
 

 

 

 

平成２５年１２月９日 

ひらかたパークのひらかたパークのひらかたパークのひらかたパークの冬到来冬到来冬到来冬到来    

●●●●関西最大級関西最大級関西最大級関西最大級のののの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・スクエアアイス・スクエアアイス・スクエアアイス・スクエア」」」」でででで昼昼昼昼もももも夜夜夜夜ももももスベスベスベスベリつくそうリつくそうリつくそうリつくそう！！！！    

●●●●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」」」」にににに新新新新エリアエリアエリアエリア「「「「雪投雪投雪投雪投げコーナーげコーナーげコーナーげコーナー」「」「」「」「ぼうけんのぼうけんのぼうけんのぼうけんの森森森森」」」」がががが登場登場登場登場！！！！    

１２１２１２１２月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（土土土土））））いよいよオープンいよいよオープンいよいよオープンいよいよオープン！！！！！！！！    

 

 京阪電気鉄道株式会社（本社：大阪市中央区、社長：加藤好文）が運営するひらかたパーク（枚方市枚

方公園町１－１）では、１２月１４日（土）から屋外スケートリンク「アイス・スクエア」と雪あそび広

場「スノーランド」の営業をスタートします。 

開放感あふれる関西最大級の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」（１４３１㎡）と、手すりが低くお子さまも楽しめる「サブリンク」（４３２㎡）の大小２つのリ

ンクを備えます。初心者向けのワンポイントレッスン（有料）やヘルメットの貸し出し（無料）もあり、

スケート未経験の方も安心してお楽しみいただけます。 

イルミネーション開催期間中の１２月２８日（土）～１月４日（土）（１月１日を除く）には、ナイト

スケートを１７時から開催。期間中は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、まるでフィギュアスケート選手になったかのような、普段とは一味違う夜のスケートリンクをお

楽しみいただけます。 

また、雪あそび広場「スノーランド」では、雪玉を的に向かって投げて楽しむ「雪投げコーナー」、雪

のどうくつなどを探検できる「ぼうけんの森」の、２つのエリアを新たにオープン。円型のゴムボートで

滑る全長約３３ｍの巨大スライダーなどとあわせ、雪で遊べる要素がいっぱいです。 

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

の営業概要の詳細は、別紙のとおりです。 

            

  ▲屋外スケートリンク    ▲「ダンシング・ジュエルズ」  ▲雪あそび広場「スノーランド」 

「アイス・スクエア」     （ナイトスケート） 



 

 

（別紙） 

 

１．期  間  平成２５年１２月１４日（土）～平成２６年２月２３日（日）６０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２４日(火)・２５日(水)・３１日(火)、１月７日（火）、２月１１日(火・祝)

は休まず営業） 

２．営業時間  １２月１４日（土）・１５日（日） …１０時～１８時 

１２月１６日（月）～２０日（金）、１月９日（木）～１月１０日（金）、１月１６日

（木）～２月２３日（日）…１０時～１７時 

１２月２１日（土）～１月７日（火）、 

１月１１日（土）～１３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（２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つのリンクがあるので、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いただけます。 

１２月・１月の土・日曜、祝日と１２月２４日（火）～１月３日（金）（１月１日（水・祝）

を除く）には初心者向けのワンポイントレッスン（１１時から［１２月２４日（火）～２７日

（金）は１３時から］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お教えします。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２８日（土）～１月４日（土）

は１７時から１９時までナイトスケートを開催します。 

さらに、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も実施。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１４日（土）～ ２月２３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２８日（土）～１月４日（土）：１０時～１９時 

 ［料金］おとな６００円、こども（３歳～小学生）３００円（入園料金が別途必要） 

※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。 

※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。 

 

 ○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

」    

 ［内容］音楽にあわせてカラフルな光が銀盤を舞うイルミネーションプログラム「ＤＡＮＣＩＮＧ Ｊ

ＥＷＥＬＳ」。夜のスケートリンクに流れる音楽と光に包まれながら、まるでフィギュアスケ

ートの選手になったかのような雰囲気でナイトスケートをお楽しみください。 

 ［期間］１２月２８日（土）～ １月４日（土）（１月１日（水・祝）を除く） 

［時間］①１７時３０分、②１８時３０分 

 ［場所］アイス・スクエア メインリンク 

 

 ○シンクロスケート「Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ

ブ リ リ ア ン ト

 Ⅰｃｅ

ア イ ス

 Ｓｈｏｗ

シ ョ ウ

！」    

 ［内容］スケートリンクで繰り広げられる、シンクロスケートショー。かわいいアマチュアスケーター

によるショーを是非お楽しみください。  

 ［日程］ 

１月１９日（日） シルバーフェアリーズ、関西シンクロＬＯＶＥＲＳびわこ 

２月２日（日） シルバーフェアリーズ、関西シンクロＬＯＶＥＲＳ守口 

［時間］１２時（約１０分間） 

 ［場所］アイス・スクエア メインリンク 

※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。約２２０㎡もの雪が一面に広がる「雪だ

るま広場」や、初めてのソリ遊びに最適の「ミニスライダー」、ゴムボートで滑走する全長約

３３ｍの「巨大スライダー」に加え、大きな雪のどうくつやトンネルが冒険心をくすぐる「ぼ

うけんの森」と雪投げコーナーが新たに登場！！スノーランド内では、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！  

 ＜５つのエリア紹介＞ 

① 雪だるま広場 

   大きな雪だるまがシンボルの雪遊び広場。約２２０㎡もの雪が一面に広がり、普段雪に触れる機

会が少ないお子さまにおススメ！  

② ぼうけんの森 NEW 



  大きな「雪のどうくつ」や「雪のトンネル」が待つ、ぼうけんの森を探険しよう！どうくつやト

ンネルは中に入れて、写真スポットにもぴったりです。 

③ 雪投げコーナーNEW 

    雪だるま広場で雪玉を作ったら、雪投げコーナーにチャレンジ！的に向かってうまく投げられる

かな？  

④ ミニスライダー 

   ソリ遊びデビューにぴったりの、ちびっ子向けスライダー。小さなお子さまも楽しめるよう、緩

やかな傾斜になっています。 

⑤ 巨大スライダー 

    全長約３３ｍのコースをゴムボートで滑り降りる大迫力のスライダー。親子で一緒に楽しむこと

もできます。 

 ［期間］１２月１４日（土）～ ２月２３日（日）（休園日あり） 

［時間］平日：１２時～１７時 

土・日曜、祝日、１２月３０日（月）～１月３日（金）：１０時～１７時 

 ［場所］アイス・スクエア横 

 ［料金］２歳以上４００円（入園料金が別途必要） 

  ※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。 

 

○ＷＩＮＴＥＲ

ウ ィ ン タ ー

 ＬＩＧＨＴ

ラ イ ト

 ＦＡＮＴＡＳＩＡ

フ ァ ン タ ジ ア

 

[内容] 冬のひらパーは輝きがいっぱい！！ハブプラザに登場する高さ１０ｍのイルミネーションツ

リーを中心に、約１０万球の幻想的な光の空間が出現。ＬＥＤやライトアップで演出する特別

な夜を体験しよう！また、夜空に浮かび上がる観覧車「スカイウォーカー」や光り輝く「メリ

ーゴーラウンド」など、遊園地ならではの光のコラボレーションも。１２月２５日までの「ク

リスマスバージョン」と１２月２６日以降の「ウィンターライトバージョン」でお届けする、

季節感たっぷりのイルミネーションを満喫しよう！ 

   [期間] １２月２１日（土）～１月７日（火）(１月１日（水・祝）を除く)、 

１月１１日（土）～１３日（月・祝） 

[時間] １６時３０分～１９時 

  [場所] ハブプラザ、スカイウォーカー、メリーゴーラウンド他 

○ドキドキ！プリキュア ハートフルパーク 

 ［内容］プリキュアの世界を体感し、歌って踊ってみんなで盛り上がろう♪ 

     また、プリキュアの衣装を着て思い出の写真をかわいく撮ることができる「プリキュアなりき

り写真館」も登場。 



 ［期間］１２月２１日（土）～１月７日（火）（１月１日（水・祝）を除く）、 

１月１１日（土）～１月１３日（月・祝） 

 ［時間］１０時～１９時 

 ［場所］イベントホールⅡ 

 ［料金］２歳以上 ５００円（入園料金が別途必要） 

［入館特典］「イベント特製サンバイザー」をプレゼント 

［企画・制作］東映株式会社 

 ［協力］朝日放送 

  ※フリーパス、年間パスポートはご利用いただけません。 

  ※「プリキュアなりきり写真館」は別途有料（フォトフレームまたはキーホルダー、１枚８００円）

です。 

    ※入館特典は、無くなり次第終了となります。 

   ※都合により内容を一部変更する場合があります。 

 

○プリキュアオールスターズがやってくる！❤３３人が大集合！！❤ 

［内容］ひらかたパークに歴代プリキュア３３人がやってくる！プリキュアを探し出し 

て、握手をしよう。きみは、プリキュア全員に会うことができるかな？ 

［日程］１月１２日（日） 

［時間］グリーティング：①１１時 ②１３時 

    パレード：１５時 

［場所］グリーティング：野外ステージ、ローズガーデン 

     パレード：マジカルラグーン周辺                

  ※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。 

 

○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、ウルトラマンギンガ、

ゼロ、ネクサスが大活躍！！ 

［日程］１月２日（木） 

［時間］ ①グリーティング１０時３０分   

②もちつき大会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ウルトラマンギンガ、ウルトラマンゼロ  

②ウルトラマン 

     ③ウルトラマンギンガ、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンネクサス 

※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。 

 

○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。１月３日から５日までは

１１時（アンパンマンは開園時）から、その日に登場するキャラクターがマジカルラグーン前

で皆さまをお出迎えします。さらに、２月２日・１６日もキャラクターショーを開催します。 

 ［日程］ 

 

 

 

 

 

 

 

［時間］１月３日（金）～５日（日）：１３時 

２月２日（日）・１６日（日）：１１時、②１４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、１月は「アンパンマンとカレ 

ーなヒーロー」、２月は「どんぶりまんトリオとデリシャス姫」です。 

  

○獣電戦隊キョウリュウジャースペシャルライブ 

 ［内容］「獣電戦隊キョウリュウジャー」のオープニングテーマを歌う鎌田章吾さんと、エンディング

テーマを歌う高取ヒデアキさんによるスペシャルライブをお送りします。また、スペシャルゲ

ストで獣電戦隊キョウリュウジャーがやってきて、キョウリュウダンスを披露！みんなも一緒

にキョウリュウジャーと踊ろう！ 

［日程］１月１９日(日) 

［時間］①１１時、②１４時（各３０分） 

［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（金） ドキドキ！プリキュア ショー 

１月４日（土） それいけ！アンパンマン ショー 

１月５日（日） 仮面ライダー鎧武／ガイム ショー 

２月２日（日） それいけ！アンパンマン ショー 

２月１６日（日） 仮面ライダー鎧武／ガイム ショー 



○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］２月９日（日） 

２月１１日（火・祝） 

 ［場所］野外ステージ 

[出演]各日の出演者はホームページで発表します。 

※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（１月１日（水・祝）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楽し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。 

［日程］１２月１４日（土）・１５日（日）、２１日（土）～２５日（水） 

 ［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（木）～１月７日（火）(１月１日（水・祝）を除く)、 

１月１１日（土）～２月２３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。 

 

○サンタに会える！ひらパーXmas❤ 

［内容］サンタクロースに出会えるチャンス！今回は１０ｍの巨大ツリーを背景に、ハ 

ブプラザで記念撮影会を実施します。また１５時からはサンタクロースから皆 

にクリスマスプレゼントが！サンタクロースに合言葉を言って、クリスマスプ 

レゼントをもらっちゃおう。 

 ［日程］１２月２２日（日）・２３日（月・祝） 

［時間］記念撮影会：①１３時、②１６時 

      グリーティング：１５時 

 ［場所］記念撮影会：ハブプラザ 

      グリーティング：ハブプラザ～アイススクエア  

 ※荒天時は中止する場合があります。 

 ※撮影はお客さまのお手持ちのカメラにて撮影いたします。 

※合言葉はお客さまが「メリー」、サンタクロースが「クリスマス」です。 

※プレゼントはお子さま１人につき１つです。 

 

○ 新春パフォーマンスショー！！ 

［内容］２０１４年の新春は豪華パフォーマーが出演！ジャグリングパフォーマーの酒田慎吾と渡辺あ

きらがスタイリッシュなショーをお届けいたします。これを見れば「初びっくり」すること

間違いなし！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［時間］①１５時、 ②１７時 

１月３日（金） 

ジャグリングパフォーマー「酒田慎吾」 

７ボールジャグリング日本記録をもつボールジャグリン

グのスペシャリスト。音楽に乗せたスタイリッシュなパフ

ォーマンス。 

１月４日（土） 

ジャグリングパフォーマー「渡辺あきら」 

理数系の頭脳を駆使し計算されつくした高度なジャグリ

ング技、老若男女問わず楽しんでいただける安定感のある

技の数々に注目。 



［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。 

 

 ○全国うまいもの市 

［内容］日本全国のご当地グルメや、地元京阪沿線の有名グルメがひらパーに大集合！！宮城県の「牛

タン」や、静岡の「富士宮焼きそば」、宮崎県の「肉巻おにぎり」など、全国の有名ご当地グル

メ約３０店が出店。また、京阪沿線の地元グルメも多数登場し、いろいろなグルメが、一度に

楽しめます。うまいもの市は、遊園地に入園せずに会場に入れるので、気軽にお立ち寄りいた

だけます。もちろん、遊園地から一時外出しての参加もＯＫ！この冬だけの限定イベントで、

食べて飲んでいっぱい楽しもう！！ 

 ［期間］１２月２１日（土）～２３日（月・祝）、１月１１日（土）～１３日（月・祝） 

 ［時間］１０時～１７時 

[場所] ひらかたパーク イベントホールⅠ（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。 

 ［料金］入場無料（遊園地への入園は必要ありません） 

  ※出店する店舗は、都合により変更する場合があります。 

  ※北駐車場が満車の場合、東駐車場または南駐車場をご案内する場合があります。 

   徒歩（約１０分）で、園外を歩いて移動していただきますので予めご了承ください。 

  ※遊園地をご利用の場合、園内から一時外出してイベントホールⅠにご入場いただけ 

ます。 

  ※当日は混雑が予想されます。ご来園の際は公共交通機関をご利用ください。 

 

○映画「永遠の０」公開記念展示 

［内容］「超ひらパー兄さん」こと、岡田准一さん主演の映画「永遠の０」の公開を記念して展示イベ

ントを開催。撮影で実際に使用した衣装のほか、パネルなどの展示を行い、「永遠の０」の世

界を感じていただけます。 

［期間］１２月２１日(土)～１月１３日（月・祝）  

 ［時間］遊園地と同じ 

 ［場所］正面ゲート前 特設会場 

 ［料金］入場無料（遊園地への入園は必要ありません） 

※ 内容は予告なく変更することがあります。 

※ 北駐車場が満車の場合、東駐車場または南駐車場をご案内する場合があります。 

     徒歩で、園外を歩いて移動していただきますので予めご了承ください。 

   ※ 遊園地をご利用の場合、園内から一時外出にて入場いただけます。 



 

○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。「京阪電車の美術館 ２０１３」をテーマにした、４，１５２

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２５日（土）・２６日（日）、２月１日（土）・２日（日） 

［時間］１０時～１７時 

［場所］イベントホール 

 

６．キャンペーン 

○アイス・スクエアで「わいでおま！」キャンペーン 

［内容］冬もみんなで、「わいでおま！」。屋外スケート「アイス・スクエア」に４名以上でご来場い

ただき、スケート案内所にて合言葉「わいでおま！」を言っていただくと、全員にこの冬限定

の「わいでおま！もり」プレゼント（先着３，０００名様）。ここでしか手に入らない特別な

お守りなら、あなたの願いも叶うかも？冬のひらパーで、みんなで盛り上がろう！ 

［期間］１２月１４日(土)～   ※数が無くなり次第終了となります。 

 ［対象］アイス・スクエアに４人以上で来場いただいた方 

 ［場所］アイス・スクエア 案内所 

※内容は予告なく変更することがあります。 

※アイス・スクエアへは入場料が必要です。 

 

 ○１９時までの営業日限定！１５時以降入園料金割引「トワイライト割」 

［内容］１９時までのイルミネーション営業日限定で、１５時以降入園料金をおとな４００円、こども

２００円割引。冬の雰囲気いっぱいの、イルミネーション輝く遊園地を楽しもう！また、ナイ

トスケート営業日にも実施されるので、夜のスケートリンクを楽しむのにもぴったり。夕暮れ

時の遊園地を満喫しよう！！ 

 ［期間］１２月２１日（土）～１月７日（火）・１１日（土）～１３日（月・祝）（１ 

月１日（水・祝）を除く） 

 ［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。 

 

 

○兵庫・滋賀・奈良 ３県限定！！アイス・スクエア行こうよキャンペーン！ 

[内容] 冬と言えばスケート！だけど、なかなか行く機会が…。そんな方へ！近県３県（兵庫県・滋賀

県・奈良県）に在住の方を対象に、おトクにスケートを楽しめるキャンペーンを実施！チケッ

トうりばでクーポンと住所を証明するもの（運転免許証・健康保険証等）のご提示により、入



園＋スケートが最大３００円ＯＦＦ！この冬、意外と近いひらパーへ！ 

  [期間] ２月１日（土）～２３日（日） 

 ［料金］入園＋スケート おとな     １，６００円（３００円ＯＦＦ） 

           〃    ３歳～小学生    ８００円（２００円ＯＦＦ） 

  ※他の割引との併用はできません。 

  ※２歳はスケート入場無料のため、入園料のみ必要となります。（割引はありません） 

 

□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２歳から小学生です。 

 

以  上 


