
 

 

 
 
 

平成２４年２月２３日 

 

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」（略称：ひらパー、所在地：大阪府枚方市枚方公園町）は、平成２４年度（春シーズン開始の３

月３日（土）から冬シーズン終了の平成２５年２月２４日（日））を開園１００周年のメモリアルイ

ヤーと位置づけ、さまざまな企画を展開します。 
ひらかたパークは、大正元（１９１２）年１０月６日に第３回菊人形が開催されたことを起源とし、

京阪沿線にお住まいのお客さまを中心に、長きにわたりご愛顧いただいています。これまで利用いた

だいた全てのお客さまへ、１００周年という記念すべき年を迎えることができたことへの感謝の気持

ちをお伝えするとともに、お客さまとともに次なる１世紀に向けて羽ばたく機会にするべく、パーク

全体を盛り上げていきます。 
まず、春シーズンは３月３日（土）よりスタート。お笑いオープニングライブ、７０種３５，０００

株の春の花で園内を彩る「フラワーカーニバル」の開催など、メモリアルイヤーの幕開けを華やかに

演出します。また、通年企画として、開園１００周年のオリジナルビジュアルがデザインされたヘッ

ドマークとドア横ステッカーをあしらったＰＲ列車を運行するほか、１００周年記念ウェブサイトの

開設なども行います。 
開園１００周年企画の取り組み概要、ひらかたパークの歴史、春シーズンの営業概要は別紙のとお

りです。 

開園１００周年、春からひらかたパークはお祝いムード満点！ 

３月３日（土）にオープニングライブ＆お祝いメッセージボードの除幕式を開催 

ひらパー１００周年ＰＲ列車の運行、１００周年記念ウェブサイトの開設も！ 

 
▲ひらかたパーク開園１００周年オリジナルビジュアル 



（別 紙） 

■ひらかたパーク開園１００周年企画の取り組み 

＜春シーズン＞ 

○ひらパー×よしもと 感謝を込めて１００周年記念スペシャルライブ 

［内容］吉本興業とひらかたパークが共に１００周年を迎えることを記念して、１００周年イヤー

のオープニングライブを行います。 

出演者からのお祝いメッセージは、ノームショップ前の「よしもと芸人１００人からのひ

らパー１００歳お祝いメッセージコーナー」に展示。１００人目指して少しずつグレード

アップしていきます。 

［日程］３月３日（土） 

［時間］１１時 

［場所］野外ステージ 

［出演］笑い飯、シャンプーハット、あべこうじ、南海キャンディーズ、span!、藤崎マーケット 
※雨天時は中止する場合があります。 
※混雑状況によりご覧いただけない場合があります。 

 
○ＦＬＯＷＥＲ ＣＡＲＮＩＶＡＬ －フラワーカーニバル－ 

［内容］１００周年を迎える春のひらかたパークはお花がいっぱい。正面ゲートではノームのなか

またちのウェルカムトピアリーと創作ガーデンがお出迎えし、期間中約７０種３５，０００

株ものお花が園内にあふれます。 

    また、園内に散りばめられたフラワーエッグからキーワードを見つける「どきどきエッグ

ハント フラワーエッグみ～つけた！！」を開催。園内で配布される「フラワーカーニバ

ル ガイドブック」を片手に、気軽にご参加ください（参加無料）。 

［期間］３月３日（土）～６月３日（日） 

※夏シーズン以降の取り組みは随時発表していきます。お楽しみに！ 

 
＜通年企画＞ 

○ひらパー開園１００周年ＰＲ列車 

１．運転期間  ３月３日（土）～平成２５年２月２４日（日） 

２．運転区間  京阪本線、鴨東線、中之島線 

３．使用車両  ７０００系１編成（７両）、７２００系１編成（７両） 

４．装飾内容  １００周年のオリジナルビジュアルがデザインされたヘッドマークとドア横ス

テッカーで車体外側を装飾します。 

         ＜ヘッドマーク＞         ＜ドア横ステッカー＞ 

         

 



○１００周年記念ウェブサイト 

１．内 容  著名人からの「おめでとう！メッセージ」、１００年のひらパー豆知識をクイズ

形式で紹介する「ひらパー検定」をはじめ、１００周年のお祝いメッセージや思

い出をツイッターでつぶやく「みんなのお祝い＆思い出大集合」など充実のペー

ジをご用意しました。過去の名ＣＭ＆ポスターを紹介する「歴代ＣＭ集」「歴代

ポスター集」も見逃せません。 
２．ＵＲＬ  http://www.hirakatapark.co.jp/100th/ 
３．開設日  ３月１日（木）（予定） 

 
＜１００周年記念ウェブサイト トップページ（イメージ）＞ 

 
 
 
■ひらかたパークの歴史 

１９１２（大正元）年１０月６日 第３回菊人形を枚方で開催（ひらかたパークの起源） 
１９５５（昭和３０）年４月１日 バラ園完成（当時東洋一のバラ園） 
１９６５（昭和４０）年６月２０日 「ファミリープール」営業開始 
１９７２（昭和４７）年１２月１日 「アイス・スケートリンク」開業 
１９９６（平成８）年７月２０日 リニューアル工事が完了しグランドオープン 
２０００（平成１２）年９月２２日 環境マネジメントシステム「ＩＳＯ１４００１」認証取得 

（遊園地として日本初） 
２００５（平成１７）年１２月４日 ひらかた大菊人形が閉幕 
２０１２（平成２４）年１０月６日 開園１００周年 



■ひらかたパーク 春シーズンの営業について 

１．期  間  平成２４年３月３日（土）～ ７月８日（日）１１４日間 

        火曜日休園（３月２０日・２７日、４月３日、５月１日は休まず営業） 

２．営業時間  平 日     …１０時～１７時 
土・日曜、祝日、３月２４日～４月８日 …１０時～１８時 
４月２８日～３０日、５月３日～６日  …１０時～１９時 

３．入園料金  おとな（ 中学生以上 ）１，３００円 

こども（３歳～小学生）  ７００円 

４．イベント 

 ○ONE PIECE メモリアルログ 超新星編完結 in ひらかたパーク 
 ［内容］「ONE PIECEメモリアルログ」がひらかたパークに上陸！体感アトラクションで麦わら

の一味の軌跡を辿る！！イーストブルーからマリンフォードまでを一大ジオラマで再現！

「ONE PIECE」の世界観を体感しよう！ 
その他にも、ラリー、写真館、３Ｄシアター、お宝ショップ、ワンピースメニューなど盛

りだくさん！ 

 ［期間］３月３日（土）～ ７月８日（日）（期間中休園日あり） 

 ［場所］イベントホール 

 ［料金］ 

 入園＆イベントホール入館 
イベントホール入館 

（入園料が別途必要） 

おとな（ 中学生以上 ） １，８００円 ５００円 

こども（３歳～小学生） １，０００円 ３００円 

   ※フリーパスはご利用いただけません。 

   ※利用制限のあるコーナーが一部あります。 

   ※都合により内容を一部変更する場合があります。 

 

 

○ひらパー×よしもと 感謝を込めて１００周年記念スペシャルライブ 

［内容］吉本興業とひらかたパークが共に１００周年を迎えることを記念して、１００周年イヤー

のオープニングライブを行います。 

出演者からのお祝いメッセージは、ノームショップ前の「よしもと芸人１００人からのひ

らパー１００歳お祝いメッセージコーナー」に展示。１０月６日の記念日に向けて、１００

人目指して少しずつグレードアップしていきます。 

［日程］３月３日（土） 

［時間］１１時 

［場所］野外ステージ 

［出演］笑い飯、シャンプーハット、あべこうじ、南海キャンディーズ、span!、藤崎マーケット 
※雨天時は中止する場合があります。 
※混雑状況によりご覧いただけない場合があります。 



○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。今春からスタートの

新作「特命戦隊ゴーバスターズ」「スマイルプリキュア！」をはじめ、「仮面ライダーフ

ォーゼ」「ウルトラヒーロー」｢それいけ！アンパンマン｣がひらかたパークにやってきま

す。 

  [日程] 

特命戦隊ゴーバスターズ 
 ショー 

３月２４日(土)・２５日(日)、 

４月２９日(日)、５月６日(日)、６月３日(日) 

スマイルプリキュア！ ショー 
３月３１日(土)、４月１日(日)・３０日(月･休)、 

５月１２日(土)・１３日(日)、６月１０日(日) 

仮面ライダーフォーゼ ショー 
４月７日(土)・８日(日)、 

５月４日(金･祝)・１９日(土)、２０日(日)、６月１７日(日) 

それいけ！アンパンマン 

ショー 

４月１４日(土)・１５日(日)、 

５月５日(土)・２６日(土)・２７日(日) 

ウルトラヒーローショー ４月２１日(土)・２２(日) 

［時間］①１１時、②１４時 

 ［場所］野外ステージ 
※雨天時は中止する場合があります。 

 
 
○アニソン スペシャル ミーティングｉｎひらパー 

［内容］アニソン界のアーティストたちがひらかたパークに大集合。最新の人気番組のヒット曲を

はじめ、誰もが耳にしたことがあるアニメ、ヒーロー＆特撮ソングがいっぱい。こどもも

おとなも、みんな一緒に盛り上がろう！ 

［日程］ 

［時間］１１時 
［場所］野外ステージ 

※雨天時は中止する場合があります。 
 

 

○つくってあそぼ 

［内容］テレビ「つくってあそぼ」でおなじみのワクワクさんが、ゴロリと一緒にやってきます。

身近にあるもので工作をする楽しいステージショーです。 

［日程］３月２８日（水） 
［時間］①１１時、②１４時 
［場所］野外ステージ 

※雨天時は中止する場合があります。 

３月１７日（土） 
きただにひろし（「ONE PIECE」主題歌） 

影山ヒロノブ（「ドラゴンボールＺ」主題歌） 

３月１８日（日） 
高橋秀幸（「特命戦隊ゴーバスターズ」主題歌） 

ＮｏＢ（「天装戦隊ゴセイジャー」主題歌） 

サイキックラバー（「侍戦隊シンケンジャー」主題歌） 

３月２０日（火･祝）
水木一郎（「マジンガーＺ」主題歌） 

松原剛志（「海賊戦隊ゴーカイジャー」主題歌） 



○ＦＬＯＷＥＲ ＣＡＲＮＩＶＡＬ －フラワーカーニバル－ 
［内容］１００周年を迎える春のひらかたパークはお花がいっぱい。正面ゲートではノームのなか

またちのウェルカムトピアリーと創作ガーデンがお出迎えし、期間中約７０種３５，０００

株ものお花が園内にあふれます。 

    また、園内に散りばめられたフラワーエッグからキーワードを見つける「どきどきエッグ

ハント フラワーエッグみ～つけた！！」を開催。園内で配布される「フラワーカーニバ

ル ガイドブック」を片手に、気軽にご参加ください（参加無料）。 

［期間］３月３日（土）～６月３日（日） 

 

 

○第４回 ひらパー ハートフル写真コンテスト 

 ［内容］３月３日（土）～５月６日（日）の間にひらかたパークで撮影した家族、友人、恋人など

の心温まる写真や、園内で見つけたお気に入りの瞬間を写した写真を募集します。入賞・

入選された方には賞品を進呈するとともに、毎日新聞の紙面やひらかたパーク園内で作品

を展示します。 
 ［作品応募期間］３月３日（土）～ ５月６日（日） 
 ［応募先］「ひらパー ハートフル写真コンテスト」事務局 
 ［ 賞 ］ 最優秀賞１名、優秀賞２名、毎日新聞社賞１名、ピピン＆ポピー賞１名、 

特別賞（アニマル、フラワー、１００周年アニバーサリー）３名、入選２０名 
 ［入賞入選作品展示期間］６月２日（土）～７月８日（日） 
 ［入賞入選作品展示場所］正面ゲート出口付近 
 ［協賛］株式会社ニコンイメージングジャパン、カメラのナニワ、キヤノンマーケティングジャパ

ン株式会社 
※出品料は無料です。 

※おひとりさま何点でもご応募いただけます。 

※入賞入選者には別途通知します。 

※ご応募いただいた作品は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

○ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ ＳＨＯＷ！! 

［内容］ゴールデンウィークはパフォーマーが日替わりで登場するストリートパフォーマンスが熱

い！驚きあり、笑いあり、感動ありと、まさに見どころ満載！ 

４月２８日（土）はアクロバットを中心とした大道芸人いっとう、４月２９日（日）はジ

ャグリングパフォーマー渡辺あきら、４月３０日（月･休）は、似顔絵エンターテイメン

トショーの桜小路富士丸のパフォーマンスを日替わりで開催。 

また、５月３日（木･祝）～６日（日）は、コミックジャグラー「タック!!」によるパフ

ォーマンスを開催。ウィットに富んだトークにのせて軽快なジャグリングをおこなう｢コ

ミカルトーキーＳＨＯＷ｣、言葉をつかわずに行うマジックを交えて笑いを誘う「お笑い

サイレントＳＨＯＷ」を展開します。 

［期間］４月２８日（土）～３０日（月･休）、５月３日（木･祝）～６日（日） 
［時間］①１３時、②１６時、③１８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。 

 



○ＲＯＳＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ 
 ［内容］ひらかたパークの６００種４，０００株のバラが見ごろを迎えます。バラの香りに包まれ

て、優雅なひとときを過ごしませんか。 
期間中は、薔薇のソムリエとして有名な京阪園芸・小山内 健氏が監修した「ひらかたパ
ーク ローズガーデンガイドブック」をプレゼント。 

     平日限定で、ローズガーデンを望むレストラン「グラン・ローズ」で１品以上の注文をさ

れた方に紅茶を１杯サービスするドリンクチケットがガイドブックについており、ランチ

やティータイムをお楽しみいただけます。 
     また、平日にはガーデナーによるガイドツアー（１１時３０分～、３００円（オリジナル

ポストカード付）、正面インフォメーションで申込、メリー・ゴーラウンド前集合）、土・

日曜にはスイーツやカフェの移動車販売を実施します。ノームショップでは、バラに関す

る雑貨の販売も。 
［期間］５月１２日（土）～６月３日（日） 

 ［場所］ローズガーデン 

※雨天時はガイドツアー、移動車販売の出店を中止する場合があります。 

 

 

○薔薇のソムリエ・小山内 健氏 presents バラ鑑賞セミナー 
 ［内容］薔薇のソムリエとして有名な京阪園芸・小山内 健氏によるバラ鑑賞セミナー。ひらかた

パークのローズガーデンの見所やひらかたパークオリジナル品種の解説など、バラ鑑賞の

ポイントをユーモアたっぷりにお話します。セミナー後は、バラを望む「グラン・ローズ」

２階での歓談タイムをどうぞ。 
［日程］５月２１日（月）・２３日（水） 
［時間］①１１時、②１４時（各１時間） 

 ［場所］ローズガーデン、グラン・ローズ 

 ［料金］１，０００円（グラン・ローズでの紅茶込み、入園料別） 

 ［定員］各回 ３０名 

 ［申込方法］開催前日までに、ひらかたパーク 団体受付（０７２－８４４－３４７５）へ電話で
お申込ください（受付時間：営業時間と同じ）。 

※雨天時はローズガーデンでのセミナーを中止し、グラン・ローズでの開催に変更する場合が

あります。 
 

 

○ローズガーデン デジカメ写真教室（入門・基礎編） 
 ［内容］ひらかたパークのローズガーデンのバラをテーマにした写真教室。毎日新聞社・写真部所

属カメラマンによる写真撮影の入門・基礎講座です。撮影した作品は、講師の作品ととも

に後日園内で展示します。 
［日程］５月２５日（金）・３０日（水） 
［時間］１１時（１時間３０分） 

 ［場所］ローズガーデン、グラン・ローズ 

 ［料金］１，０００円（入園料別） 

 ［定員］各回 ３０名 

 ［申込方法］開催前日までに、ひらかたパーク 団体受付（０７２－８４４－３４７５）へ電話で
お申込ください（受付時間：営業時間と同じ）。 

 ［持ってくるもの］デジタルカメラ（コンパクト・一眼レフ両方可）、筆記用具 
 ※荒天時はローズガーデンでの撮影を中止し、グラン・ローズでの説明のみに変更する場合が

あります。 



○ＭＵＳＩＣ ＦＥＳＴＡ！2012 spring 

 ［内容］ひらかたパークで音楽を演奏し、音楽の持つパワーと感動をお客さまに提供するバンド

を募集します。オーディションに合格すれば、バラが咲き誇る園内で演奏をすることがで

きます。お客さまとともに演奏を楽しみ、感動を届ける体験をしてみませんか？ 

 [日程] ５月２６日(土) ・２７日（日）、６月２日（土）・３日（日） 

  [時間] １３時 

  [場所] パームプラザまたはローズガーデンステージ 

 [対象] 幼稚園から社会人までのバンド（１バンド３０名まで） 

ジャンル：幅広い世代の人々が楽しめる音楽 

スタイル：座奏、立奏 

  [応募方法] ①演奏している様子を撮影したビデオ（ＤＶＤ）または②演奏を録音したＣＤおよび

演奏時の服装がわかる写真 のいずれかとエントリーシート（ホームページよりダウ

ンロード）を応募先に郵送または持参 

  [応 募 先] 〒５７３－００５４ 大阪府枚方市枚方公園町１－１ 

ひらかたパーク「ＭＵＳＩＣ ＦＥＳＴＡ！」事務局 宛 

  [応募締切] ４月１５日（日）（必着） 

  [特典] ① 演奏者は、演奏終了後ひらかたパークをお楽しみいただけます 

（アトラクション等は別途有料） 

     ② 演奏者１名につき、入園招待券を２枚プレゼント 

※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。 

※オーディションの結果は、開催日の約 1ヶ月前までに合格者にお知らせします。問い合わせ

にはお答えできませんのであらかじめご了承ください。 

※応募時に郵送いただいた資料は返却できませんのであらかじめご了承ください。 

 

 

○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やダンスなどで一緒に遊ぶ参加体験型の

キッズショー。お子さまがステージに上がるコーナーではシャッターチャンスがいっぱ

い！ 

 ［日程］３月３日（土）～ ７月８日（日）の土・日曜、祝日と 

３月２６日（月）～ ４月６日（金）の毎日 

 ［時間］１５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。 

 

 

○スプリング サンシャイン 

 ［内容］ノームのなかまたちがひらかたパーク１００周年を記念した特別な衣装で登場し、春の魅

力を華やかにお祝いするダンスショー。春シーズン限定のダンスエンターテインメントで

す。 
 ［日程］３月３日（土）～ ７月８日（日）の土・日曜、祝日と 

３月２６日（月）～ ４月６日（金）の毎日 

 ［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。 



○ＦＯＯＤ ＣＡＲ★ＮＩＶＡＬ 
 ［内容］今話題のグルメの移動販売車がひらかたパークに大集合。大人気の富士宮焼きそばや焼い

ているところが見られる「グラフミューラー」のバームクーヘン、甘ーい香りがたまらな

い「ロマンドーロール」などが日替わりで出店します。 
［期間］３月３日（土）～６月３日（日）の土・日曜、祝日 
 ［場所］ローズガーデン、ハブプラザ 

※出店する移動車は日により異なります。 

※雨天時は中止する場合があります。 

 

アトラクション情報 

 ○絶叫の滝 バッシュ 

［内容］人気アトラクション「急流すべり バッシュ」に新開発の「絶叫測定システム」を導入、

「絶叫の滝 バッシュ」として生まれ変わります！落下ポイントのどこかで絶叫音量を測

定し、ゴールで発表。みんなの絶叫度は本日のランキングに入るのか？！ 

 ［日程］３月３日（土）リニューアルオープン 

［料金］５００円 

※７歳以上の方からお１人でご利用いただけます。（３歳以上６歳以下の方は高校生以上の同

乗者が必要です。２歳以下の方は同乗者がいてもご利用できません。） 

 

 ○３Ｄレーザーバトル 魔界の森伝説 

［内容］「レーザーバトル 魔界の森伝説」がリニューアル。レーザーバトルの敵が目の前に飛び

出す大迫力の３Ｄに進化。魔界の森を治める新たなボスを倒すことができるのか！  

 ［日程］３月３日（土）リニューアルオープン 

［料金］５００円 

※７歳以上の方からお１人でご利用いただけます。（３歳以上６歳以下の方は高校生以上の同

乗者が必要です。２歳以下の方は同乗者がいてもご利用できません。） 

 

キャンペーン情報 

 ○平日限定！ ママ友会・女子会応援クーポン 

［内容］ひらパーでママ友会・女子会はいかが？おとなの女性４名以上が正規料金で入園すると１

名が入園無料になる特別クーポンをご用意しました。 

 ［期間］５月７日（月）～７月６日（金）の平日 

※チケット購入時にホームページのクーポンをご提示ください。 

 

□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）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 
 


