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2011年4月28日
株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

ゴールデンウィークイベント 開催のご案内

森の中のモビリティテーマパーク ツインリンクもてぎ（所在地：栃木県茂木町）では、2011年4月29日（金・祝）～

5月8日（日）のゴールデンウィーク期間、ご家族でお楽しみいただけるイベントを開催いたします。豊かな自然の中で、

里山の澄んだ空気と雄大な景色を満喫しながら、ここでしか体験できないスペシャルな時間をお過ごしください。

栃木県のプロスポーツチーム、『栃木SC』、『リンク栃木ブレックス』、『宇都宮ブリッツェン』、『日光アイスバックス』の選手たちが
ツインリンクもてぎに大集合！選手やスタッフがお子様に直接コーチする“KIDSスクール”を開催いたします。
さらに、地元栃木県出身のプロレーシングドライバー、塚越広大選手と山本尚貴選手も来場し、イベントを一層盛り上げます。

【開催日時】 5月3日（火・祝）

午前の部10：30～、午後の部13:30～

【参加料金】 無料

栃木SCサッカー KIDSスクール ブレックス バスケットボールKIDSスクール

ブリッツェン 自転車KIDSスクールアイスバックス ホッケーKIDSスクール

シュートの基本フォームから、ドリブル、パスなどの練習も加え、 
バスケット初心者にも楽しめるスクールを実施。選手とのフリースロー 
対決なども盛り込んだ楽しさ満載のスクールです。 

 
 
【受付】 当日 9：30 より、ファンファンラボ前 特設テントにて 

先着順となります。 
※参加希望のお子様ご本人と保護者の方ペアでお並び 

ください。 
【対象】 小学 1～3 年生、小学 4～6 年生 

※2 クラスで実施いたします。 
【定員】 先着約 40 名様 

小学 1～3 年生 20 名様／小学 4～6 年生 20 名様 

栃木 SC アカデミースクールコーチが、年齢にあわせ、低学年・ 
高学年の 2 部に分けて実施。パス・ドリブル・トラップなどの基本 
テクニックをやさしく教えながら、最後は本格的なミニゲームも行い 
ます。サッカーを体験したことがないお子様でも、気軽に参加できる
スクールです。 
【受付】 当日 9：30 より、中央エントランス 芝生エリア特設テントにて

先着順となります。 
※参加希望のお子様ご本人と保護者の方ペアでお並び

ください。 
【対象】 小学 1～3 年生、小学 4～6 年生 

※2 クラスで実施いたします。 
【定員】 先着約 50 名様 

 小学 1～3 年生 25 名様／小学 4～6 年生 25 名様 

スティックの持ち方やフォーム、ホッケーのルールなどをレクチャーいたします。 
またPK 対決なども盛り込みながら、選手とのコミュニケーションを 
お楽しみいただけます。 
 
【受付】 当日9：30 より、 

中央エントランス 芝生エリア特設テントにて先着順となります。 
※参加希望のお子様ご本人と保護者の方ペアでお並びください。

【対象】 小学1～6 年生 
【定員】 午前の部・午後の部ともに約 20 名様 

正しいライディングフォームを伝授！スラロームのコツや正しいブレーキング 
などをレクチャーします。知ってそうで知らなかった自転車の世界を伝えると 
ともに、お子さまに安全な自転車の乗り方を伝授するスクールです。 
 
【受付】       当日9：30より、中央エントランス 芝生エリア特設テントにて 

先着順となります。 
※参加希望のお子様ご本人と保護者の方ペアでお並びください。

【対象・参加条件】 小学1～6年生    参加条件 ： 自転車をご持参ください。 
【定員】        午前の部・午後の部ともに約30 名様 

※会場の都合上、スクールの定員になり次第締め切りとさせていただきます。
※当日は運動できる服装でお越しください。スクールの観戦も歓迎します。
※雨天の場合中止になります。

チャリティ握手会 開催！

各プロスポーツ選手・有名コーチによるチャリティー握手会。
その中で、「とちぎテレビ東日本大震災救援募金」を募ります。

【時間】 12:40～12:55 
【場所】 インフォメーションセンター前

栃木県出身 プロレーシングドライバー
塚越広大選手 山本尚貴選手 出演！

栃木県出身 プロドライバーの塚越広大選手、山本尚貴選手が
場内の様々なイベントに出演予定！

【出演エリア】 モビパーク、Honda Collection Hallなど
※詳細はホームページ等でご案内いたします。

「とちぎプロスポーツDAY！ in ツインリンクもてぎ」



なりきりコスチューム体験

なりきりコスチューム体験で気分はすっかり
ツインリンクもてぎエンジェル＆レーサー！

【開催期間】 4月29日（金・祝）
～5月29日（日）

【場所】 インフォメーションセンター前
テント

【料金】 無料

サーキットで働くクルマたち

「サーキットで働くクルマたち」のホンモノ
のクルマの迫力を体感しよう！

【開催期間】 4月29日（金・祝）
～5月29日（日）

【場所】 中央エントランス
【料金】 無料

※土日祝のみの開催となります。
※4月29日（金・祝）～5月8日（日）期間の

平日は開催いたします。

※登場する車両は日程により異なります。

モータースポーツ
バックヤードツアー

普段は入ることができないエリアでレース
のお仕事を見学していただけます。ロード
コース上での記念撮影や、チェッカー
フラッグ体験などツインリンクもてぎなら
ではの体験をお楽しみいただけます。

【開催期間】 4月29日（金・祝）
～5月8日（日）

【時間】 12：00～12：40
【受付場所】 中央エントランス

インフォメーションセンター
【料金・定員】 無料：先着35名様

チララちゃんのお花探しラリー

場内各所に置かれたチララちゃんのフラワーボックス（プチ花壇）
を探して、クイズに答えるイベントです。それぞれの場所に置いて
あるお花を見つけてクイズに答えると楽しい賞品が当たる抽選に
ご参加いただけます。

【開催期間】 4月29日（金・祝）～5月29日（日）
【フラワーボックス設置場所】

ハローウッズ、モビパーク、Honda Collection Hall、
中央エントランス、インフォメーションセンター、
ホテルツインリンク

【対象】 お子様 ※中学生まで
【料金】 無料

スプリングフラワーコンテスト

色とりどりのチョウも舞いはじめ、森の中も一段とにぎやかになって
きたハローウッズ。野の花を写真に撮ってコンテストに応募し、
入選した方には、ホテルご宿泊券やキャンプのご招待券をプレゼ
ントいたします。

【開催期間】 4月29日（金・祝）～5月29日（日）
【料金】 無料

【応募方法】 デジタルカメラ、もしくは携帯電話で撮影した写真

データでご応募いただけます。
※詳しくはハローウッズ受付にてお問い合わせください。

新機種 『ドリフトS』！
この春 1周年をむかえた「モビパーク」に新機種として登場した『ドリフトS』は、

“のりもの”研究所 所長 プートがお子様から大人の方まで本格ドリフト走行を

楽しめるように研究・開発したツインリンクもてぎオリジナルマシンです。

▲のりもの研究所 所長 プート※詳細は2011年1月21日発行プレスリリースをご覧ください。
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森の中のモビリティテーマパークをご満喫いただけるイベント



デモ走行 『GOLDEN WEEK RUN』

Honda Collection Hall 所蔵車両が中庭ミニコースを走行
いたします。

【開催日】 5月3日（火・祝）～5月5日（木・祝）

【時 間】 11:00～／15:00～

【会 場】 中庭ミニコース

【車 両】 2輪 DREAM CB750FOUR（1969年）、NR（1992年）

4輪 T360（1963年）

※走行車両、走行時間など予告なく変更する場合がございます。
※雨天の場合は走行を中止いたします。

エンジン始動 『Honda MUSIC』

Honda Collection Hall 所蔵車両のエンジン始動を中庭ミニコース
で行います。予定車両は、1968年F1世界GPの最終戦メキシコGP
に出場した『RA301』と、1967年世界選手権ロードダッチTTレース
で、500ccクラス最速ラップレコードで優勝した『RC181』の2台です。

【開催日】 5月5日（木・祝）

【時 間】 11:20～／15:20～

【会 場】 中庭ミニコース

【車 両】 2輪 RC181（1967年）

4輪 RA301（1968年）

※車両の状況により、予告なく中止する場合がございます。

ゴールデンウィーク限定メニュー

■ ピピラのクランベリーソーダ ■

手づくりシロップですっきりとした飲み心地。この季節にぴったり
なスパークリングドリンクです。

【期 間】 4月29日（金・祝）～5月8日（日）

【場 所】 ミュージアムカフェ [Honda Collection Hall 内]

【料 金】 350円（税込）

■ コチラレーシングのお子様ランチBOX ■

コチラレーシングのかわいらしいボックスに入った、カフェどんぐり
オリジナルのお子様ランチです。

【期 間】 4月29日（金・祝）、30日（土）、

5月 1日（日）、3日（火・祝）～5日（木・祝）、

7日（土）・8日（日）

【場 所】 カフェどんぐり [ハローウッズ内]

【料 金】 800円（税込）
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～ 昔懐かしい 旧車が蘇る ～

Honda Collection Hall スペシャルイベント

▲ RA301（1968年） ▲ NR（1992年） ▲ Ｔ360（1963年）
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■ 5月3日（火・祝）は、各チーム・クラブ会員様にさらに おトクな特典！
ツインリンクもてぎ入場ゲートにて下記内容をご提示いただくと、お車1台乗車定員人数まで入場料金・駐車料金無料で
ご入場いただけます。

・栃木SC：シーズンパスポート、会員様用ご招待モバイル画面提示
・リンク栃木ブレックス：会員様用ご招待モバイル画面
・宇都宮ブリッツェン：会員様用ご招待モバイル画面
・日光アイスバックス：会員証

■ 5月4日（水・祝）は、「バイク来場者限定！入場料金・駐車料金 無料キャンペーン」を実施！
バイクでご来場のお客様は入場料金・駐車料金無料でご入場いただけます。

4月29日（金・祝）～5月31日（火）の期間は、特別料金で営業いたします。

【特別料金】 入場料金 ＋ 駐車料金 のセット

◇ お車でご来場の方 ： お車1台乗車定員人数まで 1,000 円（税込）

◇ バイクでご来場の方 ： バイク1台 500円（税込）

特別入場・駐車料金でおトクに楽しめる！

1,000円300円600円300円500円1,200円

（3歳～6歳未満）（小中学生・6歳～15歳未満）（15歳以上）
バス2輪4輪

幼児子ども大人

駐車料入場料

《ご参考 ： 通常の入場・駐車料金》 [ 税込 ]

※ 6歳でも小学校入学前は幼児料金、15歳で中学生は子ども料金になります。

※ 特別イベント・レース期間中は、特別イベント・レース料金となります。

【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/


