平成 28 年 11 月 1 日
ひらかたパーク

平成 28 年 11 月 22 日（火）発表

園長就任３年目の今年、
ひらパーからの３大サプライズ！！！
映画「海賊とよばれた男」コラボ企画に新発表、
イルミネーション「光の遊園地」に隠された秘密、そして更に何かが起こる!?
記念すべき瞬間に立ち会えるひらパーファン大募集！
京阪電気鉄道株式会社（本社：大阪市中央区、社長：加藤好文）が経営する遊園地「ひらかたパーク」（所在
地：大阪府枚方市枚方公園町）は、
「超ひらパー兄さん」である岡田准一さんが園長に就任してから今年で 3 年
目を迎えております。就任 3 年目を記念し、平成 28 年 11 月 22 日（火）に「ひらかたパーク」にて『3 大サプラ
イズ発表会』を開催いたします。この記念すべき瞬間に立ち会っていただくひらパーファンを募集いたします。
「ひらかたパーク」では、お客さまに楽しんでいただきたいという思いから、岡田園長を筆頭に、従来の固定
概念を覆す発想でユニークな園内施策を数多く生み出してきました。そして、就任 3 年目を記念し、岡田園長よ
りひらパーファンへ感謝の意を込め、
『3 大サプライズ』を発表する運びとなりました。
『3 大サプライズ』の発表内容に関しましては、イベント当日まで詳細情報の公開は控えさせていただきます
が、サプライズに関するヒントを以下に記載いたします。また、11 月 17 日（木）より、ひらかたパーク公式 SNS
アカウント（facebook：@hirakatapark、twitter：@hirapar_pr）においても『3 大サプライズ』に関するヒント
を随時投稿しますので、是非ご注目ください。
－
■日 時

：

記

－

平成 28 年 11 月 22 日（火）18：30 ～ 21：00
※『3 大サプライズ発表会』は 18：30 ～ 19：00
『3 大サプライズ発表会』終了後、イルミネーション「光の遊園地」および
「国岡ライド」
、「枚方商店」をお楽しみいただけます。

■場 所

：

ひらかたパーク 野外ステージ

■内 容

：

３つの衝撃サプライズを発表予定
①映画「海賊とよばれた男」とコラボした企画にまだ続きが・・・！？
岡田さん主演映画「海賊とよばれた男」の映画公開記念アトラクション「国岡ライド」、
および映画公開記念展示「枚方商店」を開催！そしてこの日、更なるサプライズが…！？
②今年のイルミネーション「光の遊園地」にはまだ秘密が・・・！？
秋冬シーズン恒例のイルミネーションイベント「光の遊園地」
。3 年目となる今年は、ひ
らパー史上最大級の 150 万球にスケールアップ！
しかしこの日、更なるサプライズが・・・！？
③この日、園内でひらパー史上最大の衝撃が・・・！？
3 つ目のサプライズはノーヒント。当日会場にてご確認ください！

以上

参考資料
■
主演

映画コラボレーション企画
岡田准一、監督

概要

山崎貴の国民的大ヒット映画「永遠の０」チームが再集結し、４００万部突破の大ベス

トセラーを超豪華キャストの共演で完全映画化した「海賊とよばれた男」
（平成 28 年 12 月 10 日（土）公開）と
コラボした企画「国岡ライド」および「枚方商店」を平成 28 年 11 月 12 日（土）～平成 29 年 1 月 15 日（日）
の期間限定で開催いたします（期間中、休園日あり）
。

＜国岡ライド＞
岡田准一さん演じる国岡鐡造（くにおかてつぞう）が劇中でかけ
ている丸眼鏡をモチーフにした「スペシャル丸メガネ」と、国岡
鐡造の興した会社「国岡商店」の社員が着用しているハッピをモ
▲スペシャル丸メガネ

チーフにした「オリジナルハッピ」を着用し、フリーフォールア
トラクション「ジャイアントドロップ メテオ」を体験するコラボ
アトラクション。なお、衣装を身に着けて映画の雰囲気を味わえ
るだけでなく、
「スペシャル丸メガネ」は、ものが遠くに見える特
殊眼鏡となっており、フリーフォールの高さが倍増したように感

▲ジャイアントドロップ メテオ

じ、スリルがアップするという画期的な企画となっています。

▲オリジナルハッピ

＜枚方商店＞
映画とコラボした特別記念展示。劇中衣装や小道具の展示、国岡鐡造との名刺交換ブース、
「枚方商店」の一員
として岡田園長と写真が撮影できる顔出しパネル、日本の未来を睨み付けた国岡鐡造とにらめっこができるブー
スなど、ひらパーならではのユニークな展示をお楽しみいただけます。

※ひらかたパーク 詳細ページ： http://hirakatapark.co.jp/kaizoku/

＜映画イントロダクション＞
明治・大正・昭和の激動の時代を舞台に、名もなき一青年から身を興し、やがて戦後の日本に大きな勇気と希望
を与える大事業を成し遂げていく主人公・国岡鐡造の姿を描いた大河エンターテインメント。

＜映画のあらすじ＞
主要燃料が石炭だった当時から、石油の将来性を予見していた若き日の国岡鐡造（岡田准一）は、北九州・門司
で石油業に乗り出すが、その前には国内の販売業者、欧米の石油会社（石油メジャー）など、常に様々な壁が立
ち塞がり、行く手を阻んだ。しかし、鐡造はどんなに絶望的な状況でも決して諦めず、それまでの常識を覆す奇
想天外な発想と、型破りの行動力、何よりも自らの店員（＝部下）を大切にするその愛情で、新たな道を切り拓
いていった。その鐡造の姿は、敗戦後の日本において、さらなる逆風にさらされても変わることはなかった。そ
してついに、敗戦の悲嘆にくれる日本人に大きな衝撃を与える“事件”が発生する。石油メジャーから敵視され、
圧倒的な包囲網により全ての石油輸入ルートを封鎖された国岡鐡造が、唯一保有する巨大タンカー「日承丸」を
秘密裏にイランに派遣するという“狂気”の行動に打って出たのだった。イランの石油を直接輸入することは、
イランを牛耳るイギリスを完全に敵に回すこと。しかし、イギリスの圧力により貧困にあえぐイランの現状と自
らを重ね合わせた鐡造は、店員の反対を押し切り、石油メジャーとの最大の戦いに臨む。果たして、日承丸は英
国艦隊の目をかいくぐり、無事に日本に帰還することができるのか？そして、国岡鐡造は、なぜ“海賊”とよば
れたのか？その答えが、明らかになる――。

＜『海賊とよばれた男』作品概要＞
タイトル：海賊とよばれた男
公開：平成 28 年 12 月 10 日（土）全国東宝系にて公開
原作：百田尚樹「海賊とよばれた男」
（講談社文庫刊）

■

監督：山崎貴

光の遊園地 概要

平成 26 年から実施している秋冬シーズン恒例のイルミネーションイベント。3 年目となる今年は、LED を過去最
大となる 150 万球（昨年：130 万球）にスケールアップし、遊園地全体が幻想的な空間に包まれます。期間中は
金曜日も開催しており、平日でもお楽しみいただけます。
【開催期間】平成28年11月11日（金）～平成29年2月26日（日）の金・土・日曜、祝日
【●●●●】平成28年12月19日（月）～平成29年1月 5日（木）の毎日
【点灯時間】11月11日（金）～11月27日（日）

…17：00～20：00

【●●●●】12月 2日（金）～ 1月 9日（月・祝）…17：00～20：30
【●●●●】01月13日（金）～ 2月26日（日）

…17：30～20：00

※開園～点灯時間（イルミネーション営業開始時間）までは、通常営業をいたします。
※最終入園は、閉園の30分前です。
※悪天候時は、イルミネーション営業の時間変更または中止をする場合があります。

■

これまでの 3 年間の取り組み

ひらかたパークでは「超ひらぱー兄さん」こと岡田園長就任からの 3 年間、従来の固定概念を覆す発想でユニー
クな園内施策を数多く生み出してきました。代表的な園長施策として、岡田園長の目元がプリントされたアイマ
スクを着用しながらアトラクションを楽しむ「目隠しライド」（平成 26 年度）
、絶叫系アトラクションにて岡田
園長の決めゼリフである「おま！」を叫びながら楽しむ「おまライド」（平成 27 年度）、観覧車の一部ゴンドラ
の窓をシートで覆い景色を見えなくした「ロシアン観覧車」（平成 28 年度春）
、清涼剤を首に塗ることで体感速
度およびスリルが“微増”する「スースーライド」
（平成 28 年度秋）など、独特のアイデアでお客さまに楽しん
でいただいております。

■

『3 大サプライズ発表会』参加者募集 概要

募集内容：

平成 28 年 11 月 22 日 (火）開催の『3 大サプライズ発表会』にご参加いただける方。

募集期間：

平成 28 年 11 月 1 日 (火）10:00 ～ 11 月 10 日（木）17：00

応募方法：

ひらかたパーク公式ホームページの応募窓口よりお申し込みください。
（同伴者を含め 1 組 5 名まで応募可能）
応募窓口 http://www.hirakatapark.co.jp/topics/show/326

当選発表：

当選者のみ当選ハガキを発送いたします（11 月 14 日（月）頃予定）
。

参加資格：

当日、当選ハガキと顔写真付きの身分証明書（ひらかたパーク年間パスポート、免許証、学生証
等）を持参の上、17：00～17：45 に集合場所にお集まりください。
※同伴者の方も身分証明書をご持参ください。
※小学生以下の方は身分証明書は不要です。
※16 歳未満の方は、必ず 16 歳以上の方とご一緒にご応募、ご参加ください。

集合場所：

ひらかたパーク

集合時間：

17：00 ～ 17：45

当日内容：

・
『3 大サプライズ発表会』への参加
・イベント終了後、イルミネーション「光の遊園地」、
「国岡ライド」および「枚方商店」を含め、
一部のアトラクションを無料でご利用いただけます。
・当日は集合場所にて「超ひらパー兄さんグッズ」を
販売します。グッズを身に付けて参加いただくこ
とも可能です。是非この機会にお買い求めください。
なお、ご希望の商品が売り切れる場合がございます
ので予めご了承ください。
当日販売する超ひらパー兄さんグッズ：
「わいでおまフラー」
「枚方パーカー」
「兄さんアイマスク」

東駐車場

▲わいでおまフラー

注意事項：

▲枚方パーカー

・当日はメディア関係者および、ひらかたパーク関係者による写真・動画撮影の予定がございま
す。撮影された写真・動画は一般に公開する可能性があることを予めご了承ください。
・イベントに関する具体的な内容についてはお答えできませんので、予めご了承ください。
・当日、駐車場はご利用いただけません。公共交通機関をご利用ください。
・荒天時はイベントを中止する場合がございます。
中止する場合は公式ホームページにて情報掲載いたしますので、必ずご確認ください。
その際の交通費など、ご負担いただいた費用については補償できかねますので、予めご了承く
ださい。

《本資料に関する一般のお問い合わせ先》
ひらパーからの 3 大サプライズ発表会事務局
ＴＥＬ：0120-73-2797 (開設時間 10:00～17:00/土日祝は休)
※ひらかたパークではございませんので、ご注意ください。

