ハウステンボス PR リリース-17

“総打ち上げ数約 20,000 発大興奮の花火イベント”

2013 年 7 月 18 日

早くも
特別観覧席
一部売り切れ!!

大迫力の
大迫力の「九州一花火大会」
九州一花火大会」初開催！
初開催！
2013 年 9 月 22 日（日）19：
：00 スタート！
スタート！

①
②
③

《見どころ 5 大ポイント》
九州一花火大会はここが
はここがスゴイ
九州一花火大会
はここがスゴイ！
スゴイ！
総打ち上げ数 約 20,000 発！約 2 時間にわたる大興奮の花火イベント
世界花火師競技会 決勝戦！世界一の花火師チームが決定！ 第 1 部
九州では珍しい「大玉水中花火」！ 第 2 部

④ 西日本最大級！有名花火師が作る「1
⑤

尺玉 100 連発・2 尺玉 5 発」 第 2 部
5 分間に 3,000 発！約 1km におよぶ「大スターマイン」 第 2 部

ハウステンボスは、2013 年 9 月 22 日（日）に「九州一花火大会」を初開催します。本大会は、「第 5 回世
界花火師競技会決勝」と「大花火大会」の 2 部構成。総打ち上げ数約 2 万発、約 2 時間にわたり行われる
一夜限りのスペシャル企画です。打ち上げ総数約 2 万発は、タイトルどおり九州一を誇ります。また、使用
する１尺玉や２尺玉は「全国花火競技大会（秋田県大曲市）」にて内閣総理大臣賞や豊富な入賞実績を持
つ最高峰の花火師たちの手による非常に質の高い花火です。テーマパークが主催する花火大会としては
国内では類を見ない一大スペクタクルショー。第 1 会場特別観覧席の前売り券は既に売り切れており、現
在は第 2 会場の観覧券を好評発売中です。ハウステンボスでしか体験出来ない大注目の感動と興奮の大
花火にどうぞご期待ください。

― 開催概要 －
【9 月 22 日 九州一花火大会】
日程＆時間

2013 年 9/22（日）
▼19:00～20:00 【第一部：世界花火師競技会 決勝】
日本予選の覇者「ワキノアートファクトリー」と海外予選を勝ち進んだ強豪チームと、
昨年の世界大会優勝チーム「山﨑煙火製作所」による三つ巴の戦い。

▼20:30～21:00 【第二部：大花火大会】
大玉水中花火や一尺玉 100 連発、全長 1km に及ぶ
大スターマインなど大迫力の花火の連続！

特別観覧席

第 2 会場：ロッテルダム駐車場特設会場
※第 1 会場ウォーターマークホテル前の前売りチケットは完売しました。
当日ハウステンボス
当日ハウステンボス入場券
ハウステンボス入場券、
入場券、
パスポートをお
パスポートをお持
をお持ちの方
ちの方

前売チケット
前売チケット
S 席/プレミアム特別観覧席
プレミアム特別観覧席
限定 200 席

当日花火大会のみ
当日花火大会のみ
観覧の
観覧の方

完売しました!!

4,500 円

7,000 円

（お茶菓子・1 ドリンク付）

イス席
イス席

（Ａ席）3,000 円
（Ｂ席）1,500 円

（Ａ席）5,000 円
（Ｂ席）3,500 円【中学生以上】
（B 席）2,000 円【4 歳～小学生】

敷物エリア
敷物エリア（イスなし）

------

2,000 円

※当日券はプラス 500 円となります。
※4 歳未満の方もお席を利用される場合は有料となります。（膝上鑑賞は無料）

前売り
前売り券好評発売中
17 時以降の入場がお得！

☆ 9/22 九州一花日大会限定チケット
九州一花日大会限定チケット！
チケット！≪ムーンライト入場
ムーンライト入場チケット
入場チケット≫
チケット≫

ローソン、ファミリーマート、
セブン－イレブン、サークル各店、
チケットぴあ、イープラス

Ｌコード：88081
Ｐコード：771-623

大人

中人

小人

（18 歳以上）

（中・高校生）

（4 歳～小学生）

券種

（※花火大会のみ観覧の方は 771-624）

ムーンライト入場
ムーンライト入場チケット
入場チケット

2,500 円

1,500 円

1,000 円

第一部：世界花火師競技会 決勝
9 月 22 日 19:00～START
★日本代表チーム★
株式会社 ワキノアートファクトリー

★昨年優勝チーム★
株式会社 山﨑煙火製造所
（茨城県つくば市）

（福岡県北九州市）

海外予選突破

VS

★海外代表チーム★

VS

（出場チームは 8/17 海外予選終了後に決定）

【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 松田・井上（所属：ｷﾅｯｸｽ） tel 092（762）4141
【取材等のお問合せ先②】 ハウステンボス経営企画室（高田・中野）／宣伝課（蓑津） tel 0956（27）0180
http://www.huistenbosch.co.jp

◆

twitter &

facebookでも情報公開中♪◆

第 5 回世界花火師競技会 海外予選
開催概要
出場チーム

7/27（土）フィンランド、8/10（土）ブラジル、8/14（水）アメリカ、8/17（土）カナダ

時間

プレイベント 20:20～20：40 、花火 20：40～21:00

場所

ハーバータウン （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
プレミアム特別観覧席 2,000 円(最前列・限定 90 席）

料金

特別観覧席（限定 1,700 席）

前売り
前売り券好評発売中

【中学生以上】当日 1,500 円 前売り 1,200 円
【4 歳～小学生】当日 500 円

ローソン、ファミリーマート、
セブン－イレブン、サークル各店、
チケットぴあ

前売り 400 円

Ｌコード：86058
Ｐコード：771-595

（ハウステンボス入場料が別途必要）

審査投票方法

特別観覧券購入者による審査形式（1,700 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。得票数が最も多いチームが日本代表に決定します。

海外予選出場チーム
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Oy Pyroman Finland Ltd （フィンランド）
【ショータイトル】

7/

「The Ride」
（土）

【受賞暦】
■2013 年マルメ（スウェーデン）ユーロビジョン・ソング・コンテスト パイロ＆SFX
■2012 年ウクライナ ダンス・オブ・ファイヤー 優勝
■2010 年フィンランド 花火競技大会 優勝

10

Fireworks Do Brasiｌ （ブラジル）

8/
【ショータイトル】

Soul,sounds,smiles

（土）
【受賞暦】
■2008 年ブラジル ブラジル・コパカバーナカウントダウンショー出場
■2007 年ポルトガル・アルガルヴェ パイロ・インターナショナル・フェスティバル出場
■2007 年ブラジル ブラジル・コパカバーナカウントダウンショー出場

Melrose pyrotechnics.inc （アメリカ）

14

8/

【ショータイトル】 Out of this World

（水）
【受賞暦】
■2012 年中国 2012 年上海金山国際ビーチ音楽花火祭 2 位
■2010 年ハウステンボス 世界花火師競技会 優勝
■2007 年中国 上海国際音楽花火祭 優勝

Groupe Fiatlux-Ampleman(GFA PYRO) （カナダ）

17

【ショータイトル】 FROM CANADA WITH LOVE

8/

【受賞暦】
■2011 年フランス サン・ブレビン国際花火競技大会 優勝
■2004 年カナダ Grands Feux Loto-Quebec 優勝
■2001 年スペイン バルセロナ国際花火大会 優勝

（土）

☆17 時以降の
時以降の入場が
入場がお得！花火開催日限定チケット
花火開催日限定チケット！
チケット！≪ムーンライト入場
ムーンライト入場チケット
入場チケット≫
チケット≫
＞＞限定！[7/27、8/10、8/14、8/17、8/24、9/14]
大人
中人

小人

券種
（18 歳以上）

ムーンライト入場
ムーンライト入場チケット
入場チケット
※

2,000 円

（中・高校生）
1,000 円

9/22 はプラス 500 円でムーンライト入場チケットをご用意しています。

（4 歳～小学生）
500 円

≪スペシャル花火情報≫
8/24（土）
夏の光の王国スペシャル花火
9/14（土）
水と冒険の王国フィナーレ花火

