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家族で過ごすお正月の新定番！
ツインリンクもてぎ開業20周年の幕開け

「ツインリンクもてぎ 花火の祭典“冬” 」開催のご案内

2016年10月25日
株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

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、2017年8月に開業20周年を迎

えます。記念すべき20周年イヤーの幕開けとなるイ

ベント、「ツインリンクもてぎ 花火の祭典“冬”」は、装

い新たにこれまでの大晦日開催から、新年の1月2日

（月・振休）の開催となります。

広大な自然の中にある国際レーシングコースと、

冬の澄んだ夜空を舞台とした圧倒的な迫力の花火

を、ぜひご家族や大切な人とお楽しみいただき、思

い出深いお正月をお過ごしください。

■ 「ツインリンクもてぎ 花火の祭典“冬”」 観覧席のポイント■

１．花火の打上直前まで暖かいお部屋でゆったり過ごせる、VIPスイート、ファミリースイートの限定販売。

暖かなお部屋でお食事やドリンクを楽しんだ後は、指定テラス席から圧巻の花火をご覧いただ

けます。ファミリースイートはコチラレーシングの訪問やキッズスペースもあるので、小さなお子

様も打上時間までおもいっきり楽しめ、ご家族揃って贅沢で温かいお正月をお過ごしいただけま

す。 VIPスイートプレミアム、VIPスイート、ファミリースイートとも限定数の販売です。

２．初登場のビクトリーコーナーテラス席、SORAサイトで家族団らんの空間をご提供。

グランピングスタイルでバーベキューを楽しみながら花火を観覧できるエリアが新登場。屋根付
き、専用モニター付きの快適な空間でご家族でゆったりくつろげるのも特徴です。限定数の販売
です。

３．グランドスタンド席から観る花火はまるで劇場にいるかのような感覚に。

目の前には夜空のスクリーンが広がり、そこに無数の珠玉の花火が打ちあがります。目線の高

さからワイドに広がる花火と、サーキットならではの音響設備による音と光の連動は、まさに劇
場にいるかような感覚になります。

～１０月２９日（土）、前売チケット販売開始！～ チケット情報は次ページから

□ イベント名称
□ 開催日時
□ 主催
□ 会場
□ 打ち上げ発数
□ 花火師

：ツインリンクもてぎ 花火の祭典“冬”
：2017年1月2日（月・振休) 17:20～17:50(予定)
：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4,000発
：菊屋小幡花火店（群馬県）



■前売チケット

2/5

『ツインリンクもてぎ 花火の祭典“冬”』 前売チケット情報①

～10月29日（土）販売開始！～

【価格は全て税込】

座席指定席券

※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。
※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。

プレミアムA席
A席（最上段列）

A席

2,100円 600円

トクトクグループチケット ～おトクな前売チケット～
ご家族同士・仲間同士で来ればおトクがいっぱい！

●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。

※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・東エリア駐車券は南ゲートより ご入場ください。

※別途観覧券が必要です。
※S2指定駐車券（ホンダコレクションホール前）は数量限定です。
※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･東エリア駐車券・S2指定駐車券は南ゲートよりご入場ください。
※バイクでご来場の場合は、南ゲートよりご入場ください。

駐車券

※お車、バイクでご来場の場合は別途駐車券をお買い求めください。

大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生）

2,100円 600円

4輪指定 2輪

北エリア 南・東エリア S2（80枚限定）

1,500円 1,500円 1,500円

4輪

500円

観覧券（自由席）

北エリア駐車券
トクトクグループチケット

南・東エリア駐車券
トクトクグループチケット

5,000円 5,000円
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『ツインリンクもてぎ 花火の祭典“冬”』 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～50枚限定販売～

～VIPスイート・テラス席で ぜいたくなお正月を家族で温かく過ごしてみませんか～

VIPスイート～100枚限定販売～

●観覧券、VIPスイート入場、テラス席入場（指定席）、食事（デラックスビュッフェ）、フリードリンク（アルコールあり）、記念品
●N1またはS1指定駐車券を1枚ご用意いたします。
※N1は北ゲートより、S1は南ゲートよりご入場ください。
※花火打上げの際は、VIPスイート購入者様専用テラス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。
※セブンチケットはS1駐車券のみの取扱いとなります。
※中学生以下のお子様はご入場いただけません。あらかじめご了承ください。

テラス観覧券（指定席）

●観覧券とテラス指定席のセット券です。

テラスオプション券（VIPスイート購入者、テラスチケット購入者専用オプション券）
テラステーブル席

●1テーブル5席の指定席券です。
※ご利用には別途、人数様分のVIPスイートまたはテラス観覧券が必要です。
※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。ご観覧はテラス席をご利用ください。

大人 （高校生以上）

16,000円

●観覧券、VIPスイート入場、テラス席入場（指定席）、食事（ビュッフェ）、フリードリンク（アルコールあり）、記念品（大人のみ）
●N1またはS1指定駐車券を1枚ご用意いたします。※大人券のみ付きます。
※N1は北ゲートより、S1は南ゲートよりご入場ください。
※花火打上げの際は、VIPスイート購入者様専用テラス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。
※セブンチケットはS1駐車券のみの取扱いとなります。

ファミリースイート～80枚限定販売～

●観覧券、VIPスイート入場、テラス席入場（指定席）、お弁当、ドリンク
●S1指定駐車券を1枚ご用意いたします。※大人券のみ付きます。
●コチラレーシングがお部屋を訪問します。
※S1は南ゲートよりご入場ください。
※花火打上げの際は、VIPスイート購入者様専用テラス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。
※小学生以下のお子様同伴に限りご購入いただけます。

大人 （中学生以上） 子ども（小学生） 幼児（3歳～未就学児）

6,700円 4,200円 3,100円

大人 （高校生以上） 子ども（3歳～中学生）

3,100円 1,600円

Ｎ１・Ｓ１・Ｓ２　各駐車場

1,500円

テラス専用駐車券～N1は40枚限定・S1は43枚限定～

前列 後列

8,300円 6,200円

大人 （高校生以上） 子ども（3歳～中学生）

11,900円 5,200円

※セブンチケットはS2駐車券のみの取扱いとなります。
※N1は北ゲート、S1・S2は南ゲートよりご入場ください。
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『ツインリンクもてぎ 花火の祭典“冬”』 前売チケット情報③

【価格は全て税込】

～新設のビクトリーコーナーテラス、SORAサイトで家族団らんの空間をご提供いたします～

ビクトリーコーナーテラス～限定12区画～ （屋根付きの快適な空間でゆったり過ごせる観覧席です）

1区画（屋根付き）+S1指定駐車券

11,500円

※別途トクトクグループ券または観覧券が必要です。
※利用人数の制限はございませんが、椅子は4席までとなります。
※1区画のサイズは3.6m×4.7mです。 （屋根のサイズは3.6m×2.6mです。)
※お食事はオプション販売となります。
※南ゲートよりご入場ください。

ビクトリーコーナーテラス オプション

Aセット　7,000円/人 Bセット　4,500円/人 Cセット　3,500円/人

栃木和牛の鉄板BBQ/3種の和風特製ソース
旬の野菜、フランスパン、デザート

イベリコ豚の特製BBQ/3種のイタリアンソース
旬の野菜、フランスパン、デザート

アンガス牛のサーロインBBQ/オリジナルソース
旬の野菜、フランスパン、デザート

お食事内容
●ウェルカムドリンク付（1ドリンク）
●セット料金にはBBQコンロ、食器など備品が含まれます。
●食材提供時間 15：30～18：30
●食材の内容は変更となる場合がございます
※当日は、大谷石の石窯で焼くピザ焼きプラン 1,500円/人（フォトサービス付き）や、

ソフトドリンク・アルコール・アペタイザーの販売を予定しております。

SORAサイト （便利な指定駐車券が付いたテーブル席です）

1区画（2.5m×2.0ｍ） +S２指定駐車券

5,500円

※別途トクトクグループ券または観覧券が必要です。
※区画サイズは2.5m×2.0mです。
※1テーブル5席の指定席券です。
※南ゲートよりご入場ください。
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■当日観覧券・指定席

※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

トクトクグループチケットの当日販売はございません。
花火の祭典をご覧にならない場合でも、ツインリンクもてぎ場内への入場には下記当日料金が必要となります。

『ツインリンクもてぎ 花火の祭典“冬”』 当日チケット情報

※3歳以上共通料金です。
※別途観覧券が必要です。
※前売指定席券完売の場合は、当日券の販売はございません。

【 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。

『ツインリンクもてぎ 花火の祭典“冬”』 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： https://mls.mobilityland.co.jp
モバイル： https://mls.mobilityland.co.jp/mobile

１０月２９日(土) １０：００～１２月２７日（火）２４：００まで

■プレイガイド・コンビニエンスストア 販売期間：１０月２９日（土）１０：００～２０１７年１月１日（日・祝）

●ローチケHMV●チケットぴあ ●e+ ●道の駅もてぎ（栃木県茂木町）●STEP-１（栃木県茂木町） ●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 ２０１７年１月１日(日・祝)  １６：３０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 １２月２７日(火)  １６：００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

【価格は全て税込】

大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生） プレミアムＡ席 Ａ席

2,600円 600円 2,100円 600円

当日観覧券 当日指定席券

2輪

北エリア 南・東エリア

2,000円 2,000円

4輪

500円

※別途観覧券が必要です。
※前売り券が完売の場合は、当日券の販売はございません。
※バイクでのご来場の際は南ゲートよりご入場ください。

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

