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スーパー耐久シリーズ２０１３ 第３戦 
 

もてぎスーパー耐久 
 

 

 

 

 

 

 

王者メルセデス対ＧＴ－Ｒの戦いにポルシェ、ＢＭＷ、アウディが挑む！

豪華ラインアップとなったＧＴ３クラス 
 

スーパー耐久のメインとなるGT3クラスは、

今年一気に参加台数が増え5車種、8台が

挑 む 。 連 覇 を 狙 う PETRONAS SYNTIUM 

TEAMは、今年もメルセデスベンツSLS AMG 

GT3の2台体制。谷口信輝と片岡龍也の

ダブルエースも健在だ。これに対するのは、

開幕戦の予選でフロントローを独占した

ニッサンGT-R。星野一樹／青木孝行／尾本

直史組がPP（ポール・ポジション）、近藤真彦

監督率いるKONDO RACINGの藤井誠暢／

千代勝正／GAMISAN組が2番手を獲得。

ツインリンクもてぎでも速さを見せてくれる

はずで、メルセデス陣営とのPP争いが注目

される。 

ポルシェ911GT-3Rも2台が挑む。YUKE 

TANIGUCHIと峰尾恭輔、世界的なラリースト

として知られるTOSHI ARAIを擁するENDLESS SPORTSのマシンは、昨年のSUPER GT GT300クラスのチャンピオン

カーそのもの。他にはBMW Z4 GT3、アウディR8 LMSも参戦。アウディはSUPER GTでも実績を残しているだけに、

いきなりのトップ争いも期待できそう。豪華ラインアップとなったGT3クラスの戦いは、大いに見応えのあるものとなり

そうだ。 

 

 

５時間耐久レース、プラス１時間が生む未知の領域での戦いが予想外の

結末を演出する 
 

もてぎスーパー耐久の最大の特徴は5時間耐久レースだ。昨年は4時間耐久で争われたが、さらに1時間長く

走らなければならない。この1時間は各チームにとってマシンの信頼性、さらにはドライバーの体力など未知の領域と

なる。 

また通常は3名までしか登録できないドライバーが4名まで登録可能となる。普段とは異なる戦略も見られるだろうし、

意外な助っ人ドライバーの参加も大いに予想される。5時間があっという間に過ぎるようなレースとなるのは間違い

ないだろう。 

 

2013年5月15日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

メルセデスベンツSLS AMG GT3 ニッサンGT-R 

ポルシェ911GT-3R BMW Z4 GT3 
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王者ランサーにインプレッサが挑むＳＴ－２クラス 
排気量3500cc以上のST-1クラスはBMW Z4 M

クーペ2台のエントリーとなったが、3500cc以下の四輪

駆動車で争われるST-2クラスは三菱ランサーエボ

リューションとスバル・インプレッサの戦いが盛り

上がりそうだ。シリーズ3連覇のランサー大橋正澄

／阪口良平組は今年も健在。ストップをかけるのは

永遠の好敵手、同じランサーの冨桝朋広／菊地靖組

か。それともインプレッサを駆る大澤学／吉田寿博

／松田晃司組か。女性ドライバー神子島みかにも

期待がかかる。 

 

ＳＴ－３クラスはＺ対レクサスの戦い！ 
同じく3500cc以下の二輪駆動車で争うST-3クラスは、

フェアレディZ勢とレクサス勢の対決となった。開幕戦の

予選ではSUPER GT GT500ドライバー関口雄飛のZがトップ

タイム。2番手にはレクサスIS350が食い込んだ。真の勢力

図が今回のツインリンクもてぎで明らかになるのは間違い

ない。 

 

 

Honda勢にトヨタ８６が挑むＳＴ―４クラス！ 
2000cc以下の車両で争われるST-4クラスは、最多エントリーの激戦区だ。インテグラ、S2000、シビックのHonda

勢に加えトヨタ86が急増し、2台のアバルトも加わった。Honda勢の速さは衰えていないが開幕戦予選ではトヨタ86が

4番手タイムの大健闘。Honda勢との争いが見ものとなってきた。アバルトも進化の余地が残されているだけに白熱

の展開が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＴ－５クラスはヴィッツ、フィット、デミオ三つ巴の戦い！ 
1500cc以下の車両によって争われるST-5クラスは

Hondaフィット、トヨタ・ヴィッツ、そしてマツダ・デミオの

戦いとなり、台数も着実に増えてきた。昨年は速さの

フィット、強さのヴィッツ、進化の過程にあるデミオと

いった印象だったが、果たして今年はどんな展開になる

のか。興味津々といったところだ。 

 

 

 

 

●大会名称 ： スーパー耐久シリーズ2013 第3戦 もてぎスーパー耐久 

●主 催 ： 株式会社モビリティランド 

●公 認 ： 一般社団法人 日本自動車連盟（JAF） 

ST-2クラスの三菱ランサーエボリューション(左)とスバル・インプレッサ

レクサスIS350(左)とフェアレディZ 

左からHonda勢のインテグラ、S2000、シビック。そしてトヨタ86とアバルト 

左からHondaフィット、トヨタ・ヴィッツ、マツダ・デミオ 
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【特典１】 

スーパー耐久、お試し観戦シート ［7月20日（土）・21日（日）］観戦ゲートオープン～10:00 
 

朝のフリー走行にあわせ、観戦券をお持ちでない方も、スーパー耐久をお試し観戦できるスペシャルシートをご用意

しました。レースを見たことがない方は、この機会に是非ご利用ください。 

■お試し観戦エリア場所：C席の一部 
※10時以降、お試し観戦エリアは、観戦チケットが無いとご利用いただけません。 

※「お試し観戦エリア」は無料にてご入場いただけます。 
※各日先着500名様限定となります 

 

 

【特典２】 

つばさライセンスを無料でＧｅｔ！ ［7月20日（土）・21日（日）］ 9:30～10:00 
 

2013年3月30日にオープンした日本最長（※2013年3月8日現在）の「メガジップライン つばさ」の先着50名限定で、

モビパークのライセンスセンターに行くと、「つばさオリジナルライセンスカード」が作れます。朝の森から、大空

へ羽ばたこう！ 

■ライセンス発行場所：モビパーク ライセンスセンター 
※「メガジップライン つばさ」のご利用には別途料金（1,200円）が必要です。 

※各日先着50名様限定となります 

 

 

【特典３】 

朝からガッツリ！お腹一杯のメガ割！ ［7月20日（土）・21日（日）］ 観戦ゲートオープン～10:00 
 

新しくリニューアルした森のレストランの看板メニュー、長さ343mの「メガジップライン つばさ」にちなんで、343gの

MEGAハンバーグが朝限定で1,000円になります！ごはんもポテトもぜーんぶ山盛り！！ 

見た目もビックリのハンバーグで朝からエネルギーを充電しましょう！ 

■場所：カフェレストラン オーク 

■価格：山盛りMEGAハンバーグプレート 通常1,500円→1,000円 

※各日先着50名様限定となります。 

 

 

【特典４】 

朝のお買い物でトクトクチャンス！ ［7月20日（土）・21日（日）］ 観戦ゲートオープン～10:00 
 

イベント中に対象店舗にて3,000円以上お買い物されたお客様にステキな景品が当たる抽選会の参加権が、10時

までは1,500円以上と半額になります。 

■くじ引き参加券配布店：モビプラザ、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、コチラズストア、 

ファンファンショップ、中央オフィシャルショップ仮設売場 

■くじ引き会場：モビプラザ店舗前 

「早トク！」 
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家族みんなでコースウォーク 
予選の全セッション終了後、コース上を自分の足で歩ける「コースウォーク」を実施

します。コースに刻まれたタイヤ痕など、目の前で繰り広げられたバトルの痕跡が

発見できるかも！？シグナルブリッジ下は記念撮影スポットとして大人気！どなた

でもお気軽にご参加ください。 

■日時：7月20日(土) 全セッション終了後 

■場所：ロードコース 
※観戦券をお持ちでない方も、お楽しみいただけます。 

 

 

コチラレーシングのキッズピットウォーク 
中学生以下のお子さまを連れたファミリー限定のピットウォークを開催します。 

普段見ることの出来ない、格好いいレースマシンを間近で見ることができるかも？ 

■日時：7月20日(土) 

■場所：ピットレーン 
※中学生以下のお子様を連れた方のみ、ご参加いただけます。 

※同伴される大人の方は、無料でご参加いただけます。 

※大人の方のみの参加はできません。 

※観戦券をお持ちでない方もご参加いただけます。 

 

 

グリッドキッズ大募集 
レーススタート前のグリッドに並ぶ子どもたちを大募集！ 

スタート前の緊張感あふれるコース上の雰囲気を経験してみませんか？ 

■日時：7月21日(日)スーパー耐久決勝レーススタート前 

■場所：ロードコース グリッド上 

■定員：45組（予定） 

■募集要件：3歳～15歳までのお子さま ※応募方法は後日ホームページでお知らせします。 
※グリッドに立つ方は、保護者同伴が必須となります。 

 

 

キャンギャルオンステージ 
スーパー耐久シリーズ参戦チームのキャンペーンガールがステージに登場！

熱く激しいレースの合間に華を添えます。ツインリンクもてぎで開催されるキャン

ペーンガールイベントでは最多人数が登場数します！ 
※詳細は後日ホームページでお知らせします。 

 

 

イベント情報 

※写真はすべてイメージです
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お得な前売チケット ５月１８日（土） 発売開始！ 

 
■前売観戦券（２日通し券）  

大人 (高校生以上） 子ども (中学生まで） 

３，２００円 無料 
 

※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。 
 

 

高校生以上の学生は自由席が通常の半額で購入できる！ 

学割（高校生以上の学生） 

１，６００円 
 

※学割は引換券です。引換の際は学生証の提示が必要です。学生証をお忘れの際は追加料金1,600円が必要となります。 

 

 

■前売駐車券 

前売駐車券（2日通し券） 

４輪 

２輪 
南・東エリア 北エリア 

らくらく指定N1（旧P4） 

＜20台限定＞ 

１，５００円 １，５００円 ３，０００円 ５００円 
 

※別途観戦券が必要です。 

※2.5m×5.0mエリア区画内であれば大型車、キャンピングカーも駐車していただけます。 

※らくらく指定N1（旧P4）駐車券は数に限りがございます。 

※北エリア駐車券をお持ちのお客様は北ゲートより、南・東エリア駐車場をお持ちの方は南ゲートよりご入場ください。 

※らくらく指定N1（旧P4）駐車券をお持ちの方は北ゲートよりご入場ください。 

※2輪の方は南ゲートからご入場ください。 

 

１３０Ｒ～ヘアピンのコースサイドで、キャンプをしながらラクラク観戦！ 

コースサイドキャンプステイ駐車券（2日通し券） 

３，０００円 
 

※別途観戦券が必要です。 

※北ゲートよりご入場ください。 

※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。 

※ご自身のテントでのご宿泊や車中泊が可能です。 

※直火はご遠慮ください。 

※お一人様1台分の限定販売とさせていただきます。 

※エリア内におけるペットの持込はお断りさせていただきます。 

※観戦ゲートオープン前のお席の確保はお断りさせていただきます。 

※21時以降はエンジンストップのご協力をお願いいたします。 

チケット情報 
［価格はすべて税込］［価格はすべて税込］
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■スペシャルチケット 
テラス入場やパドックパス、さらにはグリッドウォークもセットになったおトクなチケット！ 

スーパー満喫セット券（2日通し券・大人券のみ）※限定150枚 

１０，０００円 
 

【スーパー満喫セット券内容】 
・観戦 ・テラス入場 ・ピットウォーク ・パドックパス ・グリッドウォーク ・スーパースピードウェイストレート駐車場 

 

※お車は北ゲートよりご入場ください。 

 

テラス入場やパドックパスがセットになったおトクなチケット 

満喫セット券（2日通し券・大人券のみ）※限定250枚 

駐車券付き 
駐車券なし 

＜「駐車券付き」を購入された同伴者の方にオススメのチケット＞

７，５００円 ５，０００円 
 

【満喫セット券内容】 
・観戦 ・テラス入場 ・ピットウォーク ・パドックパス 

・駐車券付き：ハローウッズ駐車場（旧P13）【40台限定】 or スーパースピードウェイ4ターン駐車場 or S1（旧P7）駐車場【80台限定】 
 

※グリッドウォークは付いておりません。 

※ハローウッズ駐車場（旧P13）、スーパースピードウェイ4ターン駐車場は北ゲートよりご入場ください。 

※S1（旧P7）駐車場→南ゲートよりご入場ください。 

 

 

■オプションチケット 
パドックエリア内に入場できる！ピットウォーク開催時間にピットレーンに入場できる！ 

パドックパス【ピットウォーク付き】（２日通し券） 

大人（高校生以上） 子ども（中学生まで） 

３，０００円 無料 
 

※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。 

※大人の方は別途観戦券が必要です。 

※お子さまはパドックパスをお持ちの大人の方のご同伴が必要です。 

 

ピットウォーク開催時間にピットレーンに入場できる！ 

ドライバーのファンサービス、ピットでプロのマシンを間近に見られるチャンスはこの時だけ！ 

ピットウォークパス 

 大人（高校生以上） 子ども（中学生まで） 

7月20日（土）予選日 １，０００円 
無料 

7月21日（日）決勝日 １，０００円 
 

※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。 

※大人の方は別途観戦券が必要です。 

※お子様はピットウォークパスをお持ちの大人の方のご同伴が必要です。 

 

 

 

［価格はすべて税込］
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■ＶＩＰスイート 
グランドスタンドハウス2階に位置する唯一の屋内席。見通しの良い抜群のロケーションに加え、 

2日間、VIPスイート～プレミアム～ならではのサービスが受けられるスペシャルシートです。 

VIPスイート～プレミアム～（2日通し券） 

大人・子ども共通（3歳以上） 

３５，０００円 
 

【スペシャル特典】 ・スーパー耐久2013イメージガール S*CREW（エスクルー）のお部屋訪問 

・サービスロードバスツアー 

【ＶＩＰスイート～プレミアム～内容】 ・観戦 ・VIPスイート入場 ・食事（ブッフェ：2日間） ・フリードリンク（2日間） 

・パドックパス ・ピットウォーク ・グリッドウォーク  

・N1（旧P4）またはS1（旧P7）駐車場 
 

※N1（旧P4）駐車場→北ゲートをご利用ください。 

※S1（旧P7）駐車場→南ゲートをご利用ください。 
 

 

グランドスタンドハウス2階に位置する唯一の屋内席。見通しの良い抜群のロケーションに加え、お食事、お飲

み物などＶＩＰスイートならではのサービスが受けられるシートです。 

VIPスイート 

大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

２３，０００円 １７，０００円 
 

【ＶＩＰスイート内容】 ・観戦 ・VIPスイート入場 ・食事（ブッフェ：決勝日のみ） ・フリードリンク（決勝日のみ） 

・パドックパス ・ピットウォーク ・グリッドウォーク 

・ハローウッズ駐車場（旧P13）またはS1（旧P7）駐車場 
 

※ハローウッズ駐車場（旧P13）→北ゲートをご利用ください。 

※S1（旧P7）駐車場→南ゲートをご利用ください。 

 

ファミリーや女性の方にお勧め！エアコンの効いた快適空間で観戦できる！  

快適観戦券（2日通し券・VIPスイートルームのご利用） 

大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

９，０００円 ６，０００円 
 

【快適観戦券内容】 ・観戦 ・VIPスイート入場 ・フリードリンク（2日間／アルコール類のご提供はございません。） 
 

※お車でご来場の方は、別途駐車券が必要です。 

 

 

■当日券 

当日観戦券 

 大人(高校生以上） 子ども（中学生まで） 

7月20日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

7月21日（日）決勝日 ４，０００円 
 

 

当日駐車券 

 ４輪 ２輪 コースサイドキャンプステイ

7月20日（土）予選日 ２，０００円 ５００円 ４，０００円 
（２日間有効） 7月21日（日）決勝日 ２，０００円 １，０００円 

 

 

※コースサイドキャンプステイは、前売にて完売の場合は、当日販売はございません。 

［価格はすべて税込］
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■サマースペシャル スーパー耐久セット券 
スーパー耐久（７月２０日・２１日）、花火の祭典“夏”（８月１４日）の乗車定員までの観戦料・観覧料＋１台分の

駐車料金が含まれたお得なセット券！ 

サマースペシャル スーパー耐久セット券 
＜おクルマ乗車人数まで、何人でも10,000円で観戦・観覧ができる！＞ 

１０，０００円 
 

8人乗りのミニバンで、２家族大人4名、子ども4名でご来場の場合 

最大１６，３００円もお得！ 
 

◆サマースペシャルスーパー耐久セット券購入者限定の来場特典◆ 
スーパー耐久に来場されると 

「花火の祭典“夏”ASTP指定駐車券」 

または 「花火の祭典“夏”B席指定席券」プレゼント！

花火の祭典“夏”に来場されると 
「花火の祭典“秋”A席指定席券」 

プレゼント！ 
 

※特典は各レース・イベントのご来場特典です。ご来場以外での特典の受け渡しはできませんのでご了承ください。 

※中央エントランスチケットセンター引換え窓口に対象となるチケットをご提示ください。 

※特典チケットはお一人様一枚を配布いたします。ご来場された皆様で引換え窓口にお越しください。 

※特典が2種類ある場合はいずれか1つをお選びください。 

 
 

 
 

 

 

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 5月18日（土）10:00～7月19日（金）17:00まで 

（営業時間：平日 9:30～17:00、土日祝 9:30～17:30）

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

5月18日（土）10:00～7月14日（日）17:30まで 

（営業時間：平日 9:30～17:00、土日祝 9:30～17:30）

■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 

5月18日（土）10:00～7月14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、店舗 
 

●チケットぴあ ●ローチケ ●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） 
●かましん もぴあ店（栃木県茂木町） ●STEP-１（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。 

 

※6月17日(月)～20日(木)の間、ツインリンクもてぎは施設点検のため休業いたします。その間窓口販売、電話販売および 

お問い合わせに関する業務も休業させていただきます。あらかじめご了承ください。 
 

■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 

 
 

 

 

花火とレースのセット券 


