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２０１７年８月１４日（月）開催 

国際レーシングコース上空に大輪の華が開く 
 

音と光のシンフォニー ツインリンクもてぎ花火の祭典 

２０周年アニバーサリースペシャル 
 

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(月)に「音と光のシンフォニー 

ツインリンクもてぎ花火の祭典 20周年アニバーサリースペシャル」を開催いたします。国際レーシングコースを舞

台に、花火のあざやかな光と音楽が競演する劇場型花火です。広いグランドスタンドの座席から見ることができ、ま

さに目の前に大輪の華が開く様子は圧巻です。さらに夏休み期間限定のイベントやモビパーク、森の立体迷路「迷

宮森殿 ITADAKI」、ハローウッズなどで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始めとした前売り観覧券は、5月6日(土)より

販売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017年4月17日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

開催概要 
イベント名称 ：音と光のシンフォニー ツインリンクもてぎ花火の祭典 20周年アニバーサリースペシャル 

開催日時 ：2017年8月14日(月) 19:30～20:15(予定) ※荒天予備日8月15日（火） 

主催 ：株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ 

会場 ：ツインリンクもてぎ 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-１ 

打ち上げ発数 ：約14,000発 

花火師 ：菊屋小幡花火店 

前売観覧券 ：2017年5月6日（土）より販売。詳細は次頁以降をご覧ください。 
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観覧席は国際レーシングコースグランドスタンド 

迫力の花火が目の前に!! 
観覧席は2輪、4輪の世界選手権などが開催される国際レーシングコー

スに常設されたグランドスタンド席。花火が打ち上げられるのはグランドス

タンド前のコース内。迫力の光と音楽のショーがまさに目の前で、頭上で、

そして眼下にご鑑賞いただけます。 

 

 

 

ツインリンクもてぎならではのファミリーで楽しめる環境で、１日を満喫いただけます 
小さなお子様から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。今年3月に

は森の生態系を体感できる5階建ての立体迷路「迷宮森殿 ITADAKI」がオープン。ファミリーでお楽しみいただける

様々な施設があり、夏休みイベントも開催しているので、花火打ち上げまでの時間をお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

グランドスタンド（指定席）の様子 

迷宮森殿 ITADAKI ハローウッズ 

モビパーク（ピンキーバイク） メガジップライン つばさ 

ハローウッズ 

モビパーク（アクロエックス） 
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５月６日（土） チケット発売開始 
 

家族や仲間と一緒に来場すると割安になるお得な前売りセット券をはじめ、エアコン完備のプレミアム空間など、

スタイルに合わせてゆったりと花火を楽しめる多彩な指定券も前売り販売！ 
 

 

■トクトクグループチケット 
乗車定員までの観覧料と駐車券がセットになったオトクなチケット 

バイクツーリングで来場すると、１５台まで６,０００円（１台あたり４００円） 

トクトクグループチケット 

６，０００円 
 

※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お求めください 

※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 

 

■前売観覧券・駐車券 

前売観覧券（自由席） 

大人（高校生以上） 子ども（小中学生） 幼児（3歳〜未就学児） 

２，６００円 ７００円 ５００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、テーブル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 
 

前売駐車券 

4輪 2輪 

２，０００円 ５００円 
 

近くて便利！ ４輪指定前売駐車券 

MOBILITY STATION限定販売 

S1 S2 

３，１００円 ２，１００円 
 

※別途観覧券が必要です。 

※S1・S2指定駐車券は数量限定 

※S1指定駐車券はお一人様につき1台のみの販売となります。 

※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。 

※2輪でご来場の場合は、南ゲートよりご入場ください  

チケットのご案内 
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■指定席券（座席指定） ※数量限定 
指定席を購入すれば、お席を探す心配もなく花火打ち上げ前までゆったり場内を散策できます。 

数量限定のため観覧券やトクトクグループチケットと合わせて事前購入されることをお勧めいたします。 
 

指定席券（3歳以上共通） 

プレミアムA A席 B席 

４，０００円 １，１００円 ６００円 
 

※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 
 

パノラマテーブル席 

前列 後列（T1、T2のみ） 

１０，３００円 ８，３００円 
 

●1テーブル5席の指定席券です 

※T3、T4は前列料金のみとなります 

※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 
 

バルコニーテーブル席 
お買い求めご希望の方はツインリンクもてぎチケットセンター 

TEL：0285-64-0080までご連絡ください。 

３０，９００円 
 

●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。別途【プレミアムA席】【A席】のご購入をおすすめ

いたします。 

※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。 
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■ビクトリーコーナーテラス ※限定12区画 
みんなでグランピングスタイルで花火をオシャレに楽しめるエリアが登場！ 

専用モニターが付いた屋根付きの快適な空間で、ゆったりすごせるワンランク上の観客席です。 

1区画（屋根付き） +S1駐車券 

２０，０００円 
 

※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 

※最大8名までご利用いただけます 

※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 
 

【テント内の設備】 

・テレビ（場内映像がご覧になれます） ・テーブル／イス6脚 ・電源コンセント 
※通路側のカーテンは閉めてご利用いただけます。 

 

【オプション】 オプションの追加予約はツインリンクもてぎチケットセンター（TEL：0285-64-0080）で受付します 

・Aセット［とちぎ和牛の鉄板BBQ／旬の野菜／バゲット／デザート］ ：7,000円/人 

・Bセット［イベリコ豚の特製BBQ／旬の野菜／バゲット／デザート］ ：4,500円/人 

・Cセット［アンガス牛のサーロインBBQ／旬の野菜／バゲット／デザート］ ：3,500円/人 
※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 
 

【当日販売】 ソフトドリンク・アルコール・アペタイザー 

 

 

■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駐車券 

１３，１００円 
 

※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 

※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 
 

【販売窓口】 MOBILITY STATION 

 

 

■テラス（指定席） 
3歳以上共通 

観覧券+テラス指定席券+特製弁当（お弁当受取り時間 17：15～19：15） 

６，７００円 
 

※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。 

※セブン-イレブンではN2駐車券付のみご用意いたします。 
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■ＶＩＰスイートプレミアム （ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ限定販売） 
落ち着いた雰囲気で特別な時間を過ごせる、ワンランク上の上質な空間 
 

VIPスイートルーム（冷房完備）でのデラックスビュッフェ・フリードリンク付き 

※販売数限定８５枚 

大人（高校生以上） 子ども（3歳〜中学生） 

１７，０００円 ９，４００円 
 

【内容】 

・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枚ご購入につき、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。 

 

 

■ＶＩＰスイート （ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ限定販売） 
ワンランク上のおもてなし。旬の食材、涼しげな料理、快適なお部屋にて、ファミリーで大切な時をご堪能ください 
 

VIPスイートルーム（冷房完備）でのスタンダードビュッフェ・フリードリンク付き 

※販売数限定１７５枚 

大人（高校生以上） 子ども（3歳〜中学生） 

１２，９００円 ８，４００円 
 

【内容】 

・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枚ご購入につき、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。 

 

 

■観覧席、駐車場マップ 
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■当日観覧券・指定席券 

当日観覧券 

大人（高校生以上） 子ども（小中学生） 幼児（3歳〜未就学児） 

３，１００円 ７００円 ５００円 
 

当日指定席券（3歳以上共通） 

プレミアムA A席 B席 

４，０００円 １，１００円 ６００円 
 

※順延した場合、8月15日（火）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 

当日駐車券 

4輪 2輪 

２，０００円 ５００円 
 

当日指定駐車券 

S1 S2 

３，１００円 ２，１００円 
 

※順延した場合、8月15日（火）もご利用いただけます 

※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 

 

 

 

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（オンラインシショップ） 

PC・スマートフォン https://online.mobilityland.co.jp 

［Web通販］5月6日（土）10:00～8月3日（木）23:59 （24時間販売） 

［ファミリーマート受取］ 〜8月13日（日）23:59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 
5月6日（土）10:00～8月6日（日）17:00 (営業時間内） 

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 5月6日（土）10:00～8月13日（日）19:00 (営業時間内） 

■プレイガイド・コンビニエンスストア 販売期間：5月6日（土）10:00～8月13日（日） 

●ローソンHMV ●イープラス ●CNプレイガイド ●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） 

●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 

●鈴鹿サーキット内モビリティステーション窓口 

※コンビニには時間帯に制約があります。 ※販売店によって、一部取り扱いのない券種があります。 
 

 

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 

 

 


