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「2020 FIMトライアル世界選手権 第2戦 ストライダー 日本グランプリ」
6/6(土)・7(日)開催

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、2020年6月6日（土）・7日（日）に「2020 FIMトライ
アル世界選手権 第2戦 ストライダー 日本グランプリ」を開催いたします。
自然の地形を活かした岩場や急斜面をバイクに乗ったまま駆け上るモータースポーツ「トライアル」の世界選手権は、日本で
はツインリンクもてぎでのみ開催しており、自然を舞台にした「セクション」と呼ばれる競技区間で世界のトップライダーが魅せる
大迫力のバイクアクションをお楽しみいただけます。
また、土曜日にはマイバイクでMotoGP™コースを高速走行体験いただける「MotoGP™サーキットラン」、実力派ライダーによ
る1対1のスピードトライアルレースやトークショー、さらにはフリーキャンプ&車中泊をお楽しみいただけるエリア「トライアルナイト
キャンプ セクション0（ゼロ）」を展開。充実した2日間をお過ごしいただけます。
また今年もトライアル世界選手権では、1歳半～5歳の子どもが乗れるランニングバイク「ストライダー」を日本全国に展開す
るストライダージャパンが引き続きタイトルスポンサーとして大会に協賛し、「ストライダーエンジョイカップ」を併催します。ほかにも
見るだけでなく参加して楽しむコンテンツを予定しております。
なお、前売チケットは3月14日（土）より販売いたします。

2020年3月6日
株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

世界最高峰のテクニックを有するライダーがツインリンクもてぎの森で魅せる大迫力のトライアルと、
マイバイクによるMotoGP™コース走行、夜だけのトライアルスピードレース、キャンプを楽しめる週末

◆ストライダーとは？
STRIDER®は、世界25ヶ国、200万人以上の子どもたちに愛されている
ただひとつのランニングバイクです。子どもには使いづらいペダルとブレーキを省いたことで、
小さなお子さまでも直感的に操作でき、自然とバランス感覚が向上するとして支持を得ています。
発売以来、三輪車に代わる乗り物として全世界で累計販売200万台を突破。
日本国内では百貨店やスポーツショップなど全国およそ900箇所で販売されています。

開催概要
■大会名称 2020 FIMトライアル世界選手権 第2戦 ストライダー 日本グランプリ
■開催日 2020年6月6日（土）・7日（日）
■開催予定クラス TrialGP / Trial2 / TrialGP Women / Trial125
■主催 一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） ／ 株式会社モビリティランド
■冠協賛 ストライダージャパン
■公認 国際モーターサイクリズム連盟（FIM）

■ストライダージャパン（株式会社 Ampus）
https://www.strider.jp/
本社：東京都杉並区高円寺南4-5-7 4F
代表者：代表取締役社長岡島和嗣
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トピックス

2020年の世界トライアルはレギュレーションの改訂により全10セクションを3周すること
になり、世界最高峰のテクニックを3度・2日間味わえることとなります。
今年の注目は岩盤セクションに登場する超高難度のモンスターセクション。前人未
到のシリーズ13連覇を果たしている史上最強のトライアルライダー、トニー・ボウ選手を
はじめ世界トップのライダー達が見せる迫力のバイクアクションを堪能いただけます。
さらに競技関係者専用エリアの間近で観戦できる「激感エリア」を4個のセクションに
新設。ライダーの息吹や跳ね上げる土も感じられる必見のエリアです。

トライアルの魅力が凝縮された10セクション×3ラップ×2DAYS。
今年は超高難度のモンスターセクションが岩盤に登場。間近で楽しめる激感エリアも新登場。

※内容は予告なく変更になる場合があります

ご家族でのレジャーに最適な「ファミリーチケット」
本大会では、ツインリンクもてぎの対象アトラクションが遊び放題のモビパークパスポー
トとトライアル観戦券をセットにし、通常よりも割引となる「ファミリーチケット」をご用意し
ております。
初夏の森歩きをしながらすぐ近くをバイクが駆け抜ける非日常体験と、森をテーマに
親子でチャレンジできるアスレチックや立体迷路、お子さまが自由に操れるクルマやバイ
クのアトラクションが充実したモビパークとあわせて、よりオトクにお楽しみいただけます。

マイバイクで気軽にレーシングコースを高速走行できる「MotoGPTMサーキットラン」
MotoGPTMが開催されるグランプリコースをマイバイクで走行できるイベントを今年もト
ライアル世界選手権の土曜日に開催。パレード走行ではなく先導付きの高速走行の
ため、よりMotoGPTMライダー気分を味わえます。また、革ツナギなどのレーシングコース
専用の装備は一切不要で、ツーリング装備のまま気軽にご参加いただけます。
さらに会場には2019年のMotoGP™日本グランプリで実際に使用した表彰台や記者
会見場を再現し、フォトスポットとして開放いたします。グランプリ期間中には撮影でき
ないホンモノを使って、思い出の1枚をお持ち帰りいただけます。

※MotoGPTMサーキットランは6/6（土）のみの開催です。詳しくはホームページをご覧ください。

仲間とも語り明かせるフリーキャンプ&車中泊エリア
「トライアルナイトキャンプ セクション0(ゼロ)」が新登場。
実力派ライダーによる1対1のスピードトライアルレースやトークショーを開催。

世界トライアルの週末により浸って満喫できるフリーキャンプ&車中泊エリア「トライアル
ナイトキャンプ セクション0（ゼロ）」では、この場所だけのスペシャルセクションを使い、全
日本トライアルで活躍する実力派ライダーによる1vs1のスピードレースを開催いたしま
す。また、恒例のトップライダーによるトークショーも予定しています。
さらに会場のすぐ近くではキャンプや車中泊をお楽しみいただけますので、仲間やご家
族で朝から夜までトライアルをお楽しみいただけます。

※トライアルナイトキャンプ セクション0は6/6（土）のみの開催です。詳しくはホームページをご覧ください。
※用品のレンタル等はございません。予めご了承ください。

※ファミリーチケットの詳細は本リリースの4ページ、またはホームページをご覧ください。
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基本チケット
価格はすべて税込です

高校生以上 中学生 小学生 3歳～未就学児

4,300円 3,800円 3,200円 1,700円
※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。
※ツインリンクもてぎの通常営業日のモビパークパスポート＋入場の定価金額は以下の通りです。
高校生以上4,400円／中学生4,400円／小学生3,800円／3歳～未就学児2,100円

4輪 2輪

1,600円 600円

※別途入場券または観戦券が必要です。
※2.5m×5.0mの駐車区画内であれば大型車・キャンピングカーも駐車可能です。
※2.5m×5.0mを超える車両は2台分の料金が必要です。
※南ゲートからご入場ください。
※6/6（土）に2輪でMotoGPTMサーキットランご参加のお客様は
北ゲートからご入場ください。

●トライアル世界選手権観戦…2日分 ●モビパークパスポート…1日分
●MotoGPTMサーキットラン…6/6(土)走行券 ●ナイトキャンプ(フリーキャンプ&車中泊エリア)…6/6(土)

■前売駐車券(2日間通し)

この週末だけの限定イベントも楽しめるうえに
通常営業日のモビパークパスポート＋入場料よりもお得な前売チケット

■トライアル観戦券

ライダー応援チケット・プレミアム観戦

高校生以上
オリジナルスポーツタオル付

5,300円

■藤波貴久選手応援チケット(2日通し・前売券)
※モビパークパスポート1日分付きです。
※お車・バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要です。
※バイクでご来場いただいた方は、MotoGP™サーキットランにご参加いただけます。

観戦券・駐車券付
3歳以上共通
※限定300枚

15,300円

【特典内容】
・8つのセクションの最前特設観戦エリア入場
・スタートセレモニー最前特設エリア入場
・表彰式の最前特設エリア入場
・ライダーサイン会 優先入場
・指定駐車券「S1駐車場」または「東エントランス駐車場」または「SSW駐車場」
・ハローウッズ多目的棟 専用休憩スペース入場
（日曜日のみフリードリンク付）
・VIPスイート 入場（レストスペースとして）
・記念品付き

■プレミアム観戦(2日通し・前売券)
観戦券、指定駐車券付／人気セクション最前特設観戦エリアに入場可能な特典付

※モビパークパスポート1日分付きです。
※南ゲートからご入場ください。
※バイクでご来場いただいた方は、
MotoGP™サーキットランにご参加いただけます。
※SSW（スーパースピードウェイ）駐車場は夜間の留め置きができませんので予めご了承ください。
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企画チケット

■ファミリーチケット

※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様のパスポートがセットされたファミリー限定のおトクな前売券

高校生以上 2名分のトライアル観戦券
(モビパークパスポート1日分付) 4輪駐車券

9,400円通常営業日定価
9,800円

＋
ご家族構成に応じて選べる子どもトライアル観戦券

(モビパークパスポート1日分付)

中学生 小学生 3歳～未就学児

3,400円 3,100円 1,650円
通常定価4,400円 通常定価3,800円 通常定価2,100円

MotoGP™サーキットラン付き
アフタヌーンチケット
（高校生以上）

3,300円

■MotoGP™サーキットラン付き アフタヌーンチケット 6/6(土)のみ有効

※お車・バイクでご来場の場合は、別途駐車券が必要です。
※前売観戦券、プレミアム観戦、藤波貴久選手応援チケットをお持ちの場合は本券は不要でMotoGP™サーキットランにご参加いただけます。
※MotoGP™サーキットラン及び、アフタヌーンチケットは6/6（土）のみ有効です。
※アフタヌーンチケットにはモビパークパスポートは付きません。
※アフタヌーンチケットは13時からトライアル観戦エリアにご入場いただけます。
※バイクでお越しの場合は北ゲートよりご入場いただき、第2パドックに駐車してください。

土曜日の午前中にMotoGP™サーキットランを楽しみ、午後からトライアルを観戦される方にオススメ。
トライアルナイトキャンプ(フリーキャンプ&車中泊エリア)にもお泊りいただけます。
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■トライアル セクションサイドプレミアムキャンプ
10番セクションの目の前！
トライアル、ストライダーの会場に最も近く用品も揃ったサイト数限定の
プレミアムキャンプサイトです。

1サイト(4名まで)
N2駐車場1台分付き

35,000円
[セット内容]
・6/6（土）～7（日） 1泊2日
・テント×1
・ランタン×1
・寝袋×人数分
・シーツ×人数分
・ロールマット×人数分
・土曜夕食/日曜朝食付き

■サイト区画 5m×5m
■テントサイズ 2.7m×2.7m
■受付 専用フォームにて3/14（土）より受付開始
■お支払い方法 銀行振込（前払い）
■ご利用いただける設備・アメニティ
・トイレ・シャワールーム・ロッカー（無料W38cm×H38cm×D38cm）
・パウダールーム完備
・自動販売機（ソフトドリンク）
・携帯充電用コンセント
・リンスインシャンプー、ボディソープ、ドライヤー
■キャンセル規定
・30日前～15日前⇒料金の20%
・14日前～8日前⇒料金の30%
・7日前～3日前⇒料金の50%
・2日前～当日⇒料金の100%

※ご希望のお客様のみ、6/5（金）より宿泊いただけます。その場合、金曜日の夕食／土曜日の朝食は付きません。
※料金に観戦券は含まれておりません。別途、観戦できるチケットをお買い求めください。
※サイトの場所のご指定は承っておりません。
※火（直火・コンロ等問わず）の使用はできません。
※発電機の持ち込みはご遠慮ください。
※ペットを連れてのご宿泊はご遠慮ください。
※消灯時間（22:00）以降は他のお客様のご迷惑にならないようご協力をお願いいたします。
※所持品はお客様ご自身での管理をお願いいたします。
※キャンプご滞在中に撮影した写真を新聞・雑誌・放送・放映・インターネット配信等で使用させていただく場合がございます。

■お問い合わせ
ツインリンクもてぎ内ハローウッズ
0285-64-0155
（受付時間10：00～17：00）

プレミアムキャンプサイト
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各種チケットの詳細、特典およびその他の券種については、ツインリンクもてぎホームページでご確認ください

※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/

3月14日（土）10：00～6月6日（土）

Web通販：3月14日（土）10:00～5月27日（水)23：59

ファミリーマート受取：3月14日（土）10:00～6月6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

6月6日(土) 2,100円 1,100円
6月7日(日) 2,100円 1,100円

当日観戦券
(当日限り有効)

高校生以上
モビパークパスポート

1日分付
中学生 小学生 3歳～未就学児

6月6日(土) 5,300円 1,200円 600円 300円
6月7日(日) 5,300円 1,200円 600円 300円

当日観戦券・当日駐車券

アフタヌーンチケット
(当日限り有効) 高校生以上

6月6日(土) 2,100円
6月7日(日) 2,100円

※アフタヌーンチケット（高校生以上）にはモビパークパスポートは付きません。
※アフタヌーンチケットは、13時からトライアル観戦エリアにご入場いただけます。

セクションサイドプレミアムキャンプ 受付窓口

公式ホームページ
https://www.twinring.jp/wctrial/camp/

■お問い合わせ

ツインリンクもてぎ内ハローウッズ

0285-64-0155（受付時間10：00～17：00）


