
 

 
〒３２１-３５９７ 栃木県芳賀郡茂木町桧山１２０-１   TEL （０２８５）６４-０００１ FAX （０２８５）６４-０００９ URL http://www.twinring.jp/ 

1／4 
 

 2009年9月16日 

株式会社モビリティランド 

ツインリンクもてぎ 

 

2009 ツインリンクもてぎ 『プートのハロウィーンパーティー』 開催のご案内 
 

ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）は、2009 年 9 月 17 日（木）～11 月 3 日（火）の期間中、ご家族おそろいで 

お楽しみいただけるイベント『プートのハロウィーンパーティー』を開催いたします。 

 

 

コチラファミリーと一緒に、仮装して楽しいハロウィーン 

ダンスを踊ることができる『コチラ deダンスフェスティバル』 

や、ちょっぴり怖い魔女の森をクイズを解きながら探検して 

いただける、『魔女の森クイズウォーク』など、ハロウィーン 

期間限定のプログラムをご用意しております。 

  

また、場内に設置した大小異なるかぼちゃの重さを当てる 

『ジャンボかぼちゃ重さあてクイズ』も開催。三択問題なので、 

小さいお子様からお気軽にご参加いただけます。 

 

さらに、ハロウィーン号に大変身したSL列車に仮装をして乗車し、ハロウィーン衣装を着たコチラファミリーとの

旅をお楽しみいただける『SL 列車の旅 プートのハッピーハロウィーン号』は、ハロウィーンムードをよりいっそう

盛り上げます。 

 

その他にも、ハロウィーンにちなんだ様々なイベントをご用意しております。 

開催概要は下記のとおりです。 

 

 
記 

 
開催概要  

●イベント名称   『プートのハロウィーンパーティー』 

●開 催 日 程   2009年9月17日（木）～11月3日（火）  

●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） 

●ア ク セ ス    ＪＲ東北本線 宇都宮駅下車 バス利用で約90分、ＪＲ常磐線 水戸駅下車 バス利用で約90分 

北関東自動車道 宇都宮上三川ＩＣ下車 約70分、常磐自動車道 水戸ＩＣ下車 約40分 

 
 
 
 

 

Ⓒ Tezuka Puroductions 
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コチラファミリーと一緒に仮装して、ハロウィーンダンスをお楽しみいただけます。また、ステージの前には 
お笑い芸人によるステージを開催いたします。 

『コチラ deダンス「魔法のストレッチダンス」』 
■日程  10月4日(日)                               
■時間  14：00～ 
■場所  グランドスタンドプラザ特設ステージ 
■料金  無料 
■ゲスト  タレント  森脇健児さん 
 

『コチラ deダンス「幼稚園のみんな大集合！ダンス発表会！」』 
■日程 10月10日(土) 
■時間 ◆オープニング         13：00～ 
      ◆カラフルスマイルショー   13：05～ 
      ◆エクササイズ       13：20～ 
      ◆お笑いステージショー    13：30～ 
      ◆コチラdeダンス/みんなで「ピース！」TV収録 
                         14：00～ 
■場所  グランドスタンドプラザ特設ステージ 
■料金  無料 
■ゲスト  健康エクササイズ  大久保裕美先生 

お笑い芸人  インスタントジョンソン 

 

『コチラ deダンス「親子でエンジョイ！仮装deダンス！」』 
■日程 10月11日(日)・10月12日(月・祝) 
■時間 ◆オープニング         13：00～ 
      ◆カラフルスマイルショー   13：05～ 
      ◆エクササイズ       13：20～ 
      ◆お笑いステージショー    13：30～ 
      ◆コチラdeダンス/みんなで「ピース！」TV収録 
                         14：00～ 
■場所  グランドスタンドプラザ特設ステージ 
■料金  無料   
■ゲスト 11日(日)    健康エクササイズ  大久保裕美先生 

お笑い芸人  弾丸ジャッキー 
12日(月・祝) リンク栃木ブレックスチアリーディングチーム「ブレクシー」によるステージ 

お笑い芸人  サイクロンＺ  

中央エントランスにある「ハロウィーンフォトコーナー&コスチューム体験 

コーナー」では、かわいいお化けとジャンボかぼちゃが目印のモニュメント 

がお出迎えいたします。 

モニュメントの前で写真を撮ったり、仮装してポーズを決めたりと、ご自由に 

お楽しみいただくことができます。コスチュームも無料でご用意しております。 

 

※イベントの詳細は下記の通りです。 

◆ハロウィーンフォトコーナー&コスチューム体験コーナー◆ 

     
 
 
 
 
 

◆コチラ deダンスフェスティバル◆ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆魔女の森クイズウォーク◆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ちょっぴりこわ～い「魔女の森」が出現！森の中をクイズを解きながら散策していただけます。クイズに正解した方 

には、コチラファミリーグッズをプレゼント！ 
■日程 9月17日(木)～11月3日(火・祝) 
■時間 9月 
      ◆平日    9：30～17：00(受付16：30まで)  

◆土日祝  9：30～17：30(受付17：00まで)  
     10月・11月 
      ◆平日    9：30～16：30(受付16：00まで)  

◆土日祝  9：30～17：00(受付16：30まで)  
■場所 ハローウッズ 
■料金 無料 
※フリーウォークとなります。 

 
 

 

 

 

 

 
Ⓒ Tezuka Puroductions



 

 
〒３２１-３５９７ 栃木県芳賀郡茂木町桧山１２０-１   TEL （０２８５）６４-０００１ FAX （０２８５）６４-０００９ URL http://www.twinring.jp/ 

3／4 

 
●ハローウッズ● 

ハローウッズ ハロウィーンちょうちんづくり                       
自由自在に曲がるツルを使い、かぼちゃ型のオリジナルあんどんづくりを体験 
していただけます。 
■料金  1,000円（税込） 

ハローウッズ 森のクラフト                                 
木の実や枝などの自然素材を組み合わせて、レーシングカーやアクセサリー、 
お箸やルームプレートなど、いろいろな作品づくりをお楽しみいただけます。 
■料金  * ルームプレート・小枝のクラフト・森のメダル・森のアクセサリー 

森のレーシングカー・木の箸・的あておもちゃ・ヒノキのコースター 
各 500円（税込） 

        * ハロウィーンちょうちん   1,000円（税込） 
* 携帯箸            1,500円（税込） 

■日程  9月17日(木)～11月3日(火・祝)  ※ハロウィーンちょうちんづくり、森のクラフト共通 
■時間  9月      ◆平日 9：30～17：00(受付16：00まで) ◆土日祝 9：30～17：30(受付16：30まで) 

10月・11月  ◆平日 9：30～16：30(受付15：30まで) ◆土日祝 9：30～17：00(受付16：00まで) 
※ハロウィーンちょうちんづくり、森のクラフト共通 

 

 
 
     
 
 

 
場内の数箇所に大小異なった大きさのかぼちゃを設置いたします。それぞれのかぼちゃの重さを三択で 
お答えいただき、正解した方にはツインリンクもてぎオリジナルグッズをプレゼントいたします。 
■日程 9月17日（木）～11月3日（火・祝）   
■時間 9月     ◆平日   9：30～17：00(受付16：00まで) 

◆土日祝 9：30～17：30(受付16：30まで) 
※17日（木）～19日（土）   9：00～17：30（受付16：30まで）   

10月・11月◆平日   9：30～16：30(受付15：30まで)  
◆土日祝 9：30～17：00(受付16：00まで) 

■受付場所     ◆平日  インフォメーションセンター 
◆土日祝 中央エントランス 芝生エリアテント 

■料金        無料 
■賞品        ツインリンクもてぎオリジナルグッズ（正解者） 

◆ジャンボかぼちゃ重さあてクイズ◆ 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 

 
  
◆SL列車の旅 プートのハッピーハロウィーン号◆ 
 
SL列車がハロウィーン号に大変身いたします。車内はハロウィーン装飾され、ツインリンクもてぎのマスコット 
キャラクターのコチラファミリーも仮装して一緒に乗車いたします。SLに乗った後は、ツインリンクもてぎでハロ 
ウィーンイベントを思いきりお楽しみいただける、大変お得な2日間限定イベントです。 
 
■日程  10月3日（土）、18日（日） 
■時間  下館駅発10時37分⇒真岡駅発11：12分 

⇒益子駅発11時31分⇒茂木駅着⇒12：02分 
◆行き  10：00 下館駅集合（Aプラン）・受付 

10：30 真岡駅集合（Bプラン）・受付 
11：00 コチラファミリーが登場！一緒に乗車します。 
11：12 真岡駅発 12：02 茂木駅着 

      ツインリンクもてぎバスに乗ってツインリンクもてぎへ出発 
◆帰り  16：00 ツインリンクもてぎ出発 

16：29 茂木駅発 17：11 真岡駅着 17：46 下館駅着 
※茂木駅⇔ツインリンクもてぎ間の無料送迎バスを運行いたします。 
※行きのみ SL列車、帰りは普通電車です。 
■料金  Aプラン：下館駅⇔茂木駅 
       大人（中学生以上）：2,700円（税込） 子ども（4歳以上）：1,600円（税込） 幼児：無料 
       Bプラン：真岡駅⇔茂木駅 
       大人（中学生以上）：2,300円（税込） 子ども（4歳以上）：1,300円（税込） 幼児：無料 
※SL券＋乗車券、普通乗車券、茂木駅からツインリンクもてぎまでの 
往復送迎バス、ツインリンクもてぎの 入場料が含まれます。 

■申込  9月1日(火)9：00～（ツインリンクもてぎ予約センター） 
TEL：0285-64-0489（9：00～18：00） 

■定員  80名様 ※先着順とさせていただきます。 
■対象  ご家族でご参加ください。 
※お子様だけのご乗車はできません。保護者同伴でのご参加となります。 
※お子様は仮装をしてご乗車ください。 
■特典  ハロウィーンお菓子をプレゼント 
       
◆ハロウィーンものづくり◆ 
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◆ハロウィーンデコレーションルーム宿泊プラン◆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
◆ハロウィーングルメ◆ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

以上 

 

秋の食材をふんだんに使った、ハロウィーン期間限定メニューをご用意いたしました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●ホテルツインリンク● 
各日5部屋限定で、ハロウィーンムードにデコレーションされたゲストルームにご宿泊いただける、1泊2食付 
宿泊プランをご用意いたしました。ハローウッズでハロウィーン期間限定のクラフトづくりを体験していただけるなど 
の特典や「お楽しみ」もついているおすすめのプランです。 
 
■日程 9月20日(日)～11月3日(火・祝) ※除外日：10月10日(土)、24日(土) 
■場所 ホテルツインリンク 
■料金 大人（中学生以上）      12,000円～16,000円（税込） 
      子ども（小学生）        8,400円～11,200円（税込） 
      幼児（3歳～小学生未満）  6,000円～ 8,000円（税込） 
■特典 ハロウィーンデコレーションルームにご宿泊／森のクラフトづくり(お一人様一作品) 

ロビーショップ「ドリアス」10％割引チケット／ラウンジ｢ブルーノート｣10％割引券 

レストラン｢グリーンベイ｣ランチタイム10％割引チケット 

■ご予約・お問い合わせ 
    ・予約センター  TEL：0285-64-0489  ・ホテルツインリンク TEL：0285-64-0123 

 

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

 

 

   
●ファンファンラボ● 

ファンファンラボ ハロウィーンものづくり                                            
可愛いお菓子のクリップや粘土で作るハロウィーンスプーンなど、世界にひとつだけのオリジナル作品づくりを 
体験していただけます。 
 
■日程  9月17日(木)～11月3日(火・祝) 
■時間  9月      ◆平日 9：30～17：00 (受付16：30まで) ◆土日祝 9：30～17：30(受付17：00まで) 

※17日(木) 9：30～17：30(受付17：00まで)、18日(金) 9：00～18：00(受付17：30まで)
19日(土) 8：30～18：00(受付17：30まで) 

        10月・11月  ◆平日 9：30～16：30(受付16：00まで) ◆土日祝 9：30～17：00(受付16：30まで) 
■場所  ファンファンラボドリームスタジオ 
■料金  200モビ～800モビ 
※ご利用料金単位モビについて 
   「モビリティアイランド プッチタウン」の乗りもの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ご利用券 

の単位です。 

●ミュージアムカフェ● 
『栗とかぼちゃの手作りシフォン』 

 
秋の味覚、くりとかぼちゃをとじ込めたふんわりシフォン 
ケーキ。生クリームも栗とかぼちゃ味で思う存分秋味をお楽
しみいただけます。 
■日程  9月21日(月・祝)～11月3日(火・祝) 
■料金  550円（税込） 

●グランツーリスモカフェ● 
ハロウィーンのかぼちゃクリームパンケーキ 

 
手作りパンケーキになめらかかぼちゃクリームをサンド。竹炭入りのコウモリクッキー 
を添えました。 

■日程  9月21日(月・祝)～11月3日(火・祝) 
■料金  450円（税込） 

●カフェどんぐり● 
『まるごと南瓜の練乳ムースプリン』 
～南瓜のクリームチーズ添え～ 

坊ちゃん南瓜をまるごと使い、中にとろ～り練乳ムースを閉じ込めました。 
各日20食限定メニューです。 

■日程  9月21日(月・祝)～11月3日(火・祝)の土日祝 
■場所  カフェどんぐり(ハローウッズ クラブハウス内) 
■料金  600円（税込） 

●ブリックヤード● 
『秋のブリックプレート』 

 
ソテーしたポークにきのこたっぷりのカレーソースがよく合う、
この秋限定のプレートです。 
■日程  9月21日(月・祝)～11月3日(火・祝) 
■料金  1,000円（税込） 

 


