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2012年4月19日
株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

初開催初開催 55月月33日（木・祝）日（木・祝）

花火の祭典花火の祭典““春春”” ～開業～開業1515周年周年 祝福の花束～祝福の花束～
直前情報のご案内直前情報のご案内

～開業15周年記念～
“花火”も”レース”も 春イベントを まとめて楽しめる セット券

“スプリングスペシャル3”がおトク！！
- 前売セット券4月27日（金） まで販売 -

※ 画像はイメージです。

※同日開催イベントはホームページにてご覧いただけます。

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）は開業15周年を記念して、人気イベントの「花火の祭典」を

四季に合わせて4回開催いたします。5月3日（木・祝）に初開催する『花火の祭典“春” ～開業15周年 祝福の花束～』は、

このスタートを飾る記念すべきイベントです。

プログラムは「開・花・彩・春」の4部構成。生命溢れる新緑をイメージしたオープニングスターマイン「開」で開幕し、里山を彩る花々

を表現した花の宴「花」、一面を金色に染める“Go!Go!ゴールデンウィーク”や“地割スターマイン”が見どころの「彩」、クライマックスは

大迫力花火で満開の桜を表現する「春」、全4部構成で展開いたします。是非、ご家族で夜のお花見をお楽しみください。

さらに、花火の祭典“春”当日は、ゴールデンウィークイベント 『ピピラのGo!Go!ゴールデンウィーク』 を開催。お子様から大人の方

までお楽しみいただける「働くクルマ大集合！」など、広大なフィールドの中で、自然やモビリティの魅力を満喫していただけるイベント

をご用意しております。

PP22へへ

□□ 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“春” ～開業15周年 祝福の花束～
：2012年5月3日(木・祝) 19:00～19：30(予定) ※雨天中止
：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5,000発



2/6

春の3イベント トクトクセット 『スプリングスペシャル3』 は4月27日（金） まで販売！

5月3日（木・祝）
花火の祭典“春”

4月28日（土）・29日（日）
スーパー耐久

5月12日（土）・13日（日）
フォーミュラ・ニッポン

◇春の３イベント トクトクセット “スプリングスペシャル ３”

12,000円

→ 51,800円 お得！

～ “花火” も “レース“ も 両方お楽しみいただけるチケットを販売中！ ～

大人子ども問わず定員乗車人数までの<観覧料・観戦料〉
＋ 駐車料（1台分）のおトクなセット料金

◇ それぞれの前売観覧券／観戦券（自由席）を購入した
場合 ［ 8人乗りミニバン 大人8名乗車の場合 ］

・花火の祭典“春” トクトクグループチケット 4,000円

・スーパー耐久 大人（3,200円）×8名 +  駐車券1,500円= 27,100円
・フォーミュラ・ニッポン

大人（3,900円）×8名 +  駐車券1,500円= 32,700円

=63,800円

開業15周年を記念して、家族やグループでお得に楽しめる“花火 + レース”のセット券をご用意いたしました。
また、セット券をご購入いただいた方のみ限定の特典や、早期ご来場の方への特典もご用意しております。

※料金は全て税込

花火の祭典“夏”［8月14日（火）開催］でご利用可能な B席指定席券 をプレゼント！

4月28日（土）・29日（日） スーパー耐久 ご来場時

花火の祭典“春”［5月3日（木・祝）開催］でご利用可能な A席指定席券 をプレゼント！

5月3日（木・祝） 花火の祭典”春“ ご来場時

フォーミュラ・ニッポン［5月12日（土）・13（日）開催］でご利用可能な
VIPテラス指定席券 をプレゼント！

5月12日（土）・ 13日（日） フォーミュラ・ニッポン ご来場時

～ 早くご来場いただいた方に魅力的な特典をご用意 ～

13：00までにご来場いただいた方に、お車・バイク1台あたり1枚、
500円の金券をプレゼントいたします。

●実施時間 ： 9：30～13：00
●配布場所 ： 入場ゲート

■ お得な購入者来場特典 ■

※ご来場以外での特典の受け渡しはできませんのでご了承ください。インフォメーションセンターチケット引換え窓口に対象となる
スプリングスペシャル3のチケットをご提示ください。特典チケットはお一人様1枚を配布いたします。
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音と花火の競演！

ツインリンクもてぎの「劇場型花火」

『ツインリンクもてぎ“花火の祭典”』の 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。

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。

「開・花・彩・春」の4部構成！
ご家族で“夜のお花見”を楽しめるプログラム

【1部】 「開」 オープニングスターマイン～春～

物語のオープニングを飾るのは生命溢れる新緑をイメージしたスターマイン。

夜空のキャンパスいっぱいに描かれた花火が、皆さまを開幕から魅了します。

【2部】 「花」 花の宴

ツインリンクもてぎの里山を彩る花々を創造性の富んだ花火で表現します。

きらびやかな春を感じてください。

【3部】 「彩」 ゴールデンウィークスペシャル

一面を金色に染める「Go!Go!ゴールデンウィーク」スターマインとともに、

花火の祭典“夏”以外では初めてとなる地割れスターマインも登場します。

【4部】 「春」満開の桜

今宵のクライマックスは満開の桜。光と音の織りなすページェントは、

息をつく瞬間もないほど光を保ち、そして光が降り注ぎます。

～花火打ち上げを担当するのは、群馬県の菊屋小幡花火店～

花火打ち上げを担当するのは、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（群馬県）。

ツインリンクもてぎ開業15周年の2012年シーズンには、

四季に合わせたそれぞれのテーマで、花火を展開していただきます。

花火の祭典“春” 前売観戦券も 発売中！
※花火の祭典“春” 単日 前売観戦券の詳細についてはホームページをご覧ください。

“花火”も”レース”もお得なセット券で ビッグイベントを満喫！
花火の祭典“春” ／スーパー耐久 ／ フォーミュラ・ニッポン

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

5月3日（木・祝）

「花火の祭典“春” ～開業15周年 祝福の花束～」



スーパー耐久 前売観戦券も 発売中！
※スーパー耐久 前売観戦券の詳細についてはホームページをご覧ください。
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国内外のバラエティ豊富な車種による、迫力のバトルを間近で体感して

いただけます。レース開催期間中は、お宝級の名車がサーキットを走行する

「“クルまつり”デモンストレーションラン」をはじめ、 「働くクルマ大集合」、

「Smile Drive Meeting」など、モータースポーツファンはもちろん、ご家族連れ

の皆さまもお楽しみいただけるイベントをご用意しております。

4月28日（土）・29日（日）

「スーパー耐久シリーズ2012 第2戦 もてぎスーパー耐久 開業15周年記念大会」
～GW初開催！キッズ集まれ！“クルまつり”～

フォーミュラ・ニッポン 前売観戦券も 発売中！
※フォーミュラ・ニッポン 前売観戦券の詳細についてはホームページをご覧ください。

“日本 速ドライバー”の称号をかけた時速300kmの熱き戦い！

速く走るためだけに開発されたフォーミュラカーの迫力ある走りと、それを

操るドライバーの研ぎ澄まされたドライビングテクニックは圧巻です。

同じ出身地のドライバーの成績次第でお得な特典をGetできるイベントや、

お客様の投票でNo.1を決定する、北関東B級グルメバトルも開催。

5月12日（土）・13日（日）

「2012年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第2戦 開業15周年記念大会」
～みんなの代表ドライバー応援まつり～

“花火”も”レース”もお得なセット券で ビッグイベントを満喫！
花火の祭典“春” ／ スーパー耐久 ／ フォーミュラ・ニッポン

“クルまつり” デモンストレーションラン

お宝級の名車がサーキットに甦ります。

○日時： 4月28日（土） 12：45～13：15 ／ 4月29日（日） 10：50～11：40
○場所： ロードコース
○車両： 4月28日（土） ドライバー 宮城 光氏

・Honda コニリオ MK-Ⅱ（1969年）
・Honda シビック タイプR〔レース仕様車〕（1998年）

4月29日（日） ドライバー 長谷見 昌弘氏

・ニッサンR381  （1968年）
・ニッサンR92CP（1992年）

※当日のマシンの状態や天候などにより、予告無く走行時間や車両の変更、
または走行を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 必見イベント ■

Honda コニリオ MK-Ⅱ（1969年）

ニッサン R381（1968年）
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花火の祭典“春”当日も、場内各所でGWイベント開催！

『ピピラのGo!Go! ゴールデンウィーク』

花火の祭典“春”当日も、ご家族でお楽しみいただけるゴールデンウィークイベント

『ピピラのGo!Go!ゴールデンウィーク』を同日開催いたします。

豊かな自然の中で、里山の澄んだ空気と雄大な景色を満喫しながら、ここでしか

体験できない特別な時間をお過ごしください。

※『ピピラのGo!Go!ゴールデンウィーク』は2011年4月28日（土）～5月6日（日）に開催する期間イベント

です。詳細情報は随時、ホームページでご案内いたしております。

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

：ピピラのGo!Go!ゴールデンウィーク
：2012年4月28日(土)～5月6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
：0285-64-0001（代）

トピックス

4月30日（月・祝） とちぎプロスポーツDAY in ツインリンクもてぎ

栃木県のプロスポーツチーム「リンク栃木ブレックス」、「宇都宮ブリッツェン」、「日光アイスバックス」、JFLで活躍する
「栃木ウーヴァFC」の選手達が大集合。お子様向けにプロの技を伝授するKIDSスクールを開催いたします。
また、栃木県のプロドライバー・ライダー、「塚越広大選手」、「山本尚貴選手」、「嵯峨宏紀選手」、「渡辺一馬選手」も
登場。各車両の走行や、モータースポーツがもっと身近に感じられるKIDSスクールを開催いたします。

4月28日（土）～5月6日（日） 働くクルマ大集合 ＆ なりきりコスチューム体験

レッカー車やクローラーなど、レースで働くクルマ達が大集合。ホンモノのクルマの迫力を体感していただけます。
また、“なりきりコスチューム体験”では、レーシングドライバーやツインリンクもてぎエンジェルのコスチュームに着替えて
“働くクルマ”と記念撮影をしていただけます。

5月5日（土・祝） もてぎフェスタ

茂木町が贈る年に一度の感謝デー。地域の皆様とともに楽しめるイベントを開催いたします。
ご来場者全員が参加できる抽選会や、地元食材を使ったおいしいお料理など、皆様でお楽しみいただけます。

5月5日（土・祝）～6日（日）
第2回 RUN and BIKE in MOTEGI GW 開業15周年記念大会

豊かな自然 と レーシングコース を舞台に、ランナーとサイクリストが一堂に会するランとバイクの大型イベントです。
当日は、ランニングバイク「ストライダー」のフェスティバルを開催。無料で参加できるストライダー体験会やタイムアタック、
ワークショップも開催され、親子おそろいででお楽しみいただけます。



【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

中止またはスケジュールが変更になります。

●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いたしません。

●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。
●「プレミアムＡ席付き 花火の祭典 年間パス」、「花火4回トクトクグループセット券」「花火3回トクトク

グループセット券」「スプリングスペシャル3」の払戻し金額は、正規窓口を通して購入する金額のうち、
中止となったイベント相当分が対象になります。

・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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