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2016年 8月14日（日）

国際レーシングコースを舞台に 花火と音楽が融合する

劇場型花火「花火の祭典“夏”」開催！

開 催 概 要

□ イベント名称
□ 開催日時
□ 主催
□ 会場
□ 打ち上げ発数
□最大打ち上げ号数
□花火師
□前売観覧券

：花火の祭典“夏”
：2016年8月14日(日) 19:30～20:15(予定) ※荒天予備日 8月15日（月）
：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
：約14,000発
：20号（2尺玉）
：菊屋小幡花火店（群馬県）
：2016年5月21日（土）より販売。 詳細は次頁をご覧ください。

ポイント

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（日）『花火の祭典“夏”』
を開催いたします。

ツインリンクもてぎ「花火の祭典」は、国際レーシング
コースを舞台に、グランドスタンドの座席から目の前に
広がる、光と音の競演が最大の特徴である劇場型花
火です。

また、花火を手がけるのは例年好評を頂いている菊
屋小幡花火店です。ツインリンクもてぎの自然豊かな
ロケーションと澄んだ夜空に、珠玉の花火を打ち上げ
ます。

さらに、夏休み期間限定のイベントや、モビパーク、
ハローウッズ、ホンダコレクションホールなどの施設
で一日中お楽しみいただけます。

ファミリーやグループでお得に観覧できるトクトクグ
ループチケットをはじめとした前売観覧券は、5月21日
（土）より販売いたします。

国際レーシングコースを舞台に迫力ある花火を快適にご観賞いただけます。
観覧席は、バイクの世界選手権ＭｏｔｏＧＰ™をはじめとしたレースの観戦席として常設された、グランドスタンド席です。
国際レーシングコースで打ち上げられる迫力ある花火を、充実の音響設備のもと、目の前、頭上、さらには見下ろして
ご観賞いただくことができます。
さらに観覧席の近くには、飲食店舗、トイレなども完備しており、快適な環境で花火をご観賞いただけます。

ファミリーも楽しめるツインリンクもてぎならではの滞在環境で一日を満喫
小さなお子様が乗り物を運転できるモビパーク、森の中で様々な自然体験ができるハローウッズをはじめ、Hondaの
2輪、4輪、レーシングマシンなどを常時300台展示しているホンダコレクションホール、期間限定の夏休みイベントも
開催していますので、花火打ち上げ時間まで一日を通じてファミリーでお楽しみいただけます。

音楽とシンクロした、最大二尺玉をはじめとする多彩なプログラムの “劇場型花火”
菊屋小幡花火店が手がける花火が音楽とシンクロし、国際レーシングコースと夜空の空間を最大限に活かし構成
されるプログラム。上空に広がる最大二尺玉と眼下に広がる庭園花火など、綿密に計算されたエンターテインメントと
しての花火をお楽しみください。



■スペシャルチケット
ご家族同士・仲間同士で来ればおトクがいっぱい！

■基本チケット
観覧券（自由席）
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※別途観覧券が必要です。
※S1・S2指定駐車券は数量限定です。
※S1指定駐車券の購入枚数は、お一人様1台のみとさせていただきます。
※前売券が完売した場合、当日の販売はございません。
※4輪駐車券に関しては、2.5m×5mエリアのエリア区画内におさまる車両のみご利用いただけます。
※北エリア駐車券は北ゲート、南エリア駐車券・S1・S2指定駐車券は南ゲート、東エリア駐車券は東ゲートよりご入場ください。
※2輪でご来場の場合は、南ゲートよりご入場ください。

●乗車定員人数までの観覧料と駐車料（1台分）のセット券です。
●バイク仲間との同時来場で、トクトクグループチケット1枚で最大15台（タンデム可）計30名までご入場いただけます。
※スタンド席、テーブル席をご利用される場合は別途指定席券を求めください。
※マイクロバス・中型バス・大型バス・路線バス・タクシーに乗車しての入場ならびに徒歩でのご入場は対象外となります。
※車両サイズは2.5m×5mエリアのエリア区画内におさまる車両のみご利用いただけます。
※2輪でお越しの場合、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。
※北エリア駐車券は北ゲートより、南エリア駐車券は南ゲートより、東エリア駐車券は東ゲートより ご入場ください。

『花火の祭典“夏”』 前売チケット情報①

～5月21日（土）販売開始！～

【価格は全て税込】

座席指定席券

駐車券

トクトクグループチケット
【北エリア駐車券】

トクトクグループチケット
【南エリア駐車券】

トクトクグループチケット
【東エリア駐車券】

6,000円 6,000円 6,000円

大人 （高校生以上） 子ども（3歳～中学生）

2,600円 700円

※自由席は【スーパースピードウェイアリーナ】となります。
※スタンド席をご利用される場合は、別途指定席券をお求めください。
※お車、バイクでご来場の場合は別途駐車券をお求めください。
※座席はございません。レジャーシートをお持ちいただくことをお勧めいたします。
※アスファルトのため日中の日差しの影響で暑い場合がございます。
※路面が傾斜している場所がございます。
※風向きにより花火の燃えカスが飛んでくることがございます。
※観覧場所の確保は可能ですが、必要以上の場所取りやテーブルセットの持ち込みはご遠慮ください。
※他のお客様の迷惑にならないよう必ず座ってご観覧ください。

※プレミアムA席はA席最上段の席となります。
※3歳以上共通料金です。
※別途観覧券、またはトクトクグループチケットが必要です。
※前売券が完売した場合、当日の販売はございません。
※チケットの購入枚数はお一人様10枚までとさせていただきます。

2輪

北エリア 南エリア 東エリア S1 S2

2,000円 2,000円 2,000円 3,100円 2,100円
500円

4輪 指定
MOBILITY STATION限定販売!

4輪

プレミアムA席 A席 B席

4,000円 1,100円 600円
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『花火の祭典“夏”』 前売チケット情報② 【価格は全て税込】

VIPスイートプレミアム（MOBILITY STATION限定販売）

～VIPスイート・テラス席で “ワンランク上のご観覧” はいかがでしょうか？～

VIPスイート（MOBILITY STATION限定販売）

販売枚数限定85枚

大人 （高校生以上） 子ども（3歳～中学生）

17,000円 9,400円

●VIPスイートルーム（冷房完備）でのお食事・フリードリンク付き。
●観覧券、A席指定席券、食事（デラックスビュッフェ）、フリードリンク、記念品（大人券のみ）
●大人券2名様ご購入につき、N1またはS1指定駐車券を1枚ご用意いたします。
※花火打上げの際は、A席にてご覧いただけます。一部の花火はVIPスイートルームからご覧いただけないものもございます。
※N1は北ゲートより、S1は南ゲートよりご入場ください。

販売枚数限定175枚

大人 （高校生以上） 子ども（3歳～中学生）

12,900円 8,400円

●VIPスイートルーム（冷房完備）でのお食事・フリードリンク付き。
●観覧券、A席指定席券、食事（スタンダードビュッフェ）、フリードリンク、記念品（大人券のみ）
●大人券2名様につき、N1またはS1指定駐車券を1枚ご用意いたします。
※花火打上げの際は、A席にてご覧いただきます。一部の花火はVIPスイートルームからご覧いただけないものもございます。
※N1は北ゲートより、S1は南ゲートよりご入場ください。

テラス席（指定席）

●観覧券・テラス指定席券・特製弁当
●5枚ご購入につき、N2またはS2指定駐車券を1枚ご用意いたします。4枚以下ご購入の場合は、別途駐車券をお求めください。
※N2は北ゲート、S2は南ゲートよりご入場ください。

3歳以上共通

6,700円

テラステーブル席（テラス席購入者専用オプション券）

前列 後列

10,300円 8,300円

●1テーブル5席の指定席券
※ご購入には別途、テラス席が必要です。
※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。
※前列、後列共にテーブル数に限りがありますので、完売になり次第販売終了とさせていただきます。
※テラステーブル席からは一部見えない花火がございます。ご観覧はテラス観覧席をご利用ください。

※8月7日（日）までの販売

※8月7日（日）までの販売

※8月7日（日）までの販売
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『花火の祭典“夏”』 前売チケット情報③ 【価格は全て税込】

パノラマテーブル席

テーブルを囲んで飲食しながら観覧できる！

30,900円

バルコニーテーブル席

●1テーブル5席の指定席券です。
※別途観覧券、またはトクトクグループチケットが必要です。
※前列、後列共にテーブル数に限りがありますので、完売になり次第販売終了とさせていただきます。
※後列のパノラマ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。
※本券1枚にて1テーブル5名様までご利用いただけます。
※詳細は、ホームページでご確認ください。

★花火のご観覧には、別途プレミアムA席、またはA席のご購入がおススメです！
●A席上段に設置した特別観覧テーブル席です。
●1テーブル5席の指定席券です。
※別途観覧券、またはトクトクグループチケットが必要です。
※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。
※本券1枚にて1テーブル5名様までご利用いただけます。

■当日観覧券（自由席）

※順延した場合、8月15日（月）もご利用いただけます。
※お車・バイクでご来場の場合は別途駐車券が必要です。

■当日駐車券

■当日座席指定席券

※順延した場合、8月15日（月）もご利用いただけます。
※3歳以上共通料金です。
※別途観覧券が必要です。
※前売券完売の場合は、当日券の販売はございません。

『花火の祭典“夏”』 当日チケット情報

大人 （高校生以上） 子ども（3歳～中学生）

3,100円 700円

2輪

北エリア 南エリア 東エリア S1 S2

2,000円 2,000円 2,000円 3,100円 2,100円
500円

4輪 4輪 指定

前列 後列

10,300円 8,300円

プレミアムA席 A席 B席

4,000円 1,100円 600円
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【 チケットのお求め先 】 ※ 券種によってお取り扱いのない窓口もございます。

『花火の祭典“夏”』 前売チケット お求め先のご案内

チケットのお求めは （券種によってお取り扱いのない窓口もございます）

■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ）
Ｐ Ｃ： http://mls.mobilityland.co.jp
モバイル： http://mls.mobilityland.co.jp/mobile

5月21日(土) 10：00～8月6日（土）24：00まで

■プレイガイド・コンビニエンスストア 販売期間：5月21日（土）10：00～8月13日（土）

●ローチケHMV ●チケットぴあ ●e+ ●道の駅もてぎ（栃木県茂木町）●かましん もぴあ店（栃木県茂木町） ●STEP-１（栃木県茂木町）

●道の駅はが（栃木県芳賀町） ●CNプレイガイド

●ローソン ●セブン-イレブン●ファミリーマート ●サークルＫ ●サンクス ●ミニストップ●鈴鹿サーキットモビリティステーション窓口

※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。

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 5月21日(土)10：00～8月13日(土) 19：30まで （営業時間内）

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売 5月21日(土)10：00～8月6日(土) 17：00まで （営業時間内)

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

http://mls.mobilityland.co.jp/
http://mls.mobilityland.co.jp/mobile

