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15th アニバーサリーイベント 開催！
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ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）は2012年8月1日に開業15周年を
迎えます。この記念すべき開業月となる8月4日（土）～5日（日）、2輪・
4輪の全日本選手権「全日本ロードレース」 、「フォーミュラ・ニッポン」を
同日開催するビックレース『MOTEGI 2&4 RACE 開業15周年記念大会 』
を開催いたします。当大会では、“モビリティの祭典 15th アニバーサリー
デー”と題し、日頃支えていただいている皆様への感謝を込め、さまざま
なお得な特典や、“15thアニバーサリーイベント”をはじめ、“Enjoy Honda 
MOTEGI 2012” 、“北関東B級グルメバトル”などご家族ご友人でお楽しみ
いただけるイベントが満載です。また、キャンプもレース観戦も満喫して
いただける「V字お手軽キャンプ場」をはじめ、観戦に便利なコースサイド
パーキングもご用意させていただきます。

MOTEGI 2＆4 RACE 開業15周年記念大会
～ モビリティの祭典 15th アニバーサリーデー ～

5月19日（土）前売観戦券 販売開始！！

開業15周年記念！子ども（中学生まで）は観戦料金が無料！

北関東B級グルメバトルRd.2 開催！

『Enjoy Honda MOTEGI 2012』 同日開催

ファミリーで楽しめるイベントが満載

お子様（中学生以下）は、8月4日（土）～5日（日）の2日間 レース観戦が無料となります。

北関東（栃木・茨城・群馬）のおすすめB級グルメ人気投票を実施いたします。見事グランプリ獲得メニューに投票した
お客様から抽選会を行い、当選いただくと“ツインリンクもてぎお食事券”をプレゼントいたします。

※イベントの詳細については決定次第、ホームページにてご案内いたします。

「見て、遊んで、体感できる」いろいろなHondaを楽しめるイベント『Enjoy Honda MOTEGI 2012』を同日開催いたします。

開業15周年を記念して、近隣各県のご当地ヒーローがやってきます。当日はモビパークでキッズ達と交流したり、ステージ
でのヒーローショーなどを実施いたします。そのほか、プロドライバーによる“同乗体験走行”や、“キッズピットウォーク”・
“グリッドキッズ”などファミリーで楽しめるイベントが満載です。

開業15周年の感謝を込めて、スペシャルサイン会や大抽選会で盛り上がる“前夜祭”を土曜日に開催。
日曜日には“記念セレモニー”や、懐かしの名車が駆け抜ける“クラシックカーデモンストレーションラン”を開催いたします。

V字お手軽キャンプ場、コースサイドパーキングが登場！

ご家族・ご友人でキャンプもレース観戦もお楽しみいただける「V字お手軽キャンプ場」をはじめ、観戦に便利なコースサイド
パーキングをご用意いたしました。



■■ 前売券は、 5月19日（土） 発売開始！ ■■

■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1,900円の追加料金をお支払いください。

【価格は全て税込】

2/6

観戦券、VIPテラス入場券、ピットウォーク
パドックパス、グリッドウォーク、指定駐車場（SSWメインストレート上）

■スーパー満喫セット券 2日通し券 〔限定 100枚〕 * 7月29日（日）までの限定販売

■満喫セット券 2日通し券 〔限定 300枚〕 * 7月29日（日）までの限定販売

観戦券、ＶＩＰテラス入場券、ピットウォーク
パドックパス、指定駐車場（SSW4ターン付近）

チケットのご案内 ①

大人 （高校生以上） 子ども（中学生まで）

3,900円 無料

学割

2,000円

レースファン納得のパッケージが新登場！

【前売】

※お子様のレース観戦は、観戦券をお持ちの大人の方のご同伴が必要となります。

大人 （高校生以上） 子ども（中学生まで）

予選 2,500円
決勝 5,000円

無料

【当日】

※お子様のレース観戦は、観戦券をお持ちの大人の方のご同伴が必要となります。

【前売】

【前売】

【前売】

駐車券付き 駐車券なし

12,000円 9,000円

満喫セット券（大人券のみ）

パドックパスやグリッドウォーク、指定駐車券（SSWメインストレート）がセットになったお得なチケット！

スーパー満喫セット券（3歳以上共通）

15,000円

パドックパスや指定駐車券（SSW4ターン付近）がセットになったお得なチケット！

迫力ある5コーナー席へのアクセスも良好！
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ご家族・ご友人でキャンプもレース観戦もお楽しみいただけるステイエリアをご用意いたしました。

新登場！ V字コーナー周辺 ステイエリア

【価格は全て税込】チケットのご案内 ②

■コースサイドキャンプステイ （2日通し券）

※別途観戦券が必要です。
※直火はご遠慮ください。
※テントなどを設置していただくご利用スペースは駐車区画1台分ほどとなります。

※テントでのご宿泊や車中泊が可能です。

■V字お手軽キャンプ場 （2日通し券）

■V字フリーキャンプ場

※観戦券をお持ちの方は無料でご利用いただけます。
※直火はご遠慮ください。
※エリア内への車両の乗り入れができません。エリアまでのご移動には徒歩・ループバスをご利用ください。

ループバスのご利用は日中のみとなります。

料金 無料

コースサイドでキャンプをしながら、レース観戦を満喫していただけます。

指定エリアでお気軽にキャンプをお楽しみいただけます。

コースサイド駐車1台分の駐車スペースと、テントを張ったり テーブルを設置できるスペースがセット
となった駐車券

4輪：85台 2輪：10台

6,000円 3,000円

V字ステイエリアでお気軽にキャンプをお楽しみいただけます。

コースサイド駐車券とテント付サイトのセット券

１サイト・テント付き／10サイト限定

7,000円

※別途観戦券が必要です。
※直火はご遠慮ください。
※お車はV字ステイエリア横のコースサイドエリアに駐車していただきます。
※テント設置場所はV字ステイエリアの指定区画（7m×7m）となります。



【価格は全て税込】
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■VIPスイート ～プレミアム～

観戦券、2日間ピットウォーク・パドックパス、
グリットウォーク・ブッフェ（2日間）・フリードリンク（2日間） ・記念品・プログラム

特別観戦エリアツアー・サーキットバス走行・VIPスイート～プレミアム～限定の抽選会

チケットのご案内 ③

■ドライバーズサポーターズシート

憧れのドライバーと交流できるイベントを実施いたします。
※詳細は決定次第、ホームページにてご案内いたします。

観戦券、2日間ピットウォーク・パドックパス、
グリットウォーク・ブッフェ（決勝日のみ）・フリードリンク・記念品・プログラム

■VIPスイート

最上級の空間 「VIPスイート～プレミアム～」 新登場！

大人・子ども共通 （3歳以上）

1,500円

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

大人 （高校生以上） 子ども（3歳～中学生）

4,900円 1,500円

【当日】 当日限り有効

【前売】 2日通し券 （グランドスタンドA指定席）

※座席指定は決勝日のみ有効となります。

※別途観戦券が必要です。
※座席指定は決勝日のみ有効となります。

【前売】

【前売】

38,000円

VIPスイート～プレミアム～
3歳以上共通



■駐車券

【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。

チケットのご案内 ④

◇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

→ 56,200円 お得！

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

トライアル世界選手権 ／ MOTEGI 2&4 RACE ／ 花火の祭典“春”

8/14（火）8/4（土）～5（日）6/2（土）～3（日）

◇ 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 大人（4,000円）×8 +  駐車券1,500円= 33,500円

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

=71,200円

今年からエリア駐車券を販売開始！
観戦に便利な「スーパースピードウェイコースサイドパーキング」登場！

※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。

【当日】 当日限り有効

【前売】 2日通し券

北エリア 東・南エリア

1,500円 1,500円 500円

2輪
4輪

予選 決勝

2,000円／各日 500円 1,000円

4輪
2輪

MOTEGI 2&4 RACE では、中央エントランス周辺での歩行者天国実施のため、南エリア⇔北エリアの通り抜けはできま
せん。エリア駐車券をご購入の際は、十分にお気を付けください。

【前売】 スーパースピードウェイ コースサイドパーキング （2日通し券）

4輪／90台

3,000円

※別途観戦券が必要です。
※テントでのご宿泊や車中泊はご遠慮いただきます。
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※ 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3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
7月28日（土） 17：30まで

■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28日（土）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3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

チケットのお求め先

【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://mbile.twinring.jp/


