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第 4 回世界花火師競技会 開催
決勝出場権を賭けて、日本トップレベルの 4 組の花火師がハウステンボスの夜空を飾る！

日本予選 開幕
4/28（土）・5/3（木・祝）・5/5（土・祝）・7/14（土）
ハウステンボスは、「第 4 回世界花火師競技会」への決勝出場権を賭けた日本予選を開幕します。
4 月 28 日（土）、5 月 3 日（木・祝）、5 月 5 日（土・祝）、7 月 14 日（土）の計 4 日に各日 1 チームの花火
がハウステンボス 20 周年の夜空を盛大に彩ります。
「世界花火師競技会」とは、数々の受賞実績のある世界トップクラスの花火師たちが集結し、母国を象
徴する音楽に合わせた演出花火を披露、その技を競うものです。2009 年の初開催から毎年大好評をい
ただいている本大会は、年々規模を拡大し、日本予選には昨年を上回る 4 チームが参戦。4 回目となる
2012 年は、さらなる競技レベルの向上を目指します。
昨年の覇者「ワキノ・アートファクトリー」をはじめ、様々な受賞歴や大きなイベントでの打ち上げ実績を
持つ、最高レベルのチームが揃いました。夏に行われる海外予選では、世界 5 ヶ国からさまざまな受賞経
験をもつ花火師がそれぞれの国の特色を活かした演出花火を披露します。そして秋の日本代表と世界
代表が競う決勝戦で、世界最高峰の技を競い合い、世界一の花火師が決定します。
また、本大会はお客様が審査投票する競技会形式です。花火を間近でご覧いただける特別観覧券を
ご購入の方全員が審査に参加することができます。
ハウステンボスの夜空を熱く彩る、世界トップレベルの花火をぜひご覧ください。

【開催概要】 第 4 回世界花火師競技会 日本予選
時間

20:00～21:00 （花火の打ち上げは 20:20 ごろ）

場所

フリーゾーン （メイン会場ウォーターマークホテル前）
※大会当日は有料ゾーンとなります ※雨天決行

料金

特別観覧席 1,000 円（4 歳以上有料） 限定 1400 枚
※特別観覧席以外は、ハウステンボス入場料金でご覧いただけます。

前売券好評発売中!!
前売券好評発売中!!
ハウステンボスショッピングサイト、
ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、サークル K サンクス、
チケットぴあ
L コード：８５９５３
P コード：７７１-４５７

出場チーム 4/28（土） 若松屋
5/3（木・祝） 山﨑煙火製造所
5/5（土・祝） 片貝煙火工業所
7/14（土） ワキノ・アートファクトリー
審査方法

特別観覧券購入者による審査形式（1,400 人限定）。
出口に設置された各チームの投票箱に、リストバンド型
投票券を投函。
特別観覧券購入者による 1 人 1 票の加重平均得点で、
最も高いチームが日本代表に決定します。
（良い：5 点 普通：3 点 悪い：1 点 無投票：0 点）

◆海外予選
7/28（土） 8/11（土） 8/14（土） 8/18（土） 8/25（土）

◆日本代表 VS 海外代表 決勝戦 世界一の花火師が決定！
9/22（土）
※詳細は決まり次第、ご連絡いたします。
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＞＞日本予選出場チーム詳細
岩松屋 （愛知県西尾市）
4/28
（土）

■2010 年長野県 山ノ内町全国煙火競技大会準優勝
■2010 年三重県 伊勢神宮奉納全国花火大会打ち上げ花火の部佳作

初登場

【ショータイトル】 ザ・チャレンジ
花火それは、日本古来の技法により作られる儚くも一瞬で消える火の芸術である。全国の花
火師たちがこの一瞬に思いを寄せ、夏の夜空に大輪の華を咲かせるために今も、夢を追い
続けています。また、伝統ある技術を未来の子供たちに伝え残す事も大きな役目だと、私た
ちは考えています。花火師にあこがれ、夢がかなった若い者たちが、それぞれに思いを寄せ
個性豊かに表現し、また時には、型破りな発想もあっても良いのではないかと思いタイトル
名をザ・チャレンジ（夢への挑戦）と名付け思う存分若い力で打ち揚げてみたいと思います。

5/3
（木・祝）

株式会社山﨑煙火製造所 （茨城県つくば市）

2 年連続
2 回目

■2010 年第 79 回 土浦全国花火競技大会内閣総理大臣賞
■2010 年第 84 回 大曲全国花火競技大会内閣総理大臣賞

【ショータイトル】 花火百景
皆さんこんばんは！今回の花火ショーのタイトルは花火百景です。色々な音楽に合わせて昔から現代ま
での花火を沢山使ってハウステンボスの夜空を彩りたいと思います。 皆さんの心に残るようなショーに
なれば・・・！と、願って作りました。どうぞ楽しんでいって下さい！

5/5
（土・祝）

初登場

株式会社片貝煙火工業 （新潟県小千谷市）

■2009 年 秋田県 大曲新作花火コレクション 2009 銅賞
■2009 年 三重県 伊勢神宮奉納全国花火大会打ち上げ花火の部佳作

【ショータイトル】 ナイト アート ミュージアム
さまざまな色・音・形の花火を用いて、多彩な楽曲にのせて、大人から子どもまでみんなが楽
しめるイメージで構成しました。会場に来てくださっている方々が「笑顔」になるような、楽しい
花火ショーをお届けしたいと思います。所々にあがる造形花火をお楽しみ下さい。

7/14

株式会社ワキノアートファクトリー （福岡県北九州市）
■2010 年 第 23 回やつしろ全国花火競技大会 スターマイン準優勝
■2008 年 上海国際音楽花火フェスティバル 準優勝

（土）
【ショータイトル】 百花繚乱

2011 年
優勝

「百花繚乱」それは多種の花がたくさん咲き乱れている様子を表す。この言葉とおり、今夜は
皆様の前で多種多様の花をワキノアートファクトリーの花火師が丹精込め製造した打上花火
と特殊効果を用いてご覧いただきます。夏の夜にくりひろげられる四季折々の大輪の花を、見
て・聞いて・心に感じてください。それでは瞬きは少なめ（笑）でショーをご覧下さい。

▼おすすめの花火観戦方法

1 日 1 便限定！

各回 3 組限定！

花火チャータークルーズ

ドムトールン 4 階貸切展望室花火観覧プラン

王室のプライベートボートを感じさせるパーティクルー
ザーをチャーターして、海上から優雅に花火をお楽し
みください。
【運 航 日】4/28（土）・5/3（祝木）・5/5（祝土）
※前日 17：00 まで（事前予約）
【発券場所】ユトレヒト・カナルステーション
【乗船場所】サニー号乗船桟橋
【チャーター料金】31,500 円／1 艇貸切り
（12 名様までご乗船いただけます）
【運航時間】19 時 45 分までに乗船、20 時出航
【ご予約・お問い合わせ】
船舶運航課 TEL 0956-27-0354（9 時～18 時）

ハウステンボスを一望できる地上 65 メートルのプライ
ベート空間。人ごみを避けて眼前にひろがる花火とイ
ルミネーションをゆったりとお楽しみください。
【期間】 4/28（土）・5/3（祝木）・5/5（祝土）・7/14（土）
【時間】 20：00～
【料金】 5,000 円
【定員】 3 組限定（各組 2 名様まで）
【ご予約・お問い合わせ】
総合予約センターTEL 0956-27-0012（9 時～18 時）

【お客様のお問合せ先】

ハウステンボス総合案内（ナビダイヤル）

【取材等のお問合せ先①】 ハウステンボスＰＲ担当

tel 0570（064）110

穴見・松田（所属：ｷﾅｯｸｽ） tel 092（762）4141

【取材等のお問合せ先②】 ハウステンボス広報室（高田・中野）／宣伝部（今村・藤井） tel 0956（27）0180
http://www.huistenbosch.co.jp ◆

twitter &

facebook 更新中♪ぜひご登録ください◆

2/2

