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ツインリンクもてぎ 秋のイベント情報のご案内 

『謎解きの秋 冒険家族』 
９月１６日（土）〜１１月２６日（日） 

 

 

 

～ツインリンクもてぎ初のリアル謎解きゲームを開催！〜 
秋バージョンにリニューアルした「ＳＡＳＡＹＡＫＩ」や立体迷路「迷宮森殿 ＩＴＡＤＡＫＩ」に挑戦 

広大な秋の森に囲まれたツインリンクもてぎで、謎解きしながら冒険 
 

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9月16日(土)～11月26日(日)に、ツイン

リンクもてぎ初のリアル謎解きゲームを中心とした家族で冒険を満喫できるイベント『謎解きの秋 冒険家族』を開催

いたします。 

広大な敷地を利用したツインリンクもてぎ初のリアル謎解きゲーム「〜森のミステリー 消えたどんぐりを探しだせ〜」、

今年オープン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」やこの夏に登場した夜の森を

疑似体験できる新アトラクション「SASAYAKI」の秋バージョン、どんぐりの森冒険指令書のリニューアルなど、ツイン

リンクもてぎの秋を満喫いただけるイベントを開催いたします。 

また期間中は、ご家族で観戦いただけるクルマ・バイクのレースやイベントも多数開催いたします。 
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2017年8月19日 

株式会社モビリティランド 

ツインリンクもてぎ 

写真はイメージです 
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〜森のミステリー 消えたどんぐりを探しだせ〜 
 

ツインリンクもてぎが、「謎解きタウン」とコラボし、広大な敷地を利用した本格的なリアル

謎解きゲームを開催します。謎解きキットを使って、ツインリンクもてぎ場内に散りばめられた

ヒントをたよりに、様々な施設を巡りながらゴールの答えを導きだす参加型イベントです。 

 

■日時： 9月16日（土）～11月26日（日） 営業時間内 

■場所：ツインリンクもてぎ場内 

■料金：謎解きキット１冊1,500円 （パスポートをお持ちの方 1,000円） 

■所要時間：約2時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

謎解きタウンとは 
DAS株式会社が企画運営する、謎解きゲームのコンテンツです。観光地やテーマパーク、

ショッピングモールなど全国各地で展開している参加型のイベントです。過去には、お台場・横浜

などの有名観光地だけでなく、神奈川県庁舎やグアムのリゾートホテルを舞台としたリアル謎解

きゲームも展開した実績があります。また、2013年に動物園とコラボレーションして開催した謎解

きイベントでは、4日間で2000人以上のプレーヤーが挑戦し、全問クリアできたのがわずか5%と

超難関の謎解きゲームも企画しています。 
 

■謎解きタウン https://www.nazotown.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ツインリンクもてぎ 初のリアル謎解きゲームを開催 

ストーリー 
舞台は、広大な自然に囲まれた『森の中のモビリティテーマーパーク ツインリンクもてぎ』。“「迷宮森殿 ITADAKI」の中に

ある大きなどんぐりが無くなった”という設定で、どこかに消えてしまったどんぐりを探しに行く冒険がスタートします。しかし、

どんぐりを見つけ出すには、数々の謎を解かなければなりません。冒険の途中には、リスやウリンボ、フクロウなどの生きもの

が登場し、森の生きものたちの会話も謎解きのヒントになっています。ツインリンクもてぎ場内の様々な施設を巡りながら、

謎の手がかりをヒントに、消えたどんぐりを見つけ出し、無事にゴールすることができるだろうか・・・ 

遊び方 
① 謎解きキットをモビパークチケット売り場にて購入し、リアル謎解きゲームスタート。 

1冊の謎解きキットを使うプレーヤーは、1人でもグループでも可。 

② 謎解きは、ステップ1～ステップ4まであり、全部で約20個のクイズが設定されています。クイズの答えには、次の行き先

や、ゴールまでのヒントが隠されており、謎解きキットに記載されている「森のミステリーマップ」をもとに、クイズの答えが

示す施設を巡っていくと、ストーリーが進んでいき、クイズの難易度も高くなってきます。 

③ 無事に消えたどんぐりを見つけ出すことができたら、指定された場所で答え合わせ。 

ゴールできれば、謎解きキット1冊につきキーホルダーを1個をプレゼントします。 

写真はイメージです 

「迷宮森殿 ITADAKI」のどんぐり 「森のミステリー 消えたどんぐりを探し

だせ」イメージ 
森のミステリーマップ 
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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」 
様々な仕掛けやリアルな生きもののオブジェをヒントに14箇所のスタンプを集

めながら、2箇所のクイズにチャレンジし、ゴールの頂（ITADAKI）を目指します。迷

路を制覇し5階に辿り着けたら「迷宮森殿 ITADAKI」クリア。冒険しながら森の生

きものたちの特長を学ぶこともできる、立体図鑑のようなアトラクションです。 

 

■場 所：モビパーク 

■参 加 料 金：600円（パスポート利用可） 

■受付終了時間：営業終了の30分前まで 

■所 要 時 間：約30分 

■利 用 条 件：3歳以上 ※小学生以下は、保護者の同伴が必要です 

 

 

夜の森「ＳＡＳＡＹＡＫＩ」秋バージョン 
この夏に登場した夜の森を疑似体験できる新アトラクション『SASAYAKI』が好

評につき秋バージョンにリニューアルします。暗闇の中で耳をたよりに「音」で生き

ものの気配を感じながら、夜の森の冒険気分が味わえます。謎解き要素を加えた

耳で楽しむ屋内施設のアトラクションです。 

 

■場 所：モビパーク内ファンファンラボ（屋内施設） 

■参加料金：300円（パスポート利用可） 

■所要時間：約5分 

■日 時：9月16日（土）～11月26日（日） 期間中毎日・営業時間内 

■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 冒険指令書で謎解き 
どんぐりの森 冒険指令書が10月より秋冬の指令にリ

ニューアル。秋の森を散策しながら指令をクリアすると秋冬

限定の缶バッジをプレゼントいたします。 

 

■入山終了時間： 9月16日（土）〜9月27日（水） 17：00 

9月28日（木）〜10月18日（水） 16：30 

10月19日（木）〜11月26日（日） 16：00 

■受付終了時間： 入山終了の60分前まで 

■場 所： ハローウッズ 

■参 加 料 金： 500円 ※小学生以下は、保護者の同伴が必要です。 

 

  

缶バッジ 
通常デザイン6種類、秋

冬限定デザイン6種類、

計12種類の缶バッジを用

意しています。 

アトラクションで冒険しながら謎解き 

どんぐりの森 冒険指令書がリニューアル 

「迷宮森殿 ITADAKI」の内部 

「SASAYAKI」の入り口 

どんぐりの森 冒険指令書（イメージ） 

秋冬限定の缶バッジ 

（イメージ） 
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２０１７秋のキッズプラン 
ツインリンクもてぎ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」付。 

 

■場所：ホテルツインリンク 

■料金：1泊2食付お一人様13,500円より※子ども料金あり 

■期間：9月3日（日)～11月30日（木） 

 

 

秋の味覚を楽しむディナービュッフェ 
森のレストランMARCHERANT（マルシェラン）では、地元の食材を使用した旬の

料理を提供いたします。石窯で焼いた「牛フィレ肉のロースト」や「6種チーズのピ

ザ」、茂木町自然農園「空土ファーム」直送野菜のマルシェバーもおすすめです。

キッズゾーンには、「苦手野菜克服メニュー」も登場します。那須牛乳のみるくアイ

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。 

 

■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 

■営業時間：17:30～21:00 ラストオーダー20：30 ※要予約 

■開 催 日：毎週土曜日他 
 ※詳細はホテルツインリンク スケジュールをご覧ください http://www.twinring.jp/hoteltwinring/calendar/index.html 

 

 

ホテルツインリンクのご予約お問合せ０２８５-６４-０４８９ 
http://www.twinring.jp/hoteltwinring/ 

 

  

『謎解きの秋 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】 

10月13日（金）〜15日（日）MotoGP™、10月28日（土）・29日（日）WTCC、11月11日（土）・12日（日）SUPER GT

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 

ホテルツインリンク 秋の宿泊プランのご案内 

ホテルツインリンク ゲストルーム 

ディナービュッフェ（イメージ） 
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ゆうえんちや森で遊びながらレースも観戦！ 

 
世界最高峰のロードレース世界選手権 

[10月13日(金)〜15日(日)] 2017 FIM MotoGP™ 世界選手権シリーズ第15戦 MOTUL 日本グランプリ 
2輪ロードレースの世界最高峰「MotoGP™」がツインリンクもてぎにやってきます。

今年で19回目の開催となる本大会では、人気のV字コーナーに大型ビジョンと指定

席が新登場。ファミリーで快適にご観戦いただける環境が整いました。また「親子ポ

ケバイ教室」や「親子で自転車チャレンジ！！」など、ファミリーで楽しめるイベントも

多数開催いたします。 

 
国内で最も人気のあるGTカーレース 

[11月11日(土)〜12日(日)] 2017 AUTOBACS SUPER GT Round8 MOTEGI GT GRAND FINAL 
2017年シーズンの最終戦である本大会では、今年もこれまで同様に最終戦なら

ではの激しいチャンピオン争いが予想されます。VIPテラス内には専用モニターや

電源コンセントを完備したグループ向けの貸切可能な観戦エリア「VIPテラスプレミ

アム」が新登場。SORAサイトやビクトリーコーナーテラスと合わせ、ご家族やグ

ループで快適に観戦していただける環境が整いました。 

 
激しいバトルが魅力のツーリングカー世界選手権 

[10月28日(土)〜29日(日)] 2017 FIA 世界ツーリングカー選手権シリーズ JVCKENWOOD 日本ラウンド(WTCC) 
WTCCはFIA（国際自動車連盟）公認の世界選手権で、ツーリングカーレースの

世界最高峰です。Honda、ボルボ、シトロエン、シボレーなど世界を代表する自動車

メーカーが参戦し、時には接触も厭わないほどの激しさはそのまま、ハイスピード

かつハイレベルな戦いを展開しています。「コチラファンクラブ限定！スペシャル観

戦シート」や「ドリフトキッズレーサー親子対決」など、ご家族で楽しめるイベントも多

数開催いたします。 

 
150台以上のアメ車が集結 

[9月17日(日)] 2017 もてぎスーパーアメリカンサンデー 
全国各地からアメ車好きが集い会場全体がアメリカンな雰囲気に染まる、ツイン

リンクもてぎの年に一度のアメ車＆バイクの祭典です。カーオーディオとカスタム

カーのコンテスト「INTER SHOW 21th」も同時開催するとともに、ご家族で楽しめるイ

ベントも続々と企画しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

秋のクルマ・バイク イベント情報 


