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2014年1月17日
株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

スーパー耐久シリーズ ２０１４ 第１戦 もてぎスーパー耐久
開催概要およびチケット発売のご案内

株式会社モビリティランドは、ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）にて2014年3月29日（土）、30日（日）に今年度の
モータースポーツシーズンのオープニングレースとなる「スーパー耐久シリーズ ２０１４ 第１戦 もてぎスーパー耐久」
を開催いたします。

スーパー耐久シリーズは多彩な車種の混走で行われるツーリングカーレースで、本大会は2014年の開幕戦です。
レースは5時間で争われ、シリーズでも屈指の長時間耐久をお楽しみいただけます。また、新たな参戦チームや新型
車両も登場し、見どころの多い一戦となります。

前売チケットは、2014年2月9日（日）から販売いたします。なお、前売チケットをお持ちの方は、3月9日（日）に予定し
ているスーパー耐久テストの入場が無料となります。

2013もてぎスーパー耐久スタートシーン

スーパー耐久シリーズ 2014 第1戦 もてぎスーパー耐久
開催概要

■開催日 ： 2014年3月29日（土）、30日（日）
■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 ： 一般社団法人日本自動車連盟（JAF）
■後 援 ： 茂木町 ／ FM NACK5
■料 金 ： 前売観戦券 3,200円（大人・２日間有効） ほか 学割、セット券あり
（税 込） 当日観戦券 4,000円（大人・決勝日）

※前売券をお持ちでない場合、予選日は入場料金（大人1,000円、子ども・幼児無料）で観戦可能です。
※3月9日（日）予定のスーパー耐久公式テストは、ツインリンクもてぎへの入場料でご覧いただけます。
なお、前売チケットをお持ちの方は公式テストの入場料が無料となります。
※車、バイクでお越しの場合は別途駐車券が必要です。
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ファミリーで楽しめる！イベントインフォメーション

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られるチャンスです。

■開催日 3月29日（土）

■場所 ロードコース 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。

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痕跡が発見

できることも。どなたでも入場いただけます。

■日時 3月29日（土） 予選セッション終了後

■場所 ロードコース
※観戦券をお持ちでない方もご参加いただけます。

写真は2013年のものです

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お子様を大募集。

日本最大の参戦車種を誇る、迫力満点のグリッドを体験できます。

■日 時 3月30日（日） 決勝レーススタート前

■場 所 決勝レースグリッド（ロードコース）

■参加方法 当日先着順

■参加資格 3歳～15歳までのお子様を連れた方。

※保護者の付き添いが必要です。

表彰式 ファミリーエリア
スーパースピードウェイ特設ステージで行う表彰式で、中学生以下のお子様を

連れたファミリー限定の優先エリアを最前列に設けます。レース終了後の選手の

感動を、お子様と一緒にお楽しみください。

■日時 3月30日（日） 決勝レース後

■場所 スーパースピードウェイアリーナエリア

お子様無料！ツインリンクもてぎエンジェルのモータースポーツガイドバスツアー
コースに沿うように設置されている「サービスロード」を走りながらレースが観戦できるバスツアーを実施します。

レース初心者の方でもツインリンクもてぎエンジェルがガイドとして、見どころを案内いたします。コースの内側からでしか撮

影できないポイントもあるので、この機会に是非ご利用ください。

■日時 3月30日（日） 決勝レース中
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チケット情報 価格はすべて税込みです

２月９日（日）から前売チケット販売開始

１,６００円

学割（高校生以上）

無料３,２００円

子ども（中学生まで）大人（高校生以上）

■前売観戦券（２日通し券）

※学割は引換券です。引換の際は学生証の提示が必要です。当日、学生証をお忘れの場合は追加料金1,600円が必要です。
※前売券をお持ちの方は、3月9日（日）に予定しているスーパー耐久テストの入場が無料となります。
※お子様のレース観戦は、観戦券をお持ちの大人の同伴が必要です。

らくらく

スーパー

スピードウェイ

３～４ターン

[５０台限定]

らくらくＳ１

[２５台限定]

５００円

２輪

各 ３,０００円

４輪

らくらくＮ１

[５台限定]
南・東エリア北エリア

各 １,５００円

■前売駐車券（２日通し券）

※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。
※駐車場ごとに、限定台数、入退場ゲートが異なります。
※2輪の方は南ゲートからご入場ください。

３,０００円

４輪・１３０Ｒ～ヘアピン コースサイド

■コースサイドキャンプステイ駐車券（２日通し券）

※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。
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価格はすべて税込みです

６,０００円

満喫セット券（2日通し券・大人券のみ）

■スペシャルチケット （観戦券と各種オプションのセット券）

●内容
・観戦券 ・テラス入場 ・ピットウォークパス ・パドックパス

２,０００円

グリッドウォーク券

Ｓ１

駐車券

[限定８０台]

各 １,５００円

スーパー

スピードウェイ

３～４ターン駐車券

[限定２００台]

スーパー

スピードウェイ

ストレート駐車券

[限定１６０台]

３,０００円

満喫セット券オプション

※満喫セット券オプションの購入には、別途満喫セット券が必要です。
※駐車場ごとに、限定台数、入退場ゲートが異なります。

■オプションチケット

３,０００円

パドックパス【ピットウォーク付き】（２日通し券・大人券のみ）

※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。
※別途観戦券が必要です。
※お子様はパドックパスをお持ちの大人の同伴がある場合に限り、無料です。

１,０００円

３月３０日（日）決勝日３月２９日（土）予選日

１,０００円

ピットウォークパス（大人券のみ）

※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。
※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同伴がある場合に限り、無料です。
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価格はすべて税込みです

３５,０００円

ＶＩＰスイートプレミアム（2日通し券）

大人、子ども（３歳以上）共通

■ＶＩＰスイート

●特典
・スーパー耐久イメージガール S*CREW（エスクルー）アピアランス
・サービスロードバスツアー
・コントロールタワー特別ツアー
・ピットウォーク優先入場
●内容
・観戦券 ・VIPスイート入場 ・テラス入場 ・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 ・ピットウォークパス ・グリッドウォーク
・N1またはS1駐車場

１７,０００円

子ども（３歳～中学生）大人（高校生以上）

２３,０００円

ＶＩＰスイート（2日通し券）

●特典
・ピットウォーク優先入場
●内容
・観戦券 ・VIPスイート入場 ・テラス入場 ・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 ・ピットウォークパス ・グリッドウォーク
・N1またはS1駐車場

無料

子ども（中学生まで）

１,０００円３月２９日（土）予選日

４,０００円３月３０日（日）決勝日

大人（高校生以上）

当日観戦券

■当日券 今年は入場料金で予選の観戦が可能！

４,０００円
（２日間有効）

コースサイド

キャンプステイ

１,０００円

５００円

２輪４輪

２,０００円３月３０日（日）決勝日

１,０００円３月２９日（土）予選日

当日駐車券

※コースサイドキャンプステイは、前売にて完売の場合、当日販売をいたしません。

※３月２９日（土）はトールゲートから入場料金が必要です。予選は、入場料金で観戦いただけます。
※お子様のレース観戦は、観戦券をお持ちの大人の同伴が必要です。
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2月9日（日）～3月29日（土）

●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あります。

2月9日（日）10:00～3月23日（日）24:00まで

（24時間受付）

2月9日（日）10:00～3月23日（日）17:00まで

（営業時間内※）

2月9日（日）10:00～3月28日（金）17:00まで

（営業時間内※）

ツインリンクもてぎチケットセンター

電話販売 0285-64-0080 

プレイガイド、コンビニエンスストア、店舗

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/

ツインリンクもてぎチケットセンター

窓口販売

チケット販売窓口 券種によってお取り扱いのない窓口があります

※ツインリンクもてぎ営業時間
３月２０日（木）まで １０：００～１６：００
３月２１日（金・祝）から ９：３０～１７：００ （土日祝は１７：３０まで）
１月２０日（月）～２月６日（木）、および２月１２日（水）、１８日（火）、１９日（水）、２５日（火）、２６日（水）は休業いたします。


