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2017年1月16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２０１７ 第１戦
２００×２Ｒａｃｅｓ ＭＯＴＥＧＩ Ｏｐｅｎｉｎｇ Ｓｔａｇｅ

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、2017年4月1日（土）、2日（日）に「スーパー
耐久シリーズ2017 第1戦 200×2Races MOTEGI Opening Stage」を開催いたします。
スーパー耐久シリーズは国内・外の多彩な車種の混走で行われる、大迫力の接近戦が魅力のツーリングカー
レースで、本大会は2017年の開幕戦として開催します。今年は1日（土）・2日（日）でクラスごとに分かれての200分
耐久レースで争われ、2日間に渡り異なる魅力の耐久レースをお楽しみいただけます。
前売チケットは、2月11日（土・祝）から販売いたします。なお、前売チケットをお持ちの方は、2月26日（日）に予定
しているスーパー耐久公式テストの入場が無料となります。

開催概要
■大会名称：スーパー耐久シリーズ2017 第1戦 200×2Races MOTEGI Opening Stage 
■開催日程：2017年4月1日（土）、2日（日）
■決勝レースフォーマット：クラス分けによる200分×2戦（土曜日1戦、日曜日1戦）
■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
■併催レース：ＴＯＹＯＴＡ ＧＡＺＯＯ Ｒａｃｉｎｇ ８６／ＢＲＺ Ｒａｃｅ ２０１７ クラブマンシリーズ／

プロフェッショナルシリーズ 第1戦

2016年スタートシーン

２０１７年４月１日（土）・２日（日）開催

※スーパー耐久のクラス分けは1月16日現在未定
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イベント情報

今年ツインリンクもてぎは開業20周年を迎えます。「スーパー耐久シリーズ2017 第1戦 200×2Races MOTEGI 
Opening Stage 」でも、記念イベントを開催いたします。また、春休みを家族みんなで楽しめるファミリーイベントも多
数開催いたします。

ツインリンクもてぎ20thアニバーサリー大抽選会

ツインリンクもてぎ開業20周年を記念した大抽選会を開催いたします。当
日しか参加出来ないイベントの参加券や、豪華賞品が当たるチャンスです。

■日程 4月1日（土）、2日（日）

■場所 グランドスタンドプラザ

受付：ステージ横受付テント

■料金 無料

■参加資格 中学生以下のお子様

ドキドキ体験ファミリーグリッドウォーク

スーパー耐久決勝レーススタート前に開催されるグリッドウォーク。スタート前
のドキドキを感じられる特別な場所に入場できます。

■日程 4月1日（土）・2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）

■参加資格 グリッドウォーク券をご購入いただいたお客様

写真はイメージです

みんなでスーパー耐久ファミリーパレード
スーパー耐久レースの舞台になるレーシングコースで、家族みんなを愛車に

乗せてパレードにご参加いただけます。

■日程 4月2日（日）

■場所 ロードコース

■料金 無料※参加には観戦券が必要です

■定員 150台

■応募方法 ツインリンクもてぎウェブサイトより申込受付
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チケット情報

価格はすべて税込みです

２月１１日（土・祝）から前売チケット販売開始

MOBILITY STATION、ツインリンクもてぎチケットセンター窓口販売、電話販売は2月18日（土）～

大人
学割

（高校生以上の学生）

子ども
（小・中学生）

幼児
（3歳～6歳までの未就学児）

３,６００円
ゆうえんちパスポート付

１,８００円 ５００円 ３００円

■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1,800円が必要です。
※お車・バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要です。
※観戦券大人にはモビパークパスポート1日分がつきます
※前売観戦券をお持ちの方は、2月26日（日）に予定しているスーパー耐久公式テストの入場が無料となります。

４輪

２輪
南・東エリア

スーパースピードウェイ

３～４ターン

[５０台限定]

１,５００円 ３,１００円 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。
※南ゲートからご入場ください。
※スーパースピードウェイ駐車場は夜間の留め置きはできません。

ロードコースコースサイド【110台限定】

３,１００円

■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。
※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。
※21:00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

満喫セット券（2日通し券・大人券のみ）

８,０００円

■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 ・激感エリアでの観戦 ・パドックパス（ピットウォーク付き）

満喫セット券オプション

スーパー

スピードウェイ

ストレート駐車券

[限定１６０台]

スーパー

スピードウェイ

３～４ターン駐車券

[限定３００台]

Ｓ１

駐車券

[限定８０台]

グリッドウォーク券

３,１００円 各 １,５００円 ２,１００円

※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、入退場ゲートが異なります。
※グリッドウォークは、4月1日（土）・2日（日）のスーパー耐久決勝が対象です。

■オプションチケット

パドックパス【激感エリアでの観戦・ピットウォーク付き】（２日通し券・大人券のみ）

４,２００円

※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必要です。

ピットウォークパス（当日限り有効 大人券のみ）

４月１日（土） ４月２日（日）

１,３００円 １,３００円

※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、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。

●特典
パドックパス専用の特別観戦エリアでの観戦
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価格はすべて税込みです

ＶＩＰスイートプレミアム（2日通し券）

大人・子ども共通（３歳以上）

３５,４００円

■ＶＩＰスイート （数量限定） ※２月１８日（土）～３月２３日（木）までの販売

●特典
・ロードコースバスツアーへの参加
・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（ビュッフェ/2日間） ・フリードリンク（2日間）
・パドックパス ・激感エリアでの観戦 ・ピットウォークパス ・グリッドウォークパス
・N1またはS1駐車券 ・記念品
※グリッドウォークは、4月1日（土）・2日（日）のスーパー耐久決勝が対象です。
※VIPスイートルーム内のテーブル席ご利用の場合は、相席になる場合がございます。

ＶＩＰスイート（2日通し券）

大人（高校生以上） 子ども（３歳～中学生）

２３,４００円 １７,０００円

●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（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 ・激感エリアでの観戦 ・ピットウォークパス ・グリッドウォークパス
・N1またはS1駐車券（大人券のみ） ・記念品
※グリッドウォークは、4月1日（土）・2日（日）のスーパー耐久決勝が対象です。
※VIPスイートルーム内のテーブル席ご利用の場合は、相席になる場合がございます。

当日駐車券（当日限り有効）

４輪 ２輪
ロードコース

コースサイドキャンプステイ

４月１日（土） ２,０００円 １,０００円 ４,２００円
（２日間有効）４月２日（日） ２,０００円 １,０００円

当日観戦券（当日限り有効）

大人

（高校生以上）

子ども

（小・中学生）

幼児
（3歳～未就学児）

４月１日（土） ２,２００円 ５００円 ３００円

４月２日（日） ４,５００円 ５００円 ３００円

■当日券

※3歳～中学生のお子様は当日モビパークパスポートを購入いただくと、無料でレースを観戦いただけます。
※子ども・幼児の前売観戦券をお持ちの場合は、モビパークチケット売場で、差額にてパスポートをご購入いただけます。

※ロードコース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。
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チケット販売窓口

プレイガイド、コンビニエンスストア
●チケットぴあ ●ローチケHMV ●e+  ●CNプレイガイド

●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あります。

※券種によってお取り扱いのない窓口があります。

ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ（オンラインショップ）

ＰＣ・スマートフォン： http://online.mobilityland.co.jp/

ツインリンクもてぎチケットセンター

窓口販売
2月18日（土）10:30～3月31日（金）17:00

ツインリンクもてぎチケットセンター

電話販売 0285-64-0080 
2月18日（土）10:30～3月26日（日）16:00

店舗での販売
●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

2月18日（土）10:30～3月31日（金）17:00

※窓口、電話販売定休日：2月14日（火）、15日（水）、21日（火）、22日（水） 、28日（火）

Web通販：2月18日（土）10:30～3月23日（木)24：00

コンビニ受取：2月18日（土）10:30～4月1日（土) 24：00

※ファミリーマートのみ

価格はすべて税込みです

各種チケットの詳細、特典などについては、ツインリンクもてぎ公式ウェブサイトでご確認ください

2月11日（土・祝）10:30～4月1日（土）24:00

前売チケットをお持ちの方は、2月26日（日）に予定しているスーパー耐久公式テストの入場が無料となります。
また、シーズン前のマシンを間近で見学できる公式テスト限定のイベントを開催いたします。

■主な開催イベント

・パドック開放

・オープンピット

・ダミーグリッドウォーク

※ダミーグリッドウォーク イメージ

前売チケットをお持ちの方は、２月２６日（日）の公式テストが入場無料

ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮがリニューアルします
2017年2月より、ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ（オンラインショッピングサイト）をリニューアルし、
より簡単・便利にチケット購入が可能なサイトへ刷新いたします。
・スマートフォンでも見やすい画面にリニューアルします。
・ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮで購入したチケットを、ファミリーマートで代金支払い/受け取りができます。

スーパー耐久レースチケットトピックス

※内容は変更になる場合がございます。


