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2012年2月27日
株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

2012年 3月 24日（土） ～ 4月 8日（日）

『コチラとチララのルンルン春休み』 開催のご案内

開 催 概 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、2012年3月24日（土）～4月8日（日）の期間、ご家族で
お楽しみいただけるこの春だけの限定イベント『コチラとチララの
ルンルン春休み』を開催いたします。

イチゴがいっぱい！イチゴフェスタ では、開業15周年にちなみ
イチ・ゴ（15）たっぷりのキュートでおいしいイベントをご用意して
おります。

トミカフェア では、トミカの人気アトラクションや、歴代のトミカを集め
たトミカ展示コーナー、トミカ販売コーナーなどをご用意。ホンモノに
出会い、モビリティの魅力を満喫していただけます。

また、開業15周年のモータースポーツシーズン オープニングデーと
なる3月31日（土）には、 “家族みんなのモータースポーツ開幕祭”
を開催し、春のイベントを一層盛り上げます。

P2P2へへ

□□ イベント名称
□□ 開催日時
□□ 主催
□□ 会場
□□ お問い合わせ先

： コチラとチララのルンルン春休み
： 2012年3月24日(土）～4月8日（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 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-１
： TEL 0285-64-0001（代表）

P3P3へへ

イチゴがいっぱい！イチゴフェスタ

女の子やお母さんにもお楽しみいただける
キュートでおいしいイベント盛りだくさん！

トミカフェア

ホンモノの魅力を体感していただける
イベントをご用意！

春に彩られた豊かな自然の中で、ここでしか体験できないスペシャルな時間をお過ごしいただけます。
春のツインリンクもてぎに、ご家族皆さまでお越しください。

※3月31日（土）『2012 MFJ全日本ロードレース選手権 第1戦 スーパーバイクレースinもてぎ 開業15周年記念大会』オープニングデー
“家族みんなのモータースポーツ開幕祭”の詳細については、後日発行のリリースにてご案内いたします。
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この春限定！この春限定！ 開業開業1515周年の周年の1515にちなんだイチ・ゴイベント開催！にちなんだイチ・ゴイベント開催！

イチゴがいっぱい！ イチゴフェスタ

※参加用紙は入場ゲートにて配布いたします。

開業15周年にちなみ、イチ・ゴ（15）たっぷりのキュートでおいしいイベントをご用意いたしました。
チララちゃんのバースデー（4月4日）イベントも同時に開催いたします。チララちゃんをお祝いするショーや
会員限定バースデーイベントをご用意しております。

日程
時間

対象
料金

：3月24日（土）～4月8日（日）
：【3月】 平日 10：00～17：00 土日祝 10：00～17：30
【4月】 平日 9：30～17：00 土日祝 9：30～17：30

：小学生以下のお子様
：無料

利きイチゴ選手権

栃木が誇るイチゴブランド「とちおとめ」の味を当てるイベントです。
正解者には「とちおとめ」を1パックプレゼントいたします。

日程

時間
場所
定員
料金

：3月24日（土）・25日（日）、31日（土）
4月1日（日）、7日（土）・8日（日）

：12：00～12：30
：ハローウッズ
：実施時間内にお越しいただいた方
：無料

※料金は全て税込

おとめミルクが食べられる！

道の駅「もてぎ」にて期間限定で販売されている超人気アイス おとめミルク を
ツインリンクもてぎでもこの期間限定で食べることができます。

日程
場所

料金
協力

：3月24日（土）～4月8日（日）
：カフェレストラン オーク

※「ブリックヤード」は3月24日（土）より「カフェレストラン オーク」として
リニューアルオープンいたします。

：300円
：道の駅もてぎ

※ 画像はイメージです。

チララと15個のイチゴをさがそう

場内各所に隠された15個のイチゴのオブジェを探して、イチゴの
ステッカーを集めるイベントです。全てのステッカーを集めると、
楽しい賞品が当たる抽選にご参加いただけます。



ホンモノの魅力を体感できるイベントホンモノの魅力を体感できるイベント

トミカフェア

トミカ組立工場

好きなパーツを自分で選んで、カシメマンに組み立ててもらえます。
完成したトミカはお持ち帰りいただけます。

トミカの人気アトラクションや、歴代のトミカを集めた展示コーナー、トミカ販売コーナーなど、親子でお楽しみ
いただけるイベントをご用意しております。ホンモノの魅力、モビリティの魅力に触れていただけます。

※料金は全て税込

トミカつり

釣竿を使って、トミカを釣り上げるイベントです。釣り上げたトミカの
中から好きなトミカを一つお持ち帰りいただけます。開催期間中に
一番多くトミカを釣り上げた方には「大漁賞」をプレゼントいたします。

© ＴＯＭＹ 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

料金 ：400円

※カシメマン…トミカを組み立てるスタッフ

※トミカ組立工場は期間中、カラーによっては品切れになる場合がございます。

開催日程
時間

場所
料金
車種

：3月24日（土）～4月8日（日）
：【3月】 平日 10：00～17：00 土日祝 10：00～17：30
【4月】 平日 9：30～17：00 土日祝 9：30～17：30

：モビパーク ファンファンラボ
：500円
：Honda S2000

トミカ組立工場 特別企画

トミカ組立工場でHonda S2000を作ったお子様は、スーパースピードウェイで本物のHonda S2000と記念
撮影をしていただけます。

開催日時

場所
対象

：3月24日（土）、26日（月）～30日（金）、4月2日（月）～4日（水）、8日（日） 10：00～16：00
3月25日（日） 11：00～16：00
4月 5日（木） 10：00～13：00
4月 7日（土） 10：00～12：00、14：00～16：00

：スーパースピードウェイ
：トミカ組立工場 をご利用いただいた小学生以下のお子様

購入したトミカ Honda S2000をご提示ください。

ツインリンクもてぎ開業15周年 トミカつりでスーパースピードウェイ同乗走行をGETしよう！！

トミカつりで15台以上釣り上げたお子様は、スーパースピードウェイの同乗走行にご参加いただけます。

開催日程
時間
場所
対象
車両

：3月24日（土）～30日（金）、4月2日（月）～4日（水）、7日（土）・8日（日）
：11：30～12：00、15：00～15：30
：スーパースピードウェイ
：トミカつりで15台以上釣り上げた小学生以下のお子様
：ツインリンクもてぎ マーシャルカー

※車両の運転はスタッフが行います。
※同乗体験となります。
※車両は変更になる場合がございます。
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ホンモノの魅力を体感できるイベントホンモノの魅力を体感できるイベント

トミカフェア
※料金は全て税込

トミカ販売コーナー

トミカフェア期間中、イベント記念トミカを販売いたします。

© ＴＯＭＹ 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

トミカイベントモデル 2台セット No.3
トヨタ 2000GT セット

1,050円

■ トミカイベントモデル （一部） ■

トミカイベントモデル No.7
Honda インサイト

525円

トミカイベントモデル No.8
日産 スカイライン 2000GT-R レーシング

525円

トミカイベントモデル No.16
ランボルギーニ カウンタック LP400

525円

トミカ体験コーナー

トミカの体験コーナーが登場します。スーパーオートトミカビルでお楽しみ
いただけます。

※ 画像はイメージです。

おともだちのみんなに指令だ！Honda Collection Hallで本物を探せ！！

トミカ展示コーナーに展示されているトミカの、本物の車両を Honda Collection Hallで探していただく
イベントです。本物の車両が分かった方は、所定の用紙に記入して館内の投函BOXに入れていただくと、
抽選で15名様の方にトミカグッズをプレゼントいたします。

開催日程
時間
場所
対象
料金

：3月24日（土）～8日（日）
：【3月】 10：00～17：30 【4月】 9：30～17：30
：Honda Collection Hall
：小学生以下のお子様
：無料

トミカ展示コーナー

ツインリンクもてぎ開業15周年特別企画として、歴代のトミカ、レーシング
カー、Honda車トミカを展示いたします。懐かしいトミカや名車の数々を
ご覧いただけます。



5/8

ご家族・ご友人同士で遊べる各施設のイベントご家族・ご友人同士で遊べる各施設のイベント

みんなでギコギコのこぎり体験

ノコギリで丸太切りを体験していただけます。切った丸太はお持ち
帰りができ、ハローウッズにお持ちいただくと絵付けを体験していた
だけます。丸太の他にヒノキ切り体験もあり、ブロック状に切って
お部屋に置いたり、お風呂に入れて香りをお楽しみいただけます。

※料金は全て税込

みんなでフゥフゥ火おこし体験

ハローウッズのキャンプではおなじみの火おこしを体験していた
だけます。上手に火おこしができた後は、焼きマシュマロを
プレゼントいたします。

期間限定！進級・進学お祝いカードをつくろう！

モビパークに春限定ライセンスが登場いたします。
乗り物に乗らなくても作ることができます。ご来場記念、お子様の成長の
記念として作成していただけます。

日程
時間

場所
対象
料金

：3月24日（土）～4月8日（日）
：【3月】 平日 10：00～17：00 土日祝 10：00～17：30
【4月】 平日 9：30～17：00 土日祝 9：30～17：30

：プッチタウン ライセンスセンター
：3歳～小学6年生
：1枚 300円

※新小学1年生は100円で作成いただけます。

日程

時間

場所
料金

：3月24日（土）・25日（日）、31日（土）
4月1日（日）、7日（土）・8日（日）

：【3月】 10：00～17：30
【4月】 9：30～17：30

：中央エントランス
：無料

日程

時間

場所
料金

：3月24日（土）・25日（日）、31日（土）
4月1日（日）、7日（土）・8日（日）

：【3月】 10：00～17：30
【4月】 9：30～17：30

：中央エントランス
：無料

※ 画像はイメージです。

■ ハローウッズ ■

ハローウッズの自然体験を、中央エントランスエリアで、気軽に、本格的にお楽しみいただけます。

■ モビパーク ■
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ご家族・ご友人同士で遊べる各施設のイベントご家族・ご友人同士で遊べる各施設のイベント

NANONANOアクセサリー

Honda Collection Hallで作れるNANONANOアクセサリーに新たな
仲間“M-011”が増えました。電子部品を利用して作るロボット型
アクセサリー「NANONANO」を自分で組み立てていただけます。

日程

時間

場所
受付時間
料金

：3月24日（土）・25日（日）、31日（土）
4月1日（日）、7日（土）・8日（日）

：【3月】 10：00～17：30
【4月】 9：30～17：30

：Honda Collection Hall 別棟ピット工房
：3月・4月共に17：00まで
：1,200円

※料金は全て税込

ASIMOと遊ぼう ～15周年スペシャル～

開業15周年にちなんだクイズにチャレンジしていただくイベントです。
クイズの後は、皆さまでツンリンクもてぎオリジナルのASIMO体操を
お楽しみいただけます。

この他、さまざまなイベントをご用意しております。
※詳細については、随時ホームページにてご案内いたします。

チョロQペイントファクトリー

Honda Collection Hall特製モデル登場！ツインリンクもてぎと
鈴鹿サーキットでしか手に入らない、『Honda NSX-R GT』モデル。
真っ白なチョロQを自分の好きなカラーリングにペイントできます。
ペイントしたチョロQは専用コースで走らせたり、スペシャル
ゲームにも挑戦していただけます。

日程

時間

場所
受付時間
料金

：3月24日（土）・25日（日）、31日（土）
4月1日（日）、7日（土）・8日（日）

：【3月】 10：00～17：30
【4月】 9：30～17：30

：Honda Collection Hall 別棟ピット工房
：3月・4月共に17：00まで
：700円

▲ 左： 新型 M-011 右：M-01

日程

時間

場所
料金

：3月24日（土）・25日（日）、31日（土）
4月1日（日）、8日（日）

：13：00～ ※3月31日（土）・4月1日（日）は14：00～
各回 約15分

：Honda Collection Hall 1階 オリエンテーション室
：無料

■ Honda Collection Hall ■



春限定メニュー春限定メニュー
※料金は全て税込

とちおとめミルクプリン

とちおとめの果肉たっぷりいちごソースは生クリームと
牛乳で作った濃厚なプリンと相性抜群です。

※「ブリックヤード」は3月24日（土）より、「カフェレストラン
オーク」としてリニューアルオープンいたします。

手作りミルクレープ とちおとめソース添え

シンプルに仕上げたミルクレープに、果肉たっぷりの
甘酸っぱいとちおとめソースをかけたバニラアイスを
添えた一品です。

ゆったりと満喫ゆったりと満喫 ホテル宿泊プランホテル宿泊プラン

期 間 2012年3月17日（土）～4月22日（日）

料 金

お食事 夕食 〔下記2種類からお選びいただけます〕
◇レストランにて地場産食材を使った季節料理

イチゴのデザート作り体験付き【お子様限定】
※ご宿泊日によってバイキングに変更となる場合がございます。

◇寿司会席
ストロベリーアイス付き ［お子様限定］

朝食
◇バイキング（和洋折衷）

※ご宿泊日によっておまかせ定食に変更となる場合がございます。

特 典 ● ご宿泊当日および翌日の入場料金・駐車料金 無料

● モビパーク「1dayパス」付（3歳以上のお子様）
※1day乗り放題パスは、ご宿泊当日または、翌日のどちらか1日のみご利用いただけます。

※ ご利用可能施設：プッチタウン・ファンファンフィールド・ファンファンラボ（一部閉館日あり）

※ 乗り放題引換券をホテルフロントにてお渡しいたします。
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15周年記念 エンジョイキッズプラン

モビパークの 「1day 乗り放題パス」が付いたお子様連れのご家族に嬉しいプランをご用意しております。
ゆったりとした時間の中で、思う存分ツインリンクもてぎをお楽しみいただけます。ご夕食時、お子様には
イチゴを使ったデザート作りが体験できるうれしいプランです。

※当プランは3歳から小学生のお子様を含むご家族様が対象となります。

大人 （中学生以上） 10,200 11,200

子ども （小学生） 9,600 10,600

幼児 （3歳以上～小学生未満） 3,400 3,400

平日 休前日1泊2食

このプランをお申し込みの場合は、18CZ とお申し付けください。

場所 ：カフェレストラン オーク

料金 ：300円

場所 ：グランツーリスモカフェ
料金 ：400円

販売期間 ：3月24日（土）～4月8日（日）



【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/
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イベント開催期間中は、レース観戦も楽しめる！イベント開催期間中は、レース観戦も楽しめる！

3月31日（土）～4月1日（日）
2012 MFJ全日本ロードレース選手権 第1戦

スーパーバイクレースinもてぎ 開業15周年記念大会
全日本ロードレース選手権は、全国のサーキットを舞台に争われる国内最高峰のオートバイ・ロード
レースシリーズです。頂点をかけた国内トップレベルのレース攻防をご覧いただくことができます。

【お得な特典】
■クーポン券ご提示で、予選日の入場料金・駐車料金 無料！

ホームページやチラシに付属のクーポンをご持参で、3月31日（土）予選日の入場料金・駐車料金を
無料にてご利用いただけます。

■予選日はどなたでも観戦無料！ 決勝日は子どもの観戦無料！
大人の方もお子様も、3月31日（土）予選日の観戦が無料となります。さらに、お子様は4月1日（日）
の決勝日の観戦も無料となります。

■バイクで2日間 入場料金・駐車料金 無料！
バイクでご来場いただいた方は、2日間 入場料金・駐車料を無料にてご利用いただけます。
※4月1日（日）決勝日のレース観戦には別途観戦券が必要です。

■2日間 子どもの観戦、パドック入場、ピットウォーク無料！
3月31日（土）・4月1日（日）両日とも、お子様の観戦、パドック入場、ピットウォークが無料となります。
※大人（高校生以上）の同伴が必要となります。

■観戦券（大人）をお持ちの方限定 モビパーク フリーパス割引！
観戦券（大人）をお持ちの方限定で、 3月31日（土）・4月1日（日）両日ともにモビパークパスポートの
割引特典をご用意しております。

【割引料金】 大人（中学生以上） 1,300円 ⇒ 1,100円 ／ 子ども（小学生） 2,300円 ⇒ 1,800円 ／ 幼児（3歳以上～未就学児） 1,500円 ⇒ 1,300円

【開業15周年記念チケット】
■ツインリンクもてぎ開業15周年記念 お得なチケットを販売中！

“レース”を存分にお楽しみいただけるお得な年間レースセット券をご用意いたしました。

※前売観戦券は、現在販売中です。詳細はツインリンクもてぎのホームページをご覧ください。

開業15周年モータースポーツシーズンのオープニングデーとなる
3月31日（土）には、“家族みんなのモータースポーツ開幕祭”を開催。
春のイベントを一層盛り上げます。

※オープニングデー“家族みんなのモータースポーツ開幕祭”の詳細については、後日発行のリリースにてご案内いたします。

入場料金・駐車料金のご案内
『コチラとチララのルンルン春休み』 開催期間 3月24日（土）～4月8日（日）

大人 子ども 幼児 バス
（15歳以上） （小中学生・6歳～15歳未満） （3歳～6歳未満） （大型・中型・マイクロ）

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歳で中学生は子ども料金になります。

※3月31日（土）～4月1日（日）スーパーバイクレース開催時には特別レース・イベント料金になりますので、料金が異なります。

　 詳しい料金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。

　　ツインリンクもてぎチケットセンター　TEL：0285-64-0080

入場料金 駐車料金

4輪 2輪


