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もてぎＧＴ２５０ｋｍレース 

１１月１４日（土）・１５日（日）開催のご案内 
 

     

 

 

 

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2015年11月14日(土)・15日(日)に「2015 

AUTOBACS SUPER GT Round8 もてぎGT250kmレース」を開催いたします。SUPER GTシリーズは2009年から

ツインリンクもてぎを最終戦の舞台としており、本大会はチャンピオン決定の舞台となることも多く、昨年は

GT500クラスは5チーム、GT300クラスは3チームがドライバーズタイトル獲得の可能性を残してツインリンクもてぎ

での最終戦に臨みました。今年もSUPER GTシリーズはGT500、GT300クラスとも接戦となっており、昨年同様に

ツインリンクもてぎが最終決着の舞台となりそうです。 

なお、本レースの前売チケットは、9月5日（土）より販売を開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催概要 
■大会名称 ： 2015 AUTOBACS SUPER GT Round8 もてぎGT250kmレース 

■開催日程 ： 2015年11月14日（土）・15日（日） 

■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GTアソシエイション／エム・オー・スポーツクラブ（M.O.S.C.）／株式会社モビリティランド 

■公 認 ： 国際自動車連盟（FIA）／一般社団法人日本自動車連盟（JAF） 

■後 援 ： 経済産業省／国土交通省／茂木町／自由民主党モータースポーツ振興議員連盟／FM NACK5 

2015年8月6日 

株式会社モビリティランド 

ツインリンクもてぎ 

2014年のスタートシーン 
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ＧＴ５００クラスはＬＥＸＵＳ ＲＣ Ｆ、ＮＩＳＳＡＮ ＧＴ-Ｒ、Ｈｏｎｄａ ＮＳＸ ＣＯＮＣＥＰＴ-ＧＴの対決 

今年もツインリンクもてぎがチャンピオン決定の舞台となるか 
 

昨年、ドイツツーリングカー選手権(DTM)との共通化を図った車両規定を導入し、全車が新型車両となったGT500

クラス。2年目を迎えてマシン開発も進み、開幕戦の予選ではトップ3が従来のコースレコードを破る速さを見せたほど、

ポテンシャルを向上させて2015年シーズンを迎えた。さらに各陣営ともドライバーの変更などでチーム力を強化させ、

トップ争いは例年になく激しいものとなっている。 

前半の3戦を終えた時点では、開幕戦で優勝を飾ったLEXUSのアンドレア･カルダレッリ/平川亮組(KeePer TOM'S 

RC F)がランキングトップ。優勝こそないものの確実に上位に食い込んでいるNISSAN GT-Rの安田裕信/ジョアオ･

パオロ･デ･オリべイラ組(カルソニック IMPUL GT-R)がランキング2位。第2戦優勝の松田次生/ロニー･クインタレッリ

組(MOTUL AUTECH GT-R)、第3戦優勝の本山哲/柳田真孝組(S Road MOLA GT-R)が3位、4位に続く。これに大嶋

和也/国本雄資組(ENEOS SUSTINA RC F)、塚越広大/武藤英紀組(KEIHIN NSX CONCEPT-GT)が続き、ここまでが

11ポイント差にひしめく接戦となっている。他にも開幕戦で2位表彰台を記録した山本尚貴/伊沢拓也組(RAYBRIG 

NSX CONCEPT-GT)らの巻き返しも期待され、激しいタイトル争いの中、最終戦ツインリンクもてぎを迎えそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＧＴ３００クラスはＧＴ-Ｒ、ＣＲ-Ｚ、プリウスの国産勢とヨーロッパ車の対決に注目 

パワーアップしたマザーシャシー車がさらなる混戦を演出 
 

GT300クラスも今年は新たな展開があった。昨年終盤にデビューした共通モノコックのマザーシャシーを使用した

マシンが、今年は3台のTOYOTA 86 MCとLOTUS EVORAの計4台がエントリー。第3戦ではそのうちの1台、土屋武士/

松井孝允組(VivaC 86 MC)が予選でポール･ポジションを獲得する速さを見せた。決勝は7位に終わったものの、今後

上位争いに加わってきそうだ。 

ドライバーズタイトル争いは第2戦優勝のアンドレ･クート/千代勝正組(GAINER TANAX GT-R)がランキングトップに

立つものの、わずか1ポイント差で第3戦優勝の星野一樹/高星明誠組(B-MAX NDDP GT-R)、開幕戦優勝の嵯峨宏紀

/中山雄一組(TOYOTA PRIUS apr GT)が9ポイント差で続き、ランキング6位にはHonda CR-Zの高木真一/小林崇志組

(ARTA CR-Z GT)がつけるなど国産マシンが強さを見せている。一方では、昨年のチャンピオン、メルセデスSLS GT3

の谷口信輝/片岡龍也組を始め、BMW Z4、マクラーレンMP4-12C、アウディR8-LMS、フェラーリ458 GT3、ポルシェ911 

GT3ら、ヨーロッパのスーパーカー勢が巻き返し、昨年を上回る接戦となることが期待される。 

 

 

 

レース紹介・見どころ 

ランキングトップの 

KeePer TOM'S RC F 

ランキング2位の 

カルソニック IMPUL GT-R 

ランキング3位の 

MOTUL AUTECH GT-R 

ランキングトップの 

GAINER TANAX GT-R 

1ポイント差で追う 

B-MAX NDDP GT-R 

昨年のチャンピオン 

グッドスマイル 初音ミク SLS 

VivaC 86 MC 

（TOYOTA 86 マザーシャシー） 
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航空自衛隊「ブルーインパルス」の展示飛行が決定 
 

「2015 AUTOBACS SUPER GT Round8 もてぎGT250kmレース」のオープニングセレモニーにて、航空自衛隊

「ブルーインパルス」の展示飛行が決定いたしました。11月14日（土）・15日（日）の両日、ブルーインパルスがツイン

リンクもてぎ上空に飛来し、SUPER GTと、航空自衛隊のアクロバットチーム「ブルーインパルス」の競演をお楽しみ

いただけます。 

これは、SUPER GTシリーズを運営する株式会社GTアソシエイションが、防衛省の協力を得て実施するもので、ツイン

リンクもてぎ以外では、鈴鹿サーキットでの「インターナショナル SUZUKA 1000km（8月29日・30日）」にて、ピットウォーク

ならびにピット内で陸上自衛隊の車両を展示するほか、東日本大震災における自衛隊の救助・復興支援活動などが

パネルで紹介されます。 

 
※14日は予行演習となります。 

※雨天など天候の都合により、展示飛行は中止となる場合がございます。 

※当日のスケジュールは後日ご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント情報 

※写真はイメージです 
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９月５日（土）チケット発売開始 
 

本レースのチケットは、9月5日（土）より、オンラインショッピングサイト「MOBILITY STATION」などにて発売いたし

ます。なお、8月25日（火）～8月31日（月）の間、人気のV席（一部）や駐車券などの先行販売を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由観戦エリア（２日通し券）  
前売観戦券 

大人 (高校生以上） 子ども (中学生まで） 

５，２００円 無料 
 

※お車・バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要となります 

※11月14日（土）はVIPスイートなどの一部のお席を除き全席自由席です 

※お子様のレース観戦には、観戦券をお持ちの大人の方の同伴が必要となります 

※ホスピタリティガーデンは自由席観戦券でご入場いただけます。 

 

学割 
高校生以上の学生 

２，６００円 
 

※学割「自由席」は引換券の販売です。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2,600円の追加料金が発生しますのでご注意ください。 

 

 

 

[価格はすべて税込] 

チケットのご案内 

＜Ｖ席（一部商品）・指定駐車券などの先行販売を８月２５日（日）より実施＞ 
販売期間 ： 8月25日（火）～8月31日（月） 

販売窓口 ： ローチケ.com、CNプレイガイド（ファミリーマート） 

販売券種 ： V1・V2・V3・V4・V6、Honda応援席、LEXUS応援席、 

指定駐車券[R1（マルチコース）・N2・S2・スーパースピードウェイ3～4ターン]、 

4輪・2輪エリア駐車券、パドックパス、ピットウォークパス 
※先行販売商品のV席・指定駐車券は数量限定です。早期販売期間に完売の場合は、9月5日（土）からの販売はございません。 

※V1席はローチケ.comのみでの販売となります。 

※V席の満喫セット券、ファミリーセット券、ARTA応援席、SUBARU応援席は、9月5日（土）からの販売となります。 

※ローソン、ミニストップでの店頭販売はありません。 

※CNプレイガイドで購入される場合は、Webで先行申込みのうえ、ファミリーマートでチケットをお受け取りください。 

8月27日（木）以降は、ファミリーマート店頭でもご購入いただけます。 
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座席指定券（２日通し券）  
［Ｖ席］ 指定席観戦券 ＜先行販売対象商品＞ 

指定席＋観戦券 

 
V1 

LAWSONシート 
V2 V3 V4 V6 

大人（高校生以上） ８，５００円 

子ども（3歳～中学生） １，６００円 
 

※V6車椅子席はV6席と同料金となります 

 

［Ｖ席］ サポーターズシート 
指定席＋観戦券 

 

LEXUS応援席 

[V2] 

＜先行販売対象商品＞ 

Honda応援席 

[V4][V5] 

＜先行販売対象商品＞ 

ARTA応援席 

[V5] 

SUBARU応援席 

[V6] 

大人（高校生以上） ８，５００円 

子ども（3歳～中学生） １，６００円 
 

 

［Ｖ席］ 満喫セット券 

満喫セット券（限定150枚） 
ビクトリースタンドV3指定席＋観戦券＋ 

パドックパス＋ピットウォークパス 

満喫セット券 追加オプション（限定100台） 
スーパースピードウェイストレート駐車券 

１８，８００円 ３，１００円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[価格はすべて税込] 
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テラス席 
観戦券＋テラス指定席＋ピットウォークパス（2日分）＋特製弁当（決勝日のみ）、 
大人 (高校生以上） 子ども (3歳～中学生） 

１６，５００円 ５，６００円 
 

※観戦券、テラス指定席、ピットウォークパス（2日分）、特製弁当（決勝日のみ）、大人券2枚購入につきS2指定駐車券が 

付きます。 

※11月8日（日）までの販売です 
 

女性ビギナーズシート【Ａ席】 
指定席＋観戦券 

応援グッズ、シートクッション、ひざ掛け（無料貸出し）、GT初めてガイドブック付き 

大人 (高校生以上） 子ども (3歳～中学生） 

７，５００円 １，６００円 
 

※グループに女性が含まれることがご購入の条件となります 
 

Ａ・Ｚ・Ｇ指定席 
指定席＋観戦券 

 A席 Z席 G席 

大人（高校生以上） ７，５００円 ７，３００円 ６，２００円 

子ども（3歳～中学生） １，６００円 １，６００円 １，１００円 
 

 

※お車・バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要となります 

※11月14日（土）は自由席、15日（日）のみ指定席となります 

 

 

駐車券（２日通し券） 
前売駐車券 ＜先行販売対象商品＞ 

4輪 2輪 

北エリア 南エリア 東エリア 南エリア 

１，５００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いただけます 

※北エリア駐車券の場合は北ゲートより、 南エリア駐車券の場合は南ゲートより、東エリア駐車券の場合は東ゲートよりご入

場ください 
 

指定駐車券 ＜先行販売対象商品＞ 

 販売枚数 入場ゲート 料金 

R1（マルチコース）駐車券 150枚 南ゲート 

２，１００円 
N2駐車券 120枚 北ゲート 
S2駐車券 100枚 南ゲート 
スーパースピードウェイ3～4ターン駐車券 300枚 南ゲート 
スーパースピードウェイコースサイドキャンプステイ駐車券 90枚 南ゲート 

１０，３００円 ロードコースコースサイドキャンプステイ駐車券 88枚 北ゲート 
V字オートキャンプサイト駐車券 30枚 北ゲート 

 

※別途観戦券が必要です 

※お一人様1台分の限定販売とさせていただきます 

※指定ゲートよりご入場ください。 

[価格はすべて税込] 
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ファミリーセット券（２日通し券） 
 

人気の指定駐車券やお子さま向けの特典が付いた、ファミリーにオススメのセット券です。 
 

 

ホスピタリティガーデン内のキッズスペースやパウダールームなどに隣接しているので便利 

らくらくＶ席ファミリーセット【Ｖ３】 
指定席＋観戦券（大人2枚＋子ども2枚セット） 

＋スーパースピードウェイ3～4ターン駐車券[50セット] 

２２，０００円 
 

【特典】森の指令アドベンチャー「ガキ大将への挑戦」（2枚）付き 

 
買い物やモビパークなど中央エリアへのアクセスが抜群 

らくらくＡ席ファミリーセット 
指定席＋観戦券（大人2枚＋子ども2枚セット） 

＋選べる駐車場（N1駐車券[20セット]・S1駐車券[80セット]） 

２０，０００円 
 

【特典】めっけた！はろー！もりのぺたぺたぶっく（2枚）付き 

 
ファミリーで観戦すれば、1,700円おトク 

らくらくＧ席ファミリーセット 
指定席＋観戦券（大人2枚＋子ども2枚セット） 

＋R1マルチコース駐車券[200セット] 

１５，０００円 
 

【特典】モビパーク・モトレーサー・ハローウッズなどで利用できるのりもの券（1,000円）1枚付き 

 
正面に設置されたビジョンでレース全体を把握できる 

らくらくＺ席ファミリーセット 
指定席＋観戦券（大人2枚＋子ども2枚セット） 

＋選べる駐車場（東エントランス駐車券[60セット]・R1駐車券[100セット]・R2駐車券[50セット]） 

１９，５００円 
 

【特典】モビパーク・モトレーサー・ハローウッズなどで利用できるのりもの券（1,000円）1枚付き 

 

 

 

[価格はすべて税込] 
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オプションチケット 
パドックパス（２日通し券/限定販売） 

パドックパスA 

2日間のピットウォークパス付 

パドックパスB 

パドックパスのみ 
パドックパス子ども 

大人（高校生以上） 大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生） 

１０，３００円 ７，３００円 ５，２００円 
 

※別途観戦券が必要です 

※パドック内一部のエリアについては入場制限が行われます。あらかじめご了承ください 

※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 

※安全なレース運営を行う為に、ピットボックス上部へは、終日レース関係者以外の立ち入りを禁止させていただきます 

※パドックパスBではピットウォークにはご参加いただけません 

※お子様のピットウォークご参加には、パドックパスAもしくは、ピットウォークパスをお持ちの大人の方の同伴が必要です 
 

ピットウォークパス（当日限り有効/各日1,500枚限定） 
 大人（高校生以上） 子ども（中学生まで） 

11月14日（土）予選日 
２，１００円 無料 

11月15日（日）決勝日 
 

※ピットウォークパスは各日1日の料金です 

※別途観戦券が必要です 

※お子様のピットウォークご参加には、パドックパスAもしくは、ピットウォークパスをお持ちの大人の方の同伴が必要です 

※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。 
 

 

５コーナー激感エリア（当日限り有効/各日250枚限定/3歳以上共通） 

11月14日（土）予選日 
１，５００円 

11月15日（日）決勝日 
 

※5コーナー激感エリア券は各日1日の料金です 

※3歳以上共通料金です 

※別途観戦券が必要です 

※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 

※立ち見エリアとなります。（イスはございません） 
 

 

サーキットサファリ（枚数限定/3歳以上共通） 
11月15日（日）フリー走行中に開催 

ペア券 

７，２００円 
 

※お一人様3セットまでの限定です 

※記念品付き 

※別途観戦券が必要です。 
 

 

[価格はすべて税込] 

 - 8/11 - 

 

東京オフィス 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-6-20 TEL(03)3278-0731 FAX(03)3278-0733 E-mail: media@mobilityland.co.jp 

ツインリンクもてぎ 〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1 TEL(0285)64-0001 FAX(0285）64-0099 URL http://www.twinring.jp/ 



 

ＶＩＰスイート 
ＶＩＰスイート～プレミアム～ （3歳以上共通） 

４９，０００円 
 

【ＶＩＰスイート～プレミアム～内容】  
●VIPスイート、V1指定席でのご観戦 ●パドックパス、ピットウォークパス（2日間） 

●ピットウォークへの優先入場、グリッドウォークへのご参加 ●サーキットサファリ 

●公式プログラム、記念品 ●お食事（2日間）、フリードリンク（2日間） 

●N1またはS1駐車券 ●スポッターズエリア観戦ツアー  
 

※お一人様2枚までの限定販売とさせていただきます 

※VIPスイート～プレミアム～は全席指定です。2歳以下のお子様をお連れの場合、お席の用意がございません。 

あらかじめご了承ください 

※N1駐車券は北ゲートより、S1駐車券は南ゲートよりご入場ください 

※11月8日（日）までの販売です 

 

 

ＶＩＰスイート 

大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

４０，０００円 ２４，２００円 
 

【ＶＩＰスイート内容】  
●VIPスイート、V1指定席でのご観戦 ●パドックパス、ピットウォークパス（2日間） 

●ピットウォークへの優先入場、グリッドウォークへのご参加 ●公式プログラム、記念品 

●お食事（決勝日のみ）、フリードリンク（決勝日のみ） ●N1またはS1駐車券（大人券のみ）  
 

※お一人様2枚までの限定販売とさせていただきます 

※VIPスイートは全席指定です。2歳以下のお子様をお連れの場合、お席の用意がございません。あらかじめご了承ください 

※N1駐車券は北ゲートより、S1駐車券は南ゲートよりご入場ください 

※11月8日（日）までの販売です 

[価格はすべて税込] 
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当日券 
当日観戦券（当日限り有効） 

 大人(高校生以上） 子ども（中学生まで） 

11月14日（土）予選日 ３，１００円 
無料 

11月15日（日）決勝日 ６，２００円 
 

※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です。 

※決勝当日は、指定エリアへの入場は別途指定席券が必要です 

※前売にて完売の場合、当日の販売はございません 
 

 

当日駐車券（当日限り有効） 

 ４輪 ２輪 

11月14日（土）予選日 
２，０００円 １，０００円 

11月15日（日）決勝日 
 

 

※前売にて完売の場合、当日の販売はございません 

※お車・バイクでご来場のお客様はお早めに前売駐車券をお買い求めください 

 

当日指定席観戦券［Ｖ指定席］ 
指定席＋観戦券 

 
V1 

LAWSONシート 
V2 V3 V4 V6 

大人 

（高校生以上） 
９，５００円 

子ども 

（3歳～中学生） 
１，６００円 

 

当日指定席観戦券［Ａ・Ｚ・Ｇ指定席］ 
指定席＋観戦券 

 A席 Z席 G席 

大人 

（高校生以上） 
８，５００円 ８，３００円 ７，２００円 

子ども 

（3歳～中学生） 
１，６００円 １，６００円 １，１００円 

 

※前売にて完売の場合、当日の販売はございません 

 

[価格はすべて税込] 
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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 
■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 

9月5日（土）10:00～11月8日（日）24:00まで 

（24時間受付） 

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

9月5日（土）10:00～11月8日（日）16:00まで 

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 9月5日（土）10:00～11月13日（金）16:00まで 

 

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.com ●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） 
●オートバックス・ドットコム ●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 ●ミニストップ ●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 
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