
県立幕張海浜公園 幕張の浜 特設会場
2022年11月5日

15:00 開場　18:00 開演　19:00 終演（予定）
雨天決行（荒天の場合は中止）



最強のロックと"SUGOI 花火 "のコラボレーション！

松本孝弘

日本の伝統芸術と日本のロックンロールのコラボなんて最高にクールな

アイデアですね。

企画してくださった皆様、そして花火職人の皆様に心から感謝いたします。

ご来場くださった皆様の素敵な想い出になれば嬉しく思います。

稲葉浩志

花火とB'z！最高にエキサイティングな組み合わせです！

空に広がる色とりどりの花火がB'zの曲に新たなインスピレーションを

加えてくれるのが楽しみです。

想像を超える美しさと迫力に心奪われる時間となるでしょう！



2022 年 9月からデビュー35周年イヤーに突入したB'z の珠玉の名曲とシンクロする、
最新型花火エンターテインメント・ショーが実現！

2022年、"クイーン花火"（「QUEEN THE GREATEST FIREWORKS 2022」）、

"ストーンズ花火"（「東京SUGOI花火「THE ROLLING STONES 60th ANNIVERSARY THE 

GREATEST FIREWORKS ～感激！偉大なる花火～」）で話題を呼んでいる【SUGOI花火】が

この度、B'zのデビュー35周年イヤーに、『B'z ULTRA FIREWORKS 2022-2023』を

開催いたします。
　

『SUGOI花火 B'z ULTRA FIREWORKS 2022-2023』はツアー形式で、

第一弾となる関東エリアの会場「県立幕張海浜公園 幕張の浜 特設会場」を皮切りに

全国で開催する予定です。
　

史上最高の日本花火チームが打上げる珠玉の花火とB'zの名曲とのコラボレーションを

ぜひ、ご体験ください！
　

※B'zの出演はございません。

見事なシンクロとワイドでハイクオリティな花火

楽曲に合わせて100分の1秒単位でタイミングをコントロールできる点火システムを使用

ライブ会場同様の音響システム

音楽フェスやライブさながらの音づくりにこだわった音響システムを採用

日本でトップクラスの花火会社が日本全国から集結

音楽ファンだけではなく花火ファンの方たちにも喜んでいただけるショーを提供

全席指定で場所取りの心配不要

他の花火イベントとは異なるコンサートと同じように安全・安心なショーを提供



会場マップ

会場エリアマップ・全体図



会場マップ

▪「グッズ付プレミアムチケット」のお客様には、入場口にて、グッズとリストバンドをお渡しします。リストバンドは、プ

レミアムエリア入退場時とプレミアムエリア専用トイレ利用時にスタッフが確認をさせていただきますので、必ず手首

に着用してください。

▪「Tシャツ付チケット」のお客様には、入場口にて、Tシャツをお渡しします。お忘れないよう必ずお受け取りください。

▪グッズ売場は、公演当日の座席指定チケットをお持ちの方のみご利用いただけます。グッズ売場入口にて「公演当日の

座席指定チケット」を確認させていただきます。

▪※CD販売は、グッズ売場隣になります。

▪※当日券売場は、インフォメーション隣になります。販売開始は13:00からとなります。

▪千葉市在住在勤割引当日引換券をお持ちの方は、当日、インフォメーションまでお越しください。インフォメーションテ

ントの隣が、当日引換券テントになります。受付開始は13:00からとなります。

▪ベビーカーはお席までお持ち込みいただけません。インフォメーションにてお預けください。

▪乳幼児のご対応には、救護所をご利用ください。

▪ゴミは場内のエコステーションにお持ちいただき、分別してお捨てください。

▪お煙草（電子タバコ含む）は、喫煙所のみでお願いいたします。

▪トイレは仮設トイレとなります。

▪プレミアムエリア専用トイレは、グッズ付プレミアムチケットをお持ちのお客様専用となります。

▪カメラ席エリアは、会場内にて、三脚等の大型機材を使用して撮影を希望される方専用のエリアとなります。

▪カメラ席エリアのご利用には、座席指定のチケットの他に、カメラエリアパスチケットが必要になります。

▪カメラエリアパスチケットだけでは会場にご入場いただけません。

▪カメラ席エリアには、座席のご用意はございません。

▪ブロック位置、指定席の位置につきましては、当日、会場内の掲示にてご確認ください。

▪入場口を出られると、再入場はできません。ご注意ください。



フード

イス席 A エリア 店舗＆メニュー

D＆S catering world

▪ピタケバブ　750円
▪おつまみケバブ　750円
▪もっちりロングポテト・プレーン味　600円
▪ もっちりロングポテト・トッピングソース付　800円

プレミアムエリア 店舗＆メニュー

よこちゃん

▪オムやきそば　800円
▪富士宮やきそば　600円
▪やみつきフランク　300円

ラキア

▪名古屋コーチン焼き鳥盛り合わせ　950円
▪ワイルド牛タン串　1,000円
▪ジャンボ牛バラ串　750円
▪イカ磯焼き　750円

沖縄料理　あしびうなぁ

▪沖縄焼きそば　600円
▪バジルソーセージ　400円
▪チリチーズフライドポテト　500円

三代目岩崎本舗

▪長崎角煮バーガー　650円
▪角煮まんじゅう　550円
▪アイスサイダー　500円
▪手作りドリンク　400円～450円

coedo

▪じゃがバター　500円
▪トッピング　100円～
▪鶏ザンギ　500円
▪もろこし揚げ　400円
▪磯辺餅串　300円
▪北海道コーンポタージュ　300円

お好み焼本舗　弁天流

▪大粒たこ焼　700円
▪ぶた玉　700円
▪マヨ玉焼そば　700円
▪２点盛り　800円
▪３点盛り　900円
▪４点盛り　1,000円



フード

イス席 B エリア 店舗＆メニュー

舟倉亭

▪牛タン串　900円
▪牛ステーキ串　700円
▪豚タン串　600円
▪焼きそば　500円

エッグレインボー

▪ワイルドターキー　900円
▪厚切りベーコンフランク　600円
▪ビーフステーキ棒　700円
▪アメリカンポテト＆フライドチキン　700円
▪フライドチキン　700円

長城菜館

▪台湾まぜそば　900円
▪台湾ラーメン　600円
▪台湾ルーロー飯　900円
▪担々麺　600円
▪ソ－セ－ジ　600円
▪手作りドリンク　400円

ソフトタコス　ベラクルス

▪チョリソータコス　650円
▪デラックスタコス　650円
▪ブラジルタコス　750円
▪ナチョス　600円
▪ハーブチョリソー　500円
▪ブラジルソーセージ　600円
▪チュロス　400円
▪ホットドリンク　400円

富士山食堂

▪富士宮やきそば　700円
▪揚げたこ焼き　500円～
▪肉巻きおにぎり串　500円
▪いももち　350円

ドリンク

アルコール（350ml 缶）　各 600 円

▪ビール、酎ハイ、ハイボール

アルコール（紙カップ）　600 円

▪ホットワイン

ソフトドリンク（ペットボトル）　各 300 円

▪冷たい：緑茶、オレンジジュース、コーラ、お水
▪温かい：緑茶、はちみつゆず

▪価格はすべて消費税込みです。
▪メニューと価格は変更となる場合がございます。
▪画像は商品イメージとなります。実際の商品と異なる場合は、現物を優先
させていただきます。何卒ご了承ください。

▪お支払い方法は、現金・スマホ決済（PayPay）がご利用いただけます。一
部店舗においては、クレジットカード・スマホ決済（LINE Pay）がご利用
いただけます。なお、現金のみの店舗もございます。

▪会場の電波状況により、クレジットカード・スマホ決済がご利用いただけ
ない場合もございます。その際は現金でのお支払いに変更をお願いさせ
ていただく場合もございますので予めご了承ください。

▪お買い求めいただいた商品・数量・お釣銭等は、必ずその場でご確認くだ
さい。売場を離れてからの対応はできませんので、予めご了承ください。

▪商品数には限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。
▪グッズ付プレミアムチケットをお持ちの方は、プレミアムエリア、イス席
A・イス席Bエリアのフード店舗がご利用いただけます。

▪イス席A・イス席Bのチケットをお持ちの方は、A・B両方のフードエリア
をご利用いただけますが、プレミアムエリアのフードはご利用いただけま
せん。イス席A、Bは距離がございます。予めご了承ください。

▪ゴミは場内の場内のエコステーションにお持ちいただき、分別してお捨て
ください。



会場販売グッズ

前 後

前 横

表 裏

巾着

※刺繍部分

※刺繍部分

※プリント部分

フーディ

6,500円

カラー：ブラック
UNISEX Mサイズ：身幅55×着丈66（cm）
UNISEX Lサイズ：身幅58×着丈70（cm）
UNISEX XLサイズ：身幅63×着丈75（cm）

キャップ

2,800円

カラー：ブラック（ロゴ刺繍）
UNISEXフリーサイズ：頭囲約55～60（cm）

ピケブランケット（巾着付）

3,500円

●ピケブランケット本体
カラー：ブラック（ロゴ刺繍）
サイズ：約H65×W90（cm）
●巾着
カラー：生成り
サイズ：約H32×W22（cm）

手ぬぐい

1,800円

カラー：ウルトラマリンブルー
サイズ：約H90×W34（cm）

絆創膏（オリジナル台紙）

800円

仕様：5枚入り
台紙サイズ：約H15×W9.5（cm）



会場販売グッズ

▪販売時間や販売場所は、当日の状況により変更となる場合がございます。
▪お支払い方法は、現金・クレジットカード・電子マネー（楽天Edy/交通系ICカード/nanaco/iD/WAON/）・スマホ決済（楽天ペイ/メル
ペイ/d払い/銀行Pay）がご利用いただけます。

▪会場の電波状況により、クレジットカード・電子マネー・スマホ決済がご利用いただけない場合もございます。その際は現金でのお支払
いに変更をお願いさせていただく場合もございますので予めご了承ください。

▪当日、グッズ売場でのチャージはできませんので、事前に残高のご確認およびチャージをお願いいたします。
▪クレジットカードは一括払いのみとなります。
▪クレジットカード・電子マネー・スマホ決済と現金との併用払いはできません。
▪グッズ売場では、飛沫感染防止のため、スタッフのマスクもしくはフェイスシールドの着用、ビニールカーテン等の設置を行います。
▪現金の受け渡し時は、コイントレー等を使用させていただきます。
▪グッズ売場の待機列には、ご購入される方のみ、前後の方と一定の間隔を空けてマスク着用の上、お並びください。
▪少しでもたくさんの方にご購入いただくため、売場内での並び直しはご遠慮ください。
▪商品数には限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。
▪不良品以外の商品の返品・交換はお受けできません。商品を受け取る際、商品に間違いがないか必ずご確認ください。
▪お買い求めいただいた商品・数量・お釣銭等は、必ずその場でご確認ください。売場を離れてからの対応はできませんので、予めご了承
ください。

▪万が一、商品に不良があった場合は、当日中にグッズ売場のスタッフまでお声掛けください。
▪開演前のお時間は混雑が予想されます。お時間に余裕を持ってお越しください。
▪会場販売商品のラインナップに関しましては、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
▪エコへの取り組みとして、ショッピング袋のお渡しはしておりません。予めご了承ください。
▪オリジナルグッズは会場販売のみとなり、公演当日のチケットをお持ちの方のみご利用いただけます。通信販売の予定はございません
ので、予めご了承ください。

▪今後の新型コロナウイルス感染状況にともない国や地方自治体の方針に変更があった場合は、内容が変更または中止となる場合もござ
います。また、本サイトの「コロナ感染予防対策」を必ずご確認のうえ、ご理解とご協力をお願いいたします。

その他注意事項

『SUGOI花火 B'z ULTRA FIREWORKS 2022-2023』オリジナルグッズは会場販売のみとなり、公演当日の座席指定チケットをお持
ちの方のみご利用いただけます。グッズ売場入口にて「公演当日の座席指定チケット」を確認させていただきます。また、通信販売の予定
はございませんので、予めご了承ください。

グッズ販売ご利用に関しての注意事項

15:00 開場 / 18:00 開演 / 19:00 終演（予定）
【販売時間】先行販売13:00～14:30 / 開場中
【販売場所】入場口エリア内

販売場所・販売時間

※価格はすべて消費税込みです。
※サイズスペックはあくまで目安となります。
※フーディにおきまして、大量生産のため表記サイズより2cm前後のバラツキが生じる場合がございます。予めご了承ください。
※画像は商品イメージとなります。色味や仕様が現物と異なる場合は、現物を優先させていただきます。何卒ご了承ください。



開催概要

開催日

2022年11月5日（土）

会　場

県立幕張海浜公園 幕張の浜 特設会場（千葉県千葉市美浜区）

時　間

15:00 開場

18:00 開演

19:00 終演（予定）

※雨天決行（荒天の場合は中止）

主催者

BS朝日／bayfm／TOKYO FM／J-WAVE／文化放送

SUGOI花火 B'z ULTRA FIREWORKS 2022-2023 実行委員会

後　援

千葉市／テレビ朝日／朝日新聞社／日刊スポーツ新聞社

協　力

株式会社ビーイング／株式会社バーミリオン／キョードー東京

※B'zの出演はございません。

協　賛



花火総合演出

クリエイティブ・ディレクター

平山 英雄 Hirayama Hideo

H2 Show Design Associates

日本花火の名門、株式会社紅屋青木煙火店入社以来、

音楽と花火をシンクロさせた打上演出を数々担当。内閣

総理大臣賞を受賞した作品や全国有名花火大会、さら

に海外での国際音楽花火コンクールの演出を行うなど、

繊細かつ緻密な花火打上演出は国内外で高い評価を得

ている。

2020年からは花火エンターテイメントの更なる可能性

を追求するため、H2 Show Design Associatesを設

立。国内トップレベルの花火クリエイターや花火師と共

に、花火を使った新しいエンターテインメントの創出に

も取り組んでいる。

国内屈指の花火会社と共に創り出す、B'z35周年イヤーにふさわ

しい、華やかでエキサイティングな演出にご注目ください。

テクニカル・ディレクター

中嶌 結希 Nakashima Yuki

坂城煙火

花火製造が盛んな長野県からキャリアをスタート。平山

とは長野在籍時代に共に音楽花火の演出を手掛け、全

国の花火師が注目する大会で音楽花火の新時代を築く。

その後、花火打上が盛んな静岡県へと移籍し、東京、大

阪をはじめ各地の花火大会を担当。

2018年に独立し、坂城煙火を設立。特殊な打上技術や

演出手法に定評があり、コンサート等の特殊効果演出か

ら興行型大規模花火大会まで全国各地の花火大会をサ

ポート。日本花火の海外進出も視野に、幅広いネット

ワークを生かして花火のグローバル化に取り組んでいる。

花火業界の次世代を担う注目のクリエイター。

今シリーズでは、幕張の会場ならではのロケーションをいかして、B'zの楽曲イ
メージに合致する花火をセレクト。打ち上げるタイミングだけでなく、曲調からイ
メージするカラーの表現など、様々な要素を組み合わせてシーンを創出する高度
な空間演出を行います。ハイクオリティーな音楽花火ショーをお楽しみください。



煙火店

花火競技大会で数々の受賞歴を持つ凄腕煙火店ら8社が集結！

加藤煙火（株）

愛知県の花火メーカーです。キラキラと瞬く「点滅花火」の製
造と演出を得意としています。この点滅花火が、世界中の空を
彩る日を夢見ています。点滅花火とは、光ったり消えたりを繰
り返す、そしてやたらと明るい、少し変わった花火です。点滅す
るのは、火薬が燻（くすぶ）るためです。「これが点滅花火か
な？」と思ったら、「今日もばっちり燻ってるなー」とつぶやい
てみてください。SUGOIヤツだと思われること間違いなし。
全国のすごい花火がたくさん観られる、B'z ULTRA 
FIREWORKS 2022-2023へ、ぜひお越しください！

（有）菊屋小幡花火店

昔から慣れ親しんだ名曲に乗せて魂の叫びを表現したいと思
います。幕張の夜空に大輪の花を咲かせます！

三遠煙火（株）

静岡県湖西市にある花火製造会社です。今年で創業70周年を
迎えます。常に「安全・安心」「楽しいこと」「感動」を提供で
きるように心がけています。また、弊社はマジック牡丹を開発
して、それらの技術を応用した製品を生み出し続けています。

信州煙火工業（株）

伝統的な芯入割物と近代的なミュージックスターマインを得
意とし、2012年には世界で初めて虹色の花束「レインボーマ
イン」を開発。音楽の抑揚を意識した緻密な花火製造に重き
を置き、全国各地の花火大会や競技大会で花火を打ち上げて
います。



煙火店

（株）紅屋青木煙火店

1916年創業、長野県長野市の花火製造会社です。日本の花火
を象徴する、丸く開く形の花火の製造を最も得意としています。
近年は音楽と花火をコラボレーションさせた花火打ち上げな
ど、新たな形の花火演出にも積極的に取り組んでおります。
B'z ULTRA FIREWORKSにふさわしい、エキサイティングな
打ち上げをご期待ください。

（株）マルゴー

『挑戦』をテーマに花火技術の研鑽を進め、本年、内閣総理
大臣賞を受賞することができました。B'z ULTRA 
FIREWORKS幕張でもSUGOI花火をお届けできるよう挑戦
していきます。お楽しみに！

（株）丸玉屋小勝煙火店

元治元年（1864年）丸玉屋を号し以来、広く花火の製造・販
売を始めた。明治・大正・昭和・平成・令和と時代の変遷と共
に事業の拡大を図り、戦後は逸早く貿易へと事業を拡大し日
本の花火を世界に広めてきた。昭和22年には新憲法発布記念
の花火を皇居前広場で実施し、同年、両国川開きの花火大会
（現・隅田川花火）を当時のGHQより直接許可を貰い実施。
戦後の日本花火再開の基礎を築いた。昭和27年に株式会社に
改組し現在に至る。

（株）山﨑煙火製造所

当社は伝統と歴史ある花火の技術を守りながら、斬新な構成
や打ち上げ方法を取り入れ、誰もが楽しめる花火を一つの文
化として提案して参ります。また、これからは環境問題にも取
り組み、新しい時代に適応した花火作りにも力を注いでいきま
す。



▪全席座席指定の花火公演です。無料観覧席はございません。必ずチケットをご購入のうえ、ご来場ください。
▪B'zの出演はございません。
▪雨天決行（荒天の場合は中止）となります。途中中止の場合は、払戻はございません。
▪情勢や天候等の状況により、やむを得ずイベントが中止・中断となる場合がございます。
▪事故を未然に防ぐため、スタッフ・係員の指示には必ず従ってください。また、お帰りの際は安全のため規制退場にご協力ください。
▪当日の体温が37.5度以上の方はご入場いただけません。体調が万全でない場合は、ご参加をお見送りください。本サイトの「コロナ感染予防対策」を
必ずご確認のうえ、ご理解とご協力をお願いいたします。

▪会場は野外です。天候対策を講じて、各自必要な物はご用意・ご持参ください。
▪ゴミは場内のエコステーションにお持ちいただき、分別してお捨てください。
▪大声で騒ぐ、ゴミを放置する等、近隣の迷惑となるような行為は絶対におやめください。
▪駐車場・駐輪場のご用意はございません。公共交通機関をご利用ください。
▪会場内外で発生した事故・盗難等に関して、主催者は一切責任を負いません。
▪客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。予めご理解のうえ、ご来場ください。

お願いと注意事項

コロナ感染予防対策

入場条件と入場時にご協力いただきたいこと

▪ご入場は、マスクご持参のうえ、会場内でご着用いただける方に限ります。
▪6歳以下のお子さまのマスク着用については、一律には推奨いたしません。
▪マスクを外して写真を撮る際は、飛沫防止の為、会話・発声をしないようお願いいたします。

マスク着用にご協力をお願いいたします

▪入場ゲートでは「AIサーモカメラ」を用いて検温を実施いたします。
▪検知結果によっては改めて体温測定を行い、37.5度以上の場合は入場をお断りいたしますのでご理解くださいますようお願いいた
します。

検温にご協力をお願いいたします

▪ご入場時には必ず手指消毒の実施をお願いいたします。また、会場内では随時、手指消毒にご協力ください。

手指の消毒にご協力をお願いいたします

▪同居家族の方を除き、入場される際やグッズ購入など、お並びの際は、できるだけ1m以上の間隔を空け、濃厚接触防止にご協力く
ださい。

距離を保ってお並びください

▪新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受けている方、自宅待機指示を受けている方
▪ご来場当日出発前に検温していただき、発熱が（37.5度以上）あった方
▪入場時の検温で発熱が（37.5度以上）あった方
▪ご来場日当日に体調がすぐれない方（頭痛、倦怠感、咽頭痛、咳、呼吸困難、鼻汁、味覚嗅覚障害などの症状）
▪過去7日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航および該当国・地域の在住者との濃厚接触がある方
▪過去7日以内に、新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した方との濃厚接触がある方
▪過去7日以内に、同居家族や身近な知人の感染が疑われる方
▪スタッフの指示に従っていただけない方

以下に該当される方はご入場いただけません

▪入退場時およびグッズ購入など、お並びの際は、お客さま同士、十分な間隔の確保をお願いいたします。
▪花火鑑賞は全席座席指定（椅子席）となります。指定席以外での鑑賞はご遠慮ください。
▪周囲の人との十分な間隔を確保するために、終演時は規制退場を行います。

ソーシャルディスタンスに関して

▪会場内では、大声での発声や会話はお控えください。また、会話をする際は、必ずマスクの着用をお願いいたします。
▪飲食をされる際は、黙食にご協力ください。

会場内での行動に関して

▪喫煙所での会話はお控えいただき、長時間の滞在はご遠慮ください。
▪会場内は、指定場所以外は禁煙となります。

喫煙所の利用に関して




