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ツインリンクもてぎ

トピックス

「STRIDER Enjoy Cup」を開催！

観戦券がなくても、施設利用と一部セクションの観戦ができる！

子どもの観戦料金が無料！バイクでくると駐車料金が無料！

開業15周年を記念して、子どもの観戦料金が無料となります。また、バイクの駐車料金が無料となります。

今年のトライアルは、ハローウッズがメインセクションとなり、“緑と遊ぶアウトドアまつり”として開催いたします。
また、観戦エリア付近までは観戦券を購入せずにご入場いただく事が可能になるため、モビパークや、HondaCollectionHall
などの施設をご利用いただけます。さらに中央エントランス付近からは一部のセクションの競技がご覧いただけます。
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ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）は2012年6月2日（土）～6月3日（日）、
『2012 FIM トライアル世界選手権シリーズ 第3戦 日本グランプリ 開業15周年記念大会』を開催いたします。
記念すべき2012年は“緑と遊ぶアウトドアまつり”と題し、日頃支えていただいている皆様に感謝を込め、
さまざまなお得な特典や、お楽しみいただけるイベントをご用意させていただきます。
新緑あふれるハローウッズを舞台に繰り広げられる“人と自然とモビリティ”の世界をお楽しみください。

2012 FIM トライアル世界選手権シリーズ第3戦

日本グランプリ 開業15周年記念大会
～ 緑と遊ぶアウトドアまつり 開催 ～

3月3日（土）前売観戦券 販売開始！！

歩いて健康！ トライアルラリー開催

各セクションに設置されたポイントを周遊する、トライアルラリーを開催。年齢別にGETできるポイントが異なり、親子エン
トリーが最も有利なしくみになっています。豪華商品を目指して、各セクションの周遊をお楽しみいただけます。

2歳～5歳のお子様にご参加いただけるペダル無し自転車”ストライダー“を使ったレース「STRIDER Enjoy Cup」を開催い
たします。

※イベントの詳細については後日発行のリリースにてご案内いたします。

観戦プログラムを無料配布！

競技ルールや選手情報など、基本情報をご覧いただける“観戦プログラム”を無料配布いたします。初めてご観戦される
方にもお気軽にトライアルをお楽しみいただけます。



※お子様のご観戦には保護者の同伴が必要です。

■■ 前売券は、 3月3日（土） 発売開始！ ■■

■前売観戦券

高校生以上の学生におトクな学割チケットを販売！

子ども（中学生まで）は観戦無料！

※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2,000円の追加料金をお支払いください。

【価格は全て税込】
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【セット内容】
観戦券、VIPスイート入場、P7指定駐車券、スタート・表彰式中の特設エリア入場、5つのセクションでの最前列エリア入場

■プレミアム観戦パック 〔100枚 限定〕

■快適観戦パック 〔50枚 限定〕

大人 （高校生以上） 子ども（中学生まで）

4,000円 無料

学割 （大人料金の50％割引）

2,000円

プレミアム観戦パック

大人 （3歳以上共通）

14,000円

大人 （高校生以上） 子ども（3歳～中学生）

8,000円 2,500円

快適観戦パック

【セット内容】
観戦券、VIPスイート入場、3つのセクションでの最前列エリア入場、駐車券（P7 or P8）
※駐車場はお選びいただけません。

前売 観戦券①

■ファミリーモビパスセット券

【セット内容】
観戦券（大人）×2枚、モビパス１０（子供）×2枚 or 1枚、駐車券×1枚
※モビパスの追加は1枚1800円(子供)にて販売いたします。

モビパス 2枚セット モビパス 1枚セット
10,000円 9,000円

ファミリーモビパスセット券

VIPスイートや、特設エリアから観戦できる特別パス！

お手軽にワンランク上の観戦をお考えの方にオススメ！

モビパークの乗り物を満喫できる！観戦券+乗り物パスポートセット券！



開業15周年を記念して、“レース”を存分にお楽しみいただけるお得なセット券をご用意いたしました。お好みに合わせてお選びいただけます。

◇ それぞれの前売観戦券（自由席）を 購入した場合
32,200円（※駐車券は除く） →3,200円お得！
送料3,500円（500円×7回） が無料となるため
3,500円お得！

→ 最大 6,700円 お得！

◇シーズン All Race パス
〔全レースセット / 記念パス※顔写真なし〕

29,000円

開業15周年記念 年間レースセット券
好評発売中！

全7レース
［ ＭｏｔｏＧＰ、トライアル世界選手権、
ＳＵＰＥＲ ＧＴ、フォーミュラ・ニッポン、
もてぎ2&4レース、全日本ロードレース
選手権、スーパー耐久］ 自由席観戦券の
セット券。※駐車券は別途必要となります。

◇ それぞれの前売観戦券（自由席）を購入した場合
16,000円（※駐車券は除く） →1,000円お得！
送料2,000円（500円×4回） が無料となるため
2,000円お得！

→ 最大 3,000円 お得！

◇シーズン Car Race パス
〔4輪レースセット / 記念パス※顔写真なし〕

15,000円
4輪 4レース
［ＳＵＰＥＲ ＧＴ、フォーミュラ・ニッポン、
もてぎ2&4レース、スーパー耐久］ 自由席
観戦券のセット券。
※駐車券は別途必要となります。

◇ それぞれの前売観戦券（自由席）を購入した場合
16,200円（※駐車券は除く） →1,200円お得！
送料1,500円（500円×3回） が無料となるため
1,500円お得！

→ 最大 2,700円 お得！

◇シーズン Moto Race パス
〔2輪レースセット / 記念パス※顔写真なし〕

15,000円
2輪 3レース
［ ＭｏｔｏＧＰ、トライアル世界選手権、
全日本ロードレース選手権］ 自由席
観戦券のセット券。
※駐車券は別途必要となります。

◇15周年記念 年間のプレミアムレースパス 〔30枚限定！顔写真入り記念パス〕 120,000円
全7レース
［ ＭｏｔｏＧＰ、トライアル世界選手権、ＳＵＰＥＲ ＧＴ、フォーミュラ・ニッポン、

もてぎ 2&4レース、全日本ロードレース選手権、スーパー耐久］
自由席観戦券のセット券。

・ピットウォーク券 ・パドックパス
・人気のグリッドパス （MotoGPを除く） ・便利なＰ4指定駐車券（トライアルのみP7）

◇ それぞれを購入した場合
132,000円 →12,000円お得！
送料3,500円（500円×7回） が無料となるため3,500円お得！

→ 最大 15,500円 お得！

～ 全レースをおトクに観戦できるセット券を販売 ～

■前売駐車券（2日通し券）

【価格は全て税込】
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～ “花火” も “レース“ も 両方お楽しみいただけるチケットを販売 ～
開業15周年を記念して、家族やグループでお得に楽しめる“花火 + レース”のセット券をご用意いたしました。
春のお出かけシーズンは、ツインリンクもてぎのビッグイベントにぜひお越しください。

◇夏の３イベント トクトクセット “サマー スペシャル ３”
15,000円

トライアル世界選手権 ／ もてぎ2＆4レース ／ 花火の祭典”夏“
8/4（土）～5（日） 8/14（火）6/2（土）～3（日）

→ 56,200円 お得！

◇ それぞれの前売観覧券／観戦券（自由席）を購入した
場合 ［ 8人乗りミニバン 大人8名乗車の場合 ］

・花火の祭典“夏” トクトクグループチケット 5,000円

・トライアル世界選手権
大人（4,000円）×8 +  駐車券1,500円= 33,500円

・もてぎ2＆4レース
大人（3,900円）×8 +  駐車券1,500円= 32,700円

=71,200円

大人子ども問わず定員乗車人数までの<観覧料・観戦料〉
＋ 駐車料（1台分）のおトクなセット料金

前売 観戦券②

バイクでご来場のお客様は駐車料無料！ 今年からエリア駐車券を販売開始！

※北エリアは北ゲート、南・東エリアは南ゲートよりご入場ください。

北エリア 南・東エリア

1,500円 1,500円 無料

4輪
2輪



ツインリンクもてぎの情報
ツインリンクもてぎホームページ ： http://www.twinring.jp/
ツインリンクもてぎモバイルホームページ ： http://mobile.twinring.jp/
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■当日観戦券（各日）

当日 観戦券

※お子様のご観戦には保護者の同伴が必要です。

■当日駐車券（各日）

【 チケットのお求め先 】 ※ 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
6月1日（金） 17：00まで

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売
TEL 0285-64-0080
5月27日（日） 17：30まで

■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ）
ＰＣ http://mls.mobil ityland.co.jp
モバイル http://mls.m obilit yland.c o.jp/mob ile
5月27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
6月1日（金）まで

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

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。

詳しくは、ツインリンクもてぎチケットセンターまでお問い合わせください。
≪チケットに関するお問い合わせ先≫

ツインリンクもてぎ チケットセンター TEL 0285-64-0080

大人 （高校生以上） 子ども（中学生まで）

5,000円 無料

【価格は全て税込】

4輪 2輪

2,000円 無料


