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2017年6月6日
株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

ツインリンクもてぎ２０ｔｈアニバーサリーデイ
ツインリンクもてぎ２＆４レース

開催概要および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2017年8月19日（土）・20日（日）に、「ツイン
リンクもてぎ20thアニバーサリーデイ ツインリンクもてぎ2&4レース」を開催いたします。2輪、4輪とも国内トップカテ
ゴリーである「JSB1000クラス」と「スーパーフォーミュラ」、さらにHondaの二輪・四輪・汎用製品を「見て、遊んで、体
感する」ことを目的としたファンの皆様への感謝イベント「Enjoy Honda 2017」の他、ツインリンクもてぎ開業20周年
を記念した様々なイベントをお楽しみいただけます。
なお、本レースの前売チケットは、6月17日（土）より販売を開始いたします（※MOBILITY STATION[オンライン

ショッピングサイト]は24日～）。

開催概要
■大会名称ツインリンクもてぎ20thアニバーサリーデイ ツインリンクもてぎ2&4レース

2017年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第4戦
2017 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第6戦（JSB1000）

■開催日 2017年8月19日（土）・20日（日）

■主催 (4輪) 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
(2輪) 一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）／株式会社モビリティランド

■協力 (2輪) エムオースポーツクラブ（M.O.S.C.）

■公認 (4輪) 国際自動車連盟（FIA）／一般社団法人日本自動車連盟（JAF）
(2輪) 国際モーターサイクリズム連盟（FIM）

■後援 スポーツ庁／観光庁／茂木町／東京中日スポーツ／中日スポーツ／中日新聞社

2016年スーパーバイクレースinもてぎ JSB1000クラス スタートシーン

２０１７年８月１９日（土）・２０日（日）開催

2016年 スーパーフォーミュラ スタートシーン
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レースの見どころ

２０年の時を経て、国内最高峰のエンジン音が響き渡るスーパーフォーミュラ

ツインリンクもてぎは、1997年8月に開業し、9月にオープニングレースとして「フォーミュラ･ニッポン」が開催された。20年を経
て「フォーミュラ・ニッポン」の系譜を継ぐ、国内最高峰のフォーミュラカーレース「スーパーフォーミュラ」が開催される。
今シーズンの「スーパーフォーミュラ」は、昨年のGP2（現在のF2）チャンピオンであるピエール・ガスリーをはじめ海外から4名

のルーキードライバーが参戦し注目を集めるが、鈴鹿サーキットで開催された開幕戦では迎え撃つ日本人ドライバーらの活
躍が光った。F1やWEC参戦経験を持つ中嶋一貴が磐石の走りを見せ、ポール･トゥ･ウィンで完勝。2013年のチャンピオン山
本尚貴、昨年のチャンピオン国本雄資が続いた。

ツインリンクもてぎのオープニングレース
1997年フォーミュラ・ニッポン第8戦のスタートシーン

開幕戦で優勝した中嶋一貴の走り

全日本ロードレース選手権ＪＳＢ１０００クラスをツインリンクもてぎ２＆４で初開催

2011年より開催されるツインリンクもてぎ2&4レースでは初めて、全日本ロードレース選手権の最高峰クラスである
「JSB1000クラス」が開催される。
鈴鹿、SUGOの2戦を終え、新型車両でシーズンに臨むHondaの高橋巧が連勝と好スタートでランキングトップに立つ。

一方、昨年史上初となる5連覇を達成したYAMAHAの中須賀克行は2戦続けて転倒、ノーポイントと厳しいスタートとなり、
巻き返しに期待がかかる。

開幕2連勝と好スタートを切った高橋巧 巻き返しに期待がかかる中須賀克行



-3/7-

イベント情報

ＭｏｔｏＧＰ™・ＷＧＰ タイムトラベルレース

写真はイメージです

「Ｅｎｊｏｙ Ｈｏｎｄａ ２０１７ ツインリンクもてぎ」 開催
Hondaの二輪・四輪・汎用製品を通して、「見て、遊ん

で、体感する」ことを目的としたファンの皆様への感謝イ
ベントを併催いたします。製品展示をはじめ、様々な体験
が出来るプログラムやモータースポーツの魅力を体感いた
だけるプログラムなど、大人から子どもまで幅広い方にお楽
しみいただけます。

http://www.honda.co.jp/enjoyhonda/

1999年から開催され、数々の歴史をツインリンクもてぎに刻んできた
WGP（ロードレース世界選手権・現MotoGP™）のマシンによるデモンスト
レーションレースを開催いたします。

■場所：ロードコース

※参加マシン・ライダーなどの詳細は決定次第ツインリンクもてぎウェブサイトで

ご案内いたします
ツインリンクもてぎWGP初開催

1999年パシフィックGPのワンシーン

ツインリンクもてぎは2017年、開業20周年を迎えます。
1997年8月の開業以来、NASCAR、CART、インディなどアメリカのビッグレースの他、

2輪ではWGP（ロードレース世界選手権。現MotoGPTM）、トライアル世界選手権を、4輪
ではWTCC（世界ツーリングカー選手権）、そして幅広い国内格式のレース・イベントを
開催して参りました。
この「ツインリンクもてぎ2&4レース」では、「ツインリンクもてぎ20thアニバーサリーデ

イ」と銘打ち、20周年を記念した様々なイベントをはじめ、夏休みイベントも開催され、
レースファンもファミリーもお楽しみいただけます。

ＳＵＰＥＲ ＧＴ・ＪＧＴＣタイムトラベルレース
国内随一の人気を誇るSUPER GT、その前身であるJGTC（全日本GT

選手権）のマシン、ドライバーによるデモンストレーションレースを開催
いたします。

■場所：ロードコース

※参加マシン・ドライバーなどの詳細は決定次第ツインリンクもてぎウェブサイト

でご案内いたします
2000年JGTC第1戦スタートシーン
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チケット情報

価格はすべて税込みです

６月１７日（土）から前売チケット販売開始

ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮでの販売は６月２４日（土）～

大人
（高校生以上）

子ども
（中学生まで）

５,０００円
ゆうえんちパスポート1日付

無料

■前売観戦券（２日通し券）

※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となります
※お車でご来場の場合は、別途駐車券が必要です

４輪 ２輪

１,５００円 無料

■前売駐車券（２日通し券）

※別途観戦券が必要です
※2.5m×5.0mを超える車両は2台分の料金となります

スーパースピードウェイコースコースサイド

［110台限定］

ロードコースコースサイド

［110台限定］

６,２００円 ６,２００円

■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
※駐車場所は指定です
※スーパースピードウェイコースサイドは南ゲート、ロードコースサイドは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
※給水の設備はございません
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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）

９,８００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

グリッドウォーク券

３,１００円

※パスポート1日分が付きます
※4輪駐車券は含まれておりません。お車でご来場の場合は別途、駐車券をお買い求めください
※2輪で来場される場合は、第2パドック駐車場をご利用いただけます
※大人（高校生以上）が対象です
※同伴のお子様は、テラス、パドック、激感エリアへ、満喫セット券をお持ちの大人のご同伴で無料でご入場いただけます

※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
※グリッドウォークは、スーパーフォーミュラおよびJSB1000決勝レース開始直前のグリッドウォークにご参加いただけます
※グリッドウォーク券はツインリンクもてぎ（MOBILITY STATION／チケットセンター窓口）、セブン-イレブンのみの販売となります
※グリッドウォークは大人（高校生以上）が入場対象です

満喫セット券オプション

ＶＩＰテラスプレミアム（2日通し券）

大人・子ども共通（3歳以上）

２０,７００円

■ＶＩＰテラスプレミアム（数量限定）

●内容
・観戦券 ・テラス指定席 ・指定駐車券 ・テーブル席エリア入場 ・パドックパス
・特製弁当（日曜日のみ） ・ドリンク
※8月19日（土）・20日（日）の2日間ご利用いただけます
※テーブルエリアは屋根付き、1区画サイズ4.0m×7.5m
※テーブルエリアは相席でのご利用となります
※テーブルエリア前面のテラス席をご利用いただけます
※指定駐車券はN1またはS1、N-A駐車券をお選びいただけます

新観戦エリアが登場！

グランドスタンド上段にあるワンランク上の観戦がご堪能いた
だける「テラス席」に寛ぎの空間がセットになった「VIPテラスプ
レミアム」を新たに販売いたします。
「VIPテラスプレミアム」はテラスエリアにテーブルやモニター・
電源コンセントを完備し、スタンドの最上段に専用の観戦席が
あるため、ゆったりと贅沢にレースをご観戦いただけます。
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価格はすべて税込みです

■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（高校生以上） 子ども（中学生まで）

５,２００円 無料

※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

●特典
パドックパス専用の特別観戦エリアでの観戦

キッズグリッドウォークパス［限定200セット］ キッズグリッドウォークパス 追加券

大人（高校生以上）＋子ども（3歳〜中学生）1名 大人（高校生以上）1名 子ども（3歳〜中学生）1名

４,７００円 ３,１００円 １,６００円

※別途観戦券が必要です
※グリッドウォークは、スーパーフォーミュラおよびJSB1000決勝レース開始直前のグリッドウォークにご参加いただけます
※大人のみ、またはお子様（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
※追加券のみの購入はできません
※お子様1名につき大人の方は最大2名まで参加できます。その際は大人の追加券3,100円をご購入ください

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）

４０,２００円

■ＶＩＰスイート （数量限定）

●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 ・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、スーパーフォーミュラおよびJSB1000決勝レース開始直前のグリッドウォークにご参加いただけます
※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）

２７,８００円 ２１,４００円

●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 ・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、スーパーフォーミュラおよびJSB1000決勝レース開始直前のグリッドウォークにご参加いただけます
※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
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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： https://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
6月17日（土）10:00～8月18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 
6月17日（土）10:00～8月13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

6月17日（土）10:00～8月18日（金）17:00

Web通販：6月24日（土）10:00～8月9日（水)24：00

コンビニ受取：6月24日（土）10:00～8月18日（金) 23：59

※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、特典およびその他の商品などについては、ツインリンクもてぎウェブサイトでご確認ください

6月17日（土）10:00～8月18日（金）24:00

ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮがリニューアル
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した。
・スマートフォンでも見やすい画面にリニューアル。
・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。

※内容は追加・変更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

8月19日（土） ２,０００円
無料

７,２００円
（２日間有効）8月20日（日） ２,０００円

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）

8月19日（土） ３,６００円
無料

8月20日（日） ６,２００円 ゆうえんちパスポート付

■当日券

※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


