
 

スーパー耐久シリーズ２０１５第１戦  

もてぎスーパー耐久 

みどころ、イベント情報 
 

２０１５年 

 ３月２８日（土）・２９日（日） 

 

 
 

今年もツインリンクもてぎから激戦の幕が開く 
 

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、3月

28日(土)・29日(日)に、今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2015第1戦 もてぎスー

パー耐久」を開催いたします。 

昨年に続いてツインリンクもてぎから熱き戦いが幕を開けることになるスーパー耐久シリーズの見どころ、及び

「もてぎスーパー耐久」のイベント情報をご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大会名称 スーパー耐久シリーズ 2015 第1戦 もてぎスーパー耐久 

・開催日 2015年3月28日（土）、29日（日） 

・会場 会場：ツインリンクもてぎ ロードコース（1周4.801km） 

・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(税込) 前売観戦券 3,600円（大人・2日間有効） ほか 学割、セット券あり 

当日観戦券 4,500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 

※車、バイクでお越しの場合は別途駐車券が必要です 

2015年3月11日 

株式会社モビリティランド 

ツインリンクもてぎ 

2014年 もてぎスーパー耐久のワンシーン 

予選 決勝 
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ＳＴ－Ｘクラスは８台の競演 

ＧＴＮＥＴ、ＫＯＮＤＯ、ＭＡＣＨ、３台のＧＴ－Ｒに注目！！ 
 

ツーリングカーによる耐久レース、スーパー耐久シリーズは昨年に続いてツインリンクもてぎから熱き戦い

が幕を開けることになった。今年は各クラス合わせて50台もの年間エントリーがあり、激戦が予想されている。 

中でも注目は総合優勝を争うST-Xクラスだ。FIA(国際自動車連盟）の定めるGT3規定の車両を中心に争

われるクラスで、ヨーロッパを中心に様々なレースが展開されているスーパースポーツカーが多く出場する。

今年のエントリー台数は8台に増え、ドライバーも豪華な顔ぶれが揃った。まずは昨年のチャンピオンGTNET 

GT-Rの星野一樹/GAMISAN組、昨年ランク2位、近藤真彦監督率いる日産自動車大学校チームGT-Rも昨年

同様藤井誠暢がチームをけん引する。加えて昨年星野とともにタイトルを手にした青木孝行が新たに参戦す

るTEAM MACHからGT-Rでエントリー。新チームながら乗り慣れたGT-Rだけに開幕

戦からのトップ争いも期待できそうで、まずは3台のGT-Rバトルに注目だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

片岡龍也がＢＭＷ Ｚ４で復帰。佐々木孝太がＡＭＧ ＳＬＳで参戦。 

ポルシェ９１１に小林崇志。豪華ドライバーが結集！！ 
 

3台のGT-Rに挑む形となるのがBMW Z4 GT3とAMG SLS GT3。そしてポルシェ911 GT3だ。BMW Z4の

Fieldチームからは片岡龍也が2年ぶりにスーパー耐久に復帰。片岡は2008年のST-1クラスチャンピオン。乗

り慣れたBMWだけに、打倒GT-Rの一番手となりそうだ。さらにGT-R勢とバトルを展開するのがポルシェ911 

GT3のディレクションレーシング。ツインリンクもてぎで行われた今季初の公式テストで小林崇志がトップタイム

を記録する速さを見せた。また新たにAMG SLS GT3で参戦するのが佐々木孝太だ。佐々木にとってSLSは初

めて乗るマシンだが、これまでSUPER GTのGT300クラスとスーパー耐久のクラスチャンピオンを獲得している

実力派なので、開幕戦から上位争いに絡んできそうだ。ST-Xクラスは、これまでにないハイレベルかつハイス

ピードでバトルが展開されることになりそうだ。 

 

 

GTNET GT-R 日産自動車大学校チームGT-R TEAM MACHからGT-R

でエントリーする青木孝行 

BMW Z4 GT3 AMG SLS GT3 2年ぶりにスーパー

耐久へ参戦する

片岡龍也 

実力派の 

佐々木孝太 

ポルシェ911 GT3 
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ＳＴ－２はインプレッサからのタイトル奪還に燃えるランサー･エボリューション勢、 

ＳＴ－３はフェアレディＺとレクサスＩＳ３５０の対決に注目 
 

2001〜3500ccの四輪駆動車によって争われるST-2クラスは、長年スバル インプレッサ対三菱ランサーの

戦いが続いてきた。昨年、一昨年はインプレッサがタイトルを手にしており、今年はランサー勢にとっては負け

るわけにはいかない年となった。まずは最後までインプレッサとタイトルを争ったRSオガワ(下垣和也組)とシン

リョウレーシングのランサー･エボリューション勢に注目したい。 

2001〜3500ccの二輪駆動車によって争われるST-3クラスは強さを見せる日産・フェアレディZ勢にレクサス

勢が挑む。最も注目されているのが長年SUPER GTで活躍してきたSARDチームがレクサス IS350で乗り込

んできたことだ。若手ドライバーながら、チームは実績十分。開幕戦から上位争いに加わってきそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トヨタ８６勢がＨｏｎｄａ勢に切り込むＳＴ－４ 

ＳＴ－５はディーゼルターボエンジンのマツダ・デミオが参戦 
 

エンジン排気量1501～2000㏄の車両によって争われるST-4クラスは最も参加が多い激戦区。このクラス

はS2000、インテグラ、シビックのHonda勢が強く昨年、一昨年とS2000がチャンピオンを獲得している。しかし、

今年はトヨタ86勢が大挙参戦してきた。その筆頭がGAZOOレーシング。蒲生尚弥/井口卓人/松井孝充の超

強力トリオで開幕からの優勝を狙う。1500cc以下の車両で争われるST-5クラスはHonda FIT、トヨタ Vitz、マ

ツダ デミオが三つ巴の戦いを展開しているが、今年新たにデミオディーゼルターボが参戦。国内のレースで

ディーゼルターボエンジンが参戦するのは初めてのこと。まだ開発段階と言うが、開幕戦でどんな走りを見せ

てくれるか注目したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５時間バトルが波乱を呼ぶ！年間タイトル獲得に重要な開幕戦 
 

ツインリンクもてぎ開幕戦は昨年に続いて5時間を走り通す過酷な戦いとなる。通常は3時間レースで争わ

れることが多いが、それが5時間。しかも開幕戦だ。マシンの完成度はもちろん、ドライバーの力量も問われ、

チームの総合力がより重要となる。与えられるポイントも高く、この開幕戦を制したチームがタイトルに近づく

大きな一歩を得る。それだけに熱く激しい争いになるのは間違いない。スタートから5時間後まで目の離せな

い接戦が続くことになりそうだ。 

ST-2 スバル インプレッサ ST-2 三菱ランサー･エボ

リューション 

ST-3 日産 フェアレディZ ST-3 レクサス IS350 

ST-4 Honda S2000 ST-4 トヨタ 86 ST-5 マツダ デミオディーゼ

ルターボ 

ST-4 トヨタ86のドライバー 

左から蒲生尚弥、井口卓人、

松井孝充 
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みんなでＳ耐パレード 
2006年よりS耐（スーパー耐久）に参戦していた車種のパレード、

「みんなでS耐パレード」を開催いたします。車を愛する仲間みんなで

レース観戦とパレード走行を参加し、S耐をおもいっきり楽しもう！ 
 

■開催日時 ： 3月29日(日) 

■開催時間 ： ピットウォーク開催時 

■開催場所 ： ロードコース フルコース 

■応募期間 ： 2月16日（月）～3月15日（日） 

■参加台数 ： 先着200台 

■参加費 ： 無料 ※別途観戦券が必要になります。 

■特典 ： 3月29日（日）スーパースピードウェイ1、2ターンの駐車券 

■参加車種 ： 【HONDA】 NSX、シビック、S2000、インテグラ、FIT 

  【TOYOTA、LEXUS】 86、ヴィッツ、GS350、IS350 

  【NISSAN】 GT-R、フェアレディZ 

  【MAZDA】 RX-7、RX-8、ロードスター、デミオ 

  【SUBARU】 BRZ、インプレッサ 

  【MITSUBISHI】 ランサーエボリューション 

  【海外】 Mercedes-Benz SLS AMG、BMW Z4、M3、AUDI R8、FIAT 500、 

PORSCHE 911、996、997、ALFA ROMEO アルファ147、 

CHEVROLET CORVETTE、LOTUS EXIGE 

■応募方法 ： ツインリンクもてぎホームページのスーパー耐久イベントページにてご応募ください。 

※パレード参加車両の型式・年式等に関わらずご参加いただけます。 

※当日、エントリーいただいた車種と違った車両でご来場いただいた場合は、パレードのご参加をお断りさせていただきます。 

 

 

パークフェルメウォーク 
3月29日（日）決勝終了後、激しいレースを終えたばかりのマシンが一

斉に並ぶパークフェルメウォークを開催します。5時間の激しい爪痕が残

るマシンを間近で見られるまたとない機会です。 
 

■開催日時 ： 3月29日(日) 

■開催時間 ： 決勝終了後、準備終了から1時間 

■開催場所 ： ロードコース 

 

 

ドキドキ体験ファミリーグリッドウォーク 
決勝レーススタート前に開催されるグリッドウォークに、中学生以下の

お子様をお連れのファミリー先着500名が無料で入場できます。また中

学生以下のお客様を対象に、グリッドに並んでいる各レーシマシンの

コックピットに乗車体験ができます。 
 

■開催日時 ： 3月29日(日) 

■開催時間 ： 決勝レース スタート前 

■開催場所 ： ロードコース メインストレート 

 

 

イベント情報 

※写真はイメージです 
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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。どなたでもお気軽にご参加ください。 
 

■開催日時 ： 3月28日(土) 

■開催時間 ： 予選セッション終了30分後から、1時間開催 

■開催場所 ： ロードコース（フルコース予定） 

■料金 ： 無料 

 

 

コチラレーシングのキッズピットウォーク 
中学生以下のお子様を連れたファミリー限定のピットウォークを土曜

日限定で開催いたします。 
 

■開催日時 ： 3月28日(土) 

■開催時間 ： 16:00～16:30 

■開催場所 ： 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。 

 

 

表彰式 ファミリーエリア 
各クラス表彰式は、より間近で見ることができるスーパースピードウェ

イ特設ステージで行います。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ので、レース終了後の選手の感動

をお子様と共にお楽しみください。 
 

■開催日時 ： 3月29日(日) 

■開催時間 ： 決勝レース終了後 

■開催場所 ： スーパースピードウェイ 
 

 

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！～ 
スーパー耐久決勝レーススタート前のコース上にて、3名のお子様が

ツインリンクもてぎエンジェルと共にスタート前ボードを掲出。ツインリン

クもてぎエンジェルの気分を味わえるスペシャルな体験です。 
 

■開催日時 ： 3月29日(日) 

■開催時間 ： 決勝レーススタート前 

■開催場所 ： ロードコース メインストレート 

■参加受付 ： コチラレーシングブース 

■定員 ： 3名 

■料金 ： 無料 

■参加条件 ： 100cm、120cm、140cmの衣装を着ることができる女子児童 
※受付後、イベント実施の際の注意点をご案内する説明会が30分程度ございます。 

※5分前、3分前の2回実施。 

※保護者の同伴は1名様までとさせていただきます。 

※写真はイメージです 
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サーキット・ツアーズ スーパー耐久 
スーパー耐久レース中のタイム計測室、グリッドウォーク、アドベン

チャーなど、普段入る事のできないレースのお仕事現場や裏側をご案内

いたします。 
 

■開催日時 ： 3月28日(土)・29日(日) 

■開催時間 ： 決勝開催中1時間おき 

■開催場所 ： レーシングコース 

■申込方法 ： ホームページにて事前申込みもしくは中央エントランス 

インフォメーションセンターで申込み 

■受付場所 ： 中央エントランスインフォメーションセンター 

■定員 ： 15名×4回 

■料金 ： 500円 
 

 

サーキット・ツアーズ＆ドクターヘリ見学 
スーパー耐久レース中のコントロータワー内部、ドクターヘリ見学など、

普段入ることができないレースのお仕事現場や裏側をご案内します。 
 

■開催日時 ： 3月28日(土)・29日(日) 

■開催時間 ： ピットウォーク開催時間 

■開催場所 ： レーシングコース 

■申込方法 ： ツインリンクもてぎホームページのスーパー耐久イベント

ページにてご応募ください。 

■受付場所 ： コントロールタワー 

■定員 ： 28日（土）60名／29日（日）60名 

■料金 ： 無料 
 

 

ホテル宿泊者限定 トワイライト・クルーズ 
スーパー耐久レースをホテルツインリンクに宿泊してご観戦いただくお

客様限定のクルーズです。夜までレーシングコースをお楽しみいただけ

ます。 
 

■開催日時 ： 3月29日(日) 

■開催時間 ： 18:30～19:00 

■開催場所 ： レーシングコース 

■受付時間 ： 3月29日（日）15:00まで 

■受付場所 ： ホテルツインリンク 

■定員 ： 30台 

■料金 ： 1,300円 
 

 

※写真はイメージです 
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観戦券でモビパークをお得にあそぼう！ 
S耐観戦券をご提示いただければ、乗り放題のパスポートが割引にな

ります。観戦の合間に是非モビパークをご利用ください。 
 

■開催日時 ： 3月28日(土)・29日(日) 

■開催時間 ： モビパーク 営業時間内 

■開催場所 ： モビパーク 

■受付時間 ： モビパーク 営業時間内 

■受付場所 ： プッチタウン券売所／ファンファンラボ券売所 

■料金 ： 【観戦券のご提示で】パスポートが20％OFF 
 

 

レーシングカート おかわりプラン 
レーシングカート10周券2,600円が、当日2回目のご利用で2,300円、

3回目のご利用で2,000円と乗るたびに割引になります。 
 

■開催日時 ： 3月28日(土)・29日(日) 

■開催時間 ： カートランド営業時間内 

■開催場所 ： モビパーク 

■受付時間 ： カートランド営業時間内 

■受付場所 ： カートランドコントロールタワー 

■料金 ： レーシングカート10周券2,600円が、 

当日2回目のご利用で2,300円、 

3回目のご利用で2,000円 
 

 

実動走行ウィークエンドラン 

～パパやおじいちゃん達が乗ったクルマ＆バイクを見よう～ 
Honda Collection Hallの所蔵車両が走るデモンストレーション走行

ウィークエンドランを行います。四半世紀以上前の車両が走行します。

みなさんでお楽しみください。 
 

■開催日時 ： 3月28日(土)・29日(日) 

■開催時間 ： 16：30～16：50 

■開催場所 ： Honda Collection Hall 中庭 

■走行車両 ： ホンダ ベンリイ CB92 スーパースポーツ（1963年） 

ホンダ CB750F（1979年） 

ホンダ N360（1967年） 

ホンダ プレリュード（1987年） 

■料金 ： 無料 
※予告なく車両変更をする場合がございます。 

 

 

※写真はイメージです 
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座って撮ろう ～思い出持ち帰りフォトコーナー～ 
Hondaのフラッグシップスポーツカー「NSX」や「レースマシン」に座って

写真撮影をしていただけるコーナーです。 
 

■開催日時 ： 3月28日(土)・29日(日) 

■開催時間 ： 1回目 9:30～11:00／2回目 13:00～17:00 

■開催場所 ： Honda Collection Hall 中庭 

■料金 ： 無料 
※予告なく車両変更をする場合がございます。 

※雨天時は中止とさせていただきます。 

 

ワクワク・ドキドキ・エンジン始動！ 
Hondaの汎用エンジンを自分の力で始動させるプログラムです。エンジ

ンの「しくみ」を学びながら、エンジンを始動を体験いただけます。 
 

■開催日時 ： 3月28日(土)・29日(日) 

■開催時間 ： 15:30～16:30（約60分） 

■開催場所 ： Honda Collection Hall 中庭 

■定員 ： 5名 

■料金 ： 無料 

 

ＡＳＩＭＯと記念撮影 
二足歩行ロボットASIMOと一緒に記念撮影ができるイベントです。 

 

■開催日時 ： 3月28日(土)・29日(日) 

■開催時間 ： 13:00～13:20 

■開催場所 ： Honda Collection Hall 1階オリエンテーション室 

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

■定員 ： 10組 

■料金 ： 無料 
※カメラは、お客様ご自身でご準備ください。 

※ASIMOにお手を触れる事はできません。 

※開催時間・内容は予告なく変更する場合がございます。 

 

ＵＮＩ－ＣＵＢ乗車体験 
人の歩行のような全方位への自由自在な動きと、両足の間に収まる

コンパクトなサイズを両立した新たなパーソナルモビリティー『UNI-CUB』

を実際に体験していただけます。 
 

■開催日時 ： 3月28日(土)・29日(日) 

■開催時間 ： 1回目 13:00～14:00／2回目 14: 00～14:30 

■開催場所 ： Honda Collection Hall 1階オリエンテーション室 

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

■定員 ： 5名 

■料金 ： 無料 

■利用条件 ： ・身長145cm以上の方 

・体重100kg以下の方 

・補助なく階段を登り降りできる方 

・妊娠や怪我をされていない方 

・飲酒をされていない方 

・事前に同意書にサインをいただきます。 
※写真はイメージです 
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レースクイーンフォトフェスタ 
スイートルームで観戦されるお客様限定の特典として、レースクイーン

人気投票「ST GIRL 50」で選ばれたレースクイーン総勢50人による、チー

ムPR＆フォトセッションにご参加いただけます。快適なレース観戦と、

レースクイーンによるトークをお楽しみください 
 

■開催日時 ： 3月29日（日） 

■内容 ： ●レースクイーン50人によるファンサービス 

（撮影会・サイン会・握手会など、3月29日（日）のみ） 

  ●観戦券、パドックパス、ピットウォーク、グリッドウォーク 

  ●スイートルームからのご観戦 

  ●特製弁当（お飲み物付き） 

■開催場所 ： VIPスイートルーム1、2 

■定員 ： 100名 

■料金 ： 大人（高校生以上）26,000円（2日間通し） 

 
 

 

 

 

観戦チケット好評販売中！ 
詳細はツインリンクもてぎホームページをご覧ください。 

http://www.twinring.jp/ 
 

 

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 3月27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 
0285-64-0080 

3月22日（日）17:00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 
3月22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+ ●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。 
 

 
 

■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 

 

※写真はイメージです 
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