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2009年5月27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“花火の祭典”』  

開催のご案内

 

ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）は、2009 年 8 月 14 日（金）、真夏の夜空を華麗に彩る夏休み恒例イベント

『ツインリンクもてぎ“花火の祭典”』を開催します。 

 

広大なサーキットを舞台に開催される『ツインリ

ンクもてぎ“花火の祭典”』は匠の技で作られた

「花火」と洗練された「音楽」とが融合した「劇場型

花火」です。 

大型の音響設備による心地よい音楽に包まれ   

ながらグランドスタンドで鑑賞する花火は、サーキ

ットを会場としている『ツインリンクもてぎ“花火の

祭典”』 ならではの楽しみ方です。 

花火師は、その卓越した技術で各地の花火 

競技会で入賞を収めている、創業明治５年の有限

会社菊屋小幡花火店。今年は打ち上げ数を昨年の約1万発から約1万2千発へボリュームを増やしているほか、

幅約 1,200m に渡る一斉打ち上げ、より間近で見られるようになった庭園花火など、数々の新たな見せ場を   

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  ツインリンクもてぎ“花火の祭典”  

 

●開 催 日 程  2009年8月14日（金） 19:20～20:00 ※雨天予備日 8月15日（土） 

●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 

 ※同日開催イベントは、決定次第、随時ホームページでご案内いたします。 

   ≪アドレス≫  http://www.twinring.jp/fireworks/ 

 

 



ツインリンクもてぎ“花火の祭典”の当日、ツインリンクもてぎ内の各施設で特別イベントを開催いたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ●Honda Collection Hall●  

 Hondaの二輪・四輪・汎用製品、そしてレーシングマシンなど約350台 

 を展示しております。世界へ挑戦し続けたHondaの創造と挑戦の歴史を 

間近でご覧いただけます。 

 

■料金 無料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●モビリティアイランド プッチタウン／ファンファンラボ● 

【早期来場特典 フリーパス】 

プッチタウンとファンファンラボの乗りものが1日乗り放題になるフリーパスを、先着150名様限定で販売いたします。 

※ファンファンラボ館内では2輪シミュレーター・4輪シミュレーター・ファンビークル走行・ファンカート走行が対象です。 

■時間      9：30より販売開始 ※150名様分が完売次第、終了となります。 

■料金      1,980円（税込） ※3歳以上共通 

■販売場所   プッチタウン特設売り場・ファンファンラボインフォメーション 

■特典      3歳～小学生未満のお子様に限り、保護者用の「付添パス」をプレゼントいたします。 

●ファンファンラボ●  

【ASIMOスーパーライブ】 

新型ASIMO魅力満載のステージをお楽しみいただけます。 

■時間 11:00／13:00／15:00／21:00 ※各回15分間 

■料金 無料 

【ASIMO流星音頭】 

 ASIMOと一緒に、ツインリンクもてぎオリジナル音頭を踊ることができるステージです。 

■時間  16:00／18:00 ■料金  無料 

【ASIMO＆コチラと遊ぼう！】 

ASIMO＆コチラとクイズや体操をして一緒にお楽しみいただけます。 

■時間  14：00／17：00 ■料金  無料 

【花火の祭典限定ものづくり】 

花火の祭典限定ものづくりをお楽しみいただけます。 

■時間 9：30より受付開始 ＊限定数量完売し次第、終了となります。 

■料金 500モビ～1,000モビ 

 ※モビとは「モビリティランドプッチタウン」の乗り物やライセンスカード、「ファンファンラボ」の体験プログラムにご利用いただける共通の  

▲ASIMO 流星音頭 

▲花火の祭典限定ものづくり

▲ASIMO ＆コチラと遊ぼう！
 
ご利用券の単位です。 

●ハローウッズ● 

【里山昆虫探険隊】 

たくさんの面白い昆虫たちでにぎわう森の中にキャストと

一緒にでかけます。 

■日程    8月10日（月）～16日（日）  

■開催時間 10：00～11：30、13：00～14：30 

15：00～16：30   

■料金    500円 (税込み) 

  

 

【カエルフィッシング】 

手作りの釣竿で昔ながらのカエル釣りに挑戦します。 

■日程     8月13日（木）～8月16日（日） 

■開催時間 営業終了1時間前まで 

■料金     500円 (税込み) 
 

●ホテルツインリンク● 

【夏休みランチバイキング】 

種類豊富な本格料理と各種

ご家族おそろいでゆっくり

 ■時間   11:30～15:00【

 ■定員   700名様 

■料金   大人（中学生以

        子ども（小学生

        幼児（3歳～小

 ※バイキングのご予約は承

あらかじめご了承ください
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    2,000円（税込） 

   1,000円（税込） 

満） 500円（税込） 

おりませんので、 



 

人気の VIPスイートが先行抽選販売に！ 

毎年大人気のVIPスイートが先行抽選販売に販売方法が変更となり、ご購入のチャンスが広がりました。  
【先行抽選販売】 販売期間 6月8日（月）12：00 ～ 6月25日(木）18：00                 ［税込］ 

種別 料金 内容 

ＶＩＰスイート 

3歳以上共通 
8,000円

観覧料込み、A席の座席指定券付き。 

VIPルーム（冷房完備）でのお食事・フリードリンク付き。 

4名様以上で同時お申し込みの場合、指定駐車券を 

1枚ご用意いたします。 

【e+ 先行抽選販売のみ】 

・抽選受付期間：6/8（月）12：00 ～ 6/25(木）18：00 

・受付専用URL：http://eplus.jp/twinring-fireworks/  

※携帯電話・パソコンから受付可能 

※ e＋限定の先行販売となります。   ※お一人様５枚までの限定販売となります。 

 

【前売券】 販売期間 ： 7月4日（土）10：00 ～ 8月13日（木）                        ［税込］ 
種別 料金 内容 

トクトクセット券  5,000円

らくトクセット券 Ｐ７ 8,000円

セ 

ッ 

ト 

券 らくトクセット券 Ｐ8 7,000円

大人子ども問わず定員乗車人数までの観覧料と駐車料

（1台分）のセット料金です。らくトクセット券は駐車エリア

が指定されているので、会場までの移動も簡単。 

大人（高校生以上） 2,000円   観 

覧 

券 子ども（3歳～中学生） 500円   

Ａ席 1,000円指
定
席

 券

(

座
席
指
定) Ｂ席 500円

席を確保しておく必要がない、指定席券。別途観覧券

が必要です。（3歳以上共通） 

4輪・バス 2,000円駐 

車 

券 2輪 500円

場内駐車場は限定販売とさせていただきます。 

前売で完売の場合は当日の販売はいたしません。 

【らくトクセット券】ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口販売・お電話による通信販売）MOBILITY STATIONでのみお取り扱いいたします。 

 

【前売券】 販売期間 ： 7月4日（土）～8月8日（土）                                ［税込］ 

種別 料金 内容 

ＶＩＰテラス 

3歳以上共通 
6,000円

観覧料込み、お食事付き。5名様以上で同時お申し込

みの場合、指定駐車券を１枚ご用意いたします。 

【販売窓口】ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口販売・お電話による通信販売）MOBILITY STATIONでのみお取り扱いいたします。 

［税込］ 【当日券】  

種別 料金 内容 

大人（高校生以上） 2,500円   観 

覧 

券 子ども（3歳～中学生） 500円   

Ａ席 1,000円指
定
席

 券

(

座
席
指
定) Ｂ席 500円

別途観覧券が必要です。 

前売券で完売の場合、当日の販売はいたしません。 

4輪・バス 2,000円駐 

車 

券 2輪 500円

前売券で完売の場合、当日の販売はいたしません。  
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チケットをお求めになる前に必ずお読みいただきたい注意事項 

●“花火の祭典”は間近でご覧頂く花火の為、雨天時以外でも強風の場合は順延・中止になります。 

    また運営上支障をきたすような不測の事態が発生した場合、主催者の判断により順延・中止または 

スケジュールが変更になります。 

●順延日が中止となった場合を除き、いかなる場合でもチケットの払戻は前売券・当日券ともにいたし 

ません。 

【チケットの主なお求め先】 

  

※

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ツインリンクもてぎチケットセンター 

・MOBILITY STATION 

 

・チケットぴあ 

・ローソンチケット 

・e+（イープラス）    

・かましん もぴあ店（栃木県茂木町）  

・道の駅もてぎ（栃木県茂木町）     

・インフォメーションセンター STEP-1（栃木県茂木町）    

・道の駅はが（栃木県芳賀町）                  

・UFJチケットセンター（UFJカード会員専用）          
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・コンビニエンスストア   

セブンイレブン（全店舗）、ローソン（全店舗）、ファミリー

サークル K・サンクス（全店舗）  

 販売窓口によっては、一部お取り扱いのない券種もござい

詳しくは、ツインリンクもてぎチケットセンターまでお問い合

≪チケットに関するお問い合わせ先≫ 

  ツインリンクもてぎ チケットセンター  TEL 0285-64-0

   ○営業時間  〔平日〕 9：30～17：00、 〔土・日・祝〕 9

 

 

 

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

ツインリンクもてぎモバイルホームページ ： http://mobi

 

 

TEL：0285-64-0080 

PC    ：http://mls.mobilityland.co.jp/ 

モバイル：http://mls.mobilityland.co.jp/mobile/ 

TEL：0570-02-9999 

TEL：0570-000-777 

http://eplus.jp/ 

TEL：0285-63-5000 

TEL：0285-63-5671 

TEL：0285-63-1383 

TEL：028-677-6000 

TEL：0570-00-6161 
０００９ URL http://www.twinring.jp/ 

マート（全店舗）、am/pm（一部店舗を除く）、 

ます。 

わせください。 

080 

：30～17：30                  

 

以上 

   

.twinring.jp/ 

le.twinring.jp/  

 


