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2018年6月15日
株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

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、2018年7月14日（土）～9月2日（日）に、
家族で森の冒険を満喫できるイベント『夏もドキドキ 森の冒険家族』を開催いたします。

この春OPENしたどんぐりの木をモデルにした「森感覚アスレチック ＤＯＫＩＤＯＫＩ」や森をテーマにリニューアル
したモビパークのアトラクション、夏でも木陰で涼しい里山を舞台とした「森遊び」や、暑さを吹き飛ばす「びしょぬ
れイベント」など、家族みんなで都会では味わえない様々なドキドキ体験をお楽しみいただけます。

ツインリンクもてぎ 夏休みイベント情報
『夏もドキドキ 森の冒険家族』 開催のご案内 ［2018年7月14日（土）～9月2日（日）］
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MENU

夏の森を家族で冒険！木陰で涼しい森遊び
水着ＯＫ！　暑さ吹き飛ぶ　びしょぬれイベント
空調完備　屋内施設で体験できる ドキドキイベント
夏もドキドキ　家族で冒険できる スタンプラリー
場内施設情報
場内グルメ情報

夏休みツインリンクもてぎ情報
料金のご案内
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ハローウッズの森にカブトムシとクワガタの魅力がいっぱいの「夏休みカブク
ワひろば」が登場します。ふれあいコーナーでは、放し飼いにしたハローウッ
ズに生息するたくさんカブトムシやクワガタを、自由に触れてじっくり観察でき
ます。

■開催日 7/14（土）～8/19（日）
■場所 ハローウッズ
■料金 無料

カブトムシとクワガタに会いに行こう！『ふれあいコーナー』

夏の森を家族で冒険！木陰で涼しい森遊び

冒険指令書に期間限定2種類のスペシャル指令が登場します。指令をクリアす
ると、夏のハローウッズの主役が勢ぞろいした生きもの缶バッジをプレゼントし
ます。

■開催日
① 7/14（土）～8/19（日） 夏休みスペシャルコース

『森の生きものコース～カブクワスペシャル～』
『水辺の生きものコース～タガメスペシャル～』

② 8/20(月)～9/2(日) 夏休み宿題応援コース
指令をクリアすると「宿題まとめシート」をプレゼント

■場所 ハローウッズ
■料金 各500円

《ハローウッズ入山時間》
7/14（土）～16（月）、21（土）～8/17（金） 9:30～18:00
7/17（火）～20（金） 10:00～17:00
8/18（土）・19（日） 9:00～18:00
8/20（月）～9/2（日） 9:30～17:30 

夏限定 生きものバッジが登場！『どんぐりの森 冒険指令書』

カブトムシ・クワガタふれあいコーナー

夏限定 缶バッチ

冒険指令書

森の中にある指令

巨大迷路のいたる所から噴水やミストで放水。迷路をクリアすると、
水の大砲「メガキャノン」を発射できます。全身びしょぬれ間違いなし。

■開催日 7/14（土）～9/2（日）
■場所 中央エントランス
■料金 300円 パスポート利用可

迷路の中は水だらけ！ 『びしょぬれ迷路スプラッシュ』

水着ＯＫ！ 暑さ吹き飛ぶ びしょぬれイベント

水鉄砲対決！ 『コチラレーシングのびしょぬれフェスタ』
コチラ率いるコチラレーシングのメンバーが場内に登場し、
水鉄砲で対決するびしょぬれイベントです。

■開催日 7/14（土）～7/16（月・祝）、7/21～9/2（日）
■場所 中央エントランス・モビパーク・ファンファンラボ前
■料金 無料

びしょぬれイベント

びしょぬれ迷路
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空調完備 屋内施設で体験できる ドキドキイベント

この春大人気の屋内でアスレチックを楽しめるドキドキアスレチックが
パワーアップして夏休みにも登場。レベル別に難易度が設定された
アスレチックは大人の方もお楽しみいただけます。

パワーアップして登場！『帰ってきた！ドキドキアスレチック広場』

■開催日 7/14（土）～9/2（日）
■場所 ファンファンラボ
■料金 無料

オリジナルの一品を作ろう！『手作りキャンドルコーナー』

カラフルな砂と貝殻を使い、自分だけのオリジナルキャンドルを作ることが
できます。思い出が持ち帰れるキャンドルアート作りです。

■開催日 7/14（土）～9/2（日） 土日祝
■場所 ファンファンラボ
■料金 800円より ※オプションは別料金

手作りキャンドル イメージ

傾斜90度の「ビッグツリー」

広大なツインリンクもてぎ内に設置された様々なスポットを巡りながら
家族みんなでチャレンジ。完全制覇で虫除けリングをプレゼントします。

■開催日 7/14（土）～9/2（日）
■場所 ツインリンクもてぎ場内
■料金 無料

完全制覇にチャレンジ！ 『冒険スタンプラリー』

夏もドキドキ 家族で冒険できる スタンプラリー

冒険の吊り橋



-4/6-

MotoGPTMやSUPER GTが開催される国際レーシングコースをカートで走ること
ができます。小学５年生以上は１人で運転でき、家族みんなでレースをしている
感覚で楽しむことができます。走行終了後には、「走行証明」を贈呈します。

■開催日 7/28（土）・8/4（土）・8/12（日）・8/15（水）・8/16（木）・9/1（土）
■場所 国際レーシングコース
■料金 西スペシャルコース(全長1.8km） １台2人乗り1,000円

フルコース（全長4.8km） １台2人乗り2,000円

本物のサーキットを家族、仲間とカートで走ろう！『サーキットカート』

ホンダコレクションホール開館20周年記念 『収蔵車両走行イベント』

MotoGPTMやSUPER GTが開催される国際レーシングコースを普段お乗りの愛車
でお楽しみいただけます。レースで活躍するペースカーが先導するクルージング
走行です。

マイカーに乗って家族みんなでサーキットを走ろう！『サーキットクルーズ』

■開催日 7/28（土）・8/4（土）・8/12（日）・8/15（水）・8/16（木）・9/1（土）
■場所 国際レーシングコース
■料金 2周 クルマ 3,300円 バイク 2,700円

ホンダコレクションホールが今年で開館20周年となることを記念し、Honda創業期
から2010年代の主要な市販製品60台を一堂に展示し、ゲストライダー・ドライバー
によるデモンストレーション走行を行うイベントを開催します。

■開催日 7/16（月・祝） 10：00～16：00
■場所 南コース 特設会場
■料金 観覧無料

シグナルブリッジでの記念撮影

サーキットカート

Honda創業当時から時代を彩った車両

場内施設情報

今春オープンした親子で楽しめるアトラクションです。どんぐりの木をモデルにした
木登り型アスレチックに挑戦！体力が必要なクライムゾーン、勇気が試される空
中ゾーンなどドキドキが連続する39ヶ所のアスレチックが待ち受けています。

全力で登れ！キミのドキドキが聴こえてくる『森感覚アスレチック ＤＯＫＩＤＯＫＩ』

■料金 600円/人 パスポート対象
■場所 モビパーク
■対象 小学生以上 森感覚アスレチック DOKIDOKI
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「夏もドキドキ森の冒険家族」 のりものパスポート料金のご案内

夏休み期間限定 営業終了3時間前より 「トワイライトパスポート」 を販売します。

夏もドキドキ冒険家 場内グルメ情報

当日入場料金 当日駐車料金

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

パスポート料金 トワイライトパスポート料金※

小学生以上 3,000円 2,200円

幼児（3歳以上～未就学児） 1,700円 1,200円

※【トワイライトパスポート販売期間】 2018年7月14日（土）～9月2日（日） ※7/17～7/20を除く。 ※混雑状況によっては販売しない日あり。

※8月14日（火）・8月19日（土）20日（日）は、レース・イベント開催日のため特別料金となります。

「夏もドキドキ森の冒険家族」 入場料・駐車料金のご案内

グランツーリスモカフェ 家族で楽しむ『真夏のカレーGP』

９種類の絶品カレーによる熱きバトルがグランツーリスモカフェで開催。
辛さレベルが異なる５品と、２種類の味が楽しめるハーフ＆ハーフ４品が
エントリー。レースの世界観に包まれながら大人からお子様まで楽しめる
真夏のカレーGPで暑い夏を乗り切ろう！！

■開催日 7/14（土）～9/2（日） ※8/14（火）を除く
■場所 パドック内 グランツーリスモカフェ

※8/19（土）・20（日）はパドックパスが必要
■料金 900円 ハーフ＆ハーフ1,100円

カフェレストランOAK 夏のおすすめメニュー

■場所 カフェレストラン OAK
■料金 夏野菜のチーズハンバーグプレート 1,100円

DOKIDOKIバーガー 1,300円
グランピングオムライス 1,100円

夏野菜のチーズハンバーグプレート

今年の新作メニュー「DOKIDOKIバーガー」や「グランピングオムライス」に加え、
夏の彩り野菜を使用した夏季限定メニューが登場します。

森のジェラテリア ROCCO 清涼感溢れるジェラート

栃木県の人気ジェラート店とツインリンクもてぎがコラボレーション。
清涼感溢れる新作ジェラートは、ツインリンクもてぎでしか味わえない
オリジナルのスイーツです。

■場所 森のジェラテリア ROCCO
■料金 シングル・ダブル450円より トリプル500円より

ＤＯＫＩＤＯＫＩラムネ とちおとめミックスベリー

バターチキンカレー

ﾊｰﾌ＆ﾊｰﾌ （ﾏｻﾗｶﾚｰ& ｸﾞﾘｰﾝｶﾚｰ）
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夏休み ツインリンクもてぎ情報

※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。
http://www.twinring.jp/fireworks/

音と光のシンフォニー ツインリンクもてぎ花火の祭典
夏のＰｒｅｍｉｕｍ Ｎｉｇｈｔ
《 8月14日（火） 19:00 開演 》

ツインリンクもてぎの花火の祭典は、国際レーシングコースを舞台に
花火と音楽がシンクロする“劇場型花火”です。音楽と花火は一つの
ストーリーで構成され、世界に一つだけのオリジナリティ溢れる壮大な

ショーを開催します。

■前売観覧券 大人（中学生以上） 2,900円
子ども（小中学生） 700円
幼児（3歳～未就学児） 500円

国際レーシングコースを舞台にした劇場型花火

ツインリンクもてぎ２＆４レース
Enjoy Honda ２０１８ツインリンクもてぎ
《 8月18日（土）・19日（日）開催 》

国内最高峰の2輪・4輪レース「ツインリンクもてぎ2＆4レース」では、夏休み期間で唯一、最新のスーパースポーツバ
イクによる「JSB1000」と日本の4輪レースにおけるトップカテゴリー「スーパーフォーミュラ」両方を開催します。
また、Hondaのクルマ・バイク・パワープロダクツを通して「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 2018」も同時開催します。

昨年のJSB1000クラス レースシーン 昨年のスーパーフォーミュラ レースシーン Enjoy Honda 2018 イメージ

http://www.twinring.jp/fireworks/

