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２０１７ ＦＩＡ 世界ツーリングカー選手権シリーズ ＪＶＣＫＥＮＷＯＯＤ 日本ラウンド 
201７ FIA World Touring Car Championship JVCKENWOOD Race of Japan 

 

１０/２８ SAT. ２９ 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10月28日(土）、29日(日）に「2017 FIA 世界

ツーリングカー選手権シリーズ(WTCC） JVCKENWOOD 日本ラウンド」を開催いたします。WTCCはF1、WRC(世界ラ

リー選手権)、WEC(世界耐久選手権)と並ぶFIA（国際自動車連盟）公認の世界選手権であり、ツーリングカーレース

の世界最高峰です。Honda、ボルボ、シトロエン、シボレーなど世界を代表する自動車メーカーが参戦し、ハイスピー

ドかつハイレベルな戦いを展開しています。今年は長年日本でトップドライバーとして活躍した道上龍がHonda CIVIC 

WTCCでフル参戦、昨年から参戦したボルボが速さを見せ、一気にトップ争い、チャンピオン争いに加わるなど例年

にも増して話題豊富なシーズンとなっています。ツインリンクもてぎでの開催は今年で3年目で、時には接触も厭わな

いほどの激しさはそのままに、WTCCならではのエンターテイメント性あふれる魅力あるレースが期待されます。 

なお、観戦券は7月22日（土）より発売を開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017年6月28日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

2016 WTCC日本ラウンド オープニングレースのスタートシーン 

予選 決勝 

開催概要 
■大会名称 ： 2017 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） 2017 FIA World Touring Car Championship JVCKENWOOD Race of Japan 

■開催日程 ： 2017年10月28日（土）・29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】ユーロスポーツ 

【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 

■併催レース ： LOTUS CUP JAPAN 2017 

2017 N-ONE OWNER’S CUP 
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フル参戦のＨｏｎｄａ ＣＩＶＩＣ ＷＴＣＣ道上龍が、 

２度目のツインリンクもてぎ、得意のホームコースで優勝を狙う 
昨年ツインリンクもてぎで行われたWTCC第9戦に参戦した道上龍。この時は1戦のみのス

ポット参戦だったが、今年はワークスチームHonda Racing Team J.A.S.からフル参戦している。

世界選手権フル参戦はこれが初めてだが、これまでHondaのエースとしてフォーミュラ、GT

レースで大活躍し、数々のタイトルを手にしてきたレジェンドドライバー。加えてツインリンクも

てぎはHondaにとってホームコース。道上としても数々のレースに加え車両開発テストなどで最

も走り込んだ得意コースだけに、道上龍＆Honda CIVIC WTCCへの期待は高まる一方だ。 

 

 

 

Ｈｏｎｄａ ＣＩＶＩＣ悲願のダブルタイトルなるか!? 

マニュファクチャラーズチャンピオン争いはボルボとの一騎打ちが続く！ 
近年、Honda CIVIC WTCCはシトロエンとのチャンピオン争いを続けていたが、今

年は昨年から参戦を開始したボルボ陣営との一騎打ちとなっている。第5戦を終了

した時点で、ドライバーズチャンピオン争いはHonda CIVICのティアゴ・モンテイロが

ランキングトップに立ち、これをわずかな差でボルボS60 WTCCをドライブするニッ

キー・キャッツバーグが追う展開。マニュファクチャラーズ(製造者)チャンピオン争

いはボルボをHondaがわずかな差で追う大接戦だ。Honda CIVICは2013年のマニュ

ファクチャラーズチャンピオンに輝いたもののドライバーズチャンピオンはない。今

シーズンはHonda CIVIC悲願のダブルタイトル獲得も見えてきたと言っていい状況

だ。ツインリンクもてぎはシリーズ全10戦の第8戦。母国戦となるHonda CIVICか、そ

れとも勢いに乗るボルボか!? ツインリンクもてぎの戦いはシリーズタイトルの行方

を大きく左右することになりそうだ。 

 

 

 

３台編隊のタイムアタックＭＡＣ３が今年も！ 

決勝オープニングレースは予選トップ１０がリバースグリッドに並んでスタート!! 
WTCCマシンは量産車がベースであるものの、そのパワーは実に400馬力以上。加えて様々な規定によりイコール

コンディションが保たれ、これが大迫力の超接近戦を生む要因となっている。当然予選も大接戦だ。全車が出走してQ1

が行われ、Q1の上位12台がQ2に進出。Q2のトップ5がQ3に駒を進め、1台ずつコースインする。ポールポジションはわ

ずか1周のタイムアタックで決まり、わずかなタイム差で涙をのむことも多い。昨年から始まったMAC3も見どころのひと

つだ。各マニュファクチャラーから3台ずつが参加するタイムトライアルで、3台が同時にスタートし、2周のタイムアタック

を実施。各周の3台目がゴールしたタイムの合計によって順位を決め、最も速かった

マニ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。そして決勝レースも

見どころ満載だ。予選の順に並ぶのはメインレースと呼ばれるレース2のスターティ

ンググリッド。その前に行われるオープニングレースは予選のトップ10をリバースグ

リッドにしてスタートする。つまり予選10位のマシンがポールポジションに、予選トッ

プタイムのマシンが10番手グリッドに並ぶ。速いマシンが後方に位置するオープニ

ングレースは、スタート直後のポジション争いから、一瞬たりとも目の離せない激し

いものとなりそうだ。 

  

道上龍 

ニッキー・キャッツバーグ（ボルボ） 

みどころ 

ティアゴ・モンテイロ（Honda CIVIC） 

第3戦（ハンガリー）でのMAC3 
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「ＷＴＣＣシビックミーティング」 
シビックでご来場の方向け、決勝当日のレーシングコースパレード走行

と、観戦券・エリア指定席券・スーパースピードウェイ駐車券がセットになっ

たスペシャル企画です。世界で活躍するシビックを応援するために、コース

をシビックで埋め尽くそう！ 
 

■料金：5,000円／1台・1名 

■内容：観戦券、V・G・Zエリア券、スーパースピードウェイ駐車券（合計8,000円相当） 

＋日曜日パレード走行（本企画限定） 
 ※パレード走行は29日（日）ピットウォーク中を予定しています 
 

【エントリーについて】 

7月22日（土）より、ツインリンクもてぎ公式ホームページエントリーフォームから申し込み。先着300台 
 

※詳細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 

 

 

 

「ＷＴＣＣユーロカーオーナー限定パレードラップ」 
ヨーロッパを中心に開催されるWTCCを彩るべく、今年もユーロカー（欧

州車）オーナー向けのパレードラップを開催します。自慢のユーロカーで

コースを埋め尽くし、世界選手権を盛り上げよう！ 
 

■料金：1,500円／欧州車 1台（※別途観戦券が必要です） 

■内容：スーパースピードウェイ駐車、日曜日パレード走行 
 ※パレード走行は29日（日）ピットウォーク中を予定しています 
 

【エントリーについて】 

7月22日（土）より、ツインリンクもてぎ公式ホームページエントリーフォームから申し込み。先着200台 
 

※詳細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 

 

 

 

  

イベント情報 

※写真はイメージです
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７月２２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 
(小・中学生） 

幼児 
（3歳〜未就学児） 

観戦券＋ 

ゆうえんちパスポート 

1日分付 

５，０００円 ２，５００円 １，８００円 １，０００円 

観戦券のみ − − ５００円 ３００円 
 

※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 

※お車、バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要です 
 

■エリア指定席（２日通し券）  
Ｖ・Ｇ・Ｚエリア券 

観戦券＋V・G・Zエリア券 

大人（高校生以上） 
ゆうえんちパスポート1日分付 

子ども（3歳～中学生） 

ゆうえんちパスポート1日分付 ゆうえんちパスポートなし 

６，５００円 ３，４００円 ２，１００円 
 

※V席（ローソンシート、Honda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 

※V・G・Zエリアは10月28日（土）が自由席、29日（日）がエリア指定席です 

※お車・バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要です 
 

ローソンシート 
観戦券＋V4ローソンシート＋V・G・Zエリア券 

大人（高校生以上） 
ゆうえんちパスポート1日分付 

子ども（3歳～中学生） 

ゆうえんちパスポート1日分付 ゆうえんちパスポートなし 

６，５００円 ３，４００円 ２，１００円 
 

※V4席（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 

※V・G・Zエリアは10月28日（土）が自由席、29日（日）がエリア指定席です 

※お車・バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要です 
 

Ｈｏｎｄａ応援シート 
観戦券＋V・G・Zエリア券＋応援シート入場 

大人（高校生以上） 
ゆうえんちパスポート1日分付 

子ども（3歳～中学生） 

ゆうえんちパスポート1日分付 ゆうえんちパスポートなし 

７，５００円 ３，４００円 ２，１００円 
 

※V・G・Zエリアは10月28日（土）が自由席、29日（日）がエリア指定席です 

※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 

※大人のみ応援グッズが付きます  

チケット情報 
［価格はすべて税込］

ローチケＨＭＶ先行販売を７月１７日（月・祝）より実施します 
■販売期間：7月17日（月・祝） 12:30〜 

■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 
※ロードコースコースサイド駐車券、スーパースピードウェイコースサイド駐車券、スーパースピードウェイ3〜4ターン駐車券、

Honda応援シート、グリッドウォークパスは先行販売の対象外です。通常販売日の7月22日（土）10:00〜お取扱窓口で

販売いたします。 



 

 

-5/9- 

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/ 

 

ＷＴＣＣシビックミーティング参加者限定チケット 
観戦券＋V・G・Zエリア券＋スーパースピードウェイ駐車券＋日曜日パレード走行 

大人（高校生以上） 

５，０００円 
 

※「シビックオーナーズパレード」に参加される方限定のチケットです 

※ご購入には事前のエントリーが必要です。エントリーは7月22日（土）より開始いたします 

※シビックであれば年式を問わずパレードにご参加いただけます 

※同乗者は別途観戦券が必要です 

※V・G・Zエリアは10月28日（土）が自由席、29日（日）がエリア指定席です 

※観戦券・駐車券は2日間有効です 

 

 

■ＶＩＰテラスプレミアム（２日通し券） 

テラス席最上のコース全体を見渡せるローケーションに設置したテーブル席エリアで、贅沢にゆったりくつろぐこ

とができます。また、専用モニターや電源コンセントも完備され、快適にレースをご観戦いただけます。 

ＶＩＰテラスプレミアム 
大人・子ども（3歳以上）共通 

２０，６００円 
 

 

●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 ・ゆうえんちパスポート1日分 
※テーブル席エリア1区画サイズ：4.0m×7.5m（屋根あり）。最大10名 

※テーブル席エリアは相席でのご利用となります 

※テラス指定席は前面の席をご利用いただけます 

※指定駐車券（2日間有効）は購入時にN1またはS1をお選びいただきます 

 

 

■ＶＩＰスイート（２日通し券） 

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 

・テラス指定席 ・V席（ローソンシート・Honda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 ・指定駐車券 

・ゆうえんちパスポート1日分 
 

※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 

※グリッドウォークは29日（日）開催のWTCCクラス（メインレース）のみで実施します。オープニングレースは参加いただけません 

※指定駐車券（2日間有効）は購入時にN1またはS1をお選びいただきます 
 

 

  

[価格はすべて税込]
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■前売駐車券（２日通し券） 

４輪 ２輪 

１，５００円 ５００円 
 

※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 

 

■ＷＴＣＣユーロカーオーナー限定パレードラップ参加者限定駐車券 

スーパースピードウェイ駐車券＋日曜日パレード走行 

１，５００円 
 

※「ユーロカー（欧州車）オーナー限定パレードラップ」に参加される方限定のチケットです 

※欧州車であればメーカー、車種、年式を問わずパレードに参加いただけます 

※別途観戦券が必要です 

※観戦券・駐車券は2日間有効です 

 

■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 
110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・I区画はそれ

ぞれの区画をお選びいただけます（区画内の場所は選択できません） 

※別途観戦券が必要です 

※ご自身のテントでのご宿泊や車中泊が可能です 

※テントなどを設置していただくご利用スペースは車1台につき駐車区画1台分ほどです 

※直火はご遠慮ください 

※エリア内ではペットの同伴はできません 

※観戦ゲートオープン前の観戦席の確保はお断りさせていただきます 

 

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 
 

※1区画3m×10mほどです 

※別途観戦券が必要です 

※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 

[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） 
最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。近くの駐車券

付きで移動もらくらく。 

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） 

２４，０００円 
 

※別途観戦券が必要です 

※最大8名までご利用いただけます 

※1区画のサイズは3.6m×4.7m（屋根のサイズは3.6m×2.6m） 

※お食事（BBQ）はオプション販売です 
 

 

 

■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。近くの駐車券が付いているので、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 

Ａエリア 
1区画（2.5m×2.0m） 

＋東エントランス指定駐車券 

Ａエリア（ワンちゃん同伴） 

1区画（2.5m×2.0m）＋記念品（ドッグタグ） 

＋東エントランス指定駐車券 

Ｂエリア 
1区画（3.0m×3.0m） 

＋東エントランス指定駐車券 

９，１００円 １１，０００円 ９，１００円 
 

※別途観戦券が必要です 

※最大6名までご利用いただけます 

※区画内にテーブル・イスはございません。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のお持ち込み・

ステイが可能です 

※直火はご遠慮ください 

※地面はアスファルトです。テントの固定はウェイト等をご使用ください 

※お食事（BBQ）はオプション販売です 
 

【ワンちゃん同伴エリアについて】 

※詳細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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[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 
 

セット 内容 価格 

Aセット とちぎ和牛の鉄板BBQ／旬の野菜／バゲット／デザート 7,000円/1人前 

Bセット イベリコ豚の特製BBQ／旬の野菜／バゲット／デザート 4,500円/1人前 

Cセット アンガス牛のサーロインBBQ／旬の野菜／バゲット／デザート 3,500円/1人前 
 

※ウェルカムドリンク付（１ドリンク） 

※セット料金にはBBQコンロ、食器などの備品が含まれます 

※食材提供時間 10:00〜14：00 

※食材の内容は変更となる場合がございます 
 

オプションの追加予約はツインリンクもてぎチケットセンター［0285-64-0080］で受付します 

【テント内の設備】 

・テレビ（場内映像、タイミングモニターがご覧いただけます） 

・テーブル／イス（6脚） 

・電源コンセント 
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■オプションチケット 

グリッドウォークパス（3歳以上共通） ※限定300枚 

３，１００円 
 

※別途観戦券が必要です。 

※グリッドウォークは29日（日）開催のWTCCクラス（メインレース）のみで実施します。オープニングレースは参加いただけません 

※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）の同伴が必要です 

 
パドックパス（２日通し券） 

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 
 

※別途観戦券が必要です 

※前売にて完売した場合は、当日券の販売はございません 

※お子様（中学生まで）はパドックパスをお持ちの大人（高校生以上）の同伴が必要です 

※激感エリアにご入場いただけます 
 

ピットウォークパス 

大人（高校生以上） 子ども 
（中学生まで） 10月28日（土）予選日 10月29日（日）決勝日 

２，１００円 ２，１００円 無料 
 

※別途観戦券が必要です 

※前売にて完売した場合は、当日券の販売はございません 

※お子様（中学生まで）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（高校生以上）の同伴が必要です 

 

■当日券 

当日観戦券 

 大人(高校生以上） 子ども（小・中学生） 幼児（3歳〜未就学児） 

10月28日（土）予選日 ３，６００円 ５００円 ３００円 

10月29日（日）決勝日 ６，２００円 ５００円 ３００円 

 

当日駐車券 

 ４輪 ２輪 

10月28日（土）予選日 ２，０００円 １，０００円 

10月29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 
 

※前売にて完売した場合、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 

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 

※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 

7月22日（土）10:00〜10月27日（金） 

ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ） 

PC・スマートフォン: https://onl ine.mobil ityland.co. jp/ 

【WEB通販】 

7月22日（土）10:00～10月18日（水）23:59まで 

（24時間受付） 
 

【ファミリーマート受取】 

7月22日（土）10:00〜10月27日（金）23：59まで 

※対応券種のみ 

ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 7月22日（土）10:00～10月27日（金）16:30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 
7月22日（土）10:00～10月22日（日）16:30まで 

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） 
●鈴鹿サーキットモビリティステーション窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/受け取りできます。 

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 


