
 

 

 

 

 

平成２４年１１月２９日 

ひらかたパーク（枚方市枚方公園町１－１）の平成２４年度冬シーズン（１２月８日（土）～平成

２５年２月２４日（日））の営業が間もなくスタートします。 

 屋外スケートリンク「アイス・スクエア」には広々と楽しめる「メインリンク」、手すりが低い「サ

ブリンク」と大小２つのリンクがあるほか、ワンポイントレッスン（有料）やヘルメットの無料貸し

出しもあり、小さなお子さまも安心してお楽しみいただけます。 

１２月２９日（土）～１月５日（土）にはナイトスケートを初開催。期間中はカラフルな光や音が

銀盤を舞うイルミネーションプログラム「ＤＡＮＣＩＮＧ

ダ ン シ ン グ

 ＪＥＷＥＬＳ

ジ ュ エ ル ズ

」もあり、いつもとは違う雰

囲気でスケートをお楽しみいただけます。 

また、約９２０㎡の雪あそび広場「スノーランド」では、円形のゴムボートで滑る３３ｍの大型す

べり台やかまくらなどがあり、親子で雪あそびを満喫できます。 

イルミネーション「ＷＩＮＴＥＲ

ウ ィ ン タ ー

 ＬＩＧＨＴ

ラ イ ト

 ＦＡＮＴＡＳＩＡ

フ ァ ン タ ジ ア

」（１２月２２日（土）～１月６

（日）、１月１２日（土）～１４日（月・祝））では、夏のナイター営業で大好評だった「スターラ

イトエルフ」が再登場します。その他、高さ１０ｍのイルミネーションツリーでは光と音の演出によ

るショーを開催し、夜のひらかたパークをより一層お楽しみただけます。 

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

ズンの営業概要は別紙のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

▲屋外スケートリンク「アイス・スクエア」    ▲スターライトエルフとスカイウォーカー 

～～～～ひらかたひらかたひらかたひらかたパークパークパークパークのののの冬冬冬冬シーズンシーズンシーズンシーズン営業営業営業営業がががが１２１２１２１２月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土））））からからからからスタートスタートスタートスタート～～～～    

○○○○初初初初ののののナイトスケートナイトスケートナイトスケートナイトスケートもももも開催開催開催開催！！！！    屋外屋外屋外屋外スケートリンクスケートリンクスケートリンクスケートリンク「「「「アイスアイスアイスアイス・・・・スクエアスクエアスクエアスクエア」」」」とととと    

    小小小小さなおさなおさなおさなお子子子子さまにもさまにもさまにもさまにも大好評大好評大好評大好評！！！！    雪雪雪雪あそびあそびあそびあそび広場広場広場広場「「「「スノーランドスノーランドスノーランドスノーランド」」」」でででで冬冬冬冬をををを満喫満喫満喫満喫    

○○○○約約約約８００８００８００８００ｍｍｍｍのののの光光光光ののののレールレールレールレールをををを駆駆駆駆けけけけ抜抜抜抜けるけるけるける「「「「スターライトエルフスターライトエルフスターライトエルフスターライトエルフ」」」」がががが再登場再登場再登場再登場！！！！    

    イルミネーションイルミネーションイルミネーションイルミネーション「「「「ＷＩＮＴＥＲＷＩＮＴＥＲＷＩＮＴＥＲＷＩＮＴＥＲ

ウ ィ ン タ ー

    ＬＩＧＨＴＬＩＧＨＴＬＩＧＨＴＬＩＧＨＴ

ラ イ ト

    ＦＡＮＴＡＳＩＡＦＡＮＴＡＳＩＡＦＡＮＴＡＳＩＡＦＡＮＴＡＳＩＡ

フ ァ ン タ ジ ア

」」」」をををを開催開催開催開催    

    



（別 紙） 

                                   

１．期  間  平成２４年１２月８日（土）～平成２５年２月２４日（日）６３日間 

        １２月・１月の火・水曜、１月１日、２月の火曜日は休園 

       （１２月２５日(火)・２６日(水)、１月２日(水)は休まず営業） 

 

２．営業時間  １２月８日（土）・９日（日）・１５日（土）・１６日（日）  …１０時～１８時 

１２月１０日（月）～１４日（金）、１２月１７日（月）～２１日（金）、 

１月７日（月）～１月１１日（金）、１月１７日（木）～２月２４日（日） 

…１０時～１７時 

１２月２２日（土）～１月６日（日）、１月１２日（土）～１４日（月・祝） 

…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 

 ○屋外スケートリンク「アイス・スクエア」    

 ［内容］広々と楽しめる約１，４００㎡の「メインリンク」に加え、手すりが低く（１００ｃｍ）

お子さまも楽しめる「サブリンク」と大小２つのリンクがあります。屋外ならではの爽快

感のもと、ファミリーやカップルでお楽しみください。 

１２月・１月の土・日・祝日と１２月２５日（火）～１月６日（日）には初心者向けのワ

ンポイントレッスン（１１時～［１２月２５日（火）～２８日（金）は１３時～］３０分

５００円）を実施するほか、氷上スタッフに声をかけて頂ければ、滑り方や止まり方のコ

ツを教えます。また、お子さま用ヘルメットの貸し出し（無料）もあり、スケートが初め

てのお客さまも安心です。また、１２月２９日（土）～１月５日（土）はナイトスケート

を開催し、いつもとは違う雰囲気の夜のスケートリンクをたっぷりとお楽しみいただけま

す。期間中は１７時３０分と１８時３０分にカラフルな光や音が銀盤を舞うイルミネーシ

ョンプログラム「ＤＡＮＣＩＮＧ

ダ ン シ ン グ

 ＪＥＷＥＬＳ

ジ ュ エ ル ズ

」を開催しますので、ステキな冬の夜を

お楽しみください。 

スケートエリアではノームの仲間たちによるグリーティングを実施。運がよければスケー

トを楽しむピピンたちに会えるかも？ 

［期間］１２月８日（土）～ ２月２４日（日）（休園日あり） 

［時間］平日：１２時～１７時  

土・日曜、祝日：１０時～１７時 

１２月２９日（土）～１月５日（土）：１０時～１９時 

 ［料金］おとな６００円、こども３００円（入園料が別途必要） 

※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。 

※貸靴およびヘルメット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は滑走いただけません。 

※フリーパスはご利用いただけません。 

※ワンポイントレッスンは、天候やリンクの状況等により、中止または時間を変更する場合が

あります。 

※「ＤＡＮＣＩＮＧ ＪＥＷＥＬＳ」は、雨天及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。 

※ノームの仲間たちによるグリーティングは、不定期に実施します。また、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。 

 

○雪あそび広場「スノーランド」 

 ［内容］雪だるま作りやソリすべりが楽しめる雪あそび広場。ゴムボートですべる全長約３３ｍの

大型すべり台は迫力満点。また、ソリで滑走する小型すべり台は、小さなお子さまも安心

してお楽しみいただけます。大きなかまくらや雪だるま、雪が一面に広がる約２７０㎡の

広場もあり、雪に触れる機会の少ないお子さまにオススメ。また、雪あそび用のスコップ

やバケツの販売も。長靴と手袋を持って、雪の世界を満喫しよう！  

 ［期間］１２月８日（土）～ ２月２４日（日）（休園日あり） 

［時間］平日：１２時～１７時  

土・日曜、祝日、１２月３１日～１月４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） 

※未就学児の方は中学生以上の方とご入場ください。 

※フリーパス、年間パスポートはご利用いただけません。 

※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。 

○本田望結

み ゆ

ちゃんアイススケート＆トークショー 

［内容］テレビで有名な子役、本田望結ちゃんがアイス・スクエアに登場。スケート選手、女優と

両面をもつ、演技力のある本田望結ちゃんのスケーティングをどうぞお楽しみください。

スケートショー終了後はリンクサイドで、トークショーを開催します。また、望結ちゃん

からのサイン色紙のプレゼントもあります！（サイン色紙プレゼントには数に限りがあり

ます。） 

［日程］１２月２２日（土） 

［時間］１２時、１５時 

［場所］アイス・スクエア 

※ショー観覧の方は、スケート入場料が必要となります。 

※荒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。 

○ＷＩＮＴＥＲ

ウ ィ ン タ ー

 ＬＩＧＨＴ

ラ イ ト

 ＦＡＮＴＡＳＩＡ

フ ァ ン タ ジ ア

 

[内容] 約２０万球のＬＥＤを使った冬のイルミネーション。 

夏シーズンに大好評だった「スターライト エルフ」が再登場。約８００メートルの走路

に、ブルーのＬＥＤ電球を施したスペシャル・バージョンの「木製コースター エルフ」

に乗って、空に浮かび上がる幻想的な世界を体験しよう！ また、高さ１０ｍのイルミネ

ーションツリーでは光と音の演出によるショーを開催するほか、マジカルラグーン周辺の

色とりどりの華やかな光の演出も。イルミネーションが光り輝く冬のひらパーを満喫しよ

う！ 

   [期間] １２月２２日（土）～１月６日（日）(元日を除く)、１月１２日（土）～１４日（月・祝） 

[時間] １６時３０分～１９時 

  [場所] 木製コースター エルフ、ハブプラザ、マジカルラグーン周辺 



○３０th ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ マクロス超時空展覧会 ｉｎ ＯＳＡＫＡ～バルキリーで誘って！～ 

[内容] ３０周年を記念して、マクロスフロンティアの世界がやってくる！？ 

１／１スケールのＶＦ－２５Ｆバルキリー（ガウォーク形態）の展示や、シェリル、ラン

カやあの伝説の歌姫のライブシーンを再現！ 新感覚☆体感！？展示イベント！ 

※イベント記念商品などの物販コーナーやカフェもあり！ 

※チケット販売窓口など、イベントの詳細は、下記ＨＰをご覧ください。 

◇マクロス３０周年プロジェクト  

      http://www.macross30.com 

◇マクロス超時空展覧会公式サイト 

      http://www.chojikuutenrankai.com 

[期間] １２月２２日（土）～１月１４日（月・祝）   

※１月１日（火・祝）、１月８日（火）～１月９日（水）は休館。 

[時間] １０時～１７時（最終入場 １６時３０分） 

[主催] 超時空展覧会実行委員会 

[協力] 毎日放送 

[場所] ひらかたパーク イベントホール（正面ゲート横） 

    ※会場入り口は、ひらかたパーク入園ゲートの外側にあります。ひらかたパークに入園せ

ずに、イベントホールへ入場することができます。 

[チケット情報] 

（１）入館券 前売券 １，０００円（税込）／当日券 １，３００円（税込） 

・入館記念品「ネックストラップ」付 

※未就学児入場無料（入場記念品は付きません） 

（２）グッズ付入館券 前売券 ２，０００円（税込）／グッズ付当日券 ２，３００円(税込)  

・「開催記念 超時空タオル」＋入場記念品「ネックストラップ」付 

     (３)ひらかたパーク入園券付入館券 当日券／おとな(中学生以上)２，３００円（税込）、

こども(小学生)１，８００円(税込) 

   ・入館記念品「ネックストラップ」付 

    （４）ひらかたパーク入園券付入館券 当日券 おとな(中学生以上)３，３００円（税込）、

こども(小学生)２，８００円（税込） 

   ・「開催記念品 超時空タオル」＋入館記念品「ネックストラップ」付 

※グッズ付前売券は、数量限定になります。完売の場合、グッズ付当日券の販売はござい

ません。 

※入場記念品、グッズ付前売券のグッズは入場時のお渡しとなります。 

※前売券は、開催前日までの販売となります。但し、アニメイトオンラインショップ、ゲ

ーマーズオンラインショップについては、１１月３０日(金)までの販売になります。 

※当日券は、会場入口にて販売いたします。 

※イベント入場券の半券をお持ちの方は、ひらかたパークの入場料金が割引(おとな(中学

生以上)１，３００円→１，０００円、こども(小学生)７００円→５００円)となります。 

 

 

 

 

  



○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。開催日の１１時から

は、その日に登場するキャラクター（「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］ 

［時間］１３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ストーリーは「バイキンマンのお手伝い大作戦」です。 

 

○ウルトラＤＥニューイヤー～もちつき大会＆ヒーローショー～ 

［内容］テレビで人気のウルトラマンがひらかたパークにやってくる！ 

    ウルトラヒーローがマジカルラグーン前で皆さまをお出迎えするほか、ウルトラヒーロー

と一緒にお餅つきや撮影も可能。そして、ウルトラヒーローショーでは、ウルトラマンサ

ーガ、ゼロ、レオが大活躍！！ 

［日程］１月２日（水） 

［時間］①グリーティング１０時３０分  ②お餅つき１１時３０分 ③ヒーローショー１３時 

［場所］①マジカルラグーン前 ②パームプラザ ③野外ステージ 

［出演］①ウルトラマンサーガ、ウルトラマンゼロ ②ウルトラセブン、ウルトラマンレオ 

    ③ウルトラマンサーガ、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンレオ 

※荒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。 

 

○ＣＯＷＣＯＷあたりまえライブ  

［内容］人気の漫才コンビＣＯＷＣＯＷが、ひらパーにやってくる！話題沸騰中の「あたりまえ体

操」をみんなで踊ろう。 

［日程］１月１３日(日) 

［時間］１１時 

［場所］野外ステージ 

※荒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 ～for family～ 

 ［内容］アニメやゲームなどで活躍している池田彩さん（「スマイルプリキュア！」オープニング

テーマ）と吉田仁美さん（「スマイルプリキュア！」エンディングテーマ）による、アニ

ソンライブを開催します。テレビでおなじみの歌のメドレーをお送りしますので、ご家族

でお楽しみください。 

［日程］１月１４日（月･祝） 

［時間］１３時 

［場所］野外ステージ 

※荒天時は中止する場合があります。 

１月３日（木） 
仮面ライダーウィザード スペシャルショー 

（「仮面ライダーフォーゼ」が登場！） 

１月４日（金） 
それいけ！アンパンマン ショー 

１月５日（土） 
スマイルプリキュア！ ショー 

１月６日（日） 

特命戦隊ゴーバスターズ スペシャルショー 

（「ゴーカイレッド、ゴーカイシルバー」が登場し、 

 ゴーカイチェンジ！） 



○バレンタインお笑いライブ  

［内容］人気お笑い芸人たちが、バレンタインをテーマにしたトークを繰り広げます。 

    また、会場内にバレンタインチョコ受付 BOX が設置されるので、お目当てのお笑い芸人

にチョコを渡すチャンス！ 

［日程］ 

［時間］１１時（約１時間）  

 ［場所］野外ステージ 

※荒天時は中止する場合があります。 

※ステージの撮影はご遠慮ください。 

※出演者は都合により変更になる場合があります。 

※ひらかたパークへチョコを送付されても出演者に渡すことはできません。 

※手作りチョコのプレゼントはご遠慮ください。 

 

○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！  

 ［日程］土・日曜、祝日（元日を除く） 

 ［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。 

 

○ノームのホーリージョーリークリスマス 

 ［内容］ピピンたちがサンタクロースの扮装でちょっぴり早いクリスマスショーをお届けします。 

クリスマスソングや鈴の音のリズムが楽しいダンスショーです。 

 ［期間］１２月８日（土）～ ２４日（月・休）の土・日曜、祝日と２５日（火） 

 ［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。 

 

○ノームのマジックビート 

［内容］音楽は私たちの心に語りかけ、悲しみを流し、幸せを運んでくれる一番身近な魔法。音楽

の持つ力をテーマにした寒さも吹き飛ぶ軽快なダンスショー。 

ピピンたちノームの仲間と一緒に、音楽の魔法「マジックビート」で盛り上がろう。 

［日程］１２月２６日（水）～１月６日（日）(元日を除く)、 

１月１２日（土）～２月２４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。 

 

 

２月 ９日（土） 

２月１０日（日） 

２月１１日（月・祝） 

各日の出演者は、ひらかたパークホームページ 

（http://www.hirakatapark.co.jp/）で１月上旬に発表します。 



○サンタクロース meet the chance☆ 

［内容］遠い国グリーンランドからサンタクロースがひらかたパークにやってきます。世界中の子

供たちにプレゼントを配るサンタクロースに直接会って一緒に記念撮影はいかがですか？ 

また、１５時からは、園内にたくさんのサンタクロースが出現。本物のサンタクロースは

どこに行ってしまったのか。本物のサンタクロースを見つけ出して、一足早くささやかな

クリスマスプレゼントをもらっちゃう！？ 

［日程］１２月２３日（日）、２４（月・休） 

［時間］撮影会：１３時、１６時 

 サンタクロース探し：１５時 

［場所］撮影会：パームプラザ 

    サンタクロース探し：園内各所 

※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。 

※撮影会でのカメラは各自ご持参ください。 

 

○ 新春パフォーマンスショー！！ 

［内容］法被姿の若さあふれる大道芸人・いっとうと息の合ったトークと芸が楽しいジャグラーコ

ンビ・シンクロニシティが、スリリングなパフォーマンスを繰り広げる、初笑い、初びっ

くり間違いなしのストリートパフォーマンスショーです。 

［日程］ 

［時間］①１５時 ②１７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。 

 

○ちびっこアーティスト 絵画展 

［内容］京阪電車が主催し、９月に募集した「ちびっこアーティストが描く 絵画募集」の全応募

作品をイベントホールで展示します。「小さな旅と大きな夢～笑顔いっぱいドリーム号

～」をテーマにした、３，４２６通の作品は見ごたえ十分。未来の巨匠がココから生まれ

るかも？！ 

［日程］１月２６日（土）・２７日（日）、２月２日（土）・３日（日） 

［場所］イベントホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月３日（木） 

大道芸人「いっとう」 

アクロバットやバランス芸を中心とした、関西の大道芸人いっとう

によるパフォーマンス。 

１月４日（金） 

ジャグラー「シンクロニシティ」 

ジャグリングの卓抜したスキルを武器に、二人が軽快な掛け合いを

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続けます。 



○学生限定！「ひらパー兄さんデラックスお守り」プレゼントキャンペーン 

［内容］学生に耳より情報！ ３人以上の学校のクラスメイトやクラブ、サークル、バイトの仲間、

カップルでひらかたパークへ遊びに行こう！ ホームページにアップされている「友人証

明書」をプリントアウトして全員でサインし、ノームショップのレジで提示すると、先着

３，０００名様に、ここでしか手に入らない「ひらパー兄さんデラックスお守り」をプレ

ゼント。「合格祈願」？ 「必勝祈願」？ それとも「恋愛成就」？ 友達と一緒のお守

りを手に入れれば、あなたの願いもきっと叶うはず？！ 

クラス替えや卒業を前に友達とみんなで、冬のひらパーで盛り上がろう！ 

［期間］１２月８日(土)～   ※数がなくなり次第終了となります。 

 ［対象］小学校、中学校、高校、大学・短大、専門学校に通う学生３人以上 

 ［場所］ノームショップ 

※ 「友人証明書」をプリントアウトできない場合は、ノームショップでお渡しします。 

※ 内容は予告なく変更することがあります。 

 

□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）のみでご観覧い

ただけます。(「マクロス超時空展覧会」を除く) 

□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 

 

 


