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2011年5月23日
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ツインリンクもてぎ““花火の祭典花火の祭典””開催開催

 

のご案内のご案内

国際国際レーシングコースレーシングコースの上空に「元気の上空に「元気とと笑顔笑顔 そしてそして夢」の花が咲く夢」の花が咲く
※

 

画像はイメージです。

※同日開催イベントは決定次第ホームページにてご案内いたします。

森の中のモビリティテーマパーク

 

ツインリンクもてぎ
～家族が元気になる！みんなが笑顔になる！～ コチラレーシング

 

バット

□□ イベント名称
□□

 

開催日時

□□ 主催
□□ 会場
□□ 打ち上げ総数

：ツインリンクもてぎ“花火の祭典”
：2011年8月14日(日)

 

19:20～20：00(予定)
※

 

雨天予備日

 

8月15日(月)

：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

 

栃木県芳賀郡茂木町桧山120-１
：約12,000発

開開

 

催催

 

概概

 

要要

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

 

2011年8月14日（日）に、
『ツインリンクもてぎ“花火の祭典”』を開催いたします。

『ツインリンクもてぎ“花火の祭典”』は、匠の技で作られた数々の花火を、大型の音響設備から流れる音楽とともに打ち
上げる、「劇場型花火イベント」です。レーシングコースを一望できる観客席に座り、開花する大迫力の花火を目の前でご覧
いただけます。今年は、ツインリンクもてぎならではの“地割れスターマイン”・“ワイド打ち”に加え、昨年のおえかき花火
コンテスト優勝作品の“夢の花”・空一面ひまわりが咲く“ひまわりマイン”など、オリジナルプログラムをお楽しみいただけます。

花火の祭典当日は、夏休みイベント『

 

バットの元気もりもり夏休み

 

』を開催。広大なフィールドの中で自然やモビリティの
魅力をご家族・お友達皆さまで満喫していただけるこの夏限定のささまざまなイベントを予定しております。

夏の思い出づくりに、是非ツインリンクもてぎにご来場ください。

※1

 

夏休みイベント『バットの元気もりもり夏休み』は、2011年7月2日（土）～8月31日（水）に開催いたします。
期間中は、「花火の祭典」、「MOTEGI 2&4 RACE」、「トライアル世界選手権」を開催。ツインリンクもてぎの夏を一層盛り上げます。

※1

“花火の祭典”“花火の祭典”

 

単日単日

 

前売観覧券前売観覧券

 

はは

77月月

 

99日（土）日（土）

 

1010：：0000～～

 

発売開始！発売開始！
※※VIPVIPスイートのみスイートのみ

 

先行抽選販売を実施いたします。先行抽選販売を実施いたします。

PP33～～66へへ

■■ この夏限定企画！この夏限定企画！

～～ “花火”“花火”

 

もも

 

“レース”も“レース”も

 

夏イベントをまとめて満喫できるお得な夏イベントをまとめて満喫できるお得な

 

セット券セット券

 

をご用意！～をご用意！～

前売セット券前売セット券

 

はは

 

55月月2828日（土）日（土）

 

1010：：0000～～

 

先行発売開始！先行発売開始！

PP33～～66へへ



『ツインリンクもてぎ“花火の祭典”』の最大の特徴は、

「匠の技で創られた打ち上げ花火と洗練された音楽の融合」

です。煙火店は、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。

精巧に作られた打ち上げ花火の数々と、大型の音響設備から

流れる音楽が観客席を包み込み、まさに劇場にいるかのような

空間を創り出します。

今年は昨年のおえかき花火コンテスト優勝作品の

“夢の花”から開幕し、空一面ひまわりが咲く元気印

“ひまわりマイン”、最後は花火で心をつなぐ“withハート”。

全編にわたり花火の力で元気になっていただき

たい「想い」をオリジナルプログラムでご用意しております。

ツインリンクもてぎ“花火の祭典”の特徴ツインリンクもてぎ“花火の祭典”の特徴

観客席からは、レーシングコース上空に広がる数々の打ち上げ花火をご覧いただけます。大地を揺る

がすかのような“地割れスターマイン”や会場を光で包み込む大迫力の

 

“ワイド打ち”

 

など、数々の見所を

ご用意しております。

▲ 画像はイメージです。

匠の技と洗練された音楽の融合

国際レーシングコースが舞台

““光と音光と音””のの融合によるエンターテインメント性の高いフ融合によるエンターテインメント性の高いフェスティバルを、ご家族・ご友人皆さまでお楽しみください。ェスティバルを、ご家族・ご友人皆さまでお楽しみください。
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▲昨年のおえかき花火コンテスト
優勝作品

 

“夢の花”



前売チケット情報前売チケット情報
■■

 

この夏限定企画！お得なセット券この夏限定企画！お得なセット券

 

■■

55月月2828日（土）日（土）

 

1010：：0000～～

 

発売開始！発売開始！

[ 税込

 

]

3/6

MOTEGI 2&4 RACEMOTEGI 2&4 RACE

 

／／
8月14日（日） 8月6日（土）～7日（日） 8月20日（土）～21日（日）

花火の祭典花火の祭典

 

／／ トライアル世界選手権トライアル世界選手権

［お得な特典］
①”花火の祭典”指定席券プレゼント

［お得な特典］
①ツインリンクもてぎ

 

”冬花火”ご招待券プレゼント

［お得な特典］
①”花火の祭典”指定席券プレゼント
②ツインリンクもてぎ

 

”冬花火”ご招待券プレゼント

※大人券・子ども券には、別途

 

駐車料金が必要となります。
※大人：高校生以上、子ども：3歳～中学生
※マイクロバス、大型バス、路線バス・タクシーはグループチケットの対象外の車両となります。
※［お得な得典］は、中央エントランスチケットセンターにてプレゼントいたします。
※「MOTEGI 2&4

 

RACE＋花火の祭典 セット券」および「フリーパス」は5月28日（土）～8月5日（金）までの期間、
ツインリンクもてぎチケットセンター（電話による通信販売のみ）およびMOBILITY STATIONにて販売いたします。

※「トライアル＋花火の祭典

 

セット券」は5月28日（土）～8月13日（土）までの期間、
ツインリンクもてぎチケットセンター（電話による通信販売のみ）およびMOBILITY STATIONにて販売いたします。

さらに

 

“特典カード”提示で、様々な特典・サービスをご用意！

対象施設 特典 内容

ハローウッズ 森の空中回廊「クラーネ」無料券プレゼント！

ご来場時に次回ご利用いただける無料券をプレゼントいたします。

※大人券・子ども券の特典カード提示1枚、

　 グループ券の特典カードは2枚プレゼントいたします。

※8/6（土）・7（日）・12（金）～16（火）は無料券はご利用いただけません。

※ご利用条件は小学4年生以上、身長135cm以上、体重100kg以下の方となります。

※天候により中止させていただく場合がございます。
※有効期限は9月末までとなります。

Honda Col l ecti on Ha l l 「ピット工房」半額券プレゼント！

夏休み期間中に「ピット工房」をご利用頂くと次回、半額でご利用頂けるチケットを

プレゼントいたします。

※「ピット工房」ご利用1組様あたり、1枚プレゼントいたします。

※有効期限は8月31日（水）までとなります。

ホテルツインリンク 専用休憩スペースをご用意！

ホテル地下  ホール「オリオン」をセット券ご購入の方の専用休憩スペースとして

ご利用いただけます。空調の効いた室内でごゆっくりとお過ごしいただけます。

※ご利用可能日は、8/6(土)､8/7(日)､8/14(日)となります。

※お一人様1本ドリンクをプレゼントいたします。

ビクトリーレーン

コチラズストア

ミュージアムショップ

ファファンショップ

グランツーリスモ カフェ ショップ

ウッズショップ

お買物割引券プレゼント！

対象店舗にてお買い物いただくと、次回ご来場時にご利用いただける

“お買い物２０％割引券”をプレゼントいたします。

※割引券は得典カード1枚につき１回限りの発行となります。

※一部割引対象外の商品がございます。予めご了承ください。

※有効期限は8月31日（水）までとなります。

ホテルレストラン

“グリーンベイ”
ドリンク券プレゼント！

ホテルレストラン“グリーンベイ”ご利用時、次回ご来場時に有効の“ドリンク無料券”

をプレゼント！

※特典カード提示1枚で、2枚プレゼントいたします。

モビパーク 次も使える！のりもの”モビパス10”

夏休み期間中にモビパーク“のりもの”モビパス10”をご購入いただくと、

次回ご来場時にもお使いいただけます。

※有効期限は9月末までとなります。

※１回のみ有効となります。



前売りチケット情報前売りチケット情報
■■

 

“花火の祭典”“花火の祭典”

 

単日単日

 

前売観覧券前売観覧券

 

■■

[ 税込

 

]

77月月99日（日（土土））

 

1010：：0000～～

 

発売開始！発売開始！
※※VIPVIPスイートのみスイートのみ

 

先行抽選販売を実施いたします。先行抽選販売を実施いたします。
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【前売券】
販売期間 ： 7月9日（土）～8月13日（土）

料 金 内 容

セット券 トクトクセット券 5,000円

2,000円

500円

A席 1,000円

B席 500円

4輪・バス 2,000円

2輪 500円

• 各チケットの購入枚数はお一人様10枚迄とさせていただきます。 
• トクトクセットの対象外となる車両・ケース：マイクロバス、大型バス、路線バス・タクシーに乗車してのご入場ならびに徒歩でのご入場。
• 2.5m×5mのエリア区画内におさまるキャンピングカーはご利用いただけます。
 上記サイズにおさまらないサイズの車両については2台分の駐車料金が必要と なりますので予めご了承ください。 
• ツインリンクもてぎチケットセンター（電話による通信販売）とMOBILITY STATIONおよびお電話による通信販売は8月7日（日）までの
  販売です。 

種 別 観覧料 食事 き

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。

観覧券
〔自由席〕

・3歳以上 共有料金。
・別途観覧券、またはトクトクセット券が必要です。

※前売券が完売した場合、当日の販売はございません。

大人
（高校生以上）

子ども
（3歳～中学生）

指定席券
〔座席指定〕

※前売券が完売した場合、当日の販売はございません。駐車券

販売期間 ： 7月9日（土）～8月7日（日）

■らくトクセット券
種 別 料 金 内 容

らくトクセット P7 8,000円

らくトクセット P8 7,000円

・ らくトクセット券は前売券のみの販売となります。 
• 販売窓口は、ツインリンクもてぎチケットセンター（電話による通信販売）と
　MOBILITY STATIONのみとなります。 
• お一人様いずれか1台分の限定販売とさせていただきます。 

「トクトクセット券」と「P7指定駐車券」のセット券を
80セットご用意しております。

「トクトクセット券」と「P8指定駐車券」のセット券を
200セットご用意しております。
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販売期間 ： 7月9日（土）～8月7日（日）

■VIPテラス
種 別 料 金 内 容

6,000円

• 各チケットの購入枚数はお一人様10枚迄とさせていただきます。
• VIPテラスチケットのみではテーブル席のご利用はできません。
  テーブル席ご利用のお客様は別途テーブル席チケットをご購入ください。 
• 販売窓口は、ツインリンクもてぎチケットセンター（電話による通信販売）とMOBILITY STATION、
  三菱UFJニコスカードのみとなります。 

■VIPテラス テーブル席
種 別 料 金

コース側 6,000円

通路側 3,000円

• ご利用には別途、VIPテラスチケットが必要です。 
• 本券1枚にて1テーブル4名様でのご利用となります。ただし、VIPテラスを5名様以上での同時購入に限り、
　最大5名様分のご利用が可能となります。 
• 販売窓口は、ツインリンクもてぎチケットセンター（電話による通信販売）とMOBILITY STATIONのみとなります。 
• コース側、通路側共にテーブル数に限りがありますので、完売になり次第販売終了とさせていただきます。

■VIPスイート
種 別 料 金 内 容

8,000円

・ e＋限定の先行販売となります。 
• 申込状況により2次抽選を行う場合もございます。 
• チケットの購入枚数はお一人様5枚迄とさせていただきます。

・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は、指定駐車券を1枚をご用意いたします。

VIPテラス
（3歳以上共通）

VIPスイート
（3歳以上共通）

・観覧料込み。A席の座席指定券付き。
・VIPスイートルーム（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】
※抽選受付期間は決定次第ホームページにてご案内いたします。

「VIPスイート」は、先行抽選販売のみとさせていただきます。



【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/

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”は間近でご覧いただく花火のため、雨天時以外でも強風・荒天の場合は順延・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でも、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。
●順延日の開催となった場合は前売券・当日券にてご入場いただけます。
●順延日の開催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しは前売券・当日券ともに

いたしません。
●順延日の開催が中止となった場合は、所定の期間・所定の場所にて払戻しをいたします。この場合、

チケットが著しい破損・汚損、又は紛失等で判断できない場合、払戻しには一切応じられません。

また、宿泊費や交通費、通信販売による送料等の補償はいたしません。
●払戻し金額は、正規窓口を通して購入する金額が対象になります。ダフ屋・お客様間で売買・オーク

ション等で購入されたチケット料金に対しての補償はいたしません。
●「元気もりもりセット券」・「元気もりもりフリーパス」の払戻し金額は、正規窓口を通して購入する金額の

うち花火の祭典相当分が対象になります。
※払戻し金額は一律：大人券 2,000円、子ども券

 

400円、グループ券

 

4,000円が対象払戻し金額です。

・ツインリンクもてぎチケットセンター
・MOBILITY STATION（オンラインショップ）

・チケットぴあ
・ローソンチケット

・e+（イープラス）

・CNプレイガイド
・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）

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：0570-08-9999
TEL：0285-63-5420

TEL：0285-63-5671
TEL：0285-63-5324
TEL：028-677-6000

＜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)、ファミリーマート(全店舗)、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ます。

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わせください。
≪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

 

0285-64-0080

【チケットの主なお求め先】
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