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株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

2019 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦 スーパーバイクレース in もてぎ
4月6日(土)・7日(日) 開催概要、および2月9日(土)チケット発売のご案内

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2019年4月6日（土）・7日（日）に、日本最高峰を含
むオートバイレース「2019 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦 スーパーバイクレース in もてぎ」を開催いたします。
本大会では、国内4メーカーの1000ccスーパースポーツバイクを中心に争われる日本最高峰クラスのJSB1000、これまで世

界グランプリへ多くの若手ライダーを輩出してきたJ-GP2、J-GP3、市販の600ccミドルスポーツバイクがベースのST600の全4ク
ラスを開催いたします。なかでもJSB1000クラスは土曜日と日曜日にそれぞれ1レースずつ、計2レースを予定。迫力あるレース
に2日間丸々浸れる週末となります。
さらに期間中は、ツインリンクもてぎ場内でミーティング、試乗会、キャンプ、コースパレードなどバイクの楽しさが詰まったフェス

「SUPER BIKE TOURING FES」を開催。また、春休みのイベント「もてぎの森 春わくわくフェスタ」期間中でもあり、今年3月に
オープンする新アトラクション「巨大ネットの森 SUMIKA」と合わせて、穏やかな気候を感じながらライダーやファミリーに春を満喫
いただけるスペシャルな2日間です。
前売チケットは2月9日（土）より公式サイト、各プレイガイドなどで販売を開始いたします。最終コーナーからホームストレート

にかけての熱いバトルが観戦でき、グループやファミリーでお好みの観戦スタイルをお選びいただける「ビクトリーコーナーテラス」を
はじめとするバラエティ豊かな各種チケットのほか、本大会と、日本では唯一ツインリンクもてぎでのみ開催している世界最高峰
のオートバイレース「MotoGPTM日本グランプリ」の観戦とのセット券もご用意いたします。

開催概要

■大会名称 2019 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦 スーパーバイクレース in もてぎ

■開催日 2019年4月6日（土）…JSB1000クラス決勝レース1 14:00～予定

4月7日（日）…JSB1000クラス決勝レース2 14:30～予定
※上記スケジュールは変更になる場合があります

■公認 国際モーターサイクリズム連盟（FIM）

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

■協力 エムオースポーツクラブ（M.O.S.C.）

■併催 2019 MFJカップ JP250選手権 第1戦

昨年のレースシーン
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日本最高峰のバイクレースが開幕する週末、春のツーリングに最適なフェスを併催
MotoGPTM日本グランプリとのセット券も販売

「SUPER BIKE TOURING FES」
ミーティング・キャンプイメージ

「もてぎの森春わくわくフェスタ」イメージ



大会の見どころ

グランプリコースで日本のバイクレースが開幕
関東圏で唯一、日本最高峰クラスを含む全クラスを開催

今年もツインリンクもてぎで開幕を迎える日本のバイクレース「全日本ロードレー
ス」。シリーズ全9戦の中でも4クラスすべてが揃うのは5戦であり、関東圏では本大
会のみ。しかも日本最高峰のJSB1000クラスが土日でそれぞれ1レースずつ行われ
るという、バイクレースファンにとっては贅沢な週末と言える。
ライダーにとってもチームにとっても、開幕戦で勝利を飾ることはシーズンを戦ううえ

で実に重要であり、どの陣営も全力で挑んでくることは間違いない。昨年10年ぶり
にワークス体制で復帰しつつもチャンピオンを逃したTeam HRC 高橋巧を筆頭に、
今年もハイレベルなレースが見られるだろう。
また、ツインリンクもてぎは世界最高峰のバイクレースMotoGPTMを日本で唯一開

催しているグランプリコースであり、10月の日本グランプリにワイルドカード参戦を目指
すライダー達が、グランプリコースでのレース経験を積む、数少ない機会でもある。最
高峰クラスだけでなく、J-GP3の軽量級クラスの若手ライダーたちが見せる走りにも
注目だ。

迫力のスタートシーンを2度も楽しめる本大会

イベント トピックス

穏やかな春の風を感じながら、キャンプ、パレード、ミーティングを満喫しよう！
ライダーが嬉しい試乗会も開催予定！

-2/10-

バイクライフも開幕！
SUPER BIKE TOURING FES

イメージ

■概要 マイバイクでのサーキットパレード・キャンプ／バイク試乗会（予定）

■料金 無料（※別途、入場料または観戦券、駐車料金が必要です）

イメージ

ホンダコレクションホール企画展
DREAM CB750 FOUR 誕生50年 特別展示「CBレーサーの血統」

量産車として世界初の並列4気筒・750ccのエンジンを搭載し「ナナハ
ン」ブームの火付け役とも言われたホンダ DREAM CB750FOURが1969
年の誕生から50年を迎えたことを記念し、世界のさまざまなレースで活躍
してきた「CB」の名を冠するレーサーマシンを特集。全27台を展示予定。

■場所 ホンダコレクションホール 2階、3階中央エリア

■料金 無料（※別途、入場料または観戦券、駐車料金が必要です）

ホンダ CB750F レーサー（1982年）
フレディ・スペンサー デイトナ100マイル優勝車



チケット情報

価格はすべて税込です

2月9日(土)10:00より前売チケット販売開始
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・小学生以下のお子さまは、モビパークパスポート付き前売り観戦券がお得
・事前申込みの15歳～22歳を「自由観戦エリア」へご招待

■MotoGP™＋全日本ロードレースセット券(高校生以上・セブン-イレブン限定)

高校生以上 共通 内訳

MotoGPTM駐車券付き 14,900円
MotoGPTM観戦券・全日本ロードレース観戦券
MotoGPTM2輪駐車券

MotoGPTM駐車券なし 12,900円 MotoGPTM観戦券・全日本ロードレース観戦券

※MotoGP™指定席券、4輪駐車券をご希望の場合は、MotoGP™券売開始日以降に専用コードでセブン-イレブンにて追加で購入いただけます。
※全日本ロードレースの駐車券は別途お買い求めください。
※各観戦券付帯のモビパークパスポート1日分は観戦券をお持ちのご本人様のみにご利用いただけます。

■全日本ロードレース ヤング割特別観戦キャンペーン！

事前にお申込みいただいた15歳～22歳(※)の全員を「自由観戦エリア」にご招待。
お友達やバイク仲間を誘って、ぜひご来場ください。

全日本ロードレース ヤング割特別観戦キャンペーン！ 受付2/9(土)～3/24(日)

https://www.twinring.jp/superbike_m/event/young-wari/

※2019年4月7日（日）時点での満年齢が対象です。
※会場での受付の際、年齢が分かる顔写真つき身分証明書の提示が必要となります。
※チケットは期間中（4月6日（土）・7日（日））、中央エントランス受付所にてお申込確認書と身分証明書の提示で引換えとなります。
※お車、バイクでご来場の場合、駐車券（有料）が別途必要となります。
※モビパークパスポートは付きません。

MotoGP™で人気の中央2輪駐車券300枚を優先販売

高校生以上 中学生 小学生 3歳～未就学児

3,600円 3,600円 3,200円 1,700円

■前売観戦券(2日通し券)／モビパークパスポート1日分付

※お車、バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要です。
※モビパークパスポート1日分は観戦券をお持ちのご本人様のみにご利用いただけます。
※高校生以上の観戦券には、モビパークパスポートがサービスで1日分付きます。
※モビパークパスポート定価：小学生以上3,200円、幼児（3歳～未就学児）1,800円

■前売観戦券のみ(2日通し券)

中学生 小学生 3歳～未就学児

1,200円 600円 300円



4輪 2輪

1,500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を超える車両は2台分の料金となります。
※南ゲートよりご入場ください。

SSW指定駐車券

3,100円

※別途観戦券が必要です。
※南ゲートよりご入場ください。
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■ロードコースコースサイドキャンプステイ駐車券

ロードコース(RC)コースサイドキャンプステイ駐車券
(限定110台・2日通し券)

3,100円

※別途観戦券が必要です。
※区画をお選びいただけます。区画内の駐車場所は指定となり、お選びいただけません。
※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けるスペースは駐車区画約1台分です。
※ご自身のテントでのご宿泊や車中泊が可能です。
テント、キャンプ備品等のレンタルはございません。

※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。
※2輪は1区画最大5台まで利用いただけます。

車の中から観戦したり、テントを設営したり、キャンプを楽しんだり、
スタイルに合わせて自由に使用いただけるエリアです。

イメージ



セット券

高校生以上
観戦券＋S席入場＋パドックパス(ピットウォーク付き)

6,500円
モビパークパスポート1日分付

■S席セット券(2日通し券)

※高校生以上が対象です。
※モビパークパスポート1日分が付きます。モビパークパスポートはご本人様のみご利用いただけます。
※パドック特設観戦エリアにご入場いただけます。
※パドック特設観戦エリア内に椅子はございません。安全確保のためフェンス外側からの観戦となります。
※ご同伴のお子さま（中学生以下）の観戦券は別途お買い求めください。
お子さまのS席・パドック・パドック特設観戦エリア・ピットウォークへのご入場は、S席セット券をお持ちの高校生以上のご同伴で無料となります。

※駐車券は含まれておりません。お車、バイクでご来場の場合は通常またはオプションの駐車券をお買い求めください。

観戦券にグランドスタンド上段のS席入場とパドックパスがセットになったお得なチケット。
オプションで4輪指定駐車券とグリッドウォークパスも選択いただけます。

通常定価8,800円

S席セット券オプション
グリッドウォーク(高校生以上)

2,100円

※JSB1000クラス、J-GP2クラス、J-GP3クラス、ST600クラス 各決勝レースのグリッドウォークにご参加いただけます。
※グリッドウォーク集合場所は第1パドックのコントロールタワー付近です。
各レーススタート時間のスタート進行中での開催となります。

※中学生以下のお子さまは、本券をお持ちの高校生以上の同伴で無料でご入場いただけます。
※無料のキッズグリッドウォーク（先着100組）開催もございます。詳しくは公式ホームページのイベント情報をご確認ください。
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※SSWストレート～4ターンに駐車いただけます。
※南ゲートよりご入場ください。
※SSW駐車場には夜間の留め置きができません。あらかじめご了承ください。

Ｓ席セット券オプション 駐車券

SSW駐車券 S1駐車券

2,100円
2,100円

（限定60台）



メーカー応援席

グループシート①
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キャンプツーリングにおすすめ。観戦スタイルに合わせ、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。近くの駐車場がご利用いただけるので移動にも便利なエリアです。

■SORAサイト

1区画(3m×3m)
東エントランス指定駐車券またはS2指定駐車券

（限定33区画）

1区画(2.5m×2m)
東エントランス指定駐車券またはS2指定駐車券

（限定7区画）【ワンちゃん同伴エリア】

6,100円 6,100円

■応援席(2日通し券)／モビパークパスポート1日分付 ■応援席のみ(2日通し券)

特典の応援グッズ(フラッグ)を振ってお気に入りのメーカーを応援しよう！

高校生以上 中学生 小学生 3歳～未就学児

3,600円 3,600円 3,200円 1,700円

中学生 小学生 3歳～未就学児

1,200円 600円 300円

※別途ご利用人数分の観戦券が必要です。
※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歳未満のお子さま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。
※東エントランス駐車券は限定80枚です。完売後はS2指定駐車券となります。
※ワンちゃん同伴エリアのご利用にあたっては、公式ホームページ記載のご注意を必ずお守りください。

■オプションレンタル品
・テーブル1台＋イス4脚 5,000円/1セット
・簡易テント（2m×2m） 7,000円/1張

※お車、バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要です。
※モビパークパスポート1日分は観戦券をお持ちのご本人様のみにご利用いただけます。
※高校生以上の観戦券には、モビパークパスポートがサービスで1日分付きます。
※モビパークパスポート付き子ども券は通常価格より割引となります。
モビパークパスポート定価：小学生以上3,200円、幼児（3歳～未就学児）1,800円



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」。お好みの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

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

17,000円(限定12区画)

グループシート②

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
ワンランク上の観戦席。オプションでBBQをお楽しみいただけます。

※別途ご利用人数分の観戦券が必要です。
※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歳未満のお子さまは人数に含みません。
※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）
※No.6の1区画のサイズは5.0m×4.7mです。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です。詳しくは公式ホームページをご覧ください。

ボックスシート
(5名まで)

横2.5m×奥行2.5m

1区画
東エントランス指定駐車券

または
S2指定駐車券

ドームテントシート
(4名まで)

横2.5m×奥行3m

1区画
東エントランス指定駐車券

または
S2指定駐車券

パーティーテーブルシート
(6名まで)

横3m×奥行3m

1区画
東エントランス指定駐車券

または
S2指定駐車券

フリーエリア
(5名まで)

横2.5m×奥行3m

1区画
東エントランス指定駐車券

または
S2指定駐車券

9,600円 8,100円 8,100円 5,100円

※別途ご利用人数分の観戦券が必要です。
※南ゲートよりご入場ください。
※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。
※東エントランス駐車券は限定80枚です。完売後はS2指定駐車券となります。
※お食事はオプション販売です。詳しくは公式ホームページをご覧ください。
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S席最上段からコース全体を見渡せるロケーションのテラス席エリアで贅沢にゆったりおくつろぎいただけます。
専用モニターや電源コンセントも完備し、快適にレースを観戦いただけます。

■VIPテラスプレミアム(2日通し券)

プレミアムチケット

※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。
※4月6日（土）・7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。
※1区画最大10名様までご利用いただけます。
※テラス席エリア1区画サイズ：4.0m×7.5m。
※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。
※テラス席は相席でのご利用となります。
※北ゲートよりご入場ください。

1区画貸切・10名まで※ 1名(3歳以上共通)

132,000円
モビパークパスポート1日分付

13,200円
モビパークパスポート1日分付

眺めの良いグランドスタンドハウス2Fに2ルームを設ける、新たな観戦エリア。モニターやWi-Fi、ゆったりとくつ
ろげるシートに加え、すべての観戦エリアに入場可能なオールアクセス、エグゼクティブスイート限定のスペシャル
イベントなど、これまでにない充実したサービスを提供いたします。

■エグゼクティブスイート(2日通し券)

3歳以上共通

18,700 円
モビパークパスポート1日分付

■VIPスイート(2日通し券)

高校生以上 ３歳～中学生

14,700円
モビパークパスポート１日分付

12,500円
モビパークパスポート１日分付

・観戦券＋VIPスイート入場＋S席入場
・パドックパス(ピットウォーク優先入場)＋グリッドウォーク＋N1またはS1指定駐車券(高校生以上のみ)

・スペシャルランチボックス(日曜のみ)、フリードリンク(日曜のみ)、プログラム・記念品付(高校生以上のみ)
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・観戦券＋S席指定券＋テラス席エリア入場
・パドックパス(ピットウォーク優先入場)＋グリッドウォーク＋ハローウッズ指定駐車券
・特製弁当(日曜のみ)・ドリンク(日曜のみ)

※N1駐車券をお持ちのお客様は北ゲートより、S1駐車券をお持ちのお客様は南ゲートよりご入場ください。
※応援席や企画シートなど一部オールパス対象外のエリアがございます。
※ルーム内のテーブル席は相席でのご利用となります。

・観戦券＋エグゼクティブスイート入場＋S席入場
・パドックパス(ピットウォーク優先入場)＋グリッドウォーク＋N1またはS1指定駐車券
・ビュッフェ(日曜のみ)、フリードリンク(日曜のみ)、プログラム・記念品付

※N1駐車券をお持ちのお客様は北ゲートより、S1駐車券をお持ちのお客様は南ゲートよりご入場ください。
※ルーム内のテーブル席は相席でのご利用となります。



高校生以上 中学生まで

4,200円 無料

オプションチケット

ライダーやレース関係者の拠点となるパドックに加え、迫力のパドック特設観戦エリアにご入場いただけます。

■パドックパス(ピットウォーク付・2日通し券)

※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。
※お子さまはパドックパスをお持ちの高校生以上のご同伴が必要です。
※パドック特設観戦エリアにご入場いただけます。

高校生以上 中学生まで

4/6(土)・7(日)
各日 1,300円

無料

憧れの選手やマシンに近づけるピットウォークへご参加いただけます。

■ピットウォークパス(各日当日限り有効)

※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。
※お子さまはパドックパスまたは、ピットウォークパスをお持ちの高校生以上のご同伴が必要です。
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当日駐車券
(当日限り有効)

4輪 2輪
ロードコース(RC)

コースサイドキャンプステイ

4月6日(土) 2,000円 1,000円 4,200円
(2日間有効)4月7日(日) 2,000円 1,000円

当日観戦券
(当日限り有効)

高校生以上 中学生 小学生 3歳～未就学児

4月6日(土) 2,200円 1,200円 600円 300円

4月7日(日)
4,500円

モビパークパスポート
1日分付

1,200円 600円 300円

※ロードコース（RC）コースサイドキャンプステイは、前売にて完売の場合、当日券の販売はございません。

当日観戦券・駐車券



Web通販：2月9日（土）10:00～3月27日（水)23：59

ファミリーマート受取：2月9日（土）10:00～4月6日（土) 23：59
※対象券種のみ

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

2月9日（土）10：00～4月6日（土）

※本リリースに記載している内容は変更になる場合がございます。

チケット販売窓口
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※電話による通信販売、ツインリンクもてぎ窓口での販売はございません。

プレイガイド、コンビニエンスストア
●ローソンチケット ●e+ ●セブンチケット

●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

※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/


