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2009 年1 月2４日発行 

2009 年 2 月 6 日改訂 

株式会社モビリティランド 

ツインリンクもてぎ 

 

 ツインリンクもてぎ春催事 『2009 コチラのモビフェスタ』開催のご案内 

 

 

ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）は、2009年3月14日（土）～29日（日）に、モビリティをテーマにした

ご家族で楽しめるイベント『2009 コチラのモビフェスタ』を開催します。 

 

ストックカーに同乗するスピード体験や、マイカーでサーキット走行が体験できるなど、普段は入れな

いスーパースピードウェイでモビリティの楽しさを味わっていただける“モータースポーツフェア”、トミカ

のアトラクションや展示、イベントモデルの販売などで楽しめる“トミカフェア”、お子様向けのバイク教室

などモビリティの楽しさがいっぱいの“モビリティフェア”、お菓子作り・クラフト作りなどを通して親子の 

触れ合いを感じていただける“ものづくりフェア”などをご用意いたしました。 

 

また Honda Collection Hall、ファンファンラボ、ハローウッズでも春のスペシャルイベントを開催する 

ほか、ホテルツインリンクでは、各種イベントが気軽に楽しめる宿泊プランもご用意しております。 

 

そのほかにも、ご家族、ご友人おそろいでお楽しみいただけるこの時期限定の各種イベントをご用意

しております。 

開催概要は下記の通りです。 

 

記 

 

 開催概要  

●イベント名称   『2009 コチラのモビフェスタ』 

 

●開 催 日 程   2009 年3 月14 日（土）～29 日（日） 

●主     催   株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ 

●会     場   ツインリンクもてぎ 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1 

●お問い合わせ  ツインリンクもてぎ TEL 0285-64-0001（代表）  

 

●入場・駐車料金のご案内                                         【税込】 

入場料 駐車料 

 大人 
15 歳以上 

子ども 
小中学生・ 

6 歳～15 歳未満 

幼児 
3 歳～6 歳未満 

4 輪車 2 輪車 
バス 

大型・中型・マイクロ

平日     600 円 無料 

土・日・祝日 
1,200 円 500 円 300 円

600 円 300 円 
1,000 円

 ※6 歳でも小学校入学前は幼児料金。15 歳でも中学生は子ども料金となります。 

※3 月14 日（土）～28 日（土）の料金となります〔3 月29 日（日)はレース開催のため特別レース・イベント料金となります〕。 

   レースをご観戦する場合は別途観戦券が必要となります。 

ご観戦されない場合は当日駐車料金（当日４輪駐車料金2,000 円）で乗車定員までご入場いただけます（大型バスは除く）。 
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- イベント情報 - 

■■■ モータースポーツ・フェア■■■ 

 

 

■■■ トミカフェア ■■■ 会場：ファンファンラボ 

 

 

 

 

 

 

ストックカーのスーパースピードウェイ同乗走行、マイカーで走れるサーキット走行などで、モビリティ

の楽しさを体験。インディカーが走り抜けるスーパースピードウェイを体感していただけます。 

 

【スーパースピードウェイ・エクスペリエンス】 

プロドライバーが運転するストックカーに乗り、レーシングスピードで“スーパースピードウェイ”走行を

体験していただけます。 

【開催日】   3 月14 日（土）、15 日（日）、20 日（金・祝）～22 日（日）、28 日（土） 

【時間】    10:00～11:30 / 14:30～16:30(予定) ※21 日（土）は PM のみ開催 

※雨などで路面がぬれている場合は中止となります。 

また、開催時間は日によって変更となる場合があります。 

【料金】     2,500 円／4 周(税込) 

【参加資格】 身長150cm 以上 

 

【スーパースピードウェイ・ファミリードライブ】 

マーシャルカーによる先導で、スーパースピードウェイの走りを 

ご自分の愛車で体験していただけます。 

【開催日】   3/14（土）、15（日）、20（金・祝）、22（日）、28（土） 

【時間】     11:40～13:00 (予定） 

※開催時間は日によって変更となる場合があります。 

【料金】     2,500 円／4 周(税込) 

イベント会場でしか手に入らないモデルの組立てやさまざまなゲーム、コレクションを集めたトミカ 

ミュージアム、プラレールジオラマなど、楽しいアトラクションをご用意しております。 

 

【トミカ組み立て工場】 

イベントでしか手に入らない自分だけのオリジナルトミカを 

組み立てていただけます。 

【料金】    500円／1台(税込) 

 

【トミカミュージアム】 

トミカの代表的なコレクションを集めた展示を開催します。 

【開催日】  3月14日（土）～29日（日） 

 

そのほかにも、「トミカ釣り」、「ハイパーレスキュー出動ゲーム」、「プラレールジオラマ」、「トミカショップ」 

など各種アトラクションでお楽しみいただけます。 

また、今年は、ツインリンクもてぎオリジナルのトミカアトラクションとして「カーリングトミカ」、「ゲートトミカ」、

「ぴたっとトミカ」など、今までにないチャレンジのトミカアトラクションをお楽しみいただけます。 

【料金】    400円／1回(税込) ＊ジオラマとプレイランドは無料 
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■■■ モビリティフェア ■■■ 

 

■■■ ものづくりフェア ■■■ 

 

【TV キャラクターショー】 

【開催日】  3 月14 日（土）、15 日（日）、20 日（金・祝）～22 日（日）、28 日（土）、29 日（日） 

【場所】   グランドスタンドプラザ特設ステージ 

※詳細は決定次第、ホームページにてご案内いたします。 

 

 

【ペーパークラフトワールド】 

テレビ東京の「チャンピオンズ」にも出場したアーティストによるペーパークラフト教室にご参加 

いただけます。また、酒井志保、大熊光男のミニ作品展も開催します。 

【開催日】 「酒井志保のくるりんクラフト（仮称）」・・・20 日（金・祝）、21 日（土）、22 日（日） 

「大熊光男のペーパードリームス（仮称）」・・・28 日（土）、29 日（日） 

【時間】    11:30～／14:30～ 

【料金】    500 円／1 名様(税込) 

【場所】    グランドスタンドプラザ特設テント 

 

【お母さんとお菓子作り体験】 

お母さんと一緒に、楽しいお菓子作りに挑戦していただけます。 

【開催日】  3 月14 日（土）、15 日（日）、20 日（金・祝）～22 日（日）、28 日（土）、29（日） 

【時間】    12:00～／15:00～ 

【場所】    グランドスタンドハウス 2F スイート１ 

【料金】    500 円／1 名(組)様 (税込)  

お子様向けのバイク教室、レーシングカーのコックピットが体験できる記念撮影コーナー、 

プロが使う材料で作る本格クレイモデル体験など、モビリティの楽しさを体感していただけます。 

 

【親子ｄｅバイク体験】 

バイクが初めてのお子様でも安心してご参加いただけます。 

インストラクターが丁寧にお教えします。 

【開催日】   3 月14（土）、20 日（金・祝）、22 日（日） 

28 日（土）、29 日（日） 

【時間】   11：30～／14：30～ ※所要時間90 分 

【料金】   2，500 円(税込) 

【場所】   グランドスタンドプラザ 特設会場 

【対象】   小学生 

 

【未来の車をデザインしよう】 

プロのデザイナー達が実際に使用しているクレイを使った本格的なモデリング体験。 

お父さんと一緒に未来の車をデザインしていただけます。 

【開催日】   3 月14 日（土）、15 日（日） 

【時間】   14 日（土）14:30～  

15 日（日）11:30～／14:30～ 

【場所】   グランドスタンドプラザ特設会場 

【料金】   無料 
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※ その他にも各施設でイベントをご用意しております。 

■ Honda Collection Hall ■                      ■ ファンファンラボ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ ハローウッズ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ホテルツインリンク ■                         ■ 春のおすすめスイーツ ■ 

のオススメスイーツ ■ 

【第1 回 チョロＱ ペイントコンテスト】 

真っ白なチョロＱに自分だけのオリジナルペイント

をして、世界に 1 台しかないチョロＱを作成してい

ただけます。後日開催するコンテストに出場し、 

見事入賞した方には『ホンダコレクションホール・ 

オリジナルチョロＱ』を進呈いたします。 

【開催日】 3 月14 日（土）～3 月29 日（日） 

【場所】   1 階オリエンテーション室  

【料金】   600 円(税込)／1 台  

【対象】   全年齢対象 

【コスチュームコンテストもてぎエンジェルの 

コスチュームをデザインしてみよう】

ツインリンクもてぎエンジェルのコスチュームをデ

ザインし、コンテストに参加いただくことができま

す。優勝者には素敵な商品をご用意しています。

【開催日】  3月14日（土）～29日（日） 

【時間】    営業時間内 

【料金】    無料 

【対象】    全年齢対象 

【森のクラフトで 

レーシングカーをつくってあそぼう】

クラフトのレーシングカーを作成して特製レーシ 

ング台で遊んでいただけます。 

【開催日】 3月14日（土）、15日（日）、20日（金・祝）

～22 日（日）、28 日（土）、29 日（日） 

【時間】   10：00～16：30 （受付は営業終了１時間前）

【場所】   グランドスタンドプラザ 

【料金】   500 円(税込) 

【お散歩探検隊】 

ハローウッズの森をキャストと一緒に楽しく散策し

ます（開催時間は予定です）。 

【開催日】  3月14日（土）、15日（日）、20日（金・祝）

～22 日（日）、28 日（土）、29 日（日） 

【時間】    11：00～12：30、13：30～15：00 

【場所】    ハローウッズフィールド 

【料金】    300 円／1 名様 

【条件】    小学生未満保護者同伴 

この季節だけの特別いちごスイーツが登場。 

甘い春のおすすめスイーツをぜひご堪能ください。

【ブリックヤード】 

 “苺のパイ”…350 円（税込）  

※4 月3 日(金)～4 月5 日(日)の 3 日間限定 

【パドックカフェ JAY 】 

“いちごとカスタードのハートケーキ”…500 円(税込)

【ミュージアムカフェ】  

“いちごソースのワッフル（ｱｲｽｸﾘｰﾑ添え）”…650 円(税込) 

【カフェどんぐり】 

 “苺の湯葉ミルフィーユ” 

…400 円(税込) 

 【カフェどんぐり】 
苺の湯葉ミルフィーユ…400 円(税込)

 ツインリンクもてぎの情報  

ツインリンクもてぎホームページ         ： http://www.twinring.jp/ 

ツインリンクもてぎモバイルホームページ ： http://mobile.twinring.jp/ 

 “春休みファミリー宿泊プラン” 

【期間】 2009 年3 月14 日（土）～31 日（火） 

（税込）

料金 (1 名様) 
3/15（日） 

22 日（日） 

左記以外

の日程 

大人（中学生以上） 12,000 円 13,000 円

子ども（小学生） 8,400 円 9,100 円

幼児（3 歳～小学生未満） 6,000 円 6,500 円

※3 月28 日（土）はプラン除外日とさせていただきます。 

※1 室2～4 名様までご利用いただけます。 

その他にも、「プッチタウン乗り放題パス付宿泊プラン」、 

「とちおとめ食べ放題付宿泊プラン」、「スーパー耐久観戦券

付宿泊プラン」など各種ご用意しております。 

以上 


