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２０１６ ＦＩＡ 世界ツーリングカー選手権シリーズ ＪＶＣＫＥＮＷＯＯＤ 日本ラウンド 
2016 FIA World Touring Car Championship JVCKENWOOD Race of Japan 

9/3 SAT. 4 SUN. 
会場：ツインリンクもてぎ ロードコース（4.801km） 

 

 

開催概要 チケット販売のご案内 
 

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9月3日(土）、4日(日）に「2016 FIA 世界

ツーリングカー選手権シリーズ JVCKENWOOD 日本ラウンド(WTCC）」を開催いたします。 

WTCCはF1や世界ラリー選手権と並んでFIA（国際自動車連盟）に公認される世界選手権であり、世界最高

峰のツーリングカーレースです。Honda、シトロエン、シボレー、ラーダ、さらには今年から参戦するボルボといっ

た日米欧の車両によって争われ、国際色豊かな競技としても知られています。また、今年から土曜日の予選後

に、各マニュファクチャラーの選抜ドライバーが参加する新たなタイムトライアルセッションが増えることで、

WTCCの魅力であるエンターテイメント性がより高まることが期待されます。 

なお、観戦券は5月14日（土）より発売を開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016年5月6日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

2015年WTCC日本ラウンド レース2スタートシーン 

予選 決勝 

ＷＴＣＣ開催概要 
■大会名称 ： 2016 FIA 世界ツーリングカー選手権シリーズ JVCKENWOOD 日本ラウンド 

 （英文表記） 2016 FIA World Touring Car Championship JVCKENWOOD Race of Japan 

■開催日程 ： 2016年9月 3日（土）・4日（日） 

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

■主 催 ： 【プロモーター】株式会社モビリティランド 

【オーガナイザー】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.） 

■後 援 ： 栃木県 ／ 茂木町 ／ FM NACK5 

■併催レース ： Touring Car Series in Asia 

LOTUS CUP JAPAN 2016 

Honda Sports & Eco Program 10リッターチャレンジ 
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今年も決勝は２レース開催 

予選トップ１０がリバースグリッドの「オープニングレース」と、予選順グリッドの「メインレース」 

土曜日の予選後には、新セッションとなる各チーム別のタイムトライアルを開催 
 

WTCCの予選は、まず全車が出走するQ1の上位12台がQ2に進出。Q2のトップ5がQ3に進出し、Q3では1台ずつ

コースインし1周のタイムアタックで競い、ポール・ポジションに5ポイント、以下4・3・2・1ポイントが与えられることから、

チャンピオンシップを争ううえでもQ3進出が重要であり、各ドライバーがしのぎを削る。 

昨年まではスターティンググリッドが予選順のレース1、予選の上位10台をリバースグリッドにしたレース2が行わ

れていたが、今シーズンからはリバースグリッドを採用したものが「オープニングレース」として行われ、その後に予

選結果順に並んだ「メインレース」が行われることになる。 

また今年は新たにタイムトライアル形式の「MAC3」（マニュ

ファクチャラー・アゲインスト・ザ・クロック3の略）が行われる。

MAC3では、各マニュファクチャラーから3台ずつが選抜され、

同じマニュファクチャラーズのマシン3台が同時にスタート。

コースを2周（ニュルブルクリンクは1周）し、3台すべてフィニッ

シュラインを通過するまでのタイムが対象で、上位のマニュ

ファクチャラーに選手権のボーナスポイントが与えられるもの。

ストレートではスリップストリームを使い合いながらタイムを伸

ばし、コーナーでは3台が接近しながらの走行が期待され、迫

力あるタイムトライアルが見どころとなる。 

 

 

シトロエンとＨｏｎｄａの戦いに、シボレー、ラーダ、新規参戦のボルボが挑む 

開幕戦はＨｏｎｄａへ移籍したロブ・ハフが優勝 
 

今シーズンのシトロエンは、2014年、15年とドライバーズタイトルを連覇した、エースのホセ‐マリア・ロペスを中心に

イヴァン・ミューラー、シボレーからトム・チルトンが移籍するなど強力な布陣。対するHonda陣営はラーダから2012年の

WTCCチャンピオン、ロブ・ハフが移籍。Hondaでキャリアを重ねてきたノルベルト・ミケリス、ティアゴ・モンテイロも好調。

開幕戦ではハフがオープニングレースで優勝。モンテイロがメインレースで2位、ミケリスは2レースとも3位と、幸先の

良いスタートを切った。 

これに挑むのがシボレーとラーダで、特にラーダには昨年Hondaで活躍したガブリエーレ・タルクィーニが加入するな

ど、その戦力が向上。さらに今年から2台のボルボが参戦を開始。開幕ラウンドのオープニングレースではそのボルボ

のテッド・ビョークが7位に食い込み、今後の上位進出を予感させた。5メーカーが競う今年のWTCCは近年にない接戦、

混戦が予想されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

開幕戦のMAC3（Honda）の様子 

オープニングレースのスタートシーン オープニングレースで優勝した 

ロブ・ハフ（Honda） 
新規参戦のボルボ 

みどころ 
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５月１４日（土）から前売チケット販売開始 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■前売観戦券（２日通し券）  

大人（高校生以上） 学割（高校生以上の学生） 子ども(中学生まで） 

５，０００円 ２，５００円 無料 
 

※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2,500円が必要です。 

※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。 

※お車、バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要になります。 

 

■エリア指定席（２日通し券）  

観戦券＋V・G・Zエリア券 

大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生） 

６，５００円 １，６００円 
 

※V席（ローソンシート・応援シートを除く）・G席・Z席にご入場いただけるエリア共通券です。 

※座席指定ではございません。 

※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。 

※V・G・Zエリアは9月3日（土）が自由席、4日（日）がエリア指定席です。 
 

ローソンシート 

観戦券＋V1ローソンシート＋V・G・Zエリア券 

大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生） 

６，５００円 １，６００円 
 

※V席（※V1ブロックはローソンシートのみのご入場）・G席・Z席にご入場いただけるエリア共通券です。 

※座席指定ではございません。 

※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。 

※V・G・Zエリアは9月3日（土）が自由席、4日（日）がエリア指定席です。 
 

Honda応援シート ※数量限定 

観戦券＋V・G・Zエリア券＋応援シート入場＋Honda応援グッズ 

大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生） 

７，５００円 １，６００円 
 

※V席（ローソンシート・他の応援シートを除く）・G席・Z席にご入場いただけるエリア共通券です。 

※座席指定ではございません。 

※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。 

※V・G・Zエリアは9月3日（土）が自由席、4日（日）がエリア指定席です。 

※応援グッズは大人のみに付きます。 

※Honda応援シートはV4ブロックに設置予定です。 
 

  

チケット情報 
［価格はすべて税込です］

ローチケＨＭＶの先行販売を５月９日（月）より実施します 
■販売期間：5月9日（月） 10:00〜 

■販売窓口：ローチケHMV、ローソン、ミニストップ 

■販売券種：観戦券、ローソンシート、V・G・Zエリア席、4輪駐車券、2輪駐車券、 

パドックパス（ピットウォーク付）、ピットウォークパス 



 

 

-4/6- 

東京オフィス 〒107-0062 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル9F TEL：03-5770-6432 FAX：03-5770-6435 

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：0285-64-0009 URL http://www.twinring.jp/ 

■ＶＩＰスイート（２日通し券） 数量限定。8月28日（日）までの販売 

屋内席からコース全周を見渡せる抜群のロケーションに加え、お食事などのサービスが受けられるシートです。 

VIPスイート 

大人・子ども（3歳以上）共通 

３５，０００円 
 

 

●特典 

・テラス席・V席（ローソンシート・応援シートを除く）・G席・Z席への入場・ピットウォーク優先入場 

●内容 

・観戦券・VIPスイート入場・食事（ビュッフェ：日曜日のみ）・フリードリンク（日曜日のみ） 

・パドックパス・ピットウォーク・グリッドウォーク・プログラム・記念品・N1またはS1駐車場 
 

※3歳以上共通料金です。 

※VIPスイート内は全席指定です。2歳以下のお子様をお連れの場合、お席のご用意はございません。 

※N1駐車場の方→北ゲート、S1駐車場の方→南ゲートをご利用ください。 

※グリッドウォークはWTCCクラスのみでの実施となります。 
 

 

■前売駐車券（２日通し券） 

４輪 
２輪 

北エリア 南・東エリア 

各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。 

※2.5m×5.0mを超える車両は2台分の料金となります。 

※北エリア駐車券をお持ちの方は北ゲートより、南・東エリア駐車券をお持ちの方は南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。 

 

■前売指定駐車券（２日通し券） 
ロードコース コースサイド駐車券 

（130R～ヘアピン コースサイド） 

110台限定 

スーパースピードウェイコースサイド駐車券 

90台限定 

６，２００円 ６，２００円 
 

※【ロードコースコースサイド駐車券】E・F・G・H区画、 【スーパースピードウェイコースサイド駐車券】A・B・C・D区画 

はそれぞれの区画をお選びいただけます。（区画内の場所については選択できません。） 

※別途観戦券が必要です。 

※ロードコースコースサイド駐車券は北ゲートより、スーパースピードウェイコースサイド駐車券は南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。 

※スーパースピードウェイコースサイド駐車券は1区画3.5m×7.5m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。 

※エリア内におけるペットの同伴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。 

 

スーパースピードウェイ 3～4ターン駐車券 

300台限定 

２，１００円 
 

※別途観戦券が必要です。 

※南ゲートよりご入場ください。 

※スーパースピードウェイの夜間の停め置きはできません。 
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■オプションチケット 

パドックパス（ピットウォーク付） 

大人（高校生以上） 子ども（中学生まで） 

１０，３００円 無料 
 

※2日通し券です。 

※前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません。 

※大人の方は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必要です。 

※安全なレース運営を行うために、ピットボックス上部には終日立ち入りを禁止させていただきます。 
 

ピットウォークパス 

大人（高校生以上） 
子ども（中学生まで） 

9月3日（土）予選日 9月4日（日）決勝日 

２，１００円 ２，１００円 無料 
 

※各日当日限り有効です。 

※前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません。 

※大人の方は別途観戦券が必要です。 

※お子様はパドックパスもしくはピットウォークパスをお持ちの大人の同伴が必要です。 

 

グリッドウォークパス 

3歳以上共通 

３，１００円 
 

※別途観戦券が必要です。 

※グリッドウォークはWTCCクラスのみでの実施となります。 

※お子様（中学生まで）のみでの参加はできません。大人（高校生以上）が必ず一緒にご参加ください。 

 

■当日券 

当日観戦券 

 大人(高校生以上） 子ども（中学生まで） 

9月3日（土）予選日 ３，６００円 
無料 

9月4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同伴が必要です。 
 

 

当日駐車券 

 ４輪 ２輪 

9月3日（土）予選日 ２，０００円 ５００円 

9月4日（日）決勝日 ２，０００円 １，０００円 
 

当日指定駐車券（2日通し券） 

ロードコース コースサイド駐車券 

（130R～ヘアピン コースサイド） 
スーパースピードウェイコースサイド駐車券 

７，２００円 ７，２００円 
 

※各コースサイド駐車券は、前売にて完売の場合、当日券の販売はございません。 
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チケット販売窓口 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/ 

5月14日（土）10:00～8月28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 
 

5月14日（土）10:00～9月2日（金） 
●チケットぴあ ●ローチケHMV ●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） ●STEP-１（栃木県茂木町） ●鈴鹿サーキットモビリティステーション窓口 
●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 ●ミニストップ 

※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。 

※窓口によってはお取り扱いのない券種がございます。 

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 5月14日（土）10:00～9月2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 

5月14日（土）10:00～8月28日（日）17:00まで 

 

 

■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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


