
 

 

 

 

 

 

平成２６年７月７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」（枚方市枚方公園町１－１）の平成２６年度夏シーズン（７月１２日(土)～９月７日(日)）の営

業が間もなくスタートします。 

今年も、全長２１０ｍの巨大流水プールなど４つのプールと、絶叫スライダーなど４つのスライダ

ーで思いっきり遊べるプール「ザ・ブーン」がオープン。プールインフォメーション内にはベビール

ームが新設され、小さなお子さま連れの方にも安心して遊んでいただけます。 

また、７月１９日(土)～９月７日(日)はイベントホールⅠで、「『黒子のバスケ』～キセキの展示

会～」を開催。これまでのストーリーや、黒子テツヤ・火神大我、「キセキの世代」を中心

に主要高校メンバーの試合模様を再現したコーナーや、日常のワンシーンなどを紹介します。

さらに、展示会場でしか聞くことのできない撮り下ろしボイスや、イベント記念グッズの販

売に加え、出張アニメイトカフェが出店しコラボメニューも登場します。 

さらに、８月９日(土)～２４日(日)は夜９時までのナイター営業を開

催します。幻想的なマジカルラグーンを舞台に、炎やレーザーなどの特

殊効果を使用する「バーニングノームナイト」や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

変身するなど、ひらパーの夜を彩る

イベントが盛りだくさんです。 

年間来園者１００万人を目指し、

今年の夏も、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。ひらかたパーク夏シーズンの  

営業概要は別紙のとおりです。        

    ▲「黒子のバスケ」～キセキの 

               展示会～第二期キービジュアル              

～ひらかたパーク夏シーズン営業が７月１２日（土）からスタート～ 

いけいけ、１００万人遊園地。ひらかたパークで夏を遊びつくそう！ 

●４つのプールと４つのスライダーが人気のプール「ザ・ブーン」がオープン！ 

●７月１９日（土）から大人気ＴＶアニメ『黒子のバスケ』関西初の大型イベント 

「黒子のバスケ」～キセキの展示会～をイベントホールⅠで開催！ 

 

▲プール「ザ・ブーン」  



 

（別 紙） 

１．期  間  平成２６年７月１２日（土）～ ９月７日（日） ５６日間 

        ※７月１５日（火）、９月２日（火）は休園 

２．営業時間  ７月１４日～２５日の平日、９月の平日      …１０時～１７時 

        ７月の土・日曜、祝日、７月２８日（月）～７月３１日（木）、 

９月の土・日曜                 …１０時～１８時 

        ８月１日（金）～８月８日（金）、８月２５日（月）～８月３１日（日） 

…１０時～１９時 

８月９日（土）～８月２４日（日）        …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 ）１，４００円 

こども（２歳～小学生）  ８００円 

４．主  催  読売新聞社、読売テレビ、報知新聞社、京阪電車 

５．イベント 

 ○ 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

１８５ｍ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１２日（土）～ ９月７日（日） 

 ［時間］１０時～１７時（ただし、７月１４日（月）～２５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未満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。 

 

 ○「黒子のバスケ」～キセキの展示会～ 

 ［内容］大人気アニメ「黒子のバスケ」関西初の大型イベントが登場！ 

     これまでのストーリーや、黒子テツヤ・火神大我、「キセキの世代」を中心に主要高校メ 

ンバーの試合模様や、日常のワンシーンなどを紹介。 

     また、アニメイトカフェの出張店「黒子のバスケ アニメイトカフェ×マジカルラグー 

ンキッチン」が期間限定でオープン！ 特典付きメニューが登場します！ 

さらに、物販コーナーでは会場内でしか購入することのできない、「黒子のバスケ」～ 

キセキの展示会～限定グッズの販売も！？ 



今年の夏はひらかたパークで、黒子たちと思い出を作ろう！ 

 ［期間］７月１９日（土）～９月７日（日） 

 ［時間］ひらかたパーク開園時間に準ずる 

 ［場所］イベントホールⅠ 

 ［協力］毎日放送 

 ［料金］２歳以上 ５００円（入園料金が別途必要） 

  ※フリーパス利用可。 

  ※都合により内容を一部変更する場合があります。 

 

 ○謎解き×ポケモン「ダイヤの国の姫を救え」 ～謎が解けたとき、伝説のポケモンが現れる～ 

 ［内容］地下深くに存在するダイヤモンド鉱国。その国のお姫様であるディアンシーは、伝説の 

ポケモン、ゼルネアスがいるという情報を聞きつけ、ある遊園地を訪れた。しかし、突 

然現れた何者かによってディアンシーは連れ去られてしまった！！！ このままでは姫を 

なくしたダイヤモンド鉱国は崩壊してしまう。ディアンシーを救い出すには、遊園地に 

残された謎を解き明かすしかない！ さあ！！ キミの勇気と知恵で、ダイヤの国の姫を 

救い出せ！！！！ 

 ［期間］７月１９日（土）～８月３１日（日） 

 ［時間］ひらかたパーク開園時間に準ずる 

 ［場所］スタート：ウィザードヴィレッジ ゴール：イベントホールⅡ 

 ［主催］よみうりランド・ひらかたパーク・ピカチュウプロジェクト 

［企画制作］ＳＣＲＡＰ 

 ［料金］２歳以上 ３００円（入園料金が別途必要） 

  ※フリーパス・チョイのり７にて利用可（フリーパスは１回のみ）。 

  ※都合により内容を一部変更する場合があります。 

 

○よしもと芸人怪談話 

［内容］夏の夜は怖～い話で涼しみませんか？ よしもと芸人怪談話を今年も開催！ テレビで怖 

    い話テラーの芸人達が実際に経験した怖い話を披露、ぞっとすること間違いなしです。イ 

ベント終了後、会場でお清めの塩をお配りします。 

 ［日程］ 

８月９日（土） 
ＦＵＪＩＷＡＲＡ（ＭＣ）、ポテト少年団 中谷、ガリガリガリクソン、

学天即 奥田、ありがとうぁみ、帽子屋お松 

８月１０日（日） 
パンサー向井・菅（ＭＣ）、かまいたち 山内、クロスバー直撃 前野、 

ツートライブ たかのり、ダブルアート 池田、井下好井 好井 

 ［時間］１９時（約１時間） 

 ［場所］野外ステージ 

  ※荒天時は内容を一部変更または中止する場合があります。 

  ※出演者は予告なく変更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。 

 

○ナイトキャラクターショー 

 ［内容］テレビで人気のキャラクターが夜のひらパーへやってくる！？ 妖怪ウォッチのジバニャ 

ンや烈車戦隊トッキュウジャーが大活躍のステージショーをご覧ください。 

 ［日程］ 



妖怪ウォッチキャラクター  

ショー 
８月２２日（金） 

烈車戦隊トッキュウジャー  

ショー 
８月２３日（土） 

ハピネスチャージプリキュア！ 

ショー 
８月２４日（日） 

 ［時間］１９時（１８時開場） 

 ［場所］野外ステージ 

  ※荒天時は内容を一部変更また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～真夏のパーティーロック～ 

［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１２日（土）～９月７日（日）の土・日曜、祝日、８月１１日（月）～１５日（金） 

 ［時間］①１３時、②１５時（約１０分間）  

 ［場所］マジカルラグーンステージ 

    ※荒天時は内容を一部変更または中止する場合があります。 

 

○真夏のワタナベフラワー祭り 

［内容］賑やかな男、ワタナベフラワーが夏のひらかたパークで、お祭り騒ぎなライブをお届け 

します。 

 ［日程］８月１１日（月） 

 ［時間］①１７時３０分、②１９時３０分 

 ［場所］マジカルラグーンステージ 

  ※雨天および会場のコンディション不良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。 

 

○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１２日（火）～１６日（土） 

 ［時間］２０時 

［場所］マジカルラグーンステージ 

※雨天時は中止する場合があります。 

 

○よしもと芸人大ビンゴ大会 

 ［内容］よしもと芸人達が日替わりでひらパーへやってきて、大ビンゴ大会を開催！！ 見事ビン

ゴになるとよしもとグッズや特別な景品が貰えます。 

 ［日程］ 

８月１７日（日） スマイル、span！、女と男 

８月１８日（月） ガリガリガリクソン 

８月１９日（火） ミサイルマン 



８月２０日（水） 銀シャリ 

８月２１日（木） 桜 稲垣早希 

 ［時間］１９時 

 ［場所］マジカルラグーンステージ 

  ※荒天時は内容を一部変更または中止する場合があります。 

 ※出演者は予告なく変更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。 

 

○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！ 次々に流れる思い

思いのリクエスト曲にのって、みんなで盛りあがろう！ 

 ［期間］８月１日（金）～８月１１日（月）、８月１７日（日）～８月３１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。 

 

○パフォーマンスショー！！ 

［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！ 

 ［日程］ 

 ［時間］①１７時、②１９時 

 「場所」パームプラザ他 

  ※雨天および会場のコンディション不良などにより内容を一部変更または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。 

 

○サマーナイトアトラクション 「クール！パチャンガ！！」 

［内容］夏の人気アトラクション「パチャンガ」が今年も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、ナイターだけのスペシャルバージョンは必 

８月１２日（火） 

○ブレイクダンス「しょぎょーむじょーブラザーズ」 

世界でただ１組のブレイクダンスエンターテインメント。鍛え上

げられた肉体が奏でるダンスと息をのむようなアクロバットは必

見！！人間技とは思えない大技をお見逃しなく！ 

８月１３日（水) 

  １４日（木） 

○ダブルダッチ「オルトタイプ」 

ダブルダッチにおけるギネス世界記録保持者のプロダブルダッチ

パフォーマンスチーム！ リズミカルでアクロバティックなパフ

ォーマンスをどうぞご観覧ください。 

８月１５日(金） 

１６日(土) 

○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｣と、言葉をつかわずにパントマイム

やいたずらマジックで笑いを誘う「お笑いサイレントＳＨＯＷ」

の２パターンをお見逃しなく！ 



    見！ 飛び散る水しぶきも幻想的に輝くクールな夜を体感しよう！！ 

［日程］８月９日（土）～２４日（日） 

［時間］１９時～２１時 

［場所］パチャンガ 

［料金］６００円 

 ※安全のため、天候や点検などにより運転を中止する場合があります。 

 ※３歳以上５歳以下の方は高校生以上の同伴者が必要です。 

※２歳以下の方は利用できません。 

 ※フリーパス・チョイのり７にて利用可。 

 

○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９日（土）

～１７日（日）のスペシャルホットウイークにはスパイシーなペルシャ料理の「シシカバ

ブサンド」（６００円）、ＴＫＯのおかんでおなじみの「空飛ぶから揚げ」も出店します。

スタミナをたっぷりつけて、夏の暑さを吹き飛ばそう！ 

［日程］７月１２日～９月７日の土・日曜、祝日、８月９日（土）～１７日（日） 

 ［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。 

 

○ひらパー縁日 

 ［内容］ハブプラザに、ちょっぴり懐かしい屋台が大集合。ヨーヨーつり、かき氷、ベビーカステ

ラやお面の販売など、お祭りの定番メニューで夏の夜の雰囲気を満喫しよう！ 

 ［期間］８月９日（土）～ ８月２４日（日） 

 ［時間］１３時～２１時 

 ［場所］ハブプラザ 

※荒天時は中止する場合があります。 

 

○ ２４時間テレビ３７「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３７『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３０日（土）・３１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３０日（土）、３１日（日） 

 ［時間］１０時～１７時 

 ［場所］プール「ザ・ブーン」特設コーナー、正面・中央インフォメーション 

※開催場所は都合により変更する場合があります。 

 

キャンペーン情報 

 ○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１２日（土）～９月７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＋プール割引「がくプー割」 

［内容］学生限定の耳寄り情報！ 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１２日（土）～８月８日（金）、８月２５日（月）～９月７日（日） 

 ［料金］おとな １，６００円（７００円ＯＦＦ） 

※他の割引との併用はできません。 

 

○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時以降のおとな５００円、こ

ども３００円の入園料金割引を実施。夏真っ盛りのひらパーで、おトクに夕涼みを楽しも

う！ 

 ［期間］８月９日（土）～２４日（日） 

 ［料金］おとな ９００円（５００円ＯＦＦ）、こども ５００円（３００円ＯＦＦ） 

※他の割引との併用はできません。 

 

□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１，４００円・こども８００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歳から小学生です。 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日、この資料は下記の記者クラブにお届けしています。 

○枚方記者クラブ ○青灯クラブ ○近畿電鉄記者クラブ ○関西レジャー記者クラブ 

 
本件に関するお問い合わせ 

ひらかたパーク 石川、齊藤、高山、元、松崎 

０７２（８４４）３４７５ 

京阪電気鉄道株式会社 経営統括室 経営戦略担当（広報・ＣＳＲ） 

０６（６９４５）４５８５ 


