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2013年5月21日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

様々な角度から楽しめる新観覧エリアや、様々な角度から楽しめる新観覧エリアや、様々な角度から楽しめる新観覧エリアや、様々な角度から楽しめる新観覧エリアや、

ライダーにうれしいチケットも新登場！ライダーにうれしいチケットも新登場！ライダーにうれしいチケットも新登場！ライダーにうれしいチケットも新登場！

6666月月月月8888日（土）より日（土）より日（土）より日（土）より 前売観覧券前売観覧券前売観覧券前売観覧券 販売開始！販売開始！販売開始！販売開始！

※ 画像はイメージです。

ツインリンクもてぎならではのツインリンクもてぎならではのツインリンクもてぎならではのツインリンクもてぎならではの「劇場型「劇場型「劇場型「劇場型花火花火花火花火」」」」

プログラムは6部構成にて展開いたします。

もてぎの空を覆いつくすほどの“超ワイド”な

花火の数々に加え、「 真夏の夜の絢爛絵巻 元祖

“菊屋”劇場 」をテーマとした尺玉の競演や、迫力ある

2尺玉の打ち上げもお楽しみいただけます。

地表近くの高さで花火が開き、美しいドーム状の

光線を描く“地割れスターマイン”、大空に五重の

輪が開く“四重芯変化菊”など、サーキットの地形

的特徴を生かした大迫力の花火を目の前でご覧

いただけます。

また、花火だけでなくツインリンクもてぎを満喫

できるイベントも同日開催いたしますので、1日中

お楽しみいただけます。

新しい観覧エリア・ライダーにうれしい新しい観覧エリア・ライダーにうれしい新しい観覧エリア・ライダーにうれしい新しい観覧エリア・ライダーにうれしい

おトクなチケットも登場！おトクなチケットも登場！おトクなチケットも登場！おトクなチケットも登場！

様々な角度から花火の祭典をお楽しみいただけるよう、

自由席エリアの新設定・新しい指定席の追加販売をいたします。

また、ツインリンクもてぎ世界グランプリ開催15回記念キャンペーンの一環として、

ライダーにうれしいおトクなチケットをご用意いたしました。

打ち上げを担当するのは打ち上げを担当するのは打ち上げを担当するのは打ち上げを担当するのは

群馬県の菊屋小幡花火店群馬県の菊屋小幡花火店群馬県の菊屋小幡花火店群馬県の菊屋小幡花火店

花火打ち上げを担当するのは、卓越した技術で各地の花火競技会で入賞を収めている、創業明治5年の

有限会社菊屋小幡花火店（群馬県）です。

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、

8月14日（水）『花火の祭典“夏” ～真夏の夜の絢爛絵巻 元祖

“菊屋”劇場～』を開催いたします。

大型の音響設備から流れる音楽とのシンクロを、グランドスタンドをはじめ、

様々な観覧エリアから楽しむ「劇場型花火」の真骨頂をお楽しみください。

開開開開 催催催催 概概概概 要要要要

■イベント名称

■ 開催日時

■ 主催

■ 会場

■ 打ち上げ総数

：ツインリンクもてぎ 花火の祭典“夏” ～真夏の夜の絢爛絵巻 元祖“菊屋”劇場～

：2013年8月14日(水) 19:30～20：10(予定) ※荒天予備日 8月15日（木）

：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

：12,000発

※同日開催イベントは決定次第ホームページにてご案内いたします。

～～～～真夏の夜の絢爛絵巻真夏の夜の絢爛絵巻真夏の夜の絢爛絵巻真夏の夜の絢爛絵巻 元祖“菊屋”劇場元祖“菊屋”劇場元祖“菊屋”劇場元祖“菊屋”劇場～～～～



様々な様々な様々な様々な角度から楽しめる新角度から楽しめる新角度から楽しめる新角度から楽しめる新観覧観覧観覧観覧エリアエリアエリアエリアや、ライダーや、ライダーや、ライダーや、ライダーにうれしいチケットにうれしいチケットにうれしいチケットにうれしいチケットもももも新登場！新登場！新登場！新登場！

・自由席の新設定＆既存エリア拡大！・自由席の新設定＆既存エリア拡大！・自由席の新設定＆既存エリア拡大！・自由席の新設定＆既存エリア拡大！

・指定席エリアの新設定！・指定席エリアの新設定！・指定席エリアの新設定！・指定席エリアの新設定！

・・・・2222輪輪輪輪 トクトクグループチケット登場！トクトクグループチケット登場！トクトクグループチケット登場！トクトクグループチケット登場！

【価格は全て税込】
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花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏”””””””” 観覧チケット観覧チケット観覧チケット観覧チケット観覧チケット観覧チケット観覧チケット観覧チケット 新情報新情報新情報新情報新情報新情報新情報新情報
【価格は全て税込】

コース上に寝転がり、目の前で打ち

上がる大玉花火を堪能！

自由席エリア（既存エリア拡大）

スーパースピードウェイアリーナ

〔※椅子なし〕

大玉を見るならココがおすすめ！

テーブルを囲んで飲食もできる

新 指定席券

パノラマテーブル席（5名様まで利用可）

席の確保も安心！

一番安価な指定席

指定席 C席・D席

（新設定）

スタンド裏までバイクの乗りつけが可能！

ゆったりのんびり観覧できる新スポット！

自由席エリア（新設定） Z席

ツインリンクもてぎ世界グランプリ開催15回記念キャンペーン

ライダーにうれしいスペシャルチケットが登場！

15台までのバイクが一枚のチケットで入場（花火観覧）できる

超おトクなチケットです！

※詳細は次ページをご覧ください。

打ち上げ場所のすぐ近く！

自由席エリア（新設定）

サービスロード 〔※椅子なし〕



■■ 前売券は6月8日（土）より発売開始！ ■■

■■■■花火の祭典“夏”一番人気のスペシャルチケット花火の祭典“夏”一番人気のスペシャルチケット花火の祭典“夏”一番人気のスペシャルチケット花火の祭典“夏”一番人気のスペシャルチケット

【価格は全て税込】

※※※※ご来場当日に、ご来場当日に、ご来場当日に、ご来場当日に、2222輪から輪から輪から輪から4444輪への変更・輪への変更・輪への変更・輪への変更・4444輪から輪から輪から輪から2222輪への変更が可能です。輪への変更が可能です。輪への変更が可能です。輪への変更が可能です。

（（（（2222輪・輪・輪・輪・4444輪、それぞれの条件での適応となります。）輪、それぞれの条件での適応となります。）輪、それぞれの条件での適応となります。）輪、それぞれの条件での適応となります。）
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花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏”””””””” 前売観覧チケット料金前売観覧チケット料金前売観覧チケット料金前売観覧チケット料金前売観覧チケット料金前売観覧チケット料金前売観覧チケット料金前売観覧チケット料金
【価格は全て税込】

■■■■ツインリンクもてぎ世界グランプリ開催ツインリンクもてぎ世界グランプリ開催ツインリンクもてぎ世界グランプリ開催ツインリンクもてぎ世界グランプリ開催15151515回記念キャンペーン回記念キャンペーン回記念キャンペーン回記念キャンペーン

ライダーにうれしい！スペシャルチケットが登場！ライダーにうれしい！スペシャルチケットが登場！ライダーにうれしい！スペシャルチケットが登場！ライダーにうれしい！スペシャルチケットが登場！

指定駐車場付き！セット券　【MOBILITY STATION限定販売】

らくトクS1セット券

90枚限定

らくトクS2セット券

200枚限定

8888,,,,000000000000円円円円 7777,,,,000000000000円円円円

〔内容〕 ： 乗車定員人数までの観覧料金・駐車料金（1台分）、

指定駐車券（S1またはS2）

※マイクロバス、中型バス、大型バス、路線バス・タクシー、および徒歩でのご来場は適応外となります。

車両サイズは2.5m×5mのエリア区画におさまる車両のみとさせていただきます。

※南ゲートからのご入場となります。

〔内容〕 ： 乗車定員人数までの観覧料金・駐車料金（1台分）のセット

※北エリアは北ゲート、南エリア は南ゲート、東エリアは東ゲートからのご入場となります。

※マイクロバス、中型バス、大型バス、路線バス・タクシー、および徒歩でのご来場は適応外となります。

車両サイズは2.5m×5mのエリア区画におさまる車両のみとさせていただきます。

〔内容〕 ： 最大15台までのバイク入場（花火観覧）・駐車料金のセット（タンデムなら場合30名まで利用可）

※北エリアは北ゲート、南エリア は南ゲートからのご入場となります。

※1グループが全員まとまってご来場いただく必要がございます。

チケット1枚で最大15台まで入場・駐車（花火観覧）できる！

タンデムなら30名までＯＫな超おトクチケット！

2輪　トクトクグループチケット〔新〕

北エリア/南エリア

各 5,000円

チケット1枚で乗車定員人数までが入場・駐車（花火観覧）できる！

各 5,000円

4輪　トクトクグループチケット

北エリア/南エリア/東エリア



【価格は全て税込】

■■■■基本チケット基本チケット基本チケット基本チケット
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花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏花火の祭典“夏”””””””” 前売観覧チケット料金前売観覧チケット料金前売観覧チケット料金前売観覧チケット料金前売観覧チケット料金前売観覧チケット料金前売観覧チケット料金前売観覧チケット料金
【価格は全て税込】

※プレミアムA席はA席の最上段の席となります。

※別途観覧券または2輪・4輪のトクトクグループチケットが必要となります。

※チケットのご購入はお一人様10枚までとさせていただきます。

※C席指定席券は、当日先着1,500名様限定の「早トク（早期来場特典）」でも配布いたします。

前売観覧券【自由席】

大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生）

2,000円 500円

※別途、観覧券または2輪・4輪のトクトクグループチケットが必要となります。

※本件1枚にて、1テーブル5名様までのご利用となります。

※バルコニーテーブル席からは一部ご覧いただけない花火がございます。

座席指定券（プレミアムA席またはA席）のご購入をオススメいたします。

（バルコニーテーブル席と同時購入の方に限り、プレミアムA席、A席を優先的にご購入いただけます。）

※別途、観覧券または2輪・4輪のトクトクグループチケットが必要となります。

※本件1枚にて、1テーブル5名様までのご利用となります。

※後列のテーブルからは一部ご覧いただけない花火がございます。

座席指定券（3歳以上共通）　※数量限定

プレミアムＡ席 Ａ席  Ｂ席 〔新〕C席・D席

3,500円 1,000円 500円 300円

前列 後列

10,000円 8,000円

スーパースピードウェイ 1ターン上段スペースで観覧できる！

〔新設定/数量限定〕パノラマテーブル席　※5名様までご利用

30,000円

便利なグランドスタンド中央Ａ席上段スペースで観覧できる！

〔数量限定〕バルコニーテーブル席　※5名様までご利用可



セット券価格

夏 5,000円

秋 4,000円

冬 4,000円

3回券 13,000円 12,000円

観覧料金（定価） 定価合計
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■■■■テラス席テラス席テラス席テラス席

■■■■「「「「2013201320132013年年年年 花火花火花火花火の祭典」年間セット券の祭典」年間セット券の祭典」年間セット券の祭典」年間セット券

〔内容〕 ： 観覧券・テラス指定席券・お弁当

※5名様につき、指定駐車券を1枚ご用意いたします。

※指定駐車場の場所によりご入場のゲートが異なります。

※ご利用には別途、テラスチケットが必要です。

※本券1枚にて、1テーブル5名様までのご利用となります。

※テーブル席からは一部ご覧いただけない花火がございます。

6月8日（土）より発売開始！花火の祭典をとことん楽しみたい方にオススメ！

コース側 通路側

10,000円 8,000円

テラステーブル席　※数量限定

〔内容〕 ： 乗車定員人数までの観覧料金・駐車料金（1台分）のセット券

■■■■VIPVIPVIPVIPスイートスイートスイートスイート【【【【MOBILITY STAIONMOBILITY STAIONMOBILITY STAIONMOBILITY STAION限定販売限定販売限定販売限定販売】】】】

コースを見渡せる抜群のロケーションに加え、様々なサービスが受けられるプレミアムシート！

〔内容〕 ： 観覧券・VIPスイート入場・座席制定券（Ａ席）、お食事（デラックスブッフェ）

フリードリンク・記念品（大人のみ）

※大人券2名様につき、指定駐車券を1枚ご用意いたします。

指定駐車場の場所によりご入場のゲートが異なります。

VIPスイートルーム

〔内容〕 ： 観覧券・VIPスイート入場・座席指定券（Ａ席）・お食事（スタンダードブッフェ）

フリードリンク・記念品（大人のみ）

※大人券2名様につき、指定駐車券を1枚ご用意いたします。

指定駐車場の場所によりご入場のゲートが異なります。

大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生）

16,000円 9,000円

ＶＩＰスイート～プレミアム～　限定85枚

大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生）

12,000円 8,000円

ＶＩＰスイート　限定175枚

2013年3月20日（水・祝）より中央エリアは車両通行規制を実施しています。そのため、 南・東エリア ⇔ 北エリアの通り抜けはでき

なくなっておりますので、エリア駐車券ご購入の際は、十分ご注意くださいますようお願いいたします。

北エリアは北ゲート、南エリアは南ゲート、東エリアは東ゲートからご入場ください。

表記と異なるゲート以外からはご入場いただけません。 あらかじめご了承ください。

テラスチケット　（3歳以上共通）　※数量限定

6,000円

■前売駐車券

4輪 2輪

北エリア／南エリア／東エリア

2,000円

500円
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【【【【 チケットのお求めチケットのお求めチケットのお求めチケットのお求め先先先先 】】】】 ※ 券種によってお取り扱いのない窓口もございます。

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売

6月8日（土）10：00 ～ 8月13日（火）19：00まで

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売

TEL 0285-64-0080

6月8日（土）10：00 ～ 8月8日（木）18：00まで

■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ）

ＰＣ http://mls.mobilityland.co.jp

モバイル http://mls.mobilityland.co.jp/mobile

6月8日（土） ～ 8月8日（木）24：00まで（24時間受付）

■プレイガイド・コンビニエンスストア・各店舗

6月8日（土） ～ 8月13日（火）まで

チケットぴあ 、ローソンチケット 、e+、CNプレイガイド、道の駅もてぎ（栃木県茂木町）、

STEP-１（栃木県茂木町） 、かましん もぴあ店（栃木県茂木町） 、道の駅はが（栃木県芳賀町）、

鈴鹿サーキット、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート 、サークルＫ、サンクス

※上記のコンビニエンスストアでは一部取り扱いのない店舗がございます。

詳しくは、ツインリンクもてぎチケットセンターまでお問い合わせください。

≪チケットに関するお問い合わせ先≫

ツインリンクもてぎ チケットセンター TEL 0285-64-0080

【価格は全て税込】

【価格は全て税込】【価格は全て税込】

当日チケット当日チケット当日チケット当日チケット 【価格は全て税込】

座席指定券（3歳以上共通）　※数量限定

プレミアムＡ席 Ａ席  Ｂ席 〔新〕C席・D席

3,500円 1,000円 500円 300円

※プレミアムA席はA席の最上段の席となります。

※別途観覧券または2輪・4輪のトクトクグループチケットが必要となります。

※チケットのご購入はお一人様10枚までとさせていただきます。

※C席指定席券は、当日先着1,500名様限定の「早トク（早期来場特典）」でも配布いたします。

※前売で完売の場合、当日の販売はございません。

当日観覧券【自由席】

大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生）

2,500円 500円

当日駐車券

4輪 2輪

北エリア／南エリア／東エリア

2,000円

500円

2013年3月20日（水・祝）より中央エリアは車両通行規制を実施しています。そのため、 南・東エリア ⇔ 北エリアの通り抜けはでき

なくなっておりますので、エリア駐車券ご購入の際は、十分ご注意くださいますようお願いいたします。

北エリアは北ゲート、南エリアは南ゲート、東エリアは東ゲートからご入場ください。

表記と異なるゲート以外からはご入場いただけません。 あらかじめご了承ください。


