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第 5 回世界花火師競技会 開催
決勝出場権を賭けて、日本が誇る花火師たちがハウステンボスの夜空を彩る。

日本予選 開幕
【開催日】
（土）・4/29（
（祝）、5/3（
（祝）・5/5（
（ 日）
開催日】4/27（
、

ハウステンボスが贈る「第 5 回世界花火師競技会」への決勝出場権を
賭けた日本予選が 4 月 27 日（土）に開幕します。続く、4 月 29 日（月・祝）、
5 月 3 日（金・祝）、5 月 5 日（日）の計 4 日、毎回 1 チームが日本の伝統
文化ともいえる、打ち上げ花火でハウステンボスの夜空を彩ります。
今年の日本予選には、2011 年の世界大会決勝で優勝した「ワキノアー
トファクトリー」をはじめ、数々の受賞歴と実績を誇る、日本最高レベルの
チーム 4 社が参加。年々グレードアップする「世界花火師競技会」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、各国を象
徴する音楽に合わせた演出花火を披露、その技を競う大会です。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で
審査投票する競技会形式で行います。
夏に行われる海外予選では世界 4 ヶ国からさまざまな受賞経験をもつ
花火師が各国の特色を活かした演出花火を披露。9 月 22 日の日本代表
【昨年の世界花火師競技会国内予選の花火】
と世界代表で競う決勝戦には昨年の優勝チーム“山﨑煙火製造所”も参
戦し、世界一の花火師を決定します。さらに、決勝戦当日は大花火大会もあわせて、計約 20,000 万発の
「九州一花火大会」として盛り上がります。
大迫力の大輪の花が夜空に咲く「第 5 回世界花火師競技会 日本予選」にご注目ください。

【開催概要】 第 5 回世界花火師競技会 日本予選
前売り券好評発売中
時間

プレイベント 20:20～

花火打ち上げ 20：40～（約 20 分）

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、ハーバータウンとフォレストヴィラの無料入場は 13:00 まで。
13:00 以降は 500 円の入場料が必要となります。

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
Ｌコード：８６０５８
Ｐコード：７７１‐５９５

料金

●プレミアム特別観覧席【最前列】2,000 円（2,000 円） ※限定 90 席

（ ）内は前売り料金

●特別観覧席・大人 1,500 円（1,200 円）
・4 歳～小学生 500 円（400 円） ※限定 1400 席
※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。
※特別観覧エリア以外はテーマパークエリアもしくはハーバータウンエリアの入場券でご観覧いただけます。

出場チーム

4/27（土）ホソヤエンタープライズ

※詳細 2 頁目

4/29（祝）ワキノアートファクトリー
5/3（祝）小松煙火工業
5/5（日）磯谷煙火店

審査投票方法

特別観覧券購入者による審査形式（1,490 人限定）

【海外予選】 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
【日本代表 VS 海外代表 VS 昨年優勝チーム 決勝戦】 9/22（土） ＞＞世界一の花火師が決定！
大花火大会もあわせて、“九州一花火大会”として開催！ ※詳細は決まり次第、発表いたします。
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国内予選出場チーム
株式会社ホソヤエンタープライズ （東京都あきる野市）
■2011 年熊本県
■2011 年秋田県
■2010 年秋田県

やつしろ全国花火競技大会 全国・九州の部
5 号玉 ＜優秀賞＞
大曲新作花火コレクション 2011 銀賞
大曲全国花火競技大会 昼花火の部 ＜優秀賞＞

【ショータイトル】

That’s HANABI Fantasy(ザッツ

ハナビ ファンタジー)

私共の会社は江戸時代から続いた鍵屋の技術と伝統を受け継ぎ、間もなく創業１１０
年になります。今宵は江戸時代から続く伝統と現代化学を取り入れた古きをたずね新
しきを知る。花火の『温故知新』的な作品を That’s HANABI Fantasy と題してご用意し
ました。異国情緒漂う、長崎ハウステンボスに似合う軽快な Music に合わせて、皆様
の心に残る花火 Show の開演です！それではお楽しみ下さい！！

2011 年の
優勝チーム！

株式会社ワキノアートファクトリー （福岡県北九州市）
■2012 年熊本県 やつしろ全国花火競技大会スターマイン
準優勝 /5 号玉 優秀
■2011 年長崎県 ハウステンボス世界花火師競技会 優勝
■2008 年中国
上海国際音楽花火フェスティバル 準優勝

【ショータイトル】

Modern Fireworks

今回は、この大会のために製作したオリジナル花火を、様々な雰囲気の音楽に合
わせて演出しました。アートでモダンな空間芸術を、ここハウステンボスで皆様にお
届けいたします。花火ならではの生でしか味わえない迫力と美しい光、そして音楽と
花火のコラボレーションによるアーティスティックな花火ショーをお楽しみ下さい。

株式会社小松煙火工業 （秋田県大仙市）
■2012 年熊本県
■2010 年秋田県
■2010 年茨城県

やつしろ全国花火競技大会 10 号玉の部 準優勝
大曲新作花火コレクション 2010 金賞
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】

SKY MAGIC in HUIS TEN BOSCH

色とりどりの光と創造的な造形がハウステンボスの夜空を魔法の空間へと
誘います。
ハウステンボスでの素敵な思い出がずっと心に残るように、
花火が持つ不思議な力を皆さんにお届けします。
SKY MAGIC in HUIS TEN BOSCH をどうぞお楽しみください

株式会社磯谷煙火店 （愛知県岡崎市）
■2012 年熊本県
■2011 年秋田県
■2010 年秋田県

やつしろ全国花火競技大会 5 号玉の部 優秀賞
大曲全国花火競技大会 創造花火の部 優勝
大曲全国花火競技大会 創造花火の部 優秀賞

【ショータイトル】 Love Story
本屋で偶然出会った男女。
シュチュエーションに合わせた花火で２人の恋を盛り上げていきます。
70 億分の 1 の奇跡。この広い地球の上、偶然巡り会った僕と彼女。
今日は、そんな２人の物語を御送りします。
どうぞ幸せな気持ちになって下さい。

【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 更新中♪ぜひご登録ください◆
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