2009 年 10 月 30 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 秋の感謝祭 トクトク 3Days』開催のご案内
ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）は、11 月 21 日（土）〜23 日（月・祝）の 3 日間、ご家族皆さまでお得に
お楽しみいただけるイベント、『ツインリンクもてぎ 秋の感謝祭 トクトク 3Days』を開催いたします。

開催概要
●イベント名称
●主
催
●会
場
●開 催 日 程
●営 業 時 間

ツインリンクもてぎ 秋の感謝祭 トクトク３Ｄａｙｓ
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
11 月 21 日（土）〜23 日（月・祝）
〔11 月 21 日（土）〕
9：30〜19：30 ※場内施設の一部は 17:00 まで
〔11 月 22 日（日）・23 日（月・祝）〕
9：30〜17：00
※「SORA フェスタ」会場は、7：30〜16：30 頃まで
●お問い合わせ ツインリンクもてぎ TEL 0285-64-0001（代表）
●ア ク セ ス
JＲ東北本線宇都宮駅下車バス利用で約 90 分
ＪＲ常磐線水戸駅下車バス利用で約 90 分
北関東自動車道宇都宮上三川ＩＣ下車 約 33km
常磐自動車道水戸ＩＣ下車 約 29km
※イベントの詳細は、随時ホームページでご案内いたします。
≪アドレス≫ http://www.twinring.jp/

※写真はイメージです。

『ツインリンクもてぎ 秋の感謝祭 トクトク３Days』は、「とちぎ熱気球インターナショナル・チャンピオン
シップ」の開催【11 月 21 日（土）〜23 日（月・祝）】に伴い、さまざまなプログラムを“お得”な内容でお楽しみ
いただけるファミリーイベントです。

“お得”な 『ツインリンクもてぎ 秋の感謝祭 トクトク３Days』
■入場・駐車料金半額
割引券持参で、ツインリンクもてぎの入場・駐車料金が半額に！
■プッチタウン・ファンファンラボ共通
乗りものフリーパス

3 日間限定料金 1,500 円（税込）

■森の空中回廊「クラーネ」

3 日間限定料金
一律 1,500 円（税込）

■オリジナル・アウトレットセール
ツインリンクもてぎオリジナルグッズ

3 日間限定価格にて販売
（最高 84％OFF）

新たな魅力の『バルーン イリュージョン』開催！
ファミリーイベント『SORA フェスタ』も同時開催！！
今年の『ツインリンクもてぎ バルーン イリュージョン』は、『躍動する光の美』をテーマとして演出内容を
一新、ランプシェードのように照らされた極彩色の熱気球と、洗練された音楽にのせて打ち上がる花火の、
新たなコラボレーションをご堪能いただけます。『ツインリンクもてぎ バルーン イリュージョン』は上記の割引
料金でご覧いただけます。
さらに、「とちぎ熱気球インターナショナル・チャンピオンシップ」の開催にちなんだファミリーイベント
『SORA フェスタ』も同時開催。無料でお楽しみいただけます（併催される一部のイベントは有料）。
その他場内の各施設では、ご家族おそろいでお楽しみいただける 3 日間限定のお得なプログラムを多数
ご用意しております。
〒３２１-３５９７ 栃木県芳賀郡茂木町桧山１２０-１
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■■■ お得情報 ■■■

ツインリンクもてぎの 3 日間がお得！！

■ 入場・駐車料金半額 ■
◆ツインリンクもてぎでは、よりお得に場内イベントをお楽しみいただくために、期間中入場・駐車料金
半額サービスを実施いたします。ツインリンクもてぎ発行の TRM PRESS に印刷されている割引券、
またはホームページからダウンロードした割引券をご持参いただいた方対象に、入場・駐車料金半額の
サービスをご用意いたしました。
（例）大人 2 名様＋お子さま 2 名様＋乗用車の組み合わせで、通常料金 4,000 円（税込）のところ、
2,000 円（税込）にてご入場いただけます。

入場・駐車料半額でお得！！
【料金のご案内】

【税込】
1,200 円
500 円
300 円
600 円
300 円

●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
※バスは本割引サービスの対象外となります。

600 円
250 円
150 円
300 円
150 円

【森の空中回廊「クラーネ」】
◆どんぐりの森を、鳥の視点で空中散歩するジップラインや、秋の葉
や花、昆虫などを間近に観察できるだけでなく、壮大なサーキット
を眺める事ができる樹冠タワーなど、ハローウッズの魅力を、3 日間
限定の特別料金にて体験していただけます。
■時 間 9：30〜17：00
■場 所 ハローウッズ
■料 金 通常：大人 2,500 円（税込）／子ども 2,000 円（税込）

最大 1,000 円 OFF でお得！！

3 日間限定料金一律 1,500 円（税込）

【プッチタウン・ファンファンラボ共通 乗りものフリーパス 】
◆ プッチ タ ウ ンと フ ァン フ ァン ラボ の 乗りも の が 終日乗り放題に なる、
お得な共通フリーパスを特別販売いたします。ご購入いただいたお客さま
全員に、もれなくホンダジェットのペーパークラフトをプレゼントいたします。
■時 間 9：30〜17：00
■場 所 プッチタウンチケット売り場、ファンファンラボ
■料 金 通常 1,980 円（税込）

3 日間限定料金 1,500 円（税込）
≪感謝祭特典≫
乗り放題＆プレゼントでお得！！
期間中に、プッチタウンでライセンスカードを作成した
お子さまに、もれなくプッチタウン・オリジナルコインケースをプレゼントいたします。

〒３２１-３５９７ 栃木県芳賀郡茂木町桧山１２０-１
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【オリジナルグッズ・アウトレットセール】
◆ツインリンクもてぎオリジナルグッズを、3 日間限定価格
（最高 84％OFF）にて販売いたします。
■時 間
■場 所
■商 品

9：30〜17：00
グランドスタンドプラザ、ビクトリーレーン
レースグッズ・ダイキャストミニカーなど

最大 84％OFF でお得！！

バルーンイリュージョン
◆レーシングマシンが走行するコース上に約 30 基の熱気球
が集結、幻想的な光のショーをグランドスタンド席に座って
お楽しみいただけます。
■日 程 11 月 21 日（土）
■時 間 18：45〜19：15（予定）
■場 所 スーパースピードウェイ
■料 金 入場・駐車料金でご覧いただけます。
5,000 円（税込）
■ＶＩＰスイート ・大人（高校生以上）
・子ども（3 歳〜中学生）
2,500 円（税込）
・４輪指定駐車券
600 円（税込）
※上記のツインリンクもてぎ発行の TRM PRESS に印刷されている割引券、またはホームページから
ダウンロードした割引券をご持参いただいた方対象に、
入場・駐車料金半額のサービスをご用意いたしました。
半額で観覧できてお得！！

SORA フェスタ ― 11 月 21 日（土）〜11 月 23 日（月・祝）期間中開催！―
【熱気球体験搭乗】
◆熱気球に乗って、紅葉した里山や広大なサーキット場を上空から
ご覧いただけます。
■時 間 7：30 頃〜10：00 頃 ／ 15：00 頃〜17：00 頃
■場 所 グランドスタンドプラザ・特設会場
■料 金 無料
※開催時間は目安です。各回先着順となります。

【パラグライダーde ふわり体験】
◆インストラクターのアシストで、誰でも簡単に “ふわり”と浮かぶ
パラグライダー飛行を体験していただけます。
■時 間 9：30〜／11：00〜／13：00〜／14：10〜
■場 所 中央エントランス特設会場
■料 金 無料
■定 員 各回先着 10 名様
■対 象 小学生のみ

無料で体験できてお得！！

※この他にも『SORA フェスタ』ではさまざまなイベントを無料で開催しております。
インストラクターのサポートでラジコン飛行機を飛ばせる「ラジコン操縦体験」、軽飛行機の展示と合わせ、
衣装に着替えてパイロットになりきれる「軽飛行機コクピット体験」、その他、「ペットボトルロケット打ち上げ
体験」、「モデルロケット教室」、「紙飛行機教室」、「パラグライダー展示飛行」、「SORA の写真展」など、
多数のイベントをご用意しております。
※『SORA フェスタ』は、雨天の場合は中止もしくは中断いたします。
※風が強い場合は、「熱気球体験搭乗」や「パラグライダーde ふわり体験」など一部のイベントを中止または
時間を変更する場合がございます。
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■■■その他施設イベント情報■■■−11 月 21 日（土）〜11 月 23 日（月・祝）期間中開催！―
【餃子ウイング（スペシャル手羽餃子）の販売】
◆2 枚の羽に包まれた、栃木県産の餃子を特性ピリ辛ソースで味付け
しました。3 日間の限定メニューです。
■時 間 9：30〜17：00
■場 所 ブリックヤード前 特設店舗
■料 金 400 円（税込）※2 個入り
※3 日間限定・売り切れ次第終了となります。

【サーキット・バスツアー】
◆インディカーが時速 300km 以上のスピードで駆け抜けるスーパー
スピードウェイを、バスに乗って体験走行していただけます。
コースに降りて体験できる傾斜 10 度のバンクもポイントのひとつ
です。
■時 間 ≪午前の部≫ 11:15〜
≪午後の部≫ 13:45〜
※11 月 21 日（土）は、午前の部のみの開催となります。
■受 付 インフォメーションセンター
■料 金 500 円／人（税込）
■定 員 各回先着 40 名様

【チョロ Q ファクトリー】
◆チョロＱのペイントや組み立てを体験していただけるコーナーです。
チョロＱ専用コースもございます。
■時 間 9：30〜17：00
■場 所 Honda Collection Hall 1 階オリエンテーション室
■料 金 600 円（税込）

【クリスマス・リースを作ろう】
◆天然素材を使った楽しい工作で、ひと足早いクリスマスツリーや
押し花の小物づくりをお楽しみいただけます。
■時 間 9：00〜16：30
※予定数がなくなり次第終了となります。
■場 所 グランドスタンドプラザ特設会場
■料 金 200 円〜500 円（税込） ※メニューにより異なります。

【ベジタブル豆腐ハンバーグ（ライス・スープ付）】
野菜と豆腐で仕上げた、カフェどんぐり特製ヘルシーハンバーグ。
さつまいもチップと栗を添えた、この秋限定のメニューです。
■時 間 9：30〜17：00
■場 所 ハローウッズ内 カフェどんぐり
■料 金 900 円（税込）

以上
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
ツインリンクもてぎモバイルホームページ

〒３２１-３５９７ 栃木県芳賀郡茂木町桧山１２０-１

： http://www.twinring.jp/
： http://mobile.twinring.jp/
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