
2019年 ツインリンクもてぎ 春休みイベント

春もりフォレストフェスタ(仮)
森のクラフトマーケット イベント概要

※画像はイメージです



◆はじめに

平素より、弊社事業にご高配賜り誠にありがとうございます。

ツインリンクもてぎは、栃木県茂木町にある自然豊かな森の中に、世界最高峰の
2輪レース「MotoGP」、国内最高峰の4輪レース「スーパーGT」など様々なモータースポーツが
開催される国際レーシングコースをはじめ、お子様から楽しめる森をコンセプトとした遊園地やホ
テル、キャンプ場といった宿泊施設も兼ね備えた施設で、前年の年間来場者数は80万人を超
える多くのお客様の来場がありました。

その中でも春休み期間は、 2018年に登場した新しい施設「森感覚アスレチック
DOKIDOKI」のオープンや、2017年に登場した新しい施設「迷宮神殿ITADAKI」のオープン
や「森と星空のキャンプビレッジ」や、TVCMや紙媒体での宣伝をし大きく盛り上げ、ファミリーのお
客様を中心的に期間来場者数66,000人以上と多くのお客様にご来場いただきました。

この度、ご来場いただくお客様に向けて
森や自然を感じさせ、一人でも多くのお客様に
楽しんでいただける企画とし、
「森のクラフトマーケット」を計画しております。

皆様の多数のご出店を心よりお待ちしております。
何卒ご検討の程よろしくお願い申し上げます。 http://www.twinring.jp/dokidoki/

ご参考：2018年ツインリンクもてぎ春イベント情報
https://www.twinring.jp/spring_m/event/craft-market/
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◆来場地域

春休みイベント期間全体来場者は66,000人（2018年3～4月）
前年のクラフトマーケット開催２日間はもてぎロード選手権の併催と天気に恵まれ、2日間あわせ
来場者数は7,500人でした。
しかし昨年はまだ寒い時期と強風だったため、今年は気温のことも踏まえ１週間後ろに倒し、もっと
多くのお客様が来場される日に変更いたしました。

弊社には主に地元（栃木県・茨城県）を中心に多くのお客様がいらっしゃっています。
しかし地元だけでなく南関東などからも約５割近くのお客様が来場されています。
前年の春にオープンした森感覚アスレチック「DOKIDOKI」にあわせて2017年オープンした迷宮森
殿「ITADAKI」が人気となり、TV CMやインターネットの露出で、来場動員を伸ばしており、今年も
新アトラクションオープンに伴い、更に増加傾向（見込み）になります。
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◆2019年 春休みイベント開催概要

イベントタイトル 春もりフォレストフェスタ ～森のクラフトマーケット～

開催日 2019年3月30日（土）～31日（日） 2日間開催

開催時間 9:30～17:30（予定）

会場 ツインリンクもてぎ内 「中央エントランス芝生エリア」

期間計画動員 8,000人 （前年度同日実績7,500人 土曜：曇り 日曜：晴れ）

出店依頼内容

（テーマ）

森の中をファミリーで楽しみながら、森や自然を感じさせる手作りの作品の展示販売
（陶・革・木工・布糸もの・アクセサリー・植物・クラフトに関するワークショップなど）

出店料
1ブース・・・テント1張（3×3mほど）

5,000円（税抜）/1ブース2日間 3,000円（税抜）/1ブース1日のみ ※事前払い、マージンなし

その他事項

・飲食物の出店はご遠慮ください。

・テントをお持ちでない方は2/10（日）までにご連絡ください。

※テント貸出には追加料金が発生いたします。あらかじめご了承ください。

・ブース内は基本的に持参物でお願いいたします。

※必要備品がございましたら2/10（日）までにご相談ください。※別途費用がかかります。

・2日間開催となりますので、各自防犯対策をお願いいたします。

・出店内容、出店形態、販売方法などの詳細を事前にエントリー用紙にご記入していただき、

お送りください。

・会場マップとレイアウト図、駐車場所を別途案内いたします。※指定外の駐車はご遠慮ください。

・場内は複雑のためイベント前に現地確認をお願いいたします。（※任意）

・前日の搬入は17:30～19:00、当日は7:00～9:00までにお願いいたします。

・当日の車両を使用する搬入は9：00までに車両を指定駐車場に

移動いただきますようお願いいたします。

・クラフト内にスタンプラリーなどを検討しております、そのためご協賛をいただけますと幸いです。

http://www.twinring.jp/spring_m/



【春催事】 会場レイアウト◆ツインリンクもてぎ -５-

2016年3月OPEN
グランピング・キャンプエリア

2018年3月OPEN
森感覚アスレチックDOKIDOKI

遊びの森「ハローウッズ」
クラフト工房

2018年3月OPEN
ホテル「グランルーム」

2018年3月 リニューアル
モビパークエリア

2017年OPEN
ジェラトリアROCCO

2017年3月OPEN
迷宮神殿ITADAKI

森のクラフトマーケット会場
中央エントランス

ホテル

キャンプ

ハローウッズ

中央
エントランス

モビパーク

https://www.twinring.jp/mobipark_m/attractions/
https://www.twinring.jp/mobipark_m/attractions/


【春催事】 会場レイアウト◆会場エリア周辺

森のクラフトマーケット

モビパーク（遊園地エリア）

森感覚
アスレチック

DOKIDOKI

他施設：グランピング/キャンプ/レースコース

↓サーキットコース
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【春催事】 会場レイアウト

75000

80000

50000

クラフトマーケット会場

休憩
エリア
テント

１ブーステント（目安）

休憩エリアタープテント（6x6m)

お客様来場ライン

◆会場エリア

中央エントランス

モビパーク（遊園地エリア）
マーク
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◆ツインリンクもてぎ風景 -８-



◆ご連絡表

※個人情報の取り扱いについて
お申し込みいただきました内容は、主催のツインリンクもてぎ、
及びイベント運営のみにしようし、イベント終了後は破棄いたします。

ご連絡いただいた方へ
別途エントリーシートをお送りいたします。
エントリーシートにご記入していただき
2018年2月10日（日）までに
下記の連絡先までお送りください。

======================
ツインリンクもてぎ
広報宣伝催事課 担当 金子
FAX：０２８５－６４－０００９
メールアドレス：
kurumi-kaneko@mobilityland.co.jp
======================

出展内容を確認させていただき出展内容が
テーマにあわない場合や、応募が多い場合は
出展を見合わせていただく可能性がございます。

その際はご了承ください。

-９-

mailto:kurumi-kaneko@mobilityland.co.jp


◆ご協賛依頼

クラフトイベント内にてスタンプラリーの実施を予定しております。

各店舗様へスタンプをお渡しいたしますので
お客様が購入した際にスタンプを押していただき、
３つのスタンプを集めたらツインリンクもてぎブースにて
抽選で弊社の景品や出展者様の作品をプレゼントを考えております。

まだ確定ではありませんが、実施方向で動いておりますので
出展者様からご協賛品とあわせてショップカードも付属し
出展者様のPRを実施させていただきたいです。

強制はいたしませんが、
もし協賛いただける場合はどんな品を何品かご連絡いただければ幸いです。

品物につきましてはイベント当日の朝のご挨拶のタイミングで受け取りに参ります。

何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ
広報宣伝催事課
〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1
ＴＥＬ（0285）64-0222 ＦＡＸ（0285）64-0009
担当：金子携帯(070)4497-1282
ＵＲＬ http://www.twinring.jp/

以上です。

よろしくお願いいたします。

http://www.twinring.jp/


TEL.

出店名

住所
〒

代表者名ご連絡先

当日連絡の取れる
連絡先

テント
タープ

ホームページ
又はブログ

メールアドレス

PCアドレス

携帯アドレス（当日連絡可能なアドレス）

なしあり

Web用の紹介文を
200字程度でお書きください

メインとなるジャンルを
お１つお選びください

ジャンル

紹介文
コメント

搬入出当日
スタッフ人数
車両台数

名 台

Tel

Fax

フリガナ

フリガナ

出店作家、並びに
販売する商品
出店形態

販売方法など
できるだけ詳しく
ご記入ください

出店内容

出店日

アクセサリー植物布 ・ 糸もの木工革

３月３１日 ( 日 ) のみ３月３０日 ( 土 ) のみ

その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）ワークショップ

陶磁器

両日出店

ツインリンクもてぎ　春もりフォレストフェスタ
森のクラフトマーケット【春】 エントリーシート

※必ず作品 / 商品の未加工の写真を２枚添付ください｡

0285-64-0009 メールアドレス
kurumi-kaneko@mobil ityland.co.jp

※個人情報は、 ツインリンクもてぎが大切に保管いたします。

FAX. ツインリンクもてぎ 広報宣伝催事課 担当金子
0285-64-0222　

出店情報としまして､Web サイトや各種広報用として
使用いたします。

■ご連絡先■ 2019 年 2 月 10 日 ( 日 ) までに FAX/ メールにてご連絡をお願いいたします。


