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ツインリンクもてぎ 夏休みイベント情報 

夏もいただき 森の冒険家族 ［７月１５日（土）〜９月３日（日）］ 開催のご案内 
 

 

 

 
 

～森の立体迷路やのりものアトラクションに挑戦！びしょぬれイベント、夏限定の新アトラクション「ＳＡＳＡＹＡＫＩ」も登場～ 

夏休みのツインリンクもてぎは、冒険がいっぱい 
 

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、2017年7月15日(土)～9月3日(日)に、家族で

森の冒険を満喫できるイベント『夏もいただき 森の冒険家族』を開催いたします。 

この春OPENした森の生態系を体感できる5階建ての立体迷路「迷宮森殿 ITADAKI」や里山を舞台とした「森遊び」

では、都会では体験できない自然を感じることができます。また、涼しい夜の森を体感できる夏限定の新アトラクション

「SASAYAKI」や暑い夏ならではの「びしょぬれイベント」を開催いたします。 
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株式会社モビリティランド
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新アトラクション 

SASAYAKI 
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森の生態系を体感できる立体迷路 『迷宮森殿 ＩＴＡＤＡＫＩ』 
今春オープンした人気のアトラクション「迷宮森殿 ITADAKI」は、迷路を楽しみながら森

の生態系を体感できる5階建ての立体迷路です。様々な仕掛けや巨大な生き物のオブ

ジェを通じて、森の生き物たちの特徴を知ることで、新しい発見や驚きがあります。冒険し

ながら学ぶこともできる、森の立体図鑑のようなアトラクションです。 

■日 時：7月15日（土）～9月3日（日)期間中毎日・営業時間内 

（受付は営業終了30分前まで） 

■場 所：モビパーク 

■料 金：600円（パスポート利用可） 

■所要時間：約30分 

■利用条件：3歳以上 ※小学生以下のお子様は、保護者の同伴が必要です 

 

～昼からヒンヤリ！ 夜の森を体感～ 夏限定『ＳＡＳＡＹＡＫＩ』 
涼しい夜の森を擬似体験できる新アトラクションが夏限定で登場します。

暗闇の中で耳をたよりに「音」で生き物の気配を感じながら、どんな生き

物に出会えるのか？謎解き要素を加え、冒険しながら夜の森を耳で楽し

む屋内施設のアトラクションです。 

■日 時：7月15日（土）～9月3日（日)期間中毎日・営業時間内 

■場 所：モビパーク内 ファンファンラボ（屋内施設） 

■料 金：300円（パスポート利用可） 

■所要時間：約5分 

■利用条件：3歳以上 ※未就学児は、保護者の同伴が必要です 

 

 

 

 

どんぐりの森 『夏』の冒険指令書が登場 
ハローウッズ どんぐりの森 冒険指令書が夏の指令に

バージョンアップします。指令をクリアすると夏限定缶バッ

ジをプレゼントいたします。 

■日時：7月15日（土）～9月3日（日)期間中毎日 

営業時間内（受付は入山終了60分前まで） 
※入山終了時間： 18:00まで 7月15日（土）〜8月20日（日） 

17:30まで 8月21日（月）〜8月31日（木）・9月2日（土）・3日（日） 

17:00まで 9月1日（金） 

■場所：ハローウッズ 

■料金：500円 
※小学生以下のお子様は、保護者の同伴が必要です 

 

カブトムシ＆クワガタふれあいコーナー 
ハローウッズの森の中に、カブトムシやクワガタを実際に

観て・触れて楽しめるふれあいコーナーが登場します。 

■日時：7月15日（土）～8月20日（日)期間中毎日 

（受付終了 17:00） 

■場所：ハローウッズ カブトムシの丘 

■料金：無料 
※小学生以下のお子様は、保護者の同伴が必要です  

木陰で涼しい 森遊びイベント情報 

夏もいただきイベント情報 
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びしょぬれジャンボ迷路 
巨大放水装置「メガキャノン」のしぶきが大量に降りかかるびしょぬれ迷路が夏限定で

登場します。 

■日時：7月15日（土）～9月3日（日)・営業時間内 

■場所：中央エントランス 

■料金：300円（パスポート利用可） 

 

キッズボート 
小さなお子様でも一人で乗車でき、360度自在に操れるボートが夏限定で登場します。 

■日時：7月15日（土）～9月3日（日)・営業時間内 

■場所：中央エントランス 

■料金：3分300円（パスポート利用可） 

■利用条件：3歳以上 

 

コチラレーシングとびしょぬれフェスタ 
モビパーク内にコチラレーシングが登場して、みんなに一斉放水するびしょぬれイベン

ト。水鉄砲の噴射で清涼感を演出します。 

■日時：7月15日（土）～9月3日（日) ※7月18日〜21日を除く 

土日祝および8月14日(月)・15日(火) 11:00〜／13:00〜／15:00〜 

平日 14:00〜 

■場所：モビパーク内 

■料金：無料 水鉄砲の無料貸出あり 

 

 

 

 

広大なツインリンクもてぎ場内、5つのポイントを巡るスタンプラリーです。3つ以上スタ

ンプを集めると虫や植物が観察できるルーペをプレゼント。 

■日時：7月15日（土）～9月3日（日) 期間中毎日・営業時間内 

■場所：ツインリンクもてぎ場内 

■料金：無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

暑さ吹き飛ぶ 夏限定 びしょぬれイベント情報 

夏休み 冒険スタンプラリー 

『夏もいただき 森の冒険家族』 期間中の入場・駐車料金 
 

入場料金 駐車料金 

大人 

（高校生以上） 

子ども 

（小中学生） 

幼児 

（3歳〜未就学児） 
4輪 2輪 

１,０００円 ５００円 ３００円 １,０００円 ５００円 
 

【特別レース・イベントのご案内】 

8月14日（月）花火の祭典および8月19日（土）・20日（日）ツインリンクもてぎ2&4レースは特別料金となります。 
※特別レース・イベントの観戦及び観覧には、別途観戦・観覧券が必要です 
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ホテルツインリンク夏休み森の冒険キッズ宿泊プラン 
夏休みイベントを満喫できるファミリー向け宿泊プランを販売中です。「どんぐりの森 冒

険指令書」や家族全員分の「1DAYパスポート」、「森のジェラテリアROCCO ジェラート券」

がセットでプラン内容も充実。夕食は、森のレストランMARCHERANTにて五感で味わう

ビュッフェをお楽しみいただけます。 

■日時：7月22日（土）～9月2日（土) 

■場所：ホテルツインリンク 

■料金：1泊2食付き お一人様15,000円より ※子ども料金あり 

 

 

ホテルツインリンク夏休みスペシャルデー開催 
■期間：8月10日（木）〜13日（日）・15日（火） 

１） ご夕食時に「縁日コーナー」が登場 

２） モビパーク アーリーライド特典 

宿泊日翌朝、ツインリンクもてぎ営業15分前から、モビパーク対象6機種がご利用

いただけます。 

 

 

森のレストランＭＡＲＣＨＥＲＡＮＴ（マルシェラン） 夏休みディナービュッフェ 
おすすめは、茂木町自然農園「空土ファーム」直送野菜のマルシェバーやシェフこだ

わりの石窯料理。キッズゾーンには、「苦手野菜克服メニュー」も登場します。那須牛乳

のミルクアイスを使ったストーンアイスのデザートをお子様限定でサービスします。 

■営業時間：17:30～21:00（ラストオーダー20:30） ※要予約 

■場 所：ホテルツインリンク1階 森のレストランMARCHERANT 

■料 金：大人（中学生以上） 3,900円 

子ども（小学生） 2,800円 

幼児（3歳～未就学児） 1,550円 

 

 

 

 

 

 

  

夏休み 宿泊プランのご案内 



 

-5/5- 

東京オフィス 〒107-0062 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル9F TEL：03-5770-6432 FAX：03-5770-6435 

ツインリンクもてぎ 〒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/ 

 

 

 

 

音と光のシンフォニー ツインリンクもてぎ花火の祭典 

２０周年アニバーサリースペシャル 

＜８月１４日（月）開催＞※荒天予備日8月15日（火） 
 

国際レーシングコースを舞台に、花火のあざやかな光と音楽が競演する劇場型花

火「音と光のシンフォニー ツインリンクもてぎ花火の祭典 20周年アニバーサリース

ペシャル」を8月14日（月）に開催いたします。広いグランドスタンドの座席から見るこ

とができ、まさに目の前に大輪の華が開く様子は圧巻です。 

■前売観覧券： 大人（中学生以上） 2,600円 

子ども（小学生） 700円 

幼児（3歳～未就学児） 500円 
※お車でお越しの場合は別途駐車券が必要です 

※その他にもお得な「トクトクグループチケット」もございます。詳細はツインリンクもてぎ公式ウェブサイトをご覧ください 

 

 

ツインリンクもてぎ２０ｔｈアニバーサリーデイ ツインリンクもてぎ２＆４レース 

＜８月１９日（土）・２０日（日）開催＞ 
 

2輪の「JSB1000クラス」と4輪の「スーパーフォーミュラ」、2つの国内トップカテゴリーレースに加え、ツインリンクも

てぎ開業20周年を記念したイベントもお楽しみいただける「ツインリンクもてぎ20thアニバーサリーデイ ツインリンク

もてぎ2&4レース」を8月19日（土）・20日（日）に開催。またHondaの二輪・四輪・汎用製品を「見て、遊んで、体感する」

ことを目的としたファンの皆様への感謝イベント「Enjoy Honda 2017」も同日開催いたします。 
※観戦券などの詳細はツインリンクもてぎ公式ウェブサイトをご覧ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休み ツインリンクもてぎ情報 

2016年スーパーバイクレース in もてぎ 

JSB1000クラス スタートシーン 
2016年ツインリンクもてぎ2&4レース 

スーパーフォーミュラ スタートシーン 


