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2009 年3 月23 日発行 

株式会社モビリティランド 

ツインリンクもてぎ 

 

 

『2009 ゴールデンウィーク Ｅｎｊｏｙ！スポーツワールド』開催のご案内 

 

 

 

ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）は、2009年5月2日（土）～6日（水・祝）に、スポーツ・健康をテーマ

に、ご家族で楽しめるイベント『2009ゴールデンウィーク Ｅｎｊｏｙ！スポーツワールド』を開催します。 

 

 
 新緑あふれるシーズンに、今年はご家族で楽しく体を動かしていただけるイベントを多数ご用意いたし
ました。場内各ポイントでトライアルウォーキングをしながらゴールを目指す“トレジャーウォーク”を   
はじめ、スポーツアトラクションに参加して記録にチャレンジしていただける“スポーツマニア選手権！”
やハローウッズの森を舞台に、マップを見ながら森に設置されたポイントを探し出す“森のアドベンチャ
ーウォーク”を開催いたします。さらに、ドリームマッチでプロスポーツ選手に挑戦したり、間近で選手達
と触れ合っていただける“プロスポーツ DAY”、ダンスエクササイズや、ゲストによるお笑いステージなど
で楽しみながらエクササイズに挑戦していただける“コチラ de ダンスフェスティバル”など、場内で様々
なスポーツイベントを体験していただけます。 
 

 

 

そのほかにも、場内各施設にてご家族、ご友人おそろいでお楽しみいただけるゴールデンウィーク 

限定の各種イベントをご用意しております。 

 

開催概要は下記の通りです。 

記 

 

 開催概要  

●イベント名称   『2009 ゴールデンウィーク Ｅｎｊｏｙ！スポーツワールド』 

 

●開 催 日 程   2009 年5 月2 日（土）～6 日（水・祝） 

●主     催   株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ 

●会     場   ツインリンクもてぎ 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1 

●お問い合わせ  ツインリンクもてぎ TEL 0285-64-0001（代表）  

 
●入場・駐車料金のご案内※下記入場・駐車料金は2009年5月2日(土)～6日（水・祝）までの特別期間の料金となります。  
                                                     【税込】                    

入場料 駐車料 

大人 
15 歳以上 

子ども 
小中学生・ 

6 歳～15 歳未満 

幼児 
3 歳～6 歳未満 

4 輪車 2 輪車 
バス 

大型・中型・マイクロ 

1,200 円 500 円 300 円     600 円 無料 1,000 円 

※ 6 歳でも小学校入学前は幼児料金。15 歳でも中学生は子ども料金となります。 
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-イベント情報- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【トレジャーウォーク】
場内の各ポイントでクイズ（宝）を見つけ、クイズに正解すると、 
ゴールで宝物を手に入れる事ができます。さらにご家族で 1 万歩 
を歩いたご家族の方にスペシャルグッズをプレゼントいたします。 
【開催日】         5 月2 日（土）～6 日（水・祝）5 日間 
【時間】           9：30～17：30 ※受付16：30 まで 
【各ポイント】     プッチタウン・ファンファンラボ・ハローウッズ・ 
              ブリックヤード・Ｈｏｎｄａ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ Ｈａｌｌ・ 
              ホテルツインリンク （合計6 ヶ所） 
【受付】           グランドスタンドプラザ本部テント 
【料金】           無料 

【スポーツマニア選手権！】 
スピード・バランス・パワー・瞬発力・集中力が必要な７つのアトラクションに挑戦。 
決められた記録をクリアした方にはステキな賞品をプレゼントいたします。 
【開催日】  5 月2 日（土）～6 日（水・祝） 5 日間 
【時間】   9：30～17：30 
【場所】    グランドスタンドプラザ 
【料金】    無料 

【森のアドベンチャーウォーク】 
ハローウッズの森を舞台に、親子でマップを見ながら森に設置された 
ポイントを探索。ハローウッズの森を舞台にオリジナルアドベンチャー 
ウォークを楽しんでいただけます。 
【開催日】   5 月2 日（土）～6 日（水・祝） 5 日間 
【時間】    9：30～17：30 ※受付16：30 まで 
【場所】     ハローウッズ 
【料金】     無料 

【プロスポーツ DAY】
地元で活躍中のサッカー・バスケット・アイスホッケー・自転車のプロスポーツ選手達が大集合します。 
ドリームマッチでプロの選手に挑戦したり、選手たちを間近で感じていただけます。 
【開催日】  5 月3 日（日・祝） 
【時間】   10：00～16：00 
※詳細はホームページにてご確認ください。 
【場所】    グランドスタンドプラザ 
【料金】    無料 

【コチラ de ダンスフェスティバル】 
リンク栃木ブレックスのチアリーディング「ブレクシー」 
によるダンスエクササイズや、まちゃまちゃ、サイクロン Z 
が出演するお笑いステージ、コチラ達と一緒に 
「コチラ de ダンス」のＴＶ収録など、楽しみながら 
エクササイズに挑戦できます。 
【開催日】  5 月4 日（月・祝） 
【時間】   11:00～15:00 
※詳細はホームページにてご確認ください。 
【場所】    グランドスタンドプラザ 
【料金】    無料 

 
【Moto GP サーキットマラソン】 
Moto GP 世界選手権も行われるロードコースを思いっきり 
走っていただけます。 
【開催日】            5 月5 日（火・祝） 
【時間】             10：00 ～ ※開会式9:00～ 
【場所】              ロードコース 
【申し込み期限】      4 月12 日（日）まで 
【受付・問い合わせ】  とちぎテレビ TEL028-623-0032 
                  （月～金10:00～17:30※祝祭日休業） 

 

 

 

 

Ⓒ やなせたかし 

Ⓒ Tezuka Puroductions 
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※その他にも各施設でイベントをご用意しております。 
■ファンファンラボ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ご利用料金単位モビについて 

「モビリティランドプッチタウン」の乗り物やライセンスカード、「ファンファンラボ」の体験プログラムにご利用いただける共通ご利用券の単位です。 

■ハローウッズ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■Honda Collection Hall■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ホテルツインリンク■ 
 
 
 
 
 

【春の昆虫採集と標本づくり】 
ハローウッズの山にいる昆虫を捕まえて、大好きな虫の標本をつくっていただけます。 
【開催日】 5 月2 日（土）～6 日（水・祝）5 日間 
【時間】  10：00～14：45 
【料金】   3,500 円（税込）/1 セット 

（大人1 名＋子ども 1 名、標本1 箱分） 
         ※追加1 名1,000 円（税込）、1 セット 2,500 円（税込） 
【定員】          各10 組様 
【申し込み期限】  前日 17:00 まで 

 
 

【ファンファンラボスポーツラリー】 
ファンファンラボの中にあるラリーポイントで 
スポーツアトラクションに挑戦、規定ポイント 
をクリアした方には認定証をプレゼントいたします。
 
【開催日】  5 月2 日（土）～6 日（水・祝）5 日間 
【場所】    館内各ポイント 
【料金】    無料   

※ファンカートのみ 300 モビ 

【レーシングマシン乗車コーナー】
シートに座ってレーサー気分を味わっていただ
けます。 
【開催日】   5 月2 日（土）～6 日（水・祝）5 日間 
【時間】    9：30～17：30 
【場所】     Honda Collection Hall 
【料金】    無料 

【チョロ Q ファクトリー】
自分で塗って、組み立てて、自分だけのチョロ Q に挑戦
していただけます。 
【開催日】   5 月2 日（土）～6 日（水・祝）5 日間 
【時間】    9：30～17：30 
【場所】     Honda Collection Hall 
【料金】     600 円（税込） 

【ガキ大将わんぱくランチプレート】 
「ハローウッズ」のクラブハウス内にあるカフェどんぐりでは、 
産地直送の新鮮野菜を使用したメニューを自然の中でゆったり 
とお楽しみいただけます。メニューに使用している野菜の直売 
も行っています。 
  
【開催日】   5 月2 日（土）～6 日（水・祝）5 日間 
【時間】    9：30～17：30 
【場所】     ハローウッズ クラブハウス内 カフェどんぐり 

 

ガキ大将わんぱくランチプレート 

 
 
有機野菜をふんだんに使った食育にぴったり
のお子様メニュー。お子様が食べやすいよう
優しい味に仕上げました。 750 円（税込） 

【NANONANOアクセサリー】 
ゴールデンウィーク3日間限定！ 
電気部品の廃材を利用したロボット型アクセサリー

づくりをお楽しみいただけます。 
【開催日】 5 月3 日（日・祝）～5 日（火・祝）  
【場所】   ドリームスタジオ  
【料金】    1,000モビ ※各日先着30名様限定 

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/ 

 

【ゴールデンウィークバイキング】 
和食・中華・イタリアン多彩なメニューをご用意しております。 
【開催日】   5 月2 日（土）～5 日（火・祝） 
【時間】     11：30～14：30（最終受付14：00） 
【場所】     ホテルツインリンク 
【料金】     大人（中学生以上）    2,000 円（税込） 

子供(小学生)         1,000 円（税込） 
幼児(3 歳～未就学児）  500 円（税込） 

 
 


