人券のみ） 
 

■ＶＩＰテラステーブル（オプション） 

コース側 通路側 

４，０００円 ２，０００円 
 

※テーブル席ご利用には、別途VIPテラスチケットが必要です。 

※本券1枚にて1テーブル 大4名様までご利用いただけます。 

※レースをご観戦の際は、見晴らしの良い階段席のご利用をオススメいたします。 

※コース側、通路側共にテーブル数に限りがありますので、完売になり販売終了とさせていただきます。 
 

 

 

■パドックパス（２日通し券）  

大人 
（高校生以上） 

子ども 
（3歳～中学生） 

５，０００円 ２，５００円 
 

※3,000枚の限定販売となります。前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません。あらかじめご了承ください。 

※パドックパスには別途観戦券が必要です。 

※安全なレース運営のため、ピットボックス上部へは終日レース関係者以外の立入をお断りさせていただいております。 

あらかじめご了承ください。 
 

■ピットウォークパス  

 大人（高校生以上） 中学生以下 

８月６日（土）予選日 １，０００円 
無料 

８月７日（日）決勝日 １，０００円 
 

※各日2,000枚の限定販売となります。前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません。あらかじめご了承ください。 

※ピットウォークパスには別途観戦券が必要です。 
 

■Ｋｉｄｓグリッドウォークパス 
中学生以下のお子様を対象に、決勝レース前のダミーグリッドに入場できるパスを限定300枚販売！ 

対象：中学生以下のお子様と同伴の方（同伴者はお子様1名につき2名までとさせていただきます） 

大人（高校生以上）1名＋ 

子ども（3歳～中学生）1名セット 

追加券 

大人（高校生以上）1名 子ども（3歳～中学生）1名

４，５００円 ３，０００円 １，５００円 
 

※別途観戦券が必要です。 

※お電話による通信販売およびMOBILITY STATIONは7月31日（日）までの販売です。 

※追加券のみでの販売は行いません。（大人のみ、お子様のみでのご参加はできません） 

※お子様1名につき大人の方は 大2名まで参加できます。その際は追加で大人のチケット3,000円（税込）をご購入いただき

ます。 

［価格はすべて税込］

ＶＩＰスイート・ＶＩＰテラス

オプションチケット
※別途観戦券が必要です



 

- 10/10 - 

 

〒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/ 

 

 

■当日観戦券 

 
大人 

(高校生以上） 
子ども 

(３歳～中学生） 

８月６日（土）予選日 ２，５００円 ５００円 

８月７日（日）決勝日 ５，０００円 ５００円 
 

※お子様のご来場には保護者の同伴が必要です。 
 

■当日駐車券 

 ４輪・バス ２輪 

８月６日（土）予選日 ２，０００円 ５００円 

８月７日（日）決勝日 ２，０００円 １，０００円 
 

■当日指定席券（フォーミュラ･ニッポンサポーターズシート） 

大人・子ども共通 

１，０００円 
 

※別途観戦券が必要です。 

※元気もりもりチケットをお持ちの方で、フォーミュラ･ニッポンサポーターズシートをご希望の方は、こちらのチケットを 

お求めください。 

 

 

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 8月5日（金）17：30まで 

（営業時間：7月15日（金）まで･･･平日9：30～17：00、土日祝9：30～17：30   7月16日（土）～8月5日（金）･･･平日9：30～17：30、土日祝9：30～18：00）

※6月13日（月）～6月16日（木）は施設点検のため休業いたします。 

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

7月31日（日）18：00まで 

（営業時間：7月15日（金）まで･･･平日9：30～17：00、土日祝9：30～17：30   7月16日（土）～8月5日（金）･･･平日9：30～17：30、土日祝9：30～18：00）

※6月13日（月）～6月16日（木）は施設点検のため休業いたします。 

■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 
7月31日（日）24：00まで（24時間受付） 

 

プレイガイド・コンビニエンスストア・各店舗 （８月５日まで販売） 
 

●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 
※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 

 
 

当日券
［価格はすべて税込］


