
 

 

 

平成２４年９月６日 

ひらかたパーク（枚方市枚方公園町１－１）の平成２４年度秋シーズン（９月１５日（土）～１２月２日（日））

の営業が間もなくスタートします。 

９月１５日（土）から、サンリオの人気キャラクター達と一緒に開園１００周年をお祝いする「サンリオ１００

キャラクターワールド」をイベントホールⅡで開催します。キャラクターグッズの展示やゲームコーナーもあり、

楽しさいっぱいです。さらに、園内でもサンリオに関連したイベントを実施します。 

また、１０月６日（土）には、１９１２年１０月６日に、第３回ひらかた大菊人形の会場として開園してから、

１００周年の記念日を迎えます。 

同日より、開園１００周年を記念して、原点である菊人形展「ひらかたの秋 菊人形祭 ―時代を変えた男 平清

盛と源頼朝―」をイベントホールで開催します。１００年の歴史を誇る伝統的な制作手法の菊人形１５体と、新た

にフラワートピアリーの技術を用いて制作される１５体を加え、衣装人形１体を含む計３１体で織りなす全１３シ

ーンで、お客さまに菊人形の懐かしさと素晴らしさをお届けします。 

また、１０月６日（土）～８日（月・祝）までの３日間は、１００年間のご愛顧に感謝をこめて、「フリーパス

１，５００円キャンペーン」を実施し、フリーパス（おとな・小学生）３，０００円が半額の１，５００円に。さ

らに、１０月６日（土）には、記念イベントとして「浜村淳トークショー ～ありがとう、ひらかたパーク１００周

年。～」を開催するなど、楽しみどころ満載です。 

開園１００周年の秋も、ますます盛り上がる「ひらかたパーク」へお越しください。ひらかたパーク秋シーズン

の営業概要は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ’12 SANRIO APPROVAL No.SPK12090401

ひらパー１００周年の開園記念日１０月６日まで、あと１カ月！ 

ひらかたパーク秋シーズン営業が９月１５日（土）からスタート 

●９/１５（土）から「サンリオ１００キャラクターワールド」、１００周年の開園記念日、 

１０/６（土）から「ひらかたの秋 菊人形祭 －時代を変えた男 平清盛と源頼朝－」を記念開催！ 

●１０/６(土)～８（月・祝）は、１００周年の感謝をこめて「フリーパス１，５００円キャンペーン」を実施！  



（別 紙） 

 

１．期  間  平成２４年９月１５日（土）～ １２月２日（日）７５日間 

        休園日   ９月１８日（火）・２５日（火）、１０月２日（火）、１１月２７日（火） 

２．営業時間  ○平日…１０時～１７時 

        ○土・日曜、祝日…１０時～１８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 

○ひらかたパーク開園１００周年記念 

「ひらかたの秋 菊人形祭 －時代を変えた男 平清盛と源頼朝－」 

 ［内容］ 長い歴史に培われた日本の園芸文化の粋である菊人形展。今秋、ひらかたパークの開園１００周年を

記念して、原点である菊人形展を記念開催いたします。１００年の歴史を誇る伝統的な制作手法の菊

人形１５体に、新たにフラワートピアリーの技術を用いて制作される１５体を加え、衣装人形１体を

含む計３１体で織りなす全１３シーンで、色あせることのない匠の技と新たな技法により、お客さま

に菊人形の素晴らしさをお届けします。 

      イベントホールⅡでは、菊人形祭のオリジナルグッズや平清盛グッズなどを販売します。 

 ［期間］ １０月６日（土）～ １１月２５日（日） 

 ［時間］ 平日１０時～１７時、土日祝１０時～１８時 

 ［場所］ イベントホール 

 ［料金］ おとな４００円、こども（３歳～小学生）２００円（入園料が別途必要） 

 ［主催］ 朝日新聞社、枚方文化観光協会、京阪電車 

    ［後援］ 枚方市 

※フリーパス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。 

 

○オータムフラワーガーデンショウ２０１２ －１００ｔｈ ANNIVERSARY－ 

 ［内容]   開園１００周年を記念して、鶴、亀、富士の山などの縁起物を、フラワートピアリーで再現。また、

菊人形イベントと連動し、平安時代の舞踊「白拍子の舞」を特設ステージで展開します。その他、小

さなお子さまも楽しめる大好評の「フラワーバス」や「どうぶつトピアリー」等のフォトスポットも

充実。秋バラが楽しめるローズガーデンや、コスモスガーデン等、園内をたくさんのお花で彩ります。 

［期間]  １０月６日（土）～１１月２５日（日） 

［場所]  マジカルラグーン周辺、園内花壇、ローズガーデン等 

※都合により内容を一部変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 



○サンリオ１００キャラクターワールド 

［内容］  ひらかたパーク開園１００周年をサンリオの１００キャラクターと一緒にお祝いします。ハローキテ

ィ・マイメロディ・リトルツインスターズ・パティ＆ジミーの４大キャラクターを始め、懐かしのキ

ャラクターグッズを展示するほか、キャラクタールーム「わくわくワールド」では、「１００キャラ

クター紹介パネル」の展示や「ジュエルペットのパワーストーン集め」「ポムポムプリンのふわふわ」

などのゲームも楽しめます。期間限定ショップでは、サンリオキャラクター商品やサンリオピューロ

ランドの商品の販売も充実です。 

 ［期間］ ９月１５日（土）～ １２月２日（日） 

 ［場所］ イベントホールⅡ 

 ［協力］ テレビ大阪 

    ［料金］ おとな３００円、こども２００円（入園料が別途必要）  

※各ゲームは、一部有料です。 

※フリーパス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。 

 

 ○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。「仮面ライダーウィザード」「ス

マイルプリキュア！」「特命戦隊ゴーバスターズ」「それいけ！アンパンマン」「きかんしゃトーマ

ス」「ジュエルペット」がひらかたパークにやってきます。１１月には、「特命戦隊ゴーバスターズ

スペシャルショー」「仮面ライダーウィザード＆特命戦隊ゴーバスターズスペシャルショー」も開催

いたします。 

［日程］ 

仮面ライダーウィザード ショー 

９月１５日（土）・１６日（日）・１７日(月・祝)、 

１０月２０日（土）・２１日（日） 

スマイルプリキュア! ショー 

９月２２日（土・祝）・２３日（日）、 

１０月２７日（土）・２８日（日） 

特命戦隊ゴーバスターズ ショー ９月２９日（土）・３０日（日） 

それいけ！アンパンマン ショー 

１０月７日（日）・８日（月・祝）、 

１１月１０日（土）・１１日（日） 

きかんしゃトーマス 

キャラクター ショー 

１０月１３日（土）・１４日（日） 

特命戦隊ゴーバスターズ   

スペシャルショー 

１１月３日(土・祝)・４日(日) 

ジュエルペットの 

きら☆デコパーティー！ 

１１月１７日（土）・１８日（日） 

仮面ライダーウィザード＆ 

特命戦隊ゴーバスターズ 

スペシャルショー 

１１月２３日（金・祝）・２４日（土）・２５（日） 

［時間］１１時、１４時 

 ［場所］野外ステージ 

  ※荒天時は中止する場合があります。 

  ※「それいけ！アンパンマン ショー」の内容は、１０月が「正義の味方 かいけつナガネギマン参上！」、 

１１月が「アンパンマンと正義の仲間たち」になります。 

 

 



○ワンワンとあそぼうショー 

［内容］ 子どもたちに大人気のテレビ番組「いないいないばぁっ！」のキャラクター「ワンワン」がやってき

ます。ワンワンと一緒に体を動かして遊ぶステージショーをお楽しみください。 

［日程］ １１月１９日（月） 

［時間］ １１時、１４時 

［場所］ 野外ステージ  

※荒天時は中止する場合があります。 

 

○ひらかたパーク開園１００周年記念 

  浜村淳トークショー ～ありがとう、ひらかたパーク１００周年。～ 

［内容］ ひらかたパーク１００周年を記念して評論家や司会者、タレントとして大活躍の浜村淳さんをお迎え

し、トークイベントを開催します。ひらかたパークと菊人形の百年の歴史をひもときながら、遊園地

の果たしてきた役割、これからの遊園地がめざすべき将来像を熱く語ってもらいます。 

 ［出演］ 浜村淳、大内真紀（ＭＢＳラジオ「ありがとう浜村淳です」アシスタント） 

［日程］ １０月６日（土） 

 ［時間］ １４時 

 ［場所］ 野外ステージ  

※出演者は都合により変更になる場合があります。 

※ステージの撮影はご遠慮ください。 

 

○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人のキャラクターの劇やゲーム、ダンスなどで一緒に楽しむ参加体験型のキッ

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！ お子さまの

活躍を写真に収めてあげて下さいね。 

 ［日程］ ９月１５日（土）～ １２月２日（日）の土・日曜、祝日 

 ［時間］ １５時 ※雨天中止 

 ［場所］ ローズガーデンステージ  

※開催場所は都合により変更する場合があります。 

 

○ハロウィンカルナヴァーレ 

 ［内容］  ピピンやポピーたちが、思い思いのハロウィン衣装を着てハロウィンパーティーを開催します。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］ ９月１５日（土）～ １１月４日（日）の土・日曜、祝日 

 ［時間］ １７時 ※雨天中止 

 ［場所］ パームプラザ  

※開催場所は都合により変更する場合があります。 

 

○ノームのホーリージョーリークリスマス 

    ［内容］ クリスマスまで待てない！と、ピピンたちがちょっぴり早いクリスマスショーをお届けします。クリ

スマスソングで踊る楽しいダンスショーです。 

    ［日程］ １１月１０日（土）～ １２月２日（日）の土・日曜、祝日 

 ［時間］ １７時 ※雨天中止 

 ［場所］ パームプラザ 

  ※開催場所は都合により変更する場合があります。 

 

 

 



○ＭＵＳＩＣ ＦＥＳＴＡ！ ２０１２ autumn 

  [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、パームプラザ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]  １１月２３日(金・祝) ・２４日（土）・２５日（日） 

  [時間]  １６時 

  [場所]  パームプラザ 

 [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（http:www/hirakatapark.co.jp/）

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] １０月１４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カ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。 

 

○ＦＯＯＤ ＣＡＲ☆ＮＩＶＡＬ 

［内容］ 食欲の秋にオススメのご当地グルメの移動販売車がひらかたパークに集合。Ｂ級グルメでおなじみの

「富士宮やきそば」や、焼きたてのふっくらふんわりした食感が楽しめる「グラフミューラーのバー

ムクーヘン」を満喫しよう。 

［日程］ ９月１５日（土）～１２月２日（日）の土・日曜、祝日 

［場所］ ローズガーデン前、ファンタジーキャッスル前他 

   ※雨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。 

 

○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］ ９月１５日（土）～１２月２日（日） 

 ［場所］ スカイウォーカー（観覧車）横 

 ［料金］ ８００円（３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。 

 

 



５．キャンペーン 

○ひらかたパーク開園１００周年感謝祭！ 

  フリーパス１，５００円キャンペーン 

[内容]  開園１００周年の記念日である１０月６日（土）から８日（月・祝）までの３日間限定で、１００年

間のご愛顧に感謝をこめて、「フリーパス１，５００円キャンペーン」を実施。フリーパス（おと

な・小学生）３，０００円が半額の１，５００円に。童心に返って、１日中園内のアトラクション

を遊びつくそう！ 

 [期間]  １０月６日（土）～８日（月・祝）の３日間 

［料金］ フリーパス（おとな・小学生）１，５００円（通常３，０００円が１，５００円） 

  ※他の割引とは併用できません。 

 

 ○１００周年記念キャンペーン 

[内容]  物販・飲食店舗で、「１００」にちなんだキャンペーン協賛商品を販売いたします。 

[期間]   １０月６日（土）・７日（日）・８日（月・祝）の３日間 

 

 

□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 

 

 

 

 

 

 

 

 


