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２０１７ ＭＦＪ全日本ロードレース選手権シリーズ 第４戦 

ＴＷＩＮ ＲＩＮＧ ＭＯＴＥＧＩ ＳＵＰＥＲＢＩＫＥ ＲＡＣＥ 

６月１０日（土）・１１日（日） 

 

ツーリングライダーやファミリーにもオススメ！ 

最新イベント情報 
 

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)は、6月10日(土)・11日(日)に国内最高峰、最

速のJSB1000を筆頭に世界選手権と同じ規定で争われ、世界を目指す精鋭たちが競うJ-GP2、J-GP3。最速の市

販バイクとも言われるST600が争う、2017年全日本ロードレース選手権第4戦「TWIN RING MOTEGI SUPERBIKE 

RACE」を開催します。 

今シーズンも4月9日（日）に一足先にJ-GP2・J-GP3・ST600クラスが開幕、4月23日（日）のSUZUKA 2&4レース

でJSB1000も開幕し、MotoGP™を含め、国内外のロードレースシーズンがいよいよ到来。JSB1000クラスはシーズ

ン5連覇中の中須賀克幸(YAMAHA)がまさかのリタイア、新型Honda CBR1000RRを投入した高橋巧（Honda）が優

勝を飾るなど、今シーズンの混戦を予感させる波乱の幕開けとなりました。 

10月にはMotoGP™も開催されるツインリンクもてぎでの全日本ロードレースは、注目のイベントやサービスも

続々決定。新たなスマホアプリ「RACE NOW!」の運用がスタートし、知りたい情報が自分のスマホの画面ひとつで把

握いただけるようになります。また、この春、新登場した「迷宮森殿ITADAKI」をはじめ、モビパーク、ハローウッズ、

ホンダコレクションホールもあり、盛りだくさんのイベントとともにレースファンのみならず、ツーリングライダーやファ

ミリーも一日中お楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真・画像はイメージです  

2017年5月2日 

株式会社モビリティランド 

ツインリンクもてぎ 
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リアルタイム タイミング モニターシステム 

「ＲＡＣＥ ＮＯＷ！」新登場！ 
 

ツインリンクもてぎ、および鈴鹿サーキットで開催されるレース（世界選手権などの

一部を除く）のデータをリアルタイムにご覧いただけるスマートフォンアプリ「RACE 

NOW!」が新登場いたしました。順位、詳細なタイム情報に加え、コース上の車両の位

置情報やレースコントロールからのコメントも表示され、知りたい情報が自分のスマホ

の画面ひとつで把握いただけます。 
※本アプリは現地観戦支援サービスです。鈴鹿サーキット開催レースは鈴鹿サーキット場内、

ツインリンクもてぎ開催レースはツインリンクもてぎ場内でのみ機能いたします 

 

【RACE NOW! ツインリンクもてぎ運用予定レース】 

・2&4レース ・全日本ロードレース ・スーパー耐久 

・DE耐!  ・もて耐 ・Joy耐 ・K-TAI 

・もてチャンピオンカップレース ・もてぎロードレース  

・もてぎカートレース ・もてぎショートコース 

 

 

 

ライダートークショー 
 

世界最高峰のMotoGP™が開催されるツインリンクもてぎロードコース。そ

の舞台でくり広げられる熱いバトルの模様、裏側をライダーたちが語ってくれ

ます。土曜日はJSB1000サバイバル予選上位ライダー、日曜日はJSB1000

決勝レース上位ライダーを迎えます。 
 

■開催日 ： 6月10日(土)・11日(日) 

■開催場所 ： 中央エントランス オフィシャルステージ 

■料金 ： 無料 
 

※レース終了後のチーム・ライダーの状況により、予告なくイベントが変更・中止と

なる場合がございます 
 

 

 

国内最速のバイクレースを間近に！コースサイドバス走行 
 

ロードコースのサービスロードをガイド付きのバスで走行できるツアー。迫

力の走行を間近で見る、貴重な体験ができます。中学生以下のお子様は無

料で、ファミリーでお楽しみいただけます。 
 

■開催日 ： 6月10日(土) J-GP2、JSB1000(2回)、ST600 

  6月11日(日) J-GP3、J-GP2、JSB1000(2回)、ST600 

■開催場所 ： ロードコース サービスロード 

■受付場所 ： 中央エントランス オフィシャルステージ横テント 

■定員 ： 各回先着20名様 

■料金 ： 大人500円／中学生以下無料 
 

※各日1回は女性限定での開催です 
 

  

レースファン必見！ 

RACE NOW! 画像イメージ 

ライダートークショー 

コースサイドを走行するバスの中から

見える風景 
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コチラファンクラブ限定！スペシャル観戦シート 
 

予選レース限定の「コチラファンクラブ限定の観戦席」が登場。お子様にも

分かりやすい解説もあります。コチラと一緒に応援しましょう。 
 

■開催日 ： 6月10日(土) 

■定員 ： 先着100名様 

■参加対象 ： コチラファンクラブ会員のお子様とそのご家族様 

■料金 ： 無料 

 

 

 

ツインリンクもてぎエンジェルシスターズ スタート直前のカウントダウンボードアップ 
 

レーススタート直前のコース上で、ツインリンクもてぎエンジェルとともにス

タート前ボードを掲出できるスペシャルな体験ができます。 
 

■開催日 ： 6月11日(日) J-GP3、J-GP2、JSB1000、ST600 

■開催場所 ： ロードコース ホームストレート 

■受付場所 ： 中央エントランス オフィシャルステージ横テント 

■定員 ： 各回3名(抽選) 

■対象 ： 100cm、120cm、140cmの衣装を着ることのできる女の子 

■料金 ： 無料 

 

 

 

コチラレーシングのキッズグリッドウォーク 
 

小さなお子様により間近でレースの雰囲気を感じていただけるよう、緊張

感あふれるスタート前のグリッドにお子様とその保護者様限定100組をご招

待。ライダーとマシンを間近で見られる大チャンスです。 
 

■開催日 ： 6月11日(日) 

■開催場所 ： ロードコース ホームストレート 

■定員 ： 各クラス先着100名 

■対象 ： 3歳～15歳までのお子様とその保護者様 

■料金 ： 無料 
 

※原則としてお子様1名に付き1人の保護者付き添いが必要となります。 

※先着順の受付となり、定員となり次第受付終了となります。 

 

 

  

ファミリー向けイベント 

スペシャル観戦シート 

カウントダウンボードアップ 

キッズグリッドウォーク 
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「週刊バイクＴＶステージ」 ＆ 「週刊バイクＴＶ杯勝手にツーリングアワード」 
例年開催している週刊バイクTVステージでは末飛登さんのトークをはじ

め、勝手にツーリングアワード表彰式などの公開収録を行います。ツーリン

グアワード受賞者にはステージ上で素敵な賞典をプレゼントいたします。 
 

■開催日 ： 6月10日(土) 

■開催場所 ： オフィシャルステージ ／ S2駐車場 

■料金 ： 無料 

 

 

 

バイクパレード 
決勝レース終了後、熱戦の余韻が残るレーシングコースを自分のバイク

で走るパレードです。仲間たちと感激の体験をお楽しみください。 
 

■開催日 ： 6月10日(土) 

■開催場所 ： S2駐車場～ロードコース 

■料金 ： 無料 

 

 

 

バイク好き大集合!決勝前夜のライダーミーティング 
 

土曜日の前夜祭はバイク好き同士で語り合えるイベント、グルメや飲み

物のお店も出店して大満足。のぞみの湯へのシャトルバスもあり、ゆっくり

滞在できます。 
 

■開催日時 ： 6月10日(土)18:00～21:00予定 

■開催場所 ： S2横グリーンパーキング 

■料金 ： 無料 ※飲食は有料 

 

 

 

 

 
 

 

【女性限定】 サービスロードバスツアー 
ロードコースのサービスロードをガイド付きのバスで走行。レース観戦初心

者の女性限定バスツアーで、詳しくない方でも安心してご参加いただけ、同

伴者1名まで一緒に参加いただけます。 

■開催日 ： 6月10日(土)・11日(日) 

■開催場所 ： ロードコース ホームストレート 

■受付場所 ： 中央エントランス オフィシャルステージ横テント 

■定員 ： 各回先着20名様 

■料金 ： 500円 ※Livika会員300円 
※同伴者は男性でも可です 

※同伴者にも料金が発生します 

ライダーにオススメ！ 

週間バイクTVステージ収録の様子 

バイクパレード 

決勝前夜のライダーミーティング 

（イメージ） 

女性限定イベント 

バスツアーの様子 
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【女性限定】 参加チームのピット訪問ツアー 
全日本ロードレース参加のチームのピットを訪問する、初心者を中心にし

た女性だけのツアー。めったにない貴重な体験ができます。 

■開催日 ： 6月10日(土)・11日(日) 

■開催場所 ： ロードコース ホームストレート 

■受付場所 ： 第1パドックチームピット 

■定員 ： 各回先着20名様 

■料金 ： 無料 
※同伴者は男性でも可です 

 

 

【女性限定】 レース当日のレースコントロールルームツアー 
普段見ることのできないコントロールルームを見学する、女性限定のツ

アー。レースをよく知っている方も、あまり知らない方も楽しめる内容です。同

伴者1名まで一緒に参加いただけます。 

■開催日 ： 6月10日(土)・11日(日) 

■開催場所 ： コントロールタワー 

■受付場所 ： 中央エントランス オフィシャルステージ横テント 

■定員 ： 各回先着20名様 

■料金 ： 無料 
※同伴者は男性でも可です 

 

 

 

 
激感エリア 
パドックパスをお持ちの方ならどなたでもご利用できる激感エリア。4コーナーアウト側、5コーナー進入、5コー

ナーアウト側、パークフェルメエリアにあり、走行するマシンを間近にご覧いただけます。 

 

デモンストレーション走行 ＷＥＥＫＥＮＤ ＲＵＮ 
ホンダコレクションホール所蔵車が中庭ミニコースを走行します。 

 

ロードレース関連展示ラウンジ 
GPライダーが実際に使用したヘルメットや直筆サイン入りパネルを展示。ラウンジ壁面にも貴重なポスターを多

数展示します。 

 

ＡＳＩＭＯスーパーライブ ＆ ＵＮＩ－ＣＵＢ乗車体験 
「歩行」だけでなく片足ジャンプや手話など、ASIMOの様々な機能をご紹介します。人の歩行のような全方位への

自由自在な動きとコンパクトサイズを両立した「UNI-CUB」を実際に体験していただけます。 
 

キャンギャルオンステージ 
毎年好評をいただいているキャンギャルオンステージを今年も開催。各チームのレースクィーンがステージに登

場し、レースに華を添えます。 

 
※各イベントの詳細はツインリンクもてぎウェブサイトをご覧ください 

 

 

その他にも盛りだくさんのイベントを開催！ 

ピット訪問 

レースコントロールルーム 


