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開催概要・チケット販売のご案内 
 

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2018年11月10日(土)〜11日(日)に

「2018 AUTOBACS SUPER GT Round8 MOTEGI GT 250km RACE GRAND FINAL」を開催いたします。 

2018年シーズンの最終戦である本大会は、激しいチャンピオン争いの場になることが予想されるうえ、開幕戦

以来のノーウエイト・ノーハンディ大会であり、マシン・ドライバー・チームの実力が試されるまたとない一戦です。 

また、全ドライバーが参加してファンの皆様へ感謝を伝えるグランドフィナーレや、ファンが集いシーズンの思

い出に浸る新エリア「GRAND FINAL ZONE」など、最終戦ならではの魅力が満載。今春オープンの「森感覚アス

レチック DOKIDOKI」やリニューアルしたレーシングカート、親子で楽しめるアトラクションが満載のモビパークと

あわせ、レース観戦にとどまらない感動をお持ち帰りいただける大会です。さらに今年は、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テラス」のエリアを拡大。グループ、ファミリーでお

好みの観戦スタイルをお選びいただけます。 

前売チケットは9月8日（土）より販売いたします。なお、V席、パドックパス、ピットウォークパスなどの一部チ

ケットは、9月1日（土）より先行販売いたします。 

また、本大会に先立ち9月に開催する「もてぎスーパー耐久 5Hours Race」の観戦と特典がセットになった

ツーリングカーレースファン必見のチケットもご用意しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

開催概要 
■大会名称 ： 2018 AUTOBACS SUPER GT Round8 MOTEGI GT 250km RACE GRAND FINAL 

■開催日程 ： 2018年11月10日（土）・11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 

2018年8月11日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

2017年のスタートシーン ビクトリーコーナーテラス（イメージ） 
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2018年SUPER GTシリーズの最終戦となる「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など、最終戦ならではのイベントを多数開催いたします。 
 

 

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 
2018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、GT300の全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2018年を振り返ります。今年はメインステージの幅を拡大するほか、ファミリー優

先のキッズエリアも設け、幅広いお客様にドライバーとのふれ合いをお楽しみいた

だけます。ドライバーやチームの雄姿を見られる最後の瞬間にぜひお立ち会いくだ

さい。 
 

■日時： 11月11日（日） 決勝レース終了後 

■場所： ホームストレート上 ポディウム周辺 
 

 

新エリア 「ＧＲＡＮＤ ＦＩＮＡＬ ＺＯＮＥ」 
最終戦である本大会を象徴する新エリアが観戦ゲート前に登場。写真パネルと

映像で2018シーズンの軌跡を振り返るとともに、チャンピオン優勝予想や乗車体験

コーナーなど、シーズンを追いかけてきたファンが集い楽しめるコンテンツが満載

です。 
 

■日時：11月10日（土）・11日（日）営業時間内 

■場所：中央エントランス 
 

 

 

パークフェルメウォーク 
決勝レース終了後のパークフェルメでマシンをご覧いただけます。レース中に付

いた傷やすり減ったタイヤから、マシンの迫力やSUPER GTレースの過酷さを体感

してください。全ての車両を間近で観覧いただけます。 
 

■日時： 11月11日（日） 決勝レース終了後 

■場所： ホームストレート 
 

 

  

イベント情報 

2017年のグランドフィナーレの様子 

2017年のパークフェルメウォークの様子 

乗車体験コーナー（イメージ） 
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９月８日（土）チケット発売開始 
 

本レースのチケットは、9月8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1日（土）よりV席（一部）やパドックパス、ピットウォークパスなどの先行販売を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由観戦エリア（２日通し券）  
ＳＵＰＥＲ ＧＴ観戦 ＋ モビパークパスポート１日分付 

高校生以上 
学割 

（高校生以上の学生） 
小中学生 3歳〜未就学児 

５,２００円 ２,６００円 ２,９００円 １,６００円 

 

ＳＵＰＥＲ ＧＴ観戦のみ 

小中学生 3歳〜未就学児 

５００円 ３００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 

※高校生以上にはモビパークパスポートがサービスで1日分付きます 

※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「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１日（土）より実施＞ 
販売期間 ： 9月1日（土）15:00～9月5日（水）23:59 

販売窓口 ： ローソンチケット、ローソン、ミニストップ 

販売券種 ： V1 LAWSONシート・V2・V3・V4・V5・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輪駐車券、パドックパス、ピットウォークパス、5コーナー激感エリアパス 
※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8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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ビクトリーコーナーテラス（２日通し券・別途観戦券必要） 
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

るグループ・ファミリー向けの観戦席ビクトリーコーナーテラス

がエリアを拡大！ 観戦スタイルに合わせて5つの商品(プレミ

アム、ボックスシート、ドームテントシート、パーティーテーブル

シート、フリーエリア)からお選びいただけます。 

 

ビクトリーコーナーテラス プレミアム 
1区画（屋根付き）＋S1指定駐車券 

５１,０００円 
 

【設備・特典】  
●テレビ（場内映像、タイミングモニターがご覧になれます）  

●テーブル／イス6脚  

●電源コンセント 

●公式プログラム1冊付き 
 

※別途ご利用人数分の観戦券が必要です（3歳未満は必要ありません） 

※南ゲートよりご入場ください 

※最大8名までご利用いただけます（3歳未満のお子様は人数に含まれません） 

※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） 

※No.6の1区画のサイズは5.0m×4.7mです。ただし通路側のオーニングはつきません（カーテンを閉めて個室にすることは

可能です） 

※区画番号までお選びいただけます 

※お食事はオプション販売となります 

 

ビクトリーコーナーテラス 
1区画＋指定駐車券 

 
ボックスシート 

（5名まで） 

ドームテントシート 

（4名まで） 

パーティーテーブル 

シート（6名まで） 

フリーエリア 

（5名まで） 

価格（1区画） ２８,１００円 ２７,１００円 ２７,１００円 １７,１００円 

設置備品 

テーブル 

イス×2 

ベンチシート 

簡易テント 

アウトドアチェア×2 

簡易ベンチシート 

テーブル 

ベンチシート 

パラソル 

テント固定フック 

持ち込みテント 
○ 

2.0m×2.0m以内 
不可 不可 

○ 

2.5m×3m以内 

高さ2.5m以下 

駐車場 S1 S2 S2 東エントランス 
 

※別途ご利用人数分の観戦券が必要です（3歳未満は必要ありません） 

※南ゲートよりご入場ください 

※区画は最大利用人数以内でご利用ください（3歳未満のお子様は人数に含まれません） 

※直火はご遠慮ください 

※ボックスシートのテントの固定はウェイト等をご使用ください（フリーエリアは固定用フックがございます） 

※ご観戦の際は前面フェンスにはよりかからずに座ってご観戦ください 

※持込テントを設置される場合は、風で飛ばされないように固定をお願いいたします 

※ドームテントは簡易テントです。完全防水ではありませんので雨量によりテント内に水が浸入する場合があります 

 

  

[価格はすべて税込]

ビクトリーコーナーテラス（イメージ） 
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ＳＯＲＡサイト（２日通し券・別途観戦券必要） 
観戦スタイルに合わせて自由に使える観客エリア。近くの駐車場がご利用いただけるので、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（3.0m×3.0m） 

＋東エントランス指定駐車券 

［33区画］ 

ＳＯＲＡサイト【ワンちゃん同伴】 

1区画（2.5m×2.0m） 

＋東エントランス指定駐車券 

［7区画］ 

１８,０００円 ２０,０００円 
 

【特典】  
●ウェルカムドリンク1区画ペットボトル2本 ●記念品（ドックタグ）ワンちゃん同伴エリアのみ 
 

※別途ご利用人数分の観戦券が必要です。（3歳未満は必要ありません。） 

※南ゲートよりご入場ください。 

※区画サイズは3.0m×3.0mです。ワンちゃん同伴エリアは2.5m×2.0m。 

※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。 

※最大6名までご利用いただけます。（3歳未満のお子様は人数に含まれません） 

※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。 

※区画サイズ以内でのテント設置・ステイが可能です。 

※地面はアスファルトとなります。テントの固定はウェイト等をご使用ください。 
 

【ワンちゃん同伴エリアご利用の同意事項】 

※場内では、リードを付けていただくか、キャリーボックス（バッグ）に入れてご観戦をお願いいたします。 

※サイト区画幅は2.5m間隔となります。他のお客様や他の犬に対して咆えたり、攻撃性がないワンちゃんに限りご利用いた

だけますので同意の上、お買い求めください。 

※ワンちゃんによる施設内での事故・トラブルには当社は一切の責任を負いかねます。 

※ツインリンクもてぎに入場できるワンちゃんは「畜犬登録やワクチンなどの予防接種」を受けていることが必要となります。 

※糞、尿の後始末はお客様の責任において必ず処理をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[価格はすべて税込]
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指定席（２日通し券）  
ビクトリースタンド ［Ｖ席］ 指定席観戦券 ＜先行販売対象券種＞ 

観戦券＋座席指定席券 

 

V1 

LAWSON

シート 

V2 V3 V4 V5 V6 

高校生以上 

モビパークパスポート1日分付 
９,０００円 ８,５００円 

3歳～中学生 ２,１００円 

小中学生 

モビパークパスポート1日分付 
４,５００円 

3歳〜未就学児 

モビパークパスポート1日分付 
３,４００円 

 

※V6車椅子席はV6席と同料金となります 

※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、9月8日（土）からの販売はございません 

※観戦券と指定席券のセット券です 

 

ビクトリースタンド ［Ｖ席］ ファンシート 
観戦券＋座席指定席券 

 

V2 V4 V5 V6 

TEAM 

MUGEN 

応援席 

Honda 

応援席 

Honda 

応援席 

Honda 

プレミアム 

応援席 

ARTA 

応援席 

LEXUS 

応援席 

SUBARU 

応援席 

高校生以上 

モビパークパスポート1日分付 
９,０００円 ８,５００円 １０,６６０円 ８,５００円 

3歳～中学生 ２,１００円 ４,２６０円 ２,１００円 

小中学生 

モビパークパスポート1日分付 
４,５００円 ６,６６０円 ４,５００円 

3歳〜未就学児 

モビパークパスポート1日分付 
３,４００円 ５,５６０円 ３,４００円 

 

※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、9月8日（土）からの販売はございません 

※観戦券と指定席券のセット券です 

※先行販売対象券種 ※TEAM MUGEN応援席、ARTA応援席を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

[価格はすべて税込]
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Ｓ席セット券 
観戦券＋S席指定席券＋ピットウォーク（2日間）＋特製弁当・ドリンク（日曜日のみ）＋ 

駐車券（S2、N2、N7[ASTP]、スーパースピードウェイ[SSW] 3～4ターン/高校生以上券2枚購入につき1枚） 

高校生以上 
モビパークパスポート1日分付 

3歳～中学生 

１６,５００円 ６,１００円 
 

※観戦券とS席指定券、ピットウォーク券、お食事（日曜日）のセット券です 

※3歳～中学生のモビパークパスポートはオプションでお買い求めいただけます 

※スーパースピードウェイは夜間の停め置きができません。あらかじめご了承ください。夜間ステイ駐車場をご利用ください 

 

ＶＩＰテラスプレミアム 
観戦券＋S席指定席券＋テラス席エリア入場（2日間）＋パドックパス（2日間のピットウォーク付）＋ 

特製弁当（日曜日のみ）＋ドリンク＋N-A指定駐車券＋モビパークパスポート1日分付 

1区画（10名まで） 3歳以上/1枚 

３５６,０００円 ３５,６００円 
 

※テラス席エリアにはテーブルが2つ、イスが10席ございます 

※11月10日（土）・11日（日）の2日間ご利用いただけます 

※テラス席エリアは屋根が付いております 

※テラス席エリア1区画サイズ：4.0m×7.5m。最大10名 

※S席はテラス席エリア前面の10席をご利用いただけます 

※テラス席エリアは相席でのご利用となります 

※N-A指定駐車券は北ゲートよりご入場ください 

■設備：テーブル、イス、モニター、電源 

■区画貸し切りをご希望の場合は、先行予約を受付いたします。 

9月1日（土）10：00～9月6日（木）16：00 

ツインリンクもてぎチケットセンター 電話 0285-64-0080 

 

Ａ席・Ｇ席・Ｚ席・Ｖ字コーナー指定席 
観戦券＋座席指定席券 

 A席 G席 Z席 

V字コーナー席 

VC-1 

（S字側） 

VC-2 

（V字コーナー側） 

高校生以上 

モビパークパスポート1日分付 
７,５００円 ６,２００円 ７,８００円 ７,５００円 ７,３００円 

3歳～中学生 ２,１００円 １,６００円 ２,１００円 ２,１００円 

小中学生 

モビパークパスポート1日分付 
４,５００円 ４,０００円 ４,５００円 ４,５００円 

3歳〜未就学児 

モビパークパスポート1日分付 
３,４００円 ２,９００円 ３,４００円 ３,４００円 

 

 

※お車・バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要です 

※A席・G席・Z席・V字コーナー席は11月10日（土）は自由席、11日（日）が指定席です 

 

 

  

[価格はすべて税込]
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スペシャルチケット（セブンイレブンにて販売中） 
※スーパー耐久のレースチケットより本商品を選択してお買い求めください 

 

2018年9月22日（土）・23日（日・祝）開催の｢ピレリ スーパー耐久シリーズ2018 第5戦 もてぎスーパー耐久 

5Hours Race｣と2018年11月10日（土）・11日（日） 開催の｢2018 SUPER GT Round8 MOTEGI GT GRAND FINAL｣

のセット券です 

スーパー耐久＋ＳＵＰＥＲ ＧＴ セット券 
高校生以上 

モビパークパスポート1日分付 

８,４００円 
 

※お車・バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要です。 

※SUPER GTの指定席券を購入希望の場合はセブンイレブンにて指定席券のみを追加販売をいたします。券面の専用コー

ドを入力してお買い求めください。 
 

【特典１】 「ピレリ スーパー耐久シリーズ 2018 もてぎスーパー耐久 5Hours Race」開催時 

●マーシャルカー（レース運営のオフィシャル専用車両）同乗体験 抽選参加権 
※マーシャルカー同乗体験は9月22日（土）のみの開催予定です。9月22日（土）に現地にて抽選をされ、当選された方が参加

いただけます。 
 

【特典２】 「2018 SUPER GT Round8 MOTEGI GT GRAND FINAL」開催時 

●グランドフィナーレ（全ドライバーが集合する最終戦特別イベント）優先入場 

●サーキットエクスペリエンス（市販スポーツカーによるレーシングコース走行同乗）抽選参加権 

●レーシングコースバス走行（80名限定／当日先着受付） 
※サーキットエクスペリエンスは11月10日（土）のみの開催予定です。11月10日（土）に現地受付で抽選をされ、当選された方

が参加いただけます 

※レーシングコースバス走行は11月10日（土）のみの開催予定です。11月10日（土）に現地にて先着順に受付をさせていただ

きます 

 

ファミリーセット券（２日通し券） 
人気の指定席に指定駐車券がついたファミリーにおすすめのセット券です。駐車場も近い場所が確保できるので

小さなお子様がいても安心してご来場いただけます。 

Ａ席ファミリーセット 
観戦券＋A席指定席（高校生以上2名・3歳～中学生2名） 

＋選べる駐車場（N2駐車券[42セット]、N-B駐車券[85セット]、スーパースピードウェイストレート駐車券[100セット]） 

２０,０００円 
 

※N2、N-B駐車場は北ゲートより、スーパースピードウェイ(SSW)ストレート駐車場は南ゲートよりご入場ください。 

※11月10日（土）は自由席、11日（日）が指定席です。 

※高校生以上券には1日分のモビパークパスポートが付きます。3歳～中学生券のモビパークパスポートはオプション販売で

す。2枚までお買い求めいただけます。 

※スーパースピードウェイは夜間の停め置きができません。あらかじめご了承ください。夜間ステイ駐車場をご利用ください。 
 

Ｚ席ファミリーセット 
観戦券＋Z席指定席（高校生以上2名・3歳～中学生2名） 

＋選べる駐車場（S2駐車券[70セット]・R1駐車券[200セット]・R2駐車券[50セット]） 

２０,０００円 
 

※S2駐車場・R1駐車場は南ゲートより、R2駐車場は北ゲートよりご入場ください。 

※高校生以上券には1日分のモビパークパスポートが付きます。3歳～中学生券のモビパークパスポートはオプション販売で

す。2枚までお買い求めいただけます。 

※11月10日（土）は自由席、11日（日）が指定席です。  

[価格はすべて税込]
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ＶＩＰスイート（２日通し券） 
コース全体が一望でき、ゆっくりお食事や飲み物を楽しみながら快適な環境でレース観戦ができます。 

 

ＶＩＰスイート～プレミアム～ （3歳以上共通） 

４９,０００円 
 

【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） 

●モビパークパスポート1日分付 ●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 

●公式プログラム、記念品 ●ビュッフェ（2日間）、フリードリンク（2日間） 

●N1またはS1駐車券 ●スポッターズエリア観戦ツアー 
 

※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駐車場は北ゲートより、S1駐車場は南ゲートよりご入場ください 

※グリッドウォークは11月10日（土）FIA-F4、11月11日（日）FIA-F4・SUPER GT 決勝レースが対象です 

※VIPスイートルーム内のテーブル席をご利用の場合は相席となります 

 

ＶＩＰスイート 

高校生以上 3歳～中学生 

４０,０００円 ２７,１００円 
 

【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） 

●モビパークパスポート1日分付 ●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 

●公式プログラム、記念品 ●特製弁当（日曜日のみ）、フリードリンク（日曜日のみ） 

●N1またはS1駐車券（高校生以上のみ）  
 

※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駐車場は北ゲートより、S1駐車場は南ゲートよりご入場ください 

※グリッドウォークは11月10日（土）FIA-F4、11月11日（日）FIA-F4・SUPER GT 決勝レースが対象です 

※VIPスイートルーム内のテーブル席をご利用の場合は相席となります 

 

  

[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） ＜先行販売対象券種＞ 

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 
（ピットウォーク参加無料） 

高校生以上 高校生以上 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 

※早期販売期間に完売の場合、9月8日（土）からの販売はございません 

※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 

※中学生以下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高校生以上の同伴が必要

です 
 

ピットウォークパス（当日限り有効/各日1,500枚限定） ＜先行販売対象券種＞ 
 高校生以上 中学生まで 

11月10日（土） ２,１００円 
無料 

11月11日（日） ２,１００円 
 

※ピットウォーク開催時間にピットレーンにご入場いただけます 

※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 

※中学生以下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高校生以上の同伴が必要

です 

※早期販売期間に完売の場合、9月8日（土）からの販売はございません 

※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 

※ピットウォークの時間は競技進行・天候等により変更・短縮する場合がございます 

※ピットウォークの入場には時間がかかります。整列順により滞在時間は異なりますので、あらかじめご了承ください 
 

 

５コーナー激感エリア（２日通し券） ＜先行販売対象券種＞ 

２,５００円 
 

※激感エリアパスは2日通し券です 

※3歳以上共通料金 

※別途観戦券が必要です 

※早期販売期間に完売の場合、9月8日（土）からの販売はございません 

※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） 
 

 

サーキットサファリ （ペア券） 

７,２００円 
 

※3歳以上共通料金 

※お一人様2セットまでの限定販売とさせていただきます 

※記念品付き 

※別途観戦券が必要です 

※土曜日SUPER GTフリー走行後に実施いたします 
 

 

  

[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 

２,０００円 ５００円 
 

※別途観戦券が必要です 

※2.5m×5.0mの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 

※2輪は南ゲートよりご入場ください 

※4輪は北・南・東ゲートよりご入場ください。入場状況により、ご希望のゲートからご入場いただけない場合がございます。

係員の誘導に従いご入場ください 

 

前売指定駐車券（２日通し券） 
人気のキャンプ駐車券 モビリティステーション限定先着販売 ９月８日（土）１０：００～ 

駐車券 販売枚数 入場ゲート 料金 

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 112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 

※指定の入場ゲートよりご入場ください 

 

モビリティステーション限定の指定席オプション販売 ９月８日（土）１０：００～ 
駐車券 販売枚数 入場ゲート 料金 

R1（マルチコース）駐車券 
［G席購入時のオプション販売］ 

100枚 南ゲート ２,６００円 

R1（マルチコース）駐車券 
［V字コーナー席購入時のオプション販売］ 

100枚 南ゲート ２,６００円 

スーパースピードウェイ3～4ターン駐車券 
［V席（応援席を含む）購入時のオプション販売］ 

200枚 南ゲート ２,９００円 
 

※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 

※指定の入場ゲートよりご入場ください 

※モビリティステーションで対象の指定席券を購入された場合のみ、指定駐車券を優先購入できます。 

モビリティステーションの購入画面で対象の指定席券を選択後、オプション選択より忘れずにご希望の駐車券をお選びく

ださい。オプション選択を忘れた場合、指定駐車券のみでの購入はできませんのでご注意ください。 

※モビリティステーション以外の窓口で購入された場合の指定駐車券のみの販売はございません。 

[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） 

 高校生以上 小中学生 3歳〜未就学児 

11月10日（土）予選 ３,１００円 ５００円 ３００円 

11月11日（日）決勝 
６,２００円 

（モビパークパスポート1日分付） 
５００円 ３００円 

 

※11月11日（日）の指定エリアへの入場は別途指定席券が必要です。 

※中学生以下は、当日モビパークパスポートをお買い求めいただくと、無料でレースを観戦いただけます 

（モビパークパスポート 小学生以上：3,000円／幼児（3歳～未就学児）：1,700円） 

※前売観戦券（中学生以下）をお持ちの場合は、モビパークチケット売場で差額にてモビパークパスポートを販売いたします。

観戦券をご提示ください（差額価格 小学生以上：2,400円／幼児（3歳～未就学児）：1,300円） 
 

 

当日駐車券（当日限り有効） 

 ４輪 ２輪 

11月10日（土）予選 ２,５００円 １,０００円 

11月11日（日）決勝 ３,５００円 １,０００円 
 

※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） ［11月11日（日）決勝］ 
観戦券＋座席指定席券 

 
V1 

LAWSONシート 
V2 V3 V4 V5 V6 

高校生以上 １０,０００円 ９,５００円 

3歳～中学生 ２,１００円 
 

当日指定席観戦券（Ａ・Ｇ・Ｚ指定席） ［11月11日（日）決勝］ 
観戦券＋座席指定席券 

 A席 G席 Z席 

高校生以上 ８,５００円 ７,２００円 ８,８００円 

3歳～中学生 ２,１００円 １,６００円 ２,１００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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チケット販売窓口 

プレイガイド、コンビニエンスストア 

●セブンチケット ●チケットぴあ ●ローソンチケット ●e+ ●セブン-イレブン ●ローソン  

●ファミリーマート ●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 
 

■9月8日（土）10:00〜11月9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】 ■9月8日（土）10:00～10月31日（水）23:59まで（24時間受付） 

【ファミリーマート受取】 ■9月8日（土）10:00〜11月9日（金）23：59まで ※受取券種は限定されます 
 

●券種別販売開始時間について 

9月8日（土）10：00から販売開始する商品 

観戦券、各指定席券、各応援席券、パドックパス、ピットウォークパス、激感エリアパス、駐車券 

9月8日（土）14：00から販売開始する商品 

VIPスイート、VIPスイートプレミアム、ビクトリーコーナーテラス（5商品）、VIPテラスプレミアム、SORAサイト 
 

●座席指定について 

スタンド席の座席指定販売は9月8日（土）15：00～座席選択での購入が可能となります。 

※10：00～15：00の時間は自動配席のみでの販売となります。自動配席の時間帯内で完売となる可能性もございます。 

座席指定が可能な券種は、ビクトリースタンド（V席）、各応援席、A席、Z席、G席、V字コーナー席、S席セット券、VIPテラスプレミア

ム、ビクトリーコーナーテラス（5商品）、SORAサイトです。 

ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 ■9月8日（土）10:00～11月9日（金）16:00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 
■9月8日（土）10:00～11月4日（日）16:00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） 
●オートバックス・ドットコム 

 

 

※内容は予告なく変更・追加となる場合がございます 

 

 

 

 

 

 

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 


