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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

秋の3連休にスポーツカーが集結
ピレリスーパー耐久シリーズ2019
第5戦 もてぎスーパー耐久 5Hours Race
開催概要および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2019年9月14日（土）・15日（日）に、国内外のス
ポーツカーによる耐久レース「ピレリスーパー耐久シリーズ2019 もてぎスーパー耐久 5Hours Race」を開催いたします。
「ピレリスーパー耐久シリーズ」は市販車がベースのマシンで争われ、街で見かけるHonda・フィットやトヨタ・ヴィッツ、マツダ・
デミオから、普段は目にすることのできないアウディ・R8やポルシェ・911など幅広い車種のレーシングカーによる混走が大きな
魅力です。車種ごとにクラス分けがあるものの全車両が同時にレースを行うためコース随所で追い越しが見られ、レース観戦
経験のない方でもその迫力をお楽しみいただくことができます。
併催には「TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race」を開催。こちらは公道走行可能なトヨタ・86とスバル・BRZによる
レースで、日本で最大の人気を誇るスーパーGTのチャンピオン経験を持つ脇阪寿一選手や谷口信輝選手、織戸学選手ら
が参戦しており、近年注目が高まっているシリーズのひとつです。
本大会開催中のツインリンクもてぎでは秋のイベントも開催しており、今年春にオープンした新アトラクション「巨大ネットの
森 SUMIKA」をはじめ、ファミリーでアトラクションや自然の森遊びとともに、レースをお楽しみいただけます。
前売チケットは7月13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。なお本大会と、ツーリングカー
国内最高峰であるスーパーGTの最終戦「MOTEGI GT GRAND FINAL」の観戦と特典がセットになったチケットもご用意して
おります。

ピレリスーパー耐久 レースシーン
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巨大ネットの森 SUMIKA

開催概要

■大会名称 ピレリスーパー耐久シリーズ2019 第5戦 もてぎスーパー耐久 5Hours Race

■開催日 2019年9月14日（土）…スーパー耐久公式予選14:00～16:45
15日（日）…スーパー耐久 もてぎスーパー耐久（5時間耐久レース）

決勝 12:00スタート 17:00チェッカー
※上記スケジュールは変更になる場合があります

■主催 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.）

■公認 一般社団法人日本自動車連盟（JAF）

■後援 茂木町

■併催 TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 2019 第7戦 もてぎ

86/BRZレースシーン



見どころ
国内外のスーパースポーツが集結。今季はST‐XとST‐Zに注目！

国産のスポーツカーだけでなく、海外の有名スーパーカーが参戦している今年のスーパー
耐久。最高峰のST-Xクラスではアストンマーティンの新型ヴァンテージGT3が登場。ル・マン
24時間でのノウハウを惜しみなく注ぎ込んだ1台で今シーズンから世界的にレース参戦を開
始している。国内デビュー戦となった開幕戦の鈴鹿では見事優勝を飾ったことがニュースに
なった。
また、今季からGT4車両で争われるST-Zクラスに参戦車両が増え始めている。GT3車両
でも使われる欧州のスーパーカーがベースとなっているが、より市販車に近いマシンに仕上
がっているのが特徴。市販車で使用されているパーツも多く使われているという。今年はメル
セデスAMG GT4に加え、KTM、ジネッタなども参戦。今後さらに盛り上がっていくことが予想
されるクラスなだけに、ぜひともチェックしておきたいところだ。

ST-Xクラス ヴァンテージGT3

86/BRZ…ナンバー付きながらトップドライバーも参戦する注目のシリーズ
世界ラリー選手権やル・マン24時間耐久レースで国内外から注目を集めているトヨタのモー
タースポーツ活動、TOYOTA GAZOO Racingのなかでもナンバー付き車両による参加型
レースとして人気を博している86/BRZ Race。シリーズは「プロフェッショナル」と「クラブマン」に
分かれており、プロフェッショナルシリーズには過去スーパーGTでチャンピオン経験を持つ脇阪
寿一選手や谷口信輝選手、織戸学選手らが参戦している。クラブマンシリーズには、今大
会へのエントリーは不透明だが元プロ野球選手の山﨑武司選手も名を連ねている。
もちろんレースそのものも見応え抜群。86/BRZという決まった車種で争われるため、差がつ
きづらく、競り合いが期待できる。今大会はスーパー耐久とあわせて、短期決戦の86/BRZも
楽しめる贅沢な週末になりそうだ。

脇阪寿一選手（左）、谷口信輝選手（右）

イベント トピックス

本大会の期間中は、お子さまにお楽しみいただけるイベントを多数開催いたします。秋のイベントや、操る喜びを感じられる
アトラクションで遊べるモビパークと合わせて、ご家族でレース観戦と3連休をご堪能ください。
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イベントの詳細やその他の内容はホームページをご覧ください。

ST-Zクラス メルセデスAMG GT4

先着300名様をご招待
ファミリーグリッドウォーク 小学生以下のモビパークパスポートをお持ちのお子さまとそのご家族先着300名様を、

観戦券をお持ちでなくてもスタート直前のグリッドウォークへご招待いたします。
開催日 9月15日（日）
定員 300名（先着・当日受付）
※観戦券をお持ちでなくてもご参加いただけます。
※中学生以上のモビパークパスポートは対象外です。
※対象のお子さま1人につき高校生以上の同伴が必要です。また、合計で3名様までご入場いただけます。

日曜ピットウォーク中・お子さま限定
マシン搭乗体験

日曜日のピットウォークでは、中学生以下のお子さま限定で実際のマシンのコックピットに
搭乗いただけます。
開催日 9月15日（日）
※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。
※チーム運営やピット作業の状況により実施できない場合がございます。あらかじめご了承ください。



チケット情報

価格はすべて税込です

7月13日(土)10:00より前売チケット販売開始

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。
※お車でお越しの場合、入場ゲートの指定はございません。係員の誘導に従いご入場ください。
2輪でご来場の場合は、南ゲートよりご入場ください。

スーパースピードウェイ(SSW)3～4ターン駐車券

3,100円(限定50台)
※別途観戦券が必要です。
※夜間の停め置きはできません。
※南ゲートよりご入場ください。

ロードコース(RC)コースサイドキャンプステイ駐車券

3,100円(限定110台)
※別途観戦券が必要です。
※駐車場所は指定です。
※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。テントはご自身で強風対策等をお願いいたします。
※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。
※給水の設備はございません。
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・モビパークパスポート付き子ども券は通常価格から割引セット価格
・スーパーGTとのセット券は両大会での特典付き

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

■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

S2指定駐車券

3,100円(限定20台)
※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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セット券①

本大会｢ピレリスーパー耐久シリーズ2019 第5戦 もてぎスーパー耐久 5Hours Race｣と、11月2日(土)・
3日(日)開催の｢2019 AUTOBACS SUPER GT Round8 MOTEGI GT 250km RACE GRAND 
FINAL｣のセット券です。

■スーパー耐久＋SUPER GTセット券

スーパー耐久＋SUPER GTセット券(高校生以上)

8,800円

※お車・バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要です。
※各レース開催日のモビパークパスポート1日分付きです。
※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いたします。
券面記載の専用コードを入力してお買い求めください。
※SUPER GT指定席券の販売開始は8月31日（土）です。

通常定価合計9,200円

●特典①「ピレリスーパー耐久シリーズ 2019 もてぎスーパー耐久 ５Hours Race」開催時
・☆S耐ＴＶ主催ピット訪問ツアー☆ 抽選参加権
普段は入れないピット内を、公式Youtubeチャンネル「S耐TV」出演者と一緒に見学できるチャンスです。
※特典は抽選への参加権です。
※9月14日(土)または15日(日)に現地受付で抽選の結果当選された方が参加いただけます。
※定員は各回20名です。
※抽選制のため、セット券購入者全員が参加できるものではございませんのであらかじめご了承ください。

●特典②「2019 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参加権(80名限定・先着)
※グランドフィナーレは11月3日（日）のみの開催です。
※サーキットエクスペリエンスは11月2日（土）のみの開催予定です。11月2日（土）に現地受付で抽選され、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2日（土）のみの開催予定です。11月2日（土）に現地にて先着順に受付をさせていただきます。
※レーシングコースバス走行はサーキットサファリとは異なります。
※抽選制・先着受付制のイベントはセット券購入者全員が参加できるものではございませんのであらかじめご了承ください。

高校生以上 2名観戦券＋4輪駐車券

7,980円
モビパークパスポート1日分付

モビパークパスポート付き子ども観戦券 特別価格

中学生 小学生 3歳～未就学児

3,400円 3,100円 1,650円

■ファミリーチケット(2日通し券)

※観戦券高校生以上2枚＋駐車券＋モビパークパスポート付きの子ども観戦券のセット券です。
※モビパークパスポート付き子ども観戦券は1枚から必要分を選んでお買い求めいただけます。
※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。
高校生以上の観戦券に付くサービスパスポートは中学生以下のパスポートとしてはご利用いただけません。
※モビパークパスポートはどちらか1日のみ有効です。
※南ゲートよりご入場ください。

レース観戦券とお子さまのパスポートがセットの前売券です。ファミリーでモビパークをお楽しみいただきレース観戦をされる
方におすすめです。

通常定価8,700円



セット券②

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)

8,000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。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）は、観戦券もしくは当日モビパークパスポートをお持ちのうえで、
S席セット券をお持ちの高校生以上のご同伴があればS席・パドック・パドック特設観戦エリアへ無料でご入場いただけます。
※ご同伴のお子さま（中学生以下）は、観戦券もしくは当日モビパークパスポートをお持ちのうえで、
グリッドウォーク券をお持ちの高校生以上のご同伴があればグリッドウォークに無料でご参加いただけます。
※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別途駐車券をお買い求めください。

※単体販売は行っておりません。
※SSW駐車場では夜間の停め置きができません。
※南ゲートよりご入場ください。
※駐車券はMOBILITY STATION、セブンイレブンのみの販売です。

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
スーパースピードウェイ(SSW)ストレート駐車券

(限定150台)

S席セット券オプション
スーパースピードウェイ(SSW)3～4ターン駐車券

(限定150台)

3,100円 1,500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
※スーパー耐久及び86/BRZ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。
※高校生以上が対象です。
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S席セット券オプション
S1駐車券(限定70台)

S席セット券オプション
S2駐車券(限定70台)

1,500円 1,500円
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グループシート①

グランドスタンド最上段と同じ高さに新設されたスカイデッキでは、、1コーナーから2コーナーにかけてのバトルを
余すことなく一望することができます。また、最大6名が利用できる専用のプライベート区画にはタープとソファを
設置し、ゆったりとした環境の中で仲間や家族とお食事などを楽しみながらレース観戦を満喫いただけます。

■1コーナーテラス スカイデッキ(2日通し券)

1コーナーテラス スカイデッキ
1区画＋ハローウッズ指定駐車券

15,000円(限定15区画)

※別途ご利用人数分の観戦券が必要です（3歳未満は不要です）。
※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）。
※1区画のサイズは観戦方向間口3.5m×奥行4.0mです。
※区画番号までお選びいただけます。
※ハローウッズ指定駐車券が付きます。
※北ゲートよりご入場ください。
※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。

●区画内の設備
・タープ
・テーブル／イス（5脚）

コースを一望できる高台に2台ペアで用意されるデッキチェアに座ってゆったりと レース観戦を楽しめる新エリア
です。アウトドア気分でゆったり座りながら、目の前が開けた開放感の中で、レースをご覧いただけます。

■1コーナーペアシート(2日通し券)

1コーナーペアシート
1区画

4,000円(限定28区画)

※別途ご利用人数分の観戦券が必要です（3歳未満は不要です）。
※最大2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区画のサイズは観戦方向間口2.5m×奥行1.5mです。
※区画番号までお選びいただけます。
※お車・バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要です。 ●区画内の設備

・イス（2脚）

※正面にビジョンの設置はございません。
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グループシート②

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)

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。オプションでランチボックスもご注文いただけ
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

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

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

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

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。
※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。

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(限定51区画)

1区画(2.5m×2m)
東エントランス指定駐車券(限定7区画)

【ワンちゃん同伴エリア】

6,100円 6,100円
※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。
※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。



-8/10-

プレミアムチケット

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)

※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。
※9月14日（土）・15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名(3歳以上共通) 1区画貸切・10名まで※

20,700円
モビパークパスポート1日分付

207,000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。大型モニターや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パス、スペシャルゲストを招いてのトークショーな
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

38,400 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

24,400円
モビパークパスポート１日分付

21,300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指定、S1指定駐車券(駐車券は左記のいずれか・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)、記念品付

・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(2日間)、フリードリンク(2日間)、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 中学生以下

4,200円 無料

オプションチケット

ドライバ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 中学生以下

9/14(土)・15(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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当日チケット
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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公式ホームページをご確認ください

※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

※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/

7月13日（土）10：00～9月14日（土）

Web通販：7月13日（土）10:00～9月4日（水)23：59

ファミリーマート受取：7月13日（土）10:00～9月14日（土) 23：59
※対象券種のみ

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

9月14日(土) 2,000円 1,000円 4,200円
(2日間有効)9月15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

9月14日(土) 2,200円 1,200円 600円 300円

9月15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。


