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イベント内容・チケットのご案内 
 

 

 

 

 
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2016年11月11日(金)〜13日(日)に「2016 

AUTOBACS SUPER GT Round8 MOTEGI GT GRAND FINAL」を開催いたします。本大会は、熊本地震復興支援大会

として、12日（土）はオートポリス大会の代替となる「SUPER GT Round3 GT250kmレース」を、13日（日）にはシーズン

終戦「SUPER GT Round8 GT250kmレース」を、SUPER GTの公式戦としては初となる土曜、日曜の2日間連続で

開催いたします。 

大会期間中は、チャリティオークションなどの復興支援イベントのほか、一年の激闘を締めくくるグランドフィナーレ

など 終戦ならではのイベントも開催いたします。 

なお、本レースの前売チケットは、9月10日（土）より販売を開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

開催概要 
■大会名称 ： 2016 AUTOBACS SUPER GT Round8 MOTEGI GT GRAND FINAL 熊本地震復興支援大会 

■開催日程 ： 2016年11月11日（金）〜13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 

2016年7月22日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

2015年のトップ争い 
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前人未踏の３連覇に向け松田次生/Ｒ・クインタレッリが好発進 

ツインリンクもてぎの２連戦はウエイトハンディ軽減で大逆転にも注目 
 

2016年SUPER GTシリーズはMOTUL AUTECH GT-Rの快進撃で幕を開

けた。2014年、2015年と2年連続チャンピオンを獲得した松田次生/ロニー・

クインタレッリのコンビが開幕戦で優勝を飾ると、続く第2戦でも予選4位から

追い上げて2連勝。チャンピオンチームの強さを見せ、早くも3連覇を見据えて

いる。1994年の全日本GT選手権から続くシリーズで2年連続チャンピオンと

なったドライバー、チームはあるが、3連覇はシリーズ史上初の快挙となる。 

ツインリンクもてぎラウンドは地震の影響により中止となったオートポリス大会

の代替として土曜日にRound3 GT250kmレースが、日曜日に 終戦となる

Round8 GT250kmレースが行われる。通常は獲得1ポイントに対して課される2kg

のハンディウェイトがRound3では半減され、Round8ではハンディウェイトなし

の戦いとなる。難しいとされる2連勝も十分可能となり、SUPER GT公式戦初となる2日間連続決勝の 終戦は、年間

チャンピオンをかけた激しい戦いが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＧＴ３００クラスはマザーシャシー車両、群雄割拠のスーパーカーが混戦を演出 

最終戦もてぎでの２連戦での決着に期待がかかる 
 

GT300クラスは今年も混戦を極めそうだ。一昨年から登場した共通モノコックのマザーシャシー(MC)を使用した

マシンとFIA GT3規定のスーパーカーが入り乱れての戦いを展開。開幕戦でマザーシャシーの土屋武士/松井孝允

組(VivaC 86 MC)が予選ポール･ポジションを獲れば、決勝はメルセデスの黒澤治樹/蒲生尚弥組(LEON CVSTOS 

AMG-GT)が優勝。続く第2戦はBMWの高木真一/小林崇志組(ARTA BMW M6 GT3)がポールポジション。優勝は

GT-Rの星野一樹/ヤン・マーデンボロー組(B-MAX NDDP GT-R)と実力拮抗。各チーム横一線と言ってもいいほど。

この状況はシーズンを通して続くと見られ、ツインリンクもてぎ2連戦での決着が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

レース紹介・見どころ 

開幕2連勝を飾った 

MOTUL AUTECH GT-R 

ランキング2位の 

KeePer TOM'S RC F 

NSX CONSEPT-GT勢 上位の 

ARTA NSX CONCEPT-GT 

MOTUL AUTECH GT-Rの松田次生（左）

とロニー・クインタレッリ（右） 

開幕戦で優勝した 

LEON CVSTOS AMG-GT 

第2戦で優勝した 

B-MAX NDDP GT-R 
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2016年SUPER GTシリーズの 終戦となる「MOTEGI GT GRAND FINAL」では、ファンの皆様とともにシーズンを

締めくくるフィナーレセレモニーやステージイベント、翌年から登場する新型マシンのお披露目イベントを開催いたし

ます。また、熊本地震の復興支援として、場内での募金活動やチャリティオークションを開催するほか、オートポリス

大会の代替となる12日（土）のRound3のセレモニーには、熊本県のマスコットキャラクター「くまモン」に登壇いただく

予定です。 
 

 

全ドライバーが参加。１年の激闘を締めくくるグランドフィナーレ開催！ 
 

2016年SUPER GTシリーズを締めくくるフィナーレセレモニーを開催いたします。

GT500クラス、GT300クラスのドライバーが登場し、1年間支えていただいたファンの

皆様と共に2016年を振り返り、ファンの皆様とふれ合いながらフィナーレセレモ

ニーを行います。ドライバーやチームの雄姿を見られる 後の瞬間にぜひお立ち

会いください。 
 

■日時： 11月13日（日） 15:30〜16:30（予定） 

■場所： ホームストレート 
 

 

２０１７年ニューマシンイベント 
 

2017年より車両規定が変更されるGT500クラスの新型車両が登場します。LEXUS、Honda、NISSANの3メーカーの

ニューマシンが揃い、場内で展示される予定です。 
 

 

がんばろう熊本！ＳＵＰＥＲ ＧＴチャリティステージ 
 

12日（土）のレース終了後には、ホームストレートを開放し、ストレート上に設けられた特設ステージではドライバーや

監督・チームの協力により、トークショーや、熊本地震復興支援活動の一環としてチャリティオークションを開催いたし

ます。 

また、ステージとともに、ピットレーンの開放やコースウォークも開催いたします。 
 

■日時： 11月12日（土） 決勝レース終了後 

■場所： ホームストレート 
 

 

募金いただいたお客様に「くまモンステッカー」をプレゼント！ 
 

当大会期間中、インフォメーションセンターなど場内各所にて熊本地震復興支援活動として募金活動を実施いた

します。募金いただいたお客様には「くまモンステッカー」をプレゼントいたします。 
 

■日程： 11月11日（金）〜13日（日） 
 

 

九州・熊本の特産品販売 
 

熊本地震で被災されている事業者救済を目的とし、九州・熊本の名産品、特産品を各店舗にて販売いたします。 
 

■日程： 11月11日（金）〜13日（日） 

■場所： 中央エントランスモビプラザなど 
 

  

イベント情報 

2015年のグランドフィナーレの様子 
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９月１０日（土）チケット発売開始 
 

本レースのチケットは、9月10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、9月5日（月）より、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 

※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）・駐車券などの先行販売を９月５日（月）より実施＞ 
販売期間 ： 9月5日（月）12:30～9月8日（木）23:00 

販売窓口 ： ローチケHMV、ローソン、ミニストップ 

販売券種 ： V1 LAWSONシート・V2・V3・V4・V6、Honda応援席、Hondaプレミアム応援席、LEXUS応援席、

SUBARU応援席、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 
※先行販売商品は数量限定です。早期販売期間に完売の場合は、9月10日（土）からの販売はございません。 

※販売券種は、変更・追加となる場合がございます。 
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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） １０，０００円 ９，５００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 

 

Honda応援席 

[V4][V5] 
＜先行販売対象商品＞ 

Hondaプレミアム 

応援席[V5] 
＜先行販売対象商品＞ 

ARTA 

応援席 

[V5] 

LEXUS応援席 

[V6] 
＜先行販売対象商品＞ 

SUBARU 

応援席[V6] 
＜先行販売対象商品＞ 

大人（高校生以上） ９，５００円 １１，６６０円 ９，５００円 

子ども（3歳～中学生） １，６００円 ３，７６０円 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（2日分）＋ピットウォークパス（2日分） 

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 

１９，８００円 ３，１００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 

※指定席は11月12日(土)、13日(日)の2日間有効です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

[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（13日(日)のみ） 

大人 (高校生以上） 子ども (3歳～中学生） 
テラス席専用オプション テラステーブル席 

コース側 通路側 

１７，５００円 ６，６００円 ６，０００円 ３，０００円 
 

※大人券2枚購入につきS2指定駐車券が1枚付きます。 

※11月6日（日）までの販売です 

※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 

※指定席は11月12日(土)、13日(日)の2日間有効です 

※テラステーブル席の購入には、テラス席のチケットが必要です 

※テラステーブル席は1テーブルにつき 大4名様までご利用いただけます 

※テラステーブル席からの観戦はできません。テラス席よりご観戦ください 

 

女性ビギナーズシート【Ａ席】 
指定席＋観戦券 

応援グッズ、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） 

８，５００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 

※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 

※指定席は11月12日(土)、13日(日)の2日間有効です 

 

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） ８，５００円 ７，８００円 ６，７００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 

※指定席は11月12日(土)、13日(日)の2日間有効です 

 

 

  

[価格はすべて税込]
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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 

 販売枚数 入場ゲート 料金 

R1（マルチコース）駐車券 160枚 南ゲート 

２，１００円 
N2駐車券 120枚 北ゲート 
S2駐車券 20枚 南ゲート 
スーパースピードウェイ3～4ターン駐車券 360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 93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 98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【Ｖ６】 
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[40セット] 

２４，５００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[50セット]・S2駐車券[30セット]） 

２１，５００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、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[150セット] 

１６，０００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[20セット]・R1駐車券[90セット]・R2駐車券[50セット]） 

２０，５００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 

 

 

※指定席は11月12日(土)、13日(日)の2日間有効です 

 

[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） ＜先行販売対象商品＞ 

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） ＜先行販売対象商品＞ 
 大人（高校生以上） 子ども（中学生まで） 

11月12日（土） 
２，１００円 無料 

11月13日（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12日（土） 
１，５００円 

11月13日（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） 
 

 

 

 

  

[価格はすべて税込]
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ビクトリーコーナーテラス（２日通し券） 
 

終コーナーからストレートにかけての熱いバトルが観戦できるビクトリーコーナーに、みんなでグランピングス

タイルのレース観戦をオシャレに楽しめるエリアが登場いたしました。専用モニターが付いた屋根付きの快適な

空間で、ゆったりすごせるワンランク上の観客席です。手ぶらでBBQも気軽にお楽しみいただけます。 

ビクトリーコーナーテラス 

1区画（屋根付き）＋S1指定駐車券（限定12区画） 

２５，０００円 
 

※別途観戦券が必要です 

※利用人数の制限はございませんが、椅子は4席までとなります 

※1区画のサイズは3.6m×4.7mです（屋根のサイズは3.6m×2.6mです） 

※お食事はオプション販売となります 
 

 

ＳＯＲＡサイト（２日通し券） 
 

観戦スタイルに合わせて自由に使える観客エリアが新登場。近くの駐車場が付いているので、アウトドアセットを

持ち込んでBBQを楽しんだりレジャーシートで寝転んだり使い方は自由です。 

ＳＯＲＡサイト 

1区画（屋根なし）＋東エントランス指定駐車券（限定40区画） 

１５，０００円 
 

※別途観戦券が必要です 

※区画サイズは2.5m×2.0mです。 

※区画内にテーブル・イス・BBQコンロ、パラソル、ポップアップテントなどお持込みいただけます。 

※利用人数の制限はございません。1区画2～4名程度でのご利用がおすすめです。 

※区画内にテーブル・イスはございません。 

※直火はご遠慮ください。 

※区画内（2.5m×2.0m）でのテント設置・ステイが可能です。 

※お食事はオプション販売となります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[価格はすべて税込]

ビクトリーコーナーテラス/ＳＯＲＡサイト オプション 
 

■お食事（事前予約：11月6日（日）まで受付け） 

セット 内容 価格 

Aセット 栃木和牛の鉄板BBQ/3種の和風特製ソース、旬の野菜、フランスパン、デザート 7,000円/人 

Bセット イベリコ豚の特製BBQ/3種のイタリアンソース、旬の野菜、フランスパン、デザート 4,500円/人 

Cセット アンガス牛のサーロインBBQ/オリジナルソース、旬の野菜、フランスパン、デザート 3,500円/人 
 

※ウェルカムドリンク付（１ドリンク） 

※ビクトリーコーナーテラスのオプションには、BBQコンロ、食器などの備品が含まれます 

※SORAサイトのオプションには、BBQコンロ、食器などの備品は含まれません 

※食事はレースイベント開催期間：11月12日（土）、13日（日）のいずれかからお選びいただけます 

※食事提供時間 10:00〜14：00 

※食材の内容は変更となる場合がございます 
 

■当日販売 
・大谷石の石窯で焼くピザ焼きプラン 1,500円/人（フォトサービス付） 

・ソフトドリンク ・アルコール ・アペタイザー 
 

■SORAサイト用レンタル品 
・テーブルセット（テーブル1卓、イス4脚） 4,000円 
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ＶＩＰスイート（２日通し券） 
ＶＩＰスイート～プレミアム～ （3歳以上共通） 

５０，０００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 ●お食事（2日間）、フリードリンク（2日間） 

●公式プログラム、記念品 ●スポッターズエリア観戦ツアー 

●N1またはS1駐車券   
 

※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6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12日（土） 
６，２００円 無料 

11月13日（日） 
 

※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。 

※指定エリアへの入場は別途指定席券が必要です 
 

 

当日駐車券（当日限り有効） 

 ４輪 ２輪 

11月12日（土） 
２，０００円 １，０００円 

11月13日（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） 
１１，０００円 １０，５００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） 
９，５００円 ８，８００円 ７，７００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 窓口によってはお取り扱いのない券種もございます 
■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ） 
ＰＣ https://mls.mobilityland.co.jp/ 

モバイル  https://mls.mobilityland.co.jp/mobile 

9月10日（土）10:00～11月6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10日（土）10:00～11月6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10日（土）10:00～11月11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） 
●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 ●鈴鹿サーキットモビリティステーション窓口  
●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。 

 

※チケットの商品・内容は予告なく変更・追加になる場合がございます。 
 

 

 

■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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


