2014 年 3 月 14 日

ハウステンボス PR リリース-54

第６回世界花火師競技会
決勝出場権を賭けて、国内最高峰の花火師たちがハウステンボスの夜空を彩る。

日本予選が間もなく開幕！
3/22（土）・3/29（土）、4/29（火・祝）・5/5（月・祝）
今年 6 回目を迎える「世界花火師競技会」。秋の決勝出場権を賭けた日本予選を 3 月 22 日（土）、
3 月 29 日（土）、4 月 29 日（火・祝）、5 月 5 日（月・祝）の計 4 日間で開催します。
今年の日本予選には 2013 年の覇者「山﨑煙火製造所」をはじ
め、豊富な受賞歴と実績を誇る日本最高峰チーム 4 社の参加が
決定しました。今後行われる海外予選には世界 4 ヶ国から数々の
受賞経験をもつ各国トップレベルの花火師チームが出場し華や
かな演出花火を競い合います。9 月 20 日（土）にハウステンボス
三大花火の 1 つ「九州一花火大会」で大花火大会と併せて行わ
れる決勝戦では日本予選と世界予選を勝ち抜いた強豪 2 チーム
が激突！双方の技を競い合い優勝チームが決定します。審査は
大迫力の花火を間近でご覧いただける特別観覧券をご購入のお
客様が審査投票する競技会形式。世界トップレベルの花火師が
大迫力の大輪の花々を夜空に咲かせるビッグ・エンターテインメ
ント「第 6 回世界花火師競技会」日本予選、待望の開幕です！ど
うぞご注目ください。

【開催概要】

第 6 回世界花火師競技会

日本予選

時間

開場 19：00 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 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

料金

●プレミアム特別観覧券 【S1 席、S2 席、プレミアムアリーナ】
前売：2,000 円／当日：3,000 円
●特別観覧券【自由席】
（大人：中学生以上）前売：1,200 円／当日：1,500 円

前売り券好評発売中
主な旅行代理店（両観覧席）
主なコンビニ（特別観覧席のみ）
ハウステンボスショッピングサイト

（小人：4 歳～小学生）前売：400 円／当日： 500 円
※4 歳未満の方も、お席をご利用される場合は有料となります。（膝上観賞無料）
※開催日はハーバーゾーン（入場無料エリア）も 13:00 以降はハウステンボス入場券が必要です。
※開催日は 17 時以降のハウステンボス入場料が 2,000 円（大人）でご利用いただけます。

日程＆出場チーム

3/22（土）

株式会社 丸玉屋小勝煙火店（東京）

※詳細 2 頁目

3/29（土）

株式会社 山﨑煙火製造所（茨城）

4/29（火・祝）株式会社 小松煙火工業（秋田）
5/5（月・祝） 株式会社マルゴー（山梨）

審査投票方法

特別観覧券購入者による審査形式
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。
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国内予選出場チーム
国内予選出場チーム
3/22（土） 株式会社 丸玉屋小勝煙火店 （東京都）
■2013 年 第 108 回長野えびす講煙火大会 奨励賞
■2013 年 第 26 回やつしろ全国花火競技大会 10 号玉 優勝
■2012 年 新作花火コレクション 2013（大曲） 花火鑑賞士特別賞
■2011 年 第 39 回全国新作花火競技大会（諏訪湖） 優勝
《ショータイトル：
ショータイトル：日本の
日本の四季》
四季》
日本の四季をイメージし、その季節ごとに花火のテーマを決め、春は紅やピンク、夏は青、
秋は和火、冬は銀や白の点滅をメインとした花火を使いその季節に合うような音楽花火を
表現。

3/29（土） 株式会社 山﨑煙火製造所 （茨城県）
2012・2013 年世
界花火師競技会

■2013 年 第 5 回ハウステンボス世界花火師競技会 優勝
覇者チーム
■2013 年 第 87 回大曲全国花火競技大会
（芯入割物） 準優勝、（自由玉） 優秀賞
■2013 年 第 26 回やつしろ全国花火競技大会 10 号玉の部 準優勝
■2012 年 第 4 回ハウステンボス世界花火師競技会 優勝
《ショータイトル：
》
ショータイトル：花火百景 2》
色々な音楽に合わせて昔から現代までの花火を使い、花火百景 2 を演じます。花火の
色々な表情が見せられるよう構成してきました。2012 年の世界花火師競技会に出品させ
ていただいた時の花火百景よりも良いものをお見せできるよう頑張ります。

4/29（火・祝） 株式会社 小松煙火工業 （秋田県）
■2013 年 第 87 回大曲花火競技大会 内閣総理大臣賞
■2012 年 第 25 回やつしろ全国花火競技大会 10 号玉の部 準優勝
■2010 年 大曲新作花火コレクション 2010 金賞
■2010 年 第 79 回土浦全国花火競技大会 10 号玉の部 準優勝
《ショータイトル：
～世界の
ショータイトル：SKY MAGIC2014～
世界のアスリートたちに
アスリートたちに贈
たちに贈る光のエール～
エール～》
世界のトップアスリートたちの躍動感あふれる姿に贈る喝采を、色とりどりの光と創造的な造形
に模って表現します。

5/5（月・祝） 株式会社マルゴー （山梨県）
■2013 年 第 87 回大曲全国花火競技大会 昼花火の部 優勝
■2013 年 第 23 回赤川花火大会 デザイン花火の部 優勝
■2013 年 第 61 回伊勢神宮奉納全国花火競技会
スターマインの部 準優勝
《ショータイトル：
ショータイトル：永遠の
永遠の輝きをあなたへ
きをあなたへ》
なたへ》
一生の思い出となる感動を目指して。儚くも美しき煌めきの世界を夜空に描きます。
実際には、一瞬で消えてしまう花火ですが見ている人の心に、永遠に輝き続けてほ
しい。そんな思いを込めて作りました。

【海外予選】

4/27（日）カナダ、5/3（土・祝）アメリカ、7/12（土）シンガポール、7/20（日）ギリシャ

9/20（
（土）日本代表 VS 海外代表が
海外代表が激突！
激突！
「九州一花火大会」にて“世界花火師競技会決勝戦”開催！世界一の称号は？
※詳細は決まり次第、発表いたします。
【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）／宣伝部（蓑津） 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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