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中学生以下のお子様、レース観戦無料！ 

ＭＯＴＥＧＩ ２＆４レース 最新イベント情報 
 

 

 

株式会社モビリティランドは、森の中のモビリティテーマパーク ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）にて、8月

3日(土)・4日(日)に、「MOTEGI 2&4レース」を開催いたします。 

当日は全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズと、全日本ロードレース選手権J-GP2・J-GP3クラスを同

日開催するとともに、レースファンの方はもちろん、ファミリーで楽しめるイベントを多数開催いたします。また

「Enjoy Honda もてぎ 2013」も開催。MOTEGI  2&4レースは、レースもイベントも一日中存分に楽しめる内容で

お届けいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８/3SAT. 4SUN. 

2013年7月11日 

株式会社モビリティランド 

ツインリンクもてぎ 

２０１３年 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズ 

第４戦 ツインリンクもてぎ 

２０１３ ＭＦＪ全日本ロードレース選手権シリーズ第５戦 

開催クラス：Ｊ－ＧＰ２・Ｊ－ＧＰ３ 
予選 決勝 

・大会名称 MOTEGI 2&4レース 

2013年 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズ 第4戦 ツインリンクもてぎ 

2013 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第5戦 

・開催日  2013年8月3日（土）・4日（日） 

・主催  (4輪) 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.） 

  (2輪) 株式会社モビリティランド／一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） 

・公認  (4輪) 国際自動車連盟（FIA）／一般社団法人日本自動車連盟（JAF） 

  (2輪) 国際モーターサイクリズム連盟（FIM） 

・協力  (2輪) エムオースポーツクラブ（M.O.S.C.） 

・後援  (4輪) 観光庁／茂木町／FM NACK5／RADIO BERRY 

  (2輪) 文部科学省／観光庁／茂木町／FM NACK5／RADIO BERRY 

2012年MOTEGI 2&4レース 

フォーミュラ・ニッポンスタートシーン 

 

2012 MOTEGI 2&4レース 

J-GP2スタートシーン 

2012 MOTEGI 2&4レース 

J-GP3スタートシーン 
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インフォメーション 

７月３１日（水）・８月１日（木） スーパーフォーミュラ 新型マシン「ＳＦ１４」 車両開発テスト 
 

 

 

 
 

7月31日（水）・8月1日（木）に、2014年全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズからデビューする新型マシン

「SF14」の車両開発テストが、ツインリンクもてぎで行われます。このテストは中学生以下のお子様連れファミリー

向けの「無料ダウンロードクーポン」または「MOTEGI 2&4レース前売観戦券」を入場ゲートで提示いただくと、

入場・駐車料金が無料となります。またテストデーならではのイベントの開催も予定しています。 

■無料特典１＜クーポン＞ 
ホームページからプリントアウトできるクーポンをお持ちいただき、中学生以下のお子様と一緒にご来場

いただくと、お車1台の乗車定員人数まで入場料金、駐車料金が無料となります。 
※公共交通機関でご来場の方は、クーポン1枚で5名様まで無料とさせていただきます。 

■無料特典２＜前売観戦券＞ 

MOTEGI 2&4レース前売観戦券を入場時にご提示いただくと、お車1台の乗車定員人数まで入場料金、

駐車料金が無料となります。 
 

※当日開催するイベントの詳細は、後日ホームページでお知らせいたします。 

・お子様連れのファミリー向けクーポン 

・ＭＯＴＥＧＩ ２＆４レース前売観戦券 
で、入場・駐車料金が無料！ 

２輪ロードレース世界選手権開催１５回記念 バイク来場特典 
世界最高峰2輪ロードレースMotoGPTM。ツインリンクもてぎでは1999年の初開催以来、2013年で世界グランプリ

開催15回目を迎えます。これまで支えていただいた皆様へ感謝の気持ちを込め、ライダーにおトクな特典を

ご用意いたしました。 
 

バイクで近くの観戦ポイントまで行ける！ 
人気観戦ポイントの近くに2輪専用駐車場を設置します。ご自分のバイクで手軽に観戦ポイントの近くまで

移動していただけます。 
※バイクは駐車場にお止めいただき、歩道への駐車はご遠慮ください。 

■駐車場設置場所：・第5コーナー裏 ・バックストレート(R2駐車場) ・ヘアピン ・マルチコース横 
 

バイク来場者におトクな情報 
MOTEGI 2&4レースにバイクでご来場いただいたお客様には、様々な特典をご利用いただけます。ツインリンクも

てぎ公式ホームページ、および当日入場ゲートで配布させていただく「バイク優待情報カード」にてご確認く

ださい。 

観戦券でモビパークをお得にあそぼう！ 
MOTEGI 2&4レース観戦券をご提示いただければ、10機種乗り放題のパスが割引になります。大人の方は

無料となりますので、お子様と一緒にツインリンクもてぎを存分にお楽しみいただけます。 
 

■販売場所： プッチタウン券売所・ファンファンラボ券売所 

■販売価格： 大人（中学生以上）1,300円→無料／子ども（小学生）2,300円→1,800円／幼児（3歳～未就学児）1,500円→1,200円 
※大人の無料パスは子ども・幼児パス購入者に限ります。 

中学生以下のお子様はレース観戦が無料！ 
MOTEGI 2&4レースは、中学生以下のお子様は無料ご観戦いただけます。この機会に是非、ファミリーでレース

観戦をお楽しみください。 
 

■前売観戦券：大人（高校生以上）3,900円／中学生以下無料 
※詳細はホームページをご覧ください 
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イベント満載の「前夜祭」開催！ 
豪華メンバーが参加するサイン会や親子で楽しめる仮面ライダーガールズ

ショー、ハイブリッドスポーツCR-Zによるナイトレース、豪華賞品が当たる

ナイトレース優勝予想抽選会など、夜までたっぷりお楽しみいただけます。 

■日時：8月3日(土)17:10～ 

■場所：ロードコースおよびスーパースピードウェイ 

■内容：サイン会、仮面ライダーガールズショー、 

CR-Zナイトレース、CR-Zナイトレース優勝予想抽選会、他 
※イベントの詳細は後日ご案内いたします。 

 

 

“Ｈｏｎｄａ ４輪市販車５０年の歴史”パレード走行 
Hondaの４輪車販売50周年を記念して、50年間に販売されたHonda車による

パレードランを開催します。往年の名車から最新モデルまで50年の歴史が分

かる多彩な車種が結集して走行します。 
※ツインリンクもてぎのホームページでパレードの参加者を募集しております。 

詳しくはホームページをご覧ください。 

■日時：8月4日(日) 12:15～12:55（ピットウォーク時） 

■場所：ロードコースおよびスーパースピードウェイ 

 

 

パークフェルメウォーク 
決勝レース終了後に行われるコース上での車両保管を一般開放します。普段見

ることのできない熱戦の余韻が残るマシンを、間近で観覧いただけます。 

■日時：8月4日(日)決勝レース終了後 

■場所：スーパースピードウェイ上パークフェルメ 
 

 

 

イベント情報 

「Ｅｎｊｏｙ Ｈｏｎｄａ もてぎ ２０１３」 同時開催！ 
 

Hondaの二輪・四輪・汎用製品を通して、「見て、遊んで、

体感する」ことを目的としたファンの皆様への感謝イベント

を併催いたします。製品展示をはじめ、様々な体験が出来る

プログラムやモータースポーツの魅力を体感頂けるプログラム

など、大人から子どもまで幅広い方にお楽みいただけます。 
 

※詳細は「Enjoy Honda もてぎ 2013」ホームページをご覧ください。 

http://www.honda.co.jp/enjoyhonda/motegi/2013/index.html 

2012年の前夜祭トークショーの 

様子 

過去のパレード（※イメージ） 

過去のパークフェルメウォーク 

（※2012年SUPER GTにて） 
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ドリーム☆変身Ｐｉｔ エンジェルスペシャル！ 
～スタート直前！ドキドキのカウントダウンボードアップ！～ 

スーパーフォーミュラ決勝レーススタート前のコース上で、ツインリンクもてぎ

エンジェルとともに、スタートまでのカウントダウンを知らせるボードを掲出できる

スペシャル体験です。 

■日 時：8月4日(日)スーパーフォーミュラ決勝レーススタート前 

■場 所：ロードコースメインストレート 

■受付時間：8月4日(日)観戦ゲートオープン～11:00 

■受付場所：コチラレーシングブース 

■参加資格：小学校1年生～3年生で身長100cm～130cmの女の子 

■定 員：3名 
 

 

ＷＥＥＫＥＮＤ ＲＵＮ 
Honda Collection Hall所蔵の車両が中庭ミニコースを走行します。 

■日時： 8月3日(土) 16:00～ ／ 17:00～ （各回 約15分間） 

  8月4日(日) 10:00～ ／ 17:00～ （各回 約15分間） 

■場所：Honda Collection Hall 中庭ミニコース 

■走行予定車両： ・CBX400F(1981年) ・XLX250R(1983年) 

  ・NSR250R(1988年) ・GOLD WING GL1500（1988年） 
※走行車両、走行時間を変更する場合がございます。 

※雨天中止となります。 
 

 

ガイドツアー「16戦15勝の追憶」 
Honda Collection Hall開館15周年記念リクエスト展示MOTEGI 2&4レース編 

16戦15勝の追憶～F1にもたらされたエレクトロニクスの波～ 

1988年に16戦中15勝の大記録を成し遂げたF1マクラーレン

MP4/4の車両やHonda V6ターボエンジンを交え、ガイドの解説

とともにご案内します。 

■日時：8月3日(土)10:00～ ／ 4日(日)14:00～ 
※ガイドツアー所要時間：約30分 

■場所：Honda Collection Hall 

■定員：各回10名 

■受付：Honda Collection Hall 1階インフォメーション 
 

Ｈｏｎｄａ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ Ｈａｌｌ検定 「16戦15勝の追憶」編 
「Honda Collection Hall開館15周年記念リクエスト展示MOTEGI 2&4レース編16戦15勝の追憶～F1にもたらされた

エレクトロニクスの波～」に関連した検定を開催します。 

■日時：8月3日(土)・4日(日)15:00～ 

■場所：Honda Collection Hal lオリエンテーション室 

■受付：Honda Collection Hallにて受付 9:30～14:30 

■定員：150名 ※定員になり次第締め切ります。 
 

 

2012年のカウントダウンボード

アップの様子 

CBX400F(1981年) 
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親子でキッズバイクレース！中央エントランス特別コースを走ろう 
電動バイクによる特別ツーリングイベントを開催します。この機会に初めての

親子ツーリングを体験してみませんか。 

■日時：8月3日(土)・4日(日)15:00～16:00 

■場所：中央エントランス特設コース 

■料金：親子2名1組700円 

■定員：20組 

■受付：中央エントランス専用受付にて14:00～14:30  

■利用条件：小学1年生～6年生と保護者の方。 

なお、お子様はキッズバイクAライセンスが必要です 
 

 

メガシップライン つばさ 早朝営業 
森とサーキットを結ぶ日本最長の「メガシップライン つばさ」の早朝営業を実施

いたします。レース観戦前に一気に森からサーキットに向かって、壮大な空中

散歩をお楽しみいただけます。 

■早 朝 営 業 ： 8月4日(日)7:00～ 

■受 付 場 所 ： ハローウッズ 

■料 金 ： 1回1,200円 

■ご利用条件 ： 1.体重35㎏以上90㎏未満の方 

2.ハーネスが正しくフィットした状態で装着できる方 

3.事前説明にご同意いただける方 

4.身体・健康上の不安のない方 
※飲酒されている方、妊娠中の方、心疾患をお持ちの方、体調不良の 

方、健康上不安のある方はご利用いただけません。 
 

 

夏休みランチバイキング “パパ、ママできたよ！ぼくもわたしもコックさん” 

ホテルツインリンク１階「レストラン グリーンベイ」にて期間限定のランチバイ

キングを開催。会場内にはお子様が作って食べられるワクワク・ドキドキの体験

コーナーが登場します 

■日時：8月3日(土)・4日(日)11:00～14:00 ※最終入店13:30 

■場所：ホテルツインリンク内「レストラン グリーンベイ」 

■料金：大人2,000円、子ども・幼児 無料 
※大人1名に付きお子様2名まで 

 

 

塚越広大選手 山本尚貴選手 応援メニュー登場！ 
スーパーフォーミュラ、地元栃木県出身の塚越広大選手、山本

尚貴選手とカフェレストランオークが共同開発したこだわりの

メニューが登場いたします。 

■場所：中央エリア オーク（塚越選手メニュー） 

オーク前キッチンカー（山本選手メニュー） 

■価格：塚越選手メニュー1,200円、山本選手メニュー850円 
※各日各メニュー限定100食。売切れ次第終了します。 

 

 

 

 
 

 

 

レストラン グリーンベイ 

（※イメージ） 

「メガシップライン つばさ」 

（※イメージ） 

塚越広大選手メニュー 

ピリカラ油淋鶏丼 

日光揚げゆば添え 

山本尚貴選手メニュー 

海老天と梅酢おろしの 

サラダうどん 

キッズバイク（※イメージ） 


