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ツインリンクもてぎ クリスマス＆新春 冬の“花火の祭典”
「コチラのニューイヤーフェスティバル」 開催のご案内
恋人たちに贈る！ 「Lovers’Xmas HANABI」
2011 年の幕開けを告げる！ 「花火の祭典～新春～」
ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）は冬の“花火の祭典”として、12 月 23 日（木・祝）に「Lovers’Xmas
HANABI」を、年明け 1 月 2 日（日）には「花火の祭典～新春～」を開催いたします。また、1 月 1 日（土・祝）
～3 日（月）は、ご家族皆さまで新年からお楽しみいただけるイベント、「コチラのニューイヤーフェスティバル」
を開催いたします。

▲Lovers’Xmas HANABI（昨年）

▲花火の祭典～新春～（昨年）

▲花火の祭典～新春～（昨年）

ツインリンクもてぎの冬の風物詩！至近距離で体感する大迫力の花火
レーシングコースを舞台に、「Lovers’Xmas HANABI」では約 7,000 発、「花火の祭典 ～新春～」では
約 5,000 発の花火が、冬の夜空を鮮やかに染め上げます。大迫力の花火を、観客席から至近距離でご体感
いただけることがツインリンクもてぎ“花火の祭典”最大の特徴です。さらに、音楽と花火がコラボレーション。
今まで体験したことのない世界をお楽しみいただけます。

「Lovers’Xmas HANABI」
恋人たちのクリスマスを、花火と音楽が盛り上げる
“光と音のシンフォニー”。
■日 程
2010 年 12 月 23 日（木・祝）
■打ち上げ時間 17：30～18：00（予定）

「コチラのニューイヤーフェスティバル」
■日 程
2011 年1 月1 日（土・祝）～3 日（月）
■開催時間
10：00～16：00
「花火の祭典 ～新春～」
■日 程
2011 年 1 月 2 日（日）
■打ち上げ時間 17：30～18：00（予定）

「Lovers’Xmas HANABI」・「花火の祭典～新春～」は、
一部指定席を除き、グランドスタンド席から通常入場・駐車料金でご観覧いただけます！！
「Lovers’Xmas HANABI」・「コチラのニューイヤーフェスティバル」・「花火の祭典～新春～」開催中の入場・駐車料金
入場料

駐車料

大人

小・中学生

幼児

(15 歳以上)

(6 歳～15 歳未満)

(3 歳～6 歳未満)

1,200 円

500 円

300 円

4輪

2輪

600 円

300 円

バス
(大型/中型/マイクロ）

1,000 円

■■■ 「Lovers’Xmas HANABI」開催概要 ■■■
Lovers’Xmas HANABI
「Lovers’ Xmas HANABI」は、恋人たちはもちろん、ご家族
でもお楽しみいただける“光と音のシンフォニー”です。今年は、2 つのオリジナル
スターマイン、“デュエットスターマイン”、“ハッピーゴールデンシャワー”が登場
いたします。見つめ合う“デュエットスターマイン”が、2 人の距離を近づけます。
レーシングコースを舞台にしたツインリンクもてぎオリジナルのプログラムで、
大切な方との素敵な時間をお過ごしください。
▲Lovers’Xmas HANABI（昨年）

ホテルでは 13 万球の LED がお出迎え！「ウィンターイルミネーション 2010」
青と白の“スノーガーデン”、桜色を基調とした“光の庭”、クリスマス期間〔12月25日（土）まで〕は、
七色に変化するフォトスポット“Lovers' Xmas Tree”が出現いたします。レストラン グリーンベイ、
ラウンジ ブルーノートでTreeを見ながら、お食事やカクテルを
味わい、2人の時間をお過ごしください。
■日 程

11 月 1 日（月）～2011 年 1 月 9 日（日）

※16:30～22:30 の時間帯はツインリンクもてぎ入場・駐車料が無料となります。ただし、11 月20 日
（土）・26 日（金）・27 日（土）、12 月23 日（木・祝）、1 月2 日（日）の 5 日間は対象外となります。

11 月 13 日（土）、ディナープラン・グループチケット販売開始！
【全て税込】
◆120 席限定！VIP スイートカップルディナープラン◆
VIP スイートルーム（暖房完備）でのクリスマス特別ディナーブッフェ、フリードリンク、プレゼント付きです。
花火は VIP テラス（エリア指定）からご覧いただけます。
■料 金 1 人（3 歳以上共通） 10,000 円 ※指定駐車券付き

◆85 席限定！VIP スイートファミリーディナープラン◆
VIP スイートルーム（暖房完備）でのファミリー
向けブッフェ、フリードリンク付きです。花火は
A 席（エリア指定）からご覧いただけます。
■料 金 大人 （高校生以上） 5,500 円／1 人
子ども（3 歳～中学生） 2,500 円／1 人※指定駐車券付き

◆トクトクグループチケット◆
大人・子ども問わず、定員乗車人数までの観覧料
と駐車料（1 台分）がセットになったお得なチケット
です。
■料 金 3,000 円／1 台

◆VIP テラスペアチケット◆、◆A 席座席指定券◆ も、ご用意しております。詳しくは、ツインリンクもてぎホームページをご覧ください。

■■■花火の祭典 ～新春～ 開催概要 ■■■
匠の技集大成！「花火の祭典～新春～」
年頭を厳かに祝う「花火の祭典～新春～」。
毎年恒例の干支にちなんだ尺玉 12 発を、ご来場いただいた
お客様から募集する新年の願いとともに打ち上げます。さらに、名物となった
“100 ヵ所一斉打ち上げ”も今年は新たなアレンジで登場いたします。凛とした
空気の中に名華が咲きます。冬花火ならではの美しさを存分にお楽しみください。
▲花火の祭典～新春～（昨年）

11 月 13 日（土）、お食事付きプラン・グループチケット販売開始！
◆50 席限定！VIP スイートファミリープラン◆
VIP スイートルーム（暖房完備）でのファミリー向けブッフェ、フリードリンク、プレゼント付きです。
花火は VIP テラス（エリア指定）からご覧いただけます。
◆料 金
大人（高校生以上）
7,000 円／1 人
子ども（3 歳～中学生） 3,000 円／1 人 ※指定駐車券付き
◆300 席限定！VIP スイート◆
VIP スイートルーム（暖房完備）でのお弁当、フリードリンク、
プレゼント付きです。花火は VIP テラス（エリア指定）から
ご覧いただけます。
◆料 金 大人 （高校生以上） 5,500 円／1 人
子ども（3 歳～中学生） 2,500 円／1 人※指定駐車券付き

【全て税込】

◆トクトクグループチケット◆
大人・子ども問わず、定員乗車人数までの観覧料と
駐車料（1 台分）がセットになったお得なチケット
です。
◆料 金 3,000 円／1 台

新登場！！

「Lovers’Xmas HANABI」＆「花火の祭典～新春～」 セット券

トクトクグループチケット〔 限定 500 枚／4,000 円（税込）〕を販売！
2 つの“冬の花火”をお得にお楽しみいただけるセット券をご用意いたしました。それぞれご購入いただくよりも
2,000 円お得です。詳しくは、ツインリンクもてぎホームページをご覧ください。
チケットをお求めになる前に必ずお読みいただきたい注意事項
※「Lovers'Xmas HANABI」、「花火の祭典～新春～」は、強風・荒天候などの場合、中止となる場合がございます。前売券および当日券（入場料金、駐車料金）を
ご購入いただきましたお客様には、チケットの払い戻しをさせていただきます。通信販売の送料、宿泊費等は払い戻しの対象外となります。あらかじめご了承ください。
※MOBILITY STATION・お電話による通信販売でお申し込みの場合は、チケット代の他に、別途送料 600 円がかかります。

■■■「コチラのニューイヤーフェスティバル」開催概要■■■
場内各所で「運だめし」！！
「コチラのニューイヤーフェスティバル」では、場内各所で
開催される“運だめし”のイベントやお子様たちに大人気の
モビパークなど、ご家族皆さまにお楽しみただけるイベント
を多数ご用意しております。

☆ 新春 入場特典！
■1 月 3 日（月） 年賀はがきで運だめしデー■
末尾番号がラッキーナンバーの年賀はがきをご持参の方は、乗車定員人数分の入場料金が半額になります。
※ラッキーナンバーは、12 月下旬にツインリンクもてぎホームページにて発表いたします。
※お車、バイクでご来場の場合は、別途駐車料金が必要です。

【運だめし！お年玉 大じゃんけん大会！】
場内各施設のスタッフとじゃんけんをして“お年玉”がもらえる今年最初の運だめし！何度でも挑戦いただけます。
■日
■時
■対
■場

程 １月１日（土・祝）～3 日（月）
間 10：00～16：00
象 小学生以下のお子様
所 ハローウッズ／モビパーク／ホテルツインリンク※1／カフェどんぐり／ミュージアムカフェ／グランツーリスモ

カフェ※2／ブリックヤード

／インフォメーションセンター／コチラレーシング（予定）
※1：ホテルツインリンクは、新春バイキングご利用のお客様が対象になります。
※2：グランツーリスモ カフェは 1 月 2 日（日）の「花火の祭典～新春～」開催日は終日営業いたしません。

【“遊んで”・“食べて”運だめしラリー】

【とん汁＆おしるこサービス】

場内の各施設プログラムで遊び、レストラン・カフェ
でお食事を楽しんで、豪華賞品が当たる新春
運だめしラリーにご応募いただけます。

身体の芯まで温まる「とん汁」と「おしるこ」の無料
サービスを実施いたします。

■日 程 １月 2 日（日）
■日 程 １月１日（土・祝）～3 日（月）
■時 間 ①11:00～ ②15:00～
■時 間 10:00～16:00
■場 所 グランドスタンドプラザ
■場 所 モータースポーツアミューズメント／ハローウッズ／モビパーク／
※各回先着 とん汁50食／おしるこ50食
Honda Collection Hall／ホテルツインリンク※1／カフェどんぐり／

合計200食（予定）

ミュージアムカフェ／グランツーリスモ カフェ※2／
ブリックヤード（予定）
※1：ホテルツインリンクは、新春バイキングご利用のお客様が対象になります。
※2：グランツーリスモ カフェは 1 月 2 日（日）の「花火の祭典～新春～」
開催日は終日営業いたしません。

●その他、森の空中回廊「クラーネ」の新春割引や「ASIMO 新春バージョン」、「正月限定ライセンスカード」など、
お正月限定のイベントを多数ご用意しております。
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/

