
 

 

 

 
平成２０年１２月１５日 

 

ひらかたパーク（枚方市枚方公園町１－１）の平成２０年度冬シーズン（１２月２０日（土）～平

成２１年３月１日（日））の営業概要が決定いたしました（秋シーズンの営業は１２月１４日（日）

まで）。 

今年の冬シーズンも、大阪・京都で唯一の屋外スケートリンク「アイス・スクエア」を開催。ま

た、雪だるま作りやソリすべりなど小さなお子さまも雪あそびが楽しめる「スノーランド」も開催

し、冬ならではの遊びをお楽しみいただけます。また、約２０万個もの電球を使用し、ローズガー

デンを中心にイルミネーションによる幻想的できらびやかな空間を演出。さらに、観覧車の点灯パ

ターンを星型に変更するなど、壮大な光の空間をお楽しみいただけます。 

 このほか、野外ステージでは、子供たちに大人気のアンパンマンや炎神戦隊ゴーオンジャー、Ｙ

ｅｓ！プリキュア５ＧｏＧｏ！ などのキャラクターショー、吉本興業の人気お笑い芸人によるお

笑いステージイベントなど、楽しい企画が盛りだくさんです。 

今年の冬も、ますます楽しくなる「ひらかたパーク」でお楽しみください。 

ひらかたパーク冬シーズン営業の概要は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ひらかたパーク冬シーズン営業が１２月２０日（土）からスタート～ 

● スケートシーズン到来！！ 
 大阪・京都で唯一の屋外スケートリンク「アイス・スクエア」、 
 家族で楽しめる雪あそび広場「スノーランド」を営業 

● 遊園地の本格的イルミネーション！！ 

 ローズガーデンや観覧車を総数２０万個の電球でライトアップ 

「～Ｌｉｇｈｔ
ラ イ ト

 ａ
ア

 ｌａｍｐ
ラ ン プ

～ ＷＩＮＴＥＲ
ウ ィ ン タ ー

 ＬＩＧＨＴ
ラ イ ト

 ＦＡＮＴＡＳＩＡ
フ ァ ン タ ジ ア

」を開催 

▲WINTER LIGHT FANTASIA 



（別 紙） 

 

１．期  間 平成２０年１２月２０日（土）～ 平成２１年３月１日（日）５８日間 

 ※１月１日、１月１３日以降の火・水曜日は休園、２月１１日は休まず営業 

 

２．営業時間 １２月２０日（土）～３１日（水）、１月２日（金）～７日（水）は１０時

～１８時、１月８日（木）～３月 1日（日）は１０時～１７時 

 ※平成２０年は１２月３１日のカウントダウン営業を行いません。 

 

３．入園料金  

 

 

 

 

４．主  催 産経新聞社、京阪電車 

 

５．イベント 

○アイス・スクエア 

［内容］毎年恒例の屋外スケートリンクを今年も開催します。屋外リンク特有の爽快感を、フ

ァミリーやカップルでお楽しみください。 

［期間］１２月２０日（土）～ ３月１日（日） 

［時間］平日：１２時～１７時 ／ 土･日曜、祝日、１月２日～７日：１０時～１７時 

［料金］ 

 平 日 
土・日曜、祝日 

１月２日～７日 

おとな １，５００円 １，７００円 
入園＆スケート 

こども １，０００円 １，２００円 

おとな  ８００円 １，０００円 スケートのみ 

（入園料別途必要） こども  ４００円   ６００円 

 ※貸靴をご利用の場合は別途貸靴料（６００円）が必要です。 
 ※貸靴のサイズは１５ｃｍ～３０ｃｍです。 
 ※貸靴の数には限りがあります。 
 ※安全のため手袋を着用されていない方の  

滑走はお断りします。 
 ※１５時以降の入園は、 

おとな５００円引・こども３００円引です。 
 ※フリーパス・アトラクションカードは  

ご利用いただけません。 
 

 

 

 全 日 ナイト（１５時～） 

おとな（ 中学生以上 ） １，３００円 ８００円 

こども（３歳～小学生）     ７００円 ４００円 

▲アイス・スクエア(昨年のようす) 



 

○スノーランド 

［内容］一面に広がる雪の広場で、雪だるま作りやソリすべりが楽しめます。大きなかまくら

や雪だるまもあり、雪に触れる機会の少ないお子さまにオススメの雪あそび広場です。 

［期間］１２月２０日（土）～ ３月１日（日） 

［時間］平日：１２時～１７時 ／ 土･日曜、祝日、１月２日～７日：１０時～１７時 

［場所］アイス・スクエア横 

［料金］３歳以上４００円（入園料が別途必要） 

 ※コンディション不良などにより営業を中止する場合

があります。 
 ※混雑時には入場を制限する場合があります。 
 ※フリーパス・アトラクションカードはご利用いただけ

ません。 
 

 

○～Ｌｉｇｈｔ
ラ イ ト

 ａ
ア

 ｌａｍｐ
ラ ン プ

～ ＷＩＮＴＥＲ
ウ ィ ン タ ー

 ＬＩＧＨＴ
ラ イ ト

 ＦＡＮＴＡＳＩＡ
フ ァ ン タ ジ ア

 

[内容]  ローズガーデンを中心にイルミネーションによる幻想的できらびやかな空間を演出

します。青や白、緑など全体で約２０万球の電球を使用し、「愛の神殿」や「ローズ

ガーデンステージ」など撮影スポットも目白押し。壮大なる光の空間をお楽しみいた

だけます。また、ローズガーデンでご家族・ご友人・カップルなど、大切な方へ心の

こもったメッセージをその場で綴ることができる“ウィッシングカード”を配布しま

す。さらに昨年ご好評いただいた観覧車「スカイウォーカー」の点灯パターン変更を

今年も実施します。今年のテーマは「星」。丘の上にきらり輝くひらかたパークの一

番星にあなたの願いを届けてみませんか。 

 [期間] １月７日（水）まで 

 [時間] １７時～閉園（１８時） 

 [場所] ローズガーデン 

 

 

 

○それいけ！アンパンマンワールド 

［内容］“見て、ふれて、遊べる”それいけ！アンパンマンのイベントです。アンパンマンの

世界を再現した展示コーナーでは“ジャムおじさんのパン工場”でパン作りのお手伝

いをしたり、“バイキンの国”を探検したりできます。また、プレイコーナーではＧ

Ｏ！ＧＯ！アンパンマン列車（別途有料）、ビニール焼画づくり（別途有料）が楽し

めるなど魅力的なコーナーがいっぱいです。 

［期間］１月２５日（日）まで 

［場所］イベントホール 

▲スノーランド(昨年のようす) 

▲WINTER LIGHT FANTASIA 



［協力］読売テレビ 

［料金］おとな４００円 こども２００円（入園料が別途必要） 

 ※フリーパス、アトラクションカードはご利用いただけません。 
 ※都合により内容を一部変更する場合があります。 

○バトル・オブ・ひらパー 

［内容］今年で７年目となるブレイクダンスのチームバトルコンテスト。ひらパーに集結した

Ｂ－ＢＯＹ＆Ｂ－ＧＩＲＬが、熱い戦いを繰り広げます。 

［日程］１２月２１日（日） 

［時間］１２時～１７時  

［場所］野外ステージ 

 ※雨天および会場のコンディション不良などにより中止する場合があります。 

 

○それいけ！アンパンマンショー 

［内容］小さなお子さまに大人気のアンパンマンが活躍するステージイベント。ばいきんまん

やドキンちゃんはもちろん、２０日にはおむすびまん、２３日にはしょくぱんまんも

登場します。 

［日程］１２月２０日（土）、２３日（火・祝） 

［時間］１１時、１４時 

［場所］野外ステージ 

  ※雨天および会場のコンディション不良などにより中止する場合があります。 

 ※１２月２０日のストーリーは「ひとりぼっちのかぜこんこん」、２３日のストーリーは「み

んな大好き！コキンちゃん」です。 

 

○ニューイヤーステージイベント 

［内容］テレビで人気のヒーローやヒロインが繰り広げるステージイベント。「それいけ！ア

ンパンマン」「トミカヒーロー レスキューフォース」「炎神戦隊ゴーオンジャー」

「仮面ライダーキバ」がひらかたパークにやってきます。開催日当日の１１時からは、

その日に登場するキャラクター（「それいけ！アンパンマン」を除く）がマジカルラ

グーン前で皆さまをお出迎えします。 

［日程］ 
それいけ！アンパンマン ショー １月２日（金）、５日（月） 

トミカヒーロー レスキューフォース ショー １月３日（土） 

炎神戦隊ゴーオンジャー ショー １月４日（日）、７日（水） 

仮面ライダーキバ ショー １月６日（火） 

［時間］１４時  



［場所］野外ステージ 

 ※雨天および会場のコンディション不良などにより中止する場合があります。 
 ※それいけ！アンパンマンショーのストーリーは「しょくぱんまんとホラーマン」です。 
 
 

○Ｙｅｓ！プリキュア５ＧｏＧｏ！ スペシャルショー 

［内容］プリキュア５によるステージイベント。ミルキーローズも加わり、プリキュアたちが

大活躍するスペシャルキャラクターショーです。 

［期間］１月１０日（土）～ １２日（月・祝） 

［時間］１１時、１４時 

［場所］野外ステージ 

  ※雨天および会場のコンディション不良などにより中止する場合があります。 
 

○ＧＯ！ＧＯ！京橋花月ｉｎひらパー ～チョコを渡そう♡ バレンタインスペシャル～ 

［内容］吉本興業の人気お笑い芸人たちがひらかたパークにやってきます。若手芸人による漫

才はもちろんのこと、期間中の各日は会場内にバレンタインチョコ受付BOXも設置、
お目当てのお笑い芸人にチョコを渡すことができます。 

［日程］２月７日（土）、８日（日）、１１日（水・祝）、１４日（土）、１５日（日） 

［時間］１１時（約１時間） ※荒天中止 

［場所］野外ステージ 

 ※各日程の出演者は未定（各日５組程度）です。 
 ※バレンタインチョコ受付 BOXのチョコ受付時間は各日１１時までです。 
 ※ひらかたパークへのチョコの送付はご遠慮ください。当園にチョコを送付されても出演者

には渡すことができません。 
 

○ノームとあそぼう！ペップ＆ジョイ 

［内容］ピピンやポピーたち５人のキャラクターと手遊びダンスなどで遊ぶ参加型イベントで

す。 

［日程］１２月２０日（土）～ ３１日（水）と１月２日（金）～ ７日（水）、１月１０日（土）
～３月１日（日）の土・日曜、祝日 

［時間］１４時 

［場所］ローズガーデンステージ 

 ※雨天および会場のコンディション不良などにより中止する場合があります。 

 ※開催場所は都合により変更する場合があります。 

 



○ハートビートクリスマス 

［内容］ノリのいいクリスマスソングで踊るストーリー仕立てのダンスショー。ピピンたちの

クリスマスパーティーをお楽しみください。 

［期間］１２月２０日（土）～ ２５日（木） 

 

［時間］１７時 

［場所］パームプラザ 

 ※雨天および会場のコンディション不良などにより中止する場合があります。 

 ※開催場所は都合により変更する場合があります。 

 

○ノームのウィンターグリームレィディオ 

［内容］リズミカルな音楽でピピンたちが楽しく踊るストーリー仕立てのダンスショーです。 

［日程］１２月２６日（金）～ ３１日（水）と１月２日（金）～ ７日（水）、１月１０日（土）

～ ３月１日（日）の土・日曜、祝日 

［時間］１６時 

［場所］パームプラザ 

 ※雨天および会場のコンディション不良などにより中止する場合があります。  

 ※開催場所は都合により変更する場合があります。 
 

 

□イベントの内容・日程は、都合により変更する場合があります。 
□料金を表記していないイベントは、入園料（おとな１,３００円・こども７００円、１５時以降は
おとな８００円・こども４００円）のみでご観覧いただけます。 
□表記の料金には消費税が含まれています。 
□こどもは３歳から小学生です。 

 

以  上 

 

 

 

 

 


