
 

 

 

 

平成２５年６月２０日 

 

 

 

 

 

京阪電気鉄道株式会社が運営するひらかたパーク（枚方市枚方公園町１－１）では、７月１３日（土）

から夏シーズンをスタートします。今シーズンの当園では、「お化け」「ナイター」にまつわるアトラク

ションとイベントで、“涼しいひと時”をお楽しみいただきます。 

「お化け」関連の取り組みとして、７月２０日（土）、幽霊屋敷「四谷怪談 ～お岩の怨念～」を、イ

ベントホールⅠにオープン。映画や舞台制作で有名な「東映株式会社」が総力を挙げ演出に取り組んだ

同アトラクションでは、忠実に再現された江戸の町並みのなか、プロの役者による、心から震え上がる

演出が特色となっています。また、７月２７日（土）は「松竹芸人」、８月３日（土）・１０日（土）に

は「よしもと芸人」による心霊体験トークイベント「真夏の夜の怪談」を野外ステージにて開催。背筋

も凍るような怖い話をお楽しみいただきます。 

「ナイター」関連の取り組みとして、ナイター営業日を設定のうえ、アトラクションと園内を光と音

で演出する「サマーナイトひらパー」を実施。大人気の激流下りアトラクション「パチャンガ」が蒼く

光る「クール！パチャンガ！！」に変身して初登場するなど、夜のひらかたパークで涼しくお楽しみい

ただくイベントを開催します。 

 なお、毎年人気のプール「ザ・ブーン」は７月１３日（土）からオープンします。 

幽霊屋敷「四谷怪談 ～お岩の怨念～」ほか、ひらかたパーク夏シーズンの営業概要の詳細は、別紙の

とおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

夏夏夏夏のひらかたパークで“のひらかたパークで“のひらかたパークで“のひらかたパークで“涼涼涼涼しいひしいひしいひしいひとととと時時時時”を”を”を”を    

●ひらかたパーク史上最恐の幽霊屋敷「四谷怪談 ～お岩の怨念～」を７月２０日（土） 

オープン＆「松竹芸人」「よしもと芸人」による「真夏の夜の怪談」を開催 

●「サマーナイトひらパー」に走路が蒼く光る「クール！パチャンガ！！」が初登場 

 

▲「四谷怪談 ～お岩の怨念～」 

メインビジュアル  

▲初登場の「クール！パチャンガ！！」 

 

  



（別紙） 

 

１．期  間  平成２５年７月１３日（土）～ ９月８日（日） ５６日間 

        ※７月１６日（火）、９月３日（火）は休園 

２．営業時間  ７月１７日～２６日の平日、９月の平日      …１０時～１７時 

        ７月１３日～２１日の土・日曜、祝日、 

８月２６日（月）～９月１日（日）、９月７日（土）、８日（日） 

…１０時～１８時 

        ７月２９日～８月２３日の平日          …１０時～１９時 

（ナイター営業日） 

７月２７日～８月２５日の土・日曜、８月１２日（月）～１６日（金） 

…１０時～２１時 

※荒天などによりナイター営業を中止する場合があります。 

３．入園料金  おとな（ 中学生以上 ）１，３００円 

こども（２歳～小学生）  ７００円 

 

４．イベント 

○幽霊屋敷「四谷怪談 ～お岩の怨念～」 

［内容］日本三大怪談のひとつとして語り継がれる「四谷怪談」。あまりの怖ろしさ、怨念の強さのた

め伝説と化したお岩の亡霊がひらかたパーク史上最恐の幽霊屋敷に甦ります。東映が総力を挙

げ忠実に再現した江戸の町並み、役者による心の底から震え上がる演出、過去に類を見ない恐

怖体験にあなたは耐えられますか？ 

［期間］７月２０日（土）～９月１日（日） 

［時間］１２時～閉館時間は遊園地の営業時間と同じ 

［場所］イベントホールⅠ 

［料金］小学生以上 ８００円（入園料金が別途必要） 

［おトク情報］ 

    ①前売券（入園＋イベントホール入館）をチケットぴあ、イープラス、セブンイレブン、ロ

ーソンで７月１９日（金）まで販売。 

     おとな１，８００円（３００円ＯＦＦ） 

こども（小学生）１，３００円（２００円ＯＦＦ） 

     ②プール入場またはフリーパス提示の方は、１００円ＯＦＦの７００円でご利用いただけます。 

※未就学児は保護者同伴でもご利用いただけません。 

※フリーパスはご利用いただけません。 

※割引の併用はできません。 

［企画・制作・演出］東映株式会社 

 

 

 

 

 

 

 



○松竹芸人怪談話 

［内容］怖い話テラー「なすなかにし」と「ヒカリゴケ」など松竹芸人による怖い話を披露いたしま

す。話をきいた後には、思わず寒～くなること間違いなしです。イベント終了後、会場でお

浄めの塩をお配りします。 

［日程］７月２７日（土） 

［時間］１９時 

［場所］野外ステージ 

［出演者］なすなかにし、ヒカリゴケ、松原タニシ、片山 

  ※荒天時は中止する場合があります。 

※ステージの撮影・録画・録音はご遠慮ください。 

 

○よしもと芸人怪談話 

［内容］昨年好評だった「よしもと芸人怪談話」が今年更にバージョンアップし、恐怖倍増。よしも

と芸人誰もが認める怪談プレイヤーが一堂に集まり、真夏の暑さもふっとぶ程のＴＶでは放

送できない怖～い話や、背筋も凍る心霊体験をお話しします。イベント終了後、会場でお浄

めの塩をお配りします。 

［日程］ 

第１夜 

 ８月３日（土） 

チュートリアル（ＭＣ） 

ダブルアート 池田、ツートライブ たかのり、 

ポテト少年団 中谷、かまいたち 山内 

第２夜 

 ８月１０日（土） 

ダイノジ（ＭＣ） 

ガリガリガリクソン、バイク川崎バイク、ありがとうぁみ、 

学天即 奥田、クロスバー直撃 前野 

［時間］１９時 

［場所］野外ステージ 

 ※荒天時は中止する場合があります。 

※ステージの撮影・録画・録音はご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○サマーナイトひらパー 

  ［内容］夏の夜に盛り上がるならナイトひらパー！ 涼しくなった夜にイベントが盛りだくさん！ 

夜のアトラクションと園内を光と音で演出するイルミネーション＆ライトアップでは、参加

型の楽しい仕掛けがいっぱい。夏の人気アトラクション「パチャンガ」がクールなナイトバ

ージョンに大変身。全長約４００ｍの激流が蒼く浮かび上がる「クール！パチャンガ！！」

や、ローズガーデンが光の謎解きになる「ラビリンス オブ ガーデン」など、遊園地ならで

はのエンターテインメントたっぷりの演出で一緒に遊んじゃおう！ 

また自然をいかしたライトアップショーがひらパー初登場。マジカルラグーンからパチャン

ガエリア全域で展開する幻想的な光と音の空間を体感しよう！！ 

さらに「ナイター営業日限定！１６時以降入園料金割引『ナイター割』」や「夏シーズン限定！

アトラクション回数券『チョイのり７』」で、光あふれるアトラクションと夏の夜のひらパー

を思いっきり楽しもう。 

[期間] ７月２７日（土）～８月２５日（日）の土・日曜、８月１２日（月）～１６日（金） 

[時間] １９時～２１時  

  ※荒天などによりナイター営業を中止する場合があります 

 

○ プール ザ・ブーン 

 ［内容］全長２１０ｍの巨大流水プール「ドンブラー」をはじめ、奥に進むほど深くなる「なぎさプ

ール」、展望を楽しめる丘の上のプール「シエスタ」、キッズにおすすめの「わんぱくプー

ル」など、４つのバラエティ豊かなプールは水と遊べる要素がたっぷり。また、全長１８５

ｍの渓谷をくだる絶叫スライダー「キャニオンライド」や全長２１２ｍのコースをスピード

満点で滑りおりる高速スライダー「クライングチューブ」（ともに有料）など、全４種類の

スライダーはおとなからこどもまでお楽しみいただけます。 

プールエリアからの一時外出も可能なので、水着のままで遊園地のアトラクションを利用す

ることもＯＫ。アトラクション「パチャンガ」「絶叫の滝 バッシュ」や「ノームのスプラッ

シュビート」で思いっきり濡れて、夏のひらパーを満喫しよう！ 

 ［期間］７月１３日（土）～ ９月８日（日） 

 ［時間］１０時～１７時（７月１７日（水）～２６日（金）の平日、９月の平日は１６時まで） 

 ［料金］おとな９００円、こども（２歳～小学生）５００円（入園料金が別途必要） 

  ※キャニオンライドおよびクライングチューブの利用料金はお１人様１回３００円です。また、身

長１２０ｃｍ以下の方はご利用いただけません（他、体重制限もあり）。 

  ※安全管理のため、テントおよびパラソルの持ち込みはお断りしています。あらかじめご了承くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



○獣電戦隊キョウリュウジャー＆仮面ライダーウィザード スペシャルナイトショー 

［内容］獣電戦隊キョウリュウジャーの映画公開を記念し、仮面ライダーウィザードとの一日限りの

スペシャルナイトショーを開催！ キョウリュウジャーでは、キョウリュウゴールドも登

場！ また仮面ライダーウィザードがフレイムドラゴンにスタイルチェンジ！！  

［日程］８月１７日（土） 

［時間］１９時 

［場所］野外ステージ 

 ※荒天時は中止する場合があります。 

 

○ノームの スプラッシュビート 

［内容］ずぶ濡れになって楽しむ、夏ならではのウォーターショー。ノリのいい音楽に合わせて、ス

テージと客席に水が飛び交うピピンやポピーたちのショーです。プールから水着のまま一時

外出ができるので、水鉄砲を持ってみんなも参加しよう！ 

 ［期間］７月２０日（土）～９月１日（日）の土・日曜、８月１２日（月）～１６日（金） 

 ［時間］①１３時、②１５時（約１０分間）  

 ［場所］パチャンガ前広場 

    ※荒天時は中止する場合があります。 

 

 ○ノームのサマーブリーズレディオ２ 

［内容］ノームの仲間たちが楽しい音楽で踊るラジオ仕立てのダンスショーが４年ぶりに帰ってき

た！ 次々に流れる思い思いのリクエスト曲にのって、みんなでもりあがろう！ 

 ［期間］７月２７日（土）～８月１０日（土）、８月１６日（金）～８月２５日（日） 

 ［時間］１８時３０分  

 ［場所］パームプラザ  

※雨天時は中止する場合があります。 

※開催場所は都合により変更になる場合があります。 

 

 ○バーニングノームナイト 

 ［内容］ノームのなかまたちがお届けする夏の夜を彩るナイトショー。幻想的なマジカルラグーンを

舞台に、炎やレーザー・イルミネーションなどの特殊効果を使用した特別な夜の華やかなシ

ョーです。 

 ［期間］８月１１日（日）～１５日（木） 

 ［時間］２０時 

［場所］パチャンガ前広場 

※雨天時は中止する場合があります。 

※開催場所は都合により変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 



 

○ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ ＳＨＯＷ！! 

［内容］お盆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！ 今回「シルク・ドゥ・ソレイユ」登録メン

バーで、ジャグラーの世界大会優勝の経験もある「天平」が初登場！ 

［日程］ 

［時間］①１７時、②１９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 ～夏の暑さを吹き飛ばせ！～ 

［内容］夏の暑さを吹き飛ばすのにぴったりの移動販売がひらかたパークに大集合。８月１１日（日）

～１７日（土）のスペシャルホットウイークには期間限定でスパイシーな各国料理が集結。

ペルシャ料理の「シシカバブサンド」（６００円）も初登場します。夏ならではの味わいを

是非ご賞味ください。 

［日程］７月１３日～９月８日の土・日曜、祝日、８月１２日（月）～１６日（金） 

 ［場所］ローズガーデン前、ファンタジーキャッスル前、ハブプラザ、他 

※荒天時は中止する場合があります。 

※出店する移動販売車は日により異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月１１日（日） 

ジャグラー「シンクロニシティ」 

二人のジャグラーの卓抜したスキルを武器に、軽快な掛け合いを織

り交ぜて創り上げるショーは、緻密な計算と迫力の演出で確実に見

る者の心を魅了します。漫才のような２人のトークも見事にシンク

ロする楽しいショーです。 

８月１２日（月） 

～１４日（水） 

コミックジャグラー「タック！！」 

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」の２パターンがあり

ます。どちらもお見逃しなく！ 

８月１５日（木）・ 

  １６日（金） 

ジャグラー「天平」 

２００９年開催のジャグリング世界大会で、日本人初の優勝を成し

遂げた技巧派ジャグラーです。「シルク・ドゥ・ソレイユ」の公式

メンバーにもなった、世界トップクラスの妙技をご覧ください。 



○ふしぎ鉱山～フロドのＤｉｇ！Ｄｉｇ！ハンティング～ 

 ［内容］鉱物採取の楽しさを体験できる宝さがしアトラクション。川底の砂の中に埋まった天然宝石

を手探りで探し、そのまま持ち帰ることができます。水晶やめのう、ガーネット、トルマリ

ンなどの天然宝石が採取できます。 

［期間］７月１３日（土）～９月８日（日） 

 ［場所］スカイウォーカー（観覧車）横 

 ［料金］８００円（２歳から有料、お１人様２０分間採り放題） 

※フリーパスをご使用の方は５００円でご利用いただけます。 

※採取できる天然宝石は日により変わります。 

※２歳以下の方は小学生以上の同伴者（有料）が必要です。 

※雨天時は中止する場合があります。 

※のりもの券はご利用いただけません。 

 

アトラクション情報 

 ○カイトフライヤー 

［内容］カイト（西洋だこ）風のライドにうつ伏せに乗って、テイクオフ！！ 地上４ｍの高さで空

を飛ぶ気分を体感しよう。これであなたも正義の味方の仲間入り！？  

 ［日程］７月中旬オープン（予定） 

［料金］４００円 

※１１０ｃｍ以上の方からお１人でご利用いただけます。（１１０ｃｍ未満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 

○ナイター営業日限定！ １６時以降入園料金割引「ナイター割」 

［内容］２１時まで営業時間を延長するナイター営業日限定で、１６時以降の入園料金割引を実施。

夏休みの土・日曜＆お盆は、ひらパーで夕涼みを楽しもう！ 

 ［期間］７月２７日～８月２５日の土・日曜、８月１２日（月）～１６日（金） 

 ［料金］おとな ９００円（４００円ＯＦＦ）、こども ５００円（２００円ＯＦＦ） 

※他の割引との併用はできません。 

 

○夏シーズン限定！ アトラクション回数券「チョイのり７」 

［内容］ナイトひらパーや、プールの後の園内を楽しむのにピッタリな、７枚セットの回数券「チョ

イのり７」を夏シーズン限定で販売！ フリーパス対象機種ならどれでも使用可能。ひらパ

ーでのりものに乗らないなんてもったいない！ 一人で７つ乗っても、ともだちとシェアし

て一緒に楽しんでもＯＫ！！ 夏ならではのアトラクションを満喫しよう。 

 ［期間］７月１３日（土）～９月８日（日） 

 ［料金］７枚 ２，０００円 

 ［販売］園内のりもの券売機 

 

 

 



 ○学生限定！ 入園＋プール平日割引「がくプー割」 

［内容］学生限定の耳寄り情報！ ＨＰのクーポンと学生証の提示で、プールをお得に楽しめる！ 

クラスや部活のなかまと一緒に、ザ・ブーンでこの夏の思い出をつくろう！ 

 ［期間］７月１７日（水）～９月６日（金）の平日 

（土・日曜、８月１２日（月）～１６日（金）を除く） 

 ［料金］おとな １，５００円（７００円ＯＦＦ） 

※他の割引との併用はできません。 

 

その他 

○２４時間テレビ３６「愛は地球を救う」チャリティー募金 

 ［内容］ひらかたパークは「２４時間テレビ３６『愛は地球を救う』」の趣旨に賛同し、募金活動に

協力いたします。プール「ザ・ブーン」にチャリティー募金コーナーを設置するほか、８月

２４日（土）・２５日（日）の売上の一部を、東日本大震災支援を中心とした災害援助や福

祉、環境のために「ＹＴＶ２４時間テレビチャリティー事務局」へ寄付いたします。 

 ［期間］８月２４日（土）・ ２５日（日） 

 ［時間］１０時～１７時 

 ［場所］プール「ザ・ブーン」特設コーナー 

 

□天候などにより営業時間を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。 

□表記の料金の他に、入園料（おとな１,３００円・こども７００円）が必要です。 

□表記の料金には消費税が含まれています。 

□こどもは２歳から小学生までです。 

 

 

 

 

 

 

 


