2012 年 6 月 5 日

ハウステンボス PR リリース-11

第４回世界花火師競技会
海外予選 開幕
7/28（土）ベルギー、8/11（土）メキシコ、8/14（火）スペイン、
8/18（土）オーストラリア、8/25（土）中国
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、海外予選を開幕します。7 月 28 日
（土）、8 月 11 日（土）、8 月 14 日（火）、8 月 18 日（土）、
8 月 25 日（土）の計 5 日に各国代表チームの音楽花火が
ハウステンボスの夜空を華やかに彩ります。
「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。
日本予選では、残す 7/14 のチームを含め 4 チームが参
戦。決勝で海外チームと戦う代表が決定します。
今年の海外予選出場チームは、ベルギー、メキシコ、ス
ペイン、オーストラリア、中国の世界 5 ヶ国。過去の世界
花火師競技会で優勝したチームを含め、自身の国の代
表として、誇りとプライドをかけて、技を競います。
ぜひご期待ください。
決勝戦は、2012 年 9 月 22 日（土）。日本代表と海外代
表が世界最高峰の技を競い合い、世界一の花火師が決
▲第 3 回世界花火師競技会決勝オーストラリアの花火
定します。

【開催概要】 第 4 回世界花火師競技会 海外予選
時間

20:00～21:00 （花火の打ち上げは 20:40 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。
特別観覧席 2,000 円（4 歳以上有料） 限定 1400 枚

料金

ハウステンボスショッピングサイトにて、WEB 限定お得な早割チケット発売中
※7/14（土） ワキノアートファクトリー（日本予選） 特別観覧席 1,000 円
※9/22（土） 決勝 特別観覧席 3,000 円

こちらも見逃せません！
昨年の優勝チームが
日本予選のラストに登場
7 月 14 日（土）
ワキノアートファクトリー

＊7 月 28 日（土） ベルギー
＊8 月 11 日（土） メキシコ
出場国

＊8 月 14 日（火） スペイン
＊8 月 18 日（土） オーストラリア
＊8 月 25 日（土） 中国

特別観覧券購入者が審査投票する形式による審査（1,400 人限定）。
審査方法

会場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。
加重平均得点で、得点が最も多いチームが代表決定。

日本代表と海外代表が競う決勝は、9

月 22 日（土）
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＞＞海外代表出場チーム紹介

◆7 月 28 日（土） ベルギー／
ベルギー／CBF パイロテクニクス社
パイロテクニクス社
【ショータイトル】 TECHNOPOLIS （テクノポリス）
このショーではベルギーの特産物を表現しました。例えばベルギーチョコレ
ートやワッフル、1000 種類以上もあるビール。ベルギーはヨーロッパのちょう
ど中心部に位置していることから、“ヨーロッパの心臓”とも言われています。
だからこそ私たちの花火は観てくれた人々の「心（心臓）に残る花火」になる
のかもしれません。ベルギーならではの花火ショーです。
■1999 年、2001 年、2008 年 ベルギー花火競技会 優勝 ■2009 年 フランス・クールシュヴェル 特別優秀賞

◆8 月 11 日（土） メキシコ／
メキシコ／プロダクションパイロミュージカル社
プロダクションパイロミュージカル社
【ショータイトル】 MEXICAN PARTY （メキシカン・パーティー）
メキシコは自然に恵まれ、様々な人種と文化を分かち合う国。アステカ、オル
メカ、マヤ文明では数学や天文学に優れ、建築技術も発達しています。植民
地時代では、ルーツや全く異なる文化と混じり合いながらも、独自のアイデン
ティティーを築き上げました。人は陽気で独創的、そして働き者。観光客には
とくに温かく歓迎の意を表します。ショーには、今までの経験やたくさんの時
間を費やし、歴史的文化を背景に心温まる作品に仕上げました。
■2009 年 FLAMMENDE STERNE ドイツ 2 位 ■2002 年 LUZ Y VOCES DEL TAJIN 優勝

◆8 月 14 日（火） スペイン／
スペイン／ パイロテクニ
パイロテクニカ
クニカ イグアル社
イグアル社
【ショータイトル】 Dreams （ドリームズ）
最新の技術に効果装置、革新的な組み合わせが集結し、夢のマジックワー
ルドへ導きます。感動的で輝かしい瞬間に満ちた、またとても激しくそして力
強い新感覚の世界を体験してください。日常生活から夢の世界への移動で
す。ショーは、多種類の花火で構成され、壮大たる演出に力強いストーム、
繊細な色合いと驚きの演出効果、そしてデザインとの融合した新作です。す
べて的確に作動するデジタル・ファイヤリング・システムで行います。
■2005 年 ジュリー&オーディエンス シャンティイ (フランス) 1 位 ■2005 年 フランスカンヌ国際花火 1 位

2011 年
準優勝

◆8 月 18 日（土） オーストラリア／
オーストラリア／フォーティ・
フォーティ・インターナショナル・
インターナショナル・ファイヤーワークス社
ファイヤーワークス社
【ショータイトル】 Creative Australia （クリエィティブ オーストラリア）
オーストラリアは豊かな自然と美しいビーチ、広大な土地を持つ国。そのナ
チュラル・ビューティーに加え、豊かな国民性、すなわち独創性・創造性・信
頼こそが、世界の国々で高く評価される理由の一つだと確信しています。今
回、世界を舞台に活躍するオーストラリア出身のアーティストたちによるオ
ーストラリア独特のパイロミュージカル大祭典をお見せします。
■2012 年 英国ブラックプール世界花火大会 優勝
■2011 年 ハウステンボス世界花火師競技会 準優勝

◆8 月 25 日（土） 中国／
中国／金山出口煙花製造有限公司
【ショータイトル】 中国的四季

2009 年
優勝

金山出口煙花が最も得意とする花火と音楽の独創的な使用方法によって
中国的四季をハウステンボスの空に表現します。春の花が咲きみだれ、日
光が降り注ぐ夏のビーチやヤシの木、秋の落葉、そして冬の雪。四季折々
の作品を美しい花火が観客を魅了します。第 2 回大会の作品よりも、より洗
練されたパフォーマンスをお楽しみください。
■2010 年 上海国際音楽花火 優勝 ■2010 年 上海万博開幕式花火
■2009 年 ハウステンボス世界花火師競技会 優勝
【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） tel 0570（064）110
【取材等のお問合せ先①】 ハウステンボスＰＲ担当 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◆
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