
2019年8月1日
株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

2019年のSUPER GTを締めくくる最終戦
8/31(土)よりチケット発売

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11月2日（土）・3日（日）に、「2019
AUTOBACS SUPER GT Round8 MOTEGI GT 250km RACE GRAND FINAL」を開催いたします。
最終戦である本大会はチャンピオン決定を賭けた激しいバトル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。さらに決勝レース直後には、チャ
ンピオンを決めたばかりのドライバーを含めてシーズンを戦い終えた全てのドライバーが参加してファンの皆様へ感謝を伝えるグ
ランドフィナーレを開催。興奮冷めやらぬファンとドライバーが一体となってシーズンのフィナーレの感動を共有できる、最終戦な
らではの貴重な機会です。
また、今年の決勝レース翌日は振替休日のため、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る3連休となります。
前売チケットは8月31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。グループや2人組でお過ごしい
ただける新たなデッキエリアや、最上級のおもてなしを提供するエグゼクティブスイート、ビクトリースタンドラウンジなど様々な観
戦スタイルでお楽しみいただけます。なおV席やパドックパス、ピットウォークパス、駐車券など一部商品は8月24日（土）15時
～8月28日（水）の期間、ローソンチケット、ローソン、ミニストップにて先行販売を実施いたします。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チケットもご用意しております。

SUPER GT 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 2019 AUTOBACS SUPER GT Round8 MOTEGI GT 250km RACE GRAND FINAL

■開催日 2019年11月2日（土）…SUPER GT 公式予選（ノックアウト方式）14:00～15:13
3日（日）…SUPER GT 決勝（53周）13:30～

※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／自由民主党モータースポーツ振興議員連盟／茂木町

グランドフィナーレ



イベント トピックス

シリーズ最終戦となる本大会の期間中には、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をはじめ、イベント
を多数開催いたします。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、レース観戦と3連休をお過ごしくだ
さい。

-2/11-

各イベントの詳細やその他のイベントはホームページをご覧ください。

全ドライバーが参加。1年の感動をファンと選手が共有できるグランドフィナーレ
2019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の全ドライバーと、1年間支えていただいたファンの皆様がシーズンの感動を共有で
きる瞬間にぜひお越しください。
■日時 11月3日（日）決勝レース・表彰式終了後

激闘を繰り広げたマシンが眼の前に。パークフェルメウォーク
日曜日の全セッション終了後、コースを開放いたします。路面に刻まれたタイヤ痕など、
バトルの痕跡が発見できるかもしれない貴重な機会です。どなたでもお気軽にご参加くだ
さい。
■日時 11月3日（日）15:30～

場内に泊まってSUPER GTを満喫。OVER NIGHT SQUARE
SUPER GT期間中はN5駐車場をキャンプと車中泊ができるエリア「OVER NIGHT
SQUARE」として夜間開放いたします。トイレ、洗面所はもちろんのこと、ご当地グルメもご
用意しております。ホテルツインリンクのぞみの湯へのシャトルバスも運行いたしますので、
土曜日の夜は場内へお泊まりいただき、ゆとりある決勝日の朝を迎える過ごし方をお勧め
いたします。
■日時 11月2日（日）16:00～23:00 （予定）※宿泊は翌朝まで

シリーズチャンピオン優勝予想投票
シリーズチャンピオンを予想し、見事的中させた方の中から抽選で4名様にGT500、
GT300のシリーズチャンピオン全員のサイン入りチェッカーフラッグをプレゼントいたします。
■開催日 11月2日・3日（日）
■投票券 観戦券1枚につき1枚

または対象店舗の販売レシート500円につき1枚



チケット情報

価格はすべて税込です

8月31日(土)10:00より前売チケット販売開始
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・グループやペアで過ごせる1コーナーテラススカイデッキがSUPER GTに新登場
・スーパー耐久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

5,600円
(5,800円)

3,800円
(3,800円)

3,200円
(3,200円)

1,700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。
※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。

■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
(1,200円)

600円
(600円)

300円
(300円)

一部チケットと駐車券は8月24日(土)より先行販売
■先行販売期間 8月24日（土）15:00～8月28日（水）23時59分

■先行販売窓口 ローソンチケット、ローソン、ミニストップ

■先行販売商品 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

※先行販売期間に完売となった商品については8月31日（土）からの販売はございません。
※先行販売商品は予告なく変更・追加する場合がございます。

（ ）内は消費税率改定後の価格

（ ）内は消費税率改定後の価格

駐車券

4輪 2輪

2,000円(2,100円) 500円(600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。
※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。
※2輪でご来場の場合は、南ゲートよりご入場ください。

（ ）内は消費税率改定後の価格
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グループシート

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＋N‐A指定駐車券

[限定15区画]

55,000円
(56,100円)

※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。
※N-A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

[限定28区画]

8,800円
(9,000円)

※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。

（ ）内は消費税率改定後の価格

（ ）内は消費税率改定後の価格
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プレミアムチケット

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アクセスパス、特別ツアーなど、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/プライベートスイート(2日通し券)

エグゼクティブスイート
(座席指定)
[84席限定]

59,000円/1名
(60,100円/1名)

プライベートスイート
(座席指定)
[17席限定]

59,000円/1名(60,100円/1名)

貸切1,003,000円

※3歳以上共通料金です。
※V席は座席指定です。
※南ゲートよりご入場ください。
※ガーデンラウンジ内のテーブル席をご利用の場合は相席となります。
※レースはV席からご観戦ください。ガーデンラウンジ内はモニターにてレースをご観戦いただけます。
※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。

・観戦券＋スイート入場＋V1席入場
・モビパークパスポート1日分付き
・グランドフィナーレ優先入場
・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)、公式プログラム、公式リザルト、記念品付

（ ）内は消費税率改定後の価格

メインストレートに面したビクトリースタンド(V席)の各観戦席・応援席と合わせてご利用いただけるワンランク
上のラウンジです。大迫力のレース観戦をスタンドで楽しみ、レース以外の時間は冷暖房完備の屋内ラウンジで
お食事などをお楽しみいただけます。もてぎの森を感じられるガーデン調のゆったりしたラウンジ内ではお一人様1
席を用意し、ランチビュッフェやフリードリンクなど充実したサービスでおもてなしいたします。

■ビクトリースタンドガーデンラウンジ(2日通し券)

・V席指定席観戦券＋ビクトリースタンドガーデンラウンジ入場
・モビパークパスポート1日分付き
・スーパースピードウェイ3～4ターン駐車券
・ランチビュッフェ昼食(日)、フリードリンク(土・日)、
公式プログラム、公式リザルト付

V1、V2、V3
TEAM MUGEN応援席

V4、V5、V6
Honda応援席、

ARTA応援席、LEXUS応援席
SUBARU応援席

Hondaプレミアム応援席

37,900円
(38,700円)

37,400円
(38,200円)

39,560円
(40,400円)
（ ）内は消費税率改定後の価格



指定席①
■ビクトリースタンド(V席)

※観戦券と指定席券のセット券です。
※V6には車椅子席がございます。詳しくはホームページをご確認ください。
※高校生以上券には、モビパークパスポートがサービスで1日分付きます。
※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。
※V席は11月2日（土）は自由席、3日（日）が指定席です。
※スーパースピードウェイ（SSW）3～4ターン駐車券をモビリティステーションにてオプション販売いたします。

目の前を走り抜けるマシンの迫力、サウンドを身体全体で体感いただけるビクトリースタンドは、スーパースピードウェイのス
トレート上に設けられます。最終コーナー～1コーナーまで約10,000席に及ぶスタンド席で、周辺にはフードコートやレストス
ペース、そしてSUPER GTにまつわる様々なおもてなしを展開する「ホスピタリティガーデン」が登場いたします。
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観戦券
+

座席指定席券

V1
LAWSON
シート

V2 V3 V4 V5 V6

高校生以上 9,400円
(9,600円)

8,900円
(9,100円)

中学生 5,400円
(5,500円)

小学生 4,800円
(4,900円)

3歳～未就学児 3,300円
(3,400円)

SUPER GT観戦(2日通し券)＋V席指定席＋1日分モビパークパスポート付

（ ）内は消費税率改定後の価格

観戦券
+

座席指定席券

V1
LAWSON
シート

V2 V3 V4 V5 V6

中学生 2,800円
(2,900円)

小学生 2,200円
(2,300円)

3歳～未就学児 1,900円
(2,000円)

SUPER GT観戦(2日通し券)＋V席指定席

（ ）内は消費税率改定後の価格



指定席②
■ビクトリースタンド(V席)ファンシート

※観戦券と指定席券のセット券です。
※各応援席により特典は異なります。
※高校生以上券には、モビパークパスポートがサービスで1日分付きます。
※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。
※V席は11月2日（土）は自由席、3日（日）が指定席です。
※スーパースピードウェイ（SSW）3～4ターン駐車券をモビリティステーションにてオプション販売いたします。
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観戦券
+

座席指定席券

V2 V4 V5 V6
TEAM
MUGEN
応援席

LEXUS
応援席

SUBARU
応援席

ARTA
応援席

Honda
応援席

Honda
プレミアム
応援席

高校生以上 9,400円
(9,600円)

8,900円
(9,100円)

11.060円
(11,300円)

中学生 5,400円
(5,500円)

7,560円
(7,700円)

小学生 4,800円
(4,900円)

6,960円
(7,100円)

3歳～未就学児 3,300円
(3,400円)

5,460円
(5,600円)

SUPER GT観戦(2日通し券)＋V席ファンシート指定席＋1日分モビパークパスポート付

（ ）内は消費税率改定後の価格

観戦券
+

座席指定席券

V2 V4 V5 V6
TEAM
MUGEN
応援席

LEXUS
応援席

SUBARU
応援席

ARTA
応援席

Honda
応援席

Honda
プレミアム
応援席

中学生 2,800円
(2,900円)

4,960円
(5,100円)

小学生 2,200円
(2,300円)

4,360円
(4,500円)

3歳～未就学児 1,900円
(2,000円)

4,060円
(4,200円)

SUPER GT観戦(2日通し券)＋V席ファンシート指定席

（ ）内は消費税率改定後の価格
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セット券①

本大会｢2019 AUTOBACS SUPER GT Round8 MOTEGI GT 250km RACE GRAND FINAL｣
と、9月14日(土)・15(日)開催の｢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｣のセット券です。

■SUPER GT＋スーパ耐久セット券

SUPER GT＋スーパー耐久セット券(高校生以上)

8,800円

※本商品はセブン-イレブン、セブンチケット限定です。
※お買い求めの際は「もてぎスーパー耐久 5Hours Race」より
チケットを選択してください。
※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。

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。
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セット券②

■ファミリーチケット(2日通し券)

※指定席観戦券（高校生以上2名・3歳～中学生2名）と指定駐車券がついたセット券です。
※S2・R1（マルチコース）駐車券は南ゲートより、R2駐車券は北ゲートよりご入場ください。
※11月2日（土）は自由席、3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サービスで1日分付きます。
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。

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
子さま連れで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
(SSW)ストレート

駐車券
【100セット】

スーパースピードウェイ
(SSW)

3～4ターン駐車券
【50セット】

20,800円
(21,200円)

20,800円
(21,200円)

20,800円
(21,200円)

20,800円
(21,200円)

（ ）内は消費税率改定後の価格

[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(マルチコース)駐車券
【200セット】

R2駐車券
【50セット】

20,800円
(21,200円)

20,800円
(21,200円)

20,800円
(21,200円)
（ ）内は消費税率改定後の価格

※指定席観戦券（高校生以上2名・3歳～中学生2名）と指定駐車券がついたセット券です。
※N2・N-B駐車券は北ゲートより、スーパースピードウェイ（SSW）ストレート駐車券
およびスーパースピードウェイ（SSW）3～4ターン駐車券は南ゲートよりそれぞれご入場ください。
※11月2日（土）は自由席、3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サービスで1日分付きます。
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。



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
(パドック入場のみ)

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
(10,500円)

7,300円
(7,500円)

5,200円
(5,300円)

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(2日間有効)

※別途観戦券が必要です。
※パドック内一部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。
※先行販売期間に完売の場合、8月31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ために、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。

高校生以上 中学生以下

11/2(土)・3(日)
各日 2,100円(2,200円) 無料

コース正面からレースを見ることができる唯一の観戦ポイントです。

■ピットウォークパス(各日当日限り有効)

※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。
※先行販売期間に完売の場合、8月31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。
※ピットウォークについて、入場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。
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（ ）内は消費税率改定後の価格

（ ）内は消費税率改定後の価格

5コーナー激感エリアパス
高校生以上[限定300枚]

2,500円(2,600円)

■激感エリアパス(2日間有効)

※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。
※先行販売期間に完売の場合、8月31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。イスはございませんのでご了承ください。
※グランドスタンド4ゲートからスーパースピードウェイ４ターン上を通り、5コーナーアウト側へお進みください。
※パドック側からのご入場はできません。

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。

（ ）内は消費税率改定後の価格

真横を駆け抜ける、まるで猛獣のようなSUPER GTマシンの迫力を体感いただけます。

ペア券

7,200円(7,400円)

■サーキットサファリ

※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。
※11月2日（土）SUPER GTフリー走行後に実施いたします。

（ ）内は消費税率改定後の価格



当日チケット
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VIPスイート、ビクトリーコーナーテラス、SORAサイト、A・G・Z・V字コーナー 各指定席、キャンプステイ駐車券など
リリースに記載のない商品ならびに詳細、特典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/

8月31日（土）10：00～11月1日（金）

Web通販：8月31日（土）10:00～10月23日（水)23：59

※商品により販売開始時間が異なります。HPをご確認ください。

ファミリーマート受取：8月31日（土）10:00～11月1日（金) 23：59
※対象券種のみ

当日駐車券
(当日限り有効) 4輪 2輪

11月2日(土) 2,600円 1,100円
11月3日(日) 2,600円 1,100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

11月2日(土) 3,200円 1,200円 600円 300円

11月3日(日)
6,400円

モビパークパスポート
1日分付

1,200円 600円 300円

※2輪でご来場の場合は、南ゲートよりご入場ください。
※4輪は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。
※前売駐車券が完売の場合は場内駐車場の当日券の販売はございません。


