
大 

宮
古
河

新
古
河

上 

野
東 

京

浅 

草
春
日
部

栗 

橋

池 

袋
新 

宿 古河ゴルフリンクス

東武日光線

JR宇都宮線
上野東京ライン
湘南新宿ライン
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※当日渋滞が予想されますので、電車、バス等の交通機関をご利用ください。  ※花火の思い出と一緒に、ゴミは持ち帰りましょう。

茨城県古河市

古河ゴルフリンクス〈　 〉渡良瀬川
河川敷会 場

★JR宇都宮線（上野東京ライン・湘南新宿ライン）「古河駅」下車
★東武日光線「新古河駅」下車

7月3日 渡良瀬遊水地
ラムサール条約湿地登録記念日渡

良瀬遊水地ロゴマーク

こがナビ 検  索

三尺玉
2発g

PM7:20～8:40【荒天翌日】
※天候状況により、打上時間が変更になる場合があります。
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ごあいさつ

　「古河花火大会」が、今年も盛大に開催できますことを、心より御礼申し上げ

ます。今回で12回目を迎える古河花火大会は、回数を重ねるごとに、市内外

から大変多くの方々にご観覧いただき、名実ともに古河の夏の風物詩として

広く知れ渡ってまいりました。

　さて、今大会のサブタイトルは、市民の皆さまからご応募いただき『わたら

せの夏の夜空に咲く大輪』に決定しました。

　古河花火大会の目玉といえば、やはり三尺玉です。古河の夏の夜空を彩る直

径約650mの大輪の壮大なスケール感を、ぜひ、ご堪能いただければと思い

ます。

　また、会場となる古河ゴルフリンクスの奥には、ラムサール条約に登録され

た渡良瀬遊水地が広がり、その雄大な自然を背景に打ち上がる花火は、皆さま

の心を強く惹きつけることでしょう。

　結びになりますが、花火大会の実施にお力添えいただいた事業所や関係団

体及び関係機関の皆さまに改めて感謝申し上げるとともに、わたらせの夏の

夜空に咲く大輪の花火が、ご観覧いただいた皆さ

まの良い思い出となることを心よりご祈念いたし

ます。

　　　　　　古河花火大会実行委員長　

　　　　　　古河市長　針  谷　　力
 

■　主催　／　古河市　
■　主管　／　古河花火大会実行委員会
■　後援　／　栃木県栃木市　　　埼玉県加須市　　　栃木県野木町　　　群馬県板倉町
　　　　　　　東日本旅客鉄道㈱大宮支社　　　　　　東武鉄道㈱
　　　　　　　国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所　　
　　　　　　　穂高カントリー㈱
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三尺玉

花火師

三尺玉＆花火師 紹介

　古河花火大会で打ち上げられる三尺玉は、重さ約300㎏、打上げ用に筒に
詰める火薬は約80㎏使用します。玉の直径90㎝、打上げ用の筒は約４ｍも
あります。開花高度は600ｍ、開花直径650ｍと壮大なスケールで、花開く
特大花火です。
　比較すると三尺玉のスケールの大きさがよくわかります。
　また、三尺玉の詳しい模型が「お休み処 坂長」に展示してありますので、
お立ち寄りください。

　夏の夜空を飾り心震わす花火は、その一瞬はまさに芸術作品であり、その美しさは日本ならず世
界中の人々を魅了しています。古河花火大会を彩る３組の花火師をご紹介いたします。

　阿部煙火工業株式会社　所在地：新潟県加茂市
　花火の製造から、その打ち上げ作業までを一環して行います。三尺玉の製作には約６ケ月かか
り、また製作地の新潟県加茂市から古河市まで、火薬類は一般道で運ばざるを得ないなど苦労
もあるようです。関東最大級の三尺玉２発をご堪能ください。

　野村花火工業株式会社　所在地：茨城県水戸市
　全国の花火競技大会において多くの優勝実績があり、土浦全国花火競技大会や大曲全国花
火競技大会など有名な大会で通算16回の内閣総理大臣賞を受賞しています。一瞬の美しさに
こだわり続ける花火師の技と美しさをぜひご堪能ください。

　株式会社田熊火工　所在地：栃木県下都賀郡野木町
　創業1895年と長い歴史のある野木町の煙火店です。作りの細かな千輪菊や型物など単発
で見せる花火玉は形や色、輝き方に定評があります。キャラクター花火やワイドスターマイン
にもぜひご注目ください。

牛久大仏

東京タワー

東京スカイツリー

120m

333m

634m 三尺玉
（開花直径650m）
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実行委員長あいさつ　19：20

第１章　オープニングカウントダウン　

19：22～ 1  開幕の花 一斉打ち ㈱田熊火工

第２章　古河の四季　※まくらがの里・古河の四季を花火で綴ります。

19：25～

1 花桃物語 単発

㈱田熊火工
2 祭り太鼓 スターマイン

3 大輪の菊 単発

4 わたらせ雪化粧 ワイドスターマイン

第３章　きらめく星の世界へ　※名玉とスターマインコンビネーションです。

19：33～

1 きらめく星の世界へ ダブルスターマイン

野村花火工業㈱2 珠玉10発の大輪菊 単発

3 渡良瀬を彩る火の芸術 大スターマイン

第４章　スカイコンサート　※音楽に合わせた花火の乱舞です。

19：46～ 1 スカイコンサート 音楽花火 ㈱田熊火工

第５章　全国花火紀行　※全国の花火師から送られたプレゼント！5号玉と10号玉でのメッセージです。

19：54～

5号玉 10号玉 花火製造業者

変芯銀華車　他 緑紫芯錦冠先緑スパンコール 北海道 ㈱海洋化研

クリスタルフラワー 昇曲導付銀芯錦冠菊 秋田 ㈱小松煙火工業

フラッシュ入潮騒 芯入金閃冠 宮城 ㈱芳賀火工

紅群光芯四化二重輪星 白スパン芯往復反輪星 福島 ㈲糸井火工

昇朴付八重芯変化菊　他 昇朴付八重芯錦冠菊先緑点滅 長野 ㈲太陽堂田村煙火店

古河花火大会　打上プログラム
時　間 NO. タ　イ　ト　ル 内　　　　容 花火製造業者
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グラデーションW輪星 昇曲導付八重芯錦先緑銀乱 静岡 ㈱臼井煙火

青芯菊先紅黄金　他 紅キラ入引冠菊 岐阜 高木煙火㈱

昇曲導付芯入四色変化牡丹 昇曲導付鬼ヤシピンク牡丹 愛知 ㈱若松屋

銀朴付八重芯変化菊 銀朴付芯入マジック牡丹 鹿児島 ㈱大洋花火

第６章　あの夏の思い出　※超特大ワイドスターマイン

20：00～ 1 あの夏の思い出 音楽付ワイドスターマイン 野村花火工業㈱

第７章　三尺玉

20：10～ 1 昇曲導付小花入錦冠菊 三尺玉 阿部煙火工業㈱

第８章　銘花競演　　※ハートやスマイル・アニメのキャラクターが登場。

20：11～

1 蝶の舞い スターマイン

㈱田熊火工2 ゆかいな仲間たち 単発

3 銘花競演 ワイドスターマイン

第９章　音と光のマーチ　※花火の基本、芯入割物から最新の創造花火まで。

20：19～

1 音と光のマーチ 小型煙火ワイド打

野村花火工業㈱2 花火百景  5号玉100連発

3 美しき光のメロディー メロディースターマイン

第10章　グランドフィナーレ　※大会のフィナーレを飾る、三尺玉と超特大ワイドスターマインです。

20：33～

1 百花繚乱  単発 ㈱田熊火工

2 昇曲導付小花入錦冠菊 三尺玉 阿部煙火工業㈱

3 千輪の花園 特大ワイドスターマイン ㈱田熊火工

合計  20,528発
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協賛者ご芳名（企業・団体の部）
　

（順不同、敬称略）

協賛金額 ご　芳　名

250
万円

あおいうみ  あおいそら  みんなにゆめと感動を

小沢道路株式会社
150
万円

古河から世界へ！古河から未来へ！

日野自動車株式会社
60
万円

「MILKとともに」使命に対して誠実に、愛情を持って取組み続けます

トモヱ乳業株式会社

55.5
万円

居心地の良い生活空間を

株式会社タチキカックス
安心のできる生活をカタチに

株式会社プランドゥ
55
万円

日本発、世界へ！

三桜工業株式会社

50
万円

「地球にやさしいクルマ」の未来を創造する

京三電機株式会社
古河市のライフラインを支える

一般社団法人古河市建設業協会
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（順不同、敬称略）

協賛金額 ご　芳　名

50
万円

住まいからビルまで　あなたの街へ信頼と安心をお届けする

株式会社野本電設工業
あおいうみ  あおいそら  みんなにゆめと感動を

ブルーロード株式会社

30万円
以上
50万円
未満

㈱小野不動産建設　昱㈱
古河商工会議所
サンケイスポーツ・産経新聞諸川店・古河店
㈱三幸　㈱ショウナン

20万円
以上

30万円
未満

Atos㈱　㈱アバント
茨城県民生活協同組合・友愛記念病院
㈱エイ・アイ・エス　㈱影山倉庫　川崎鍛工㈱
古河ゴルフリンクス　古河市商工会
古河ヤクルト販売㈱
昭和電線グループ（昭和電線ケーブルシステム㈱、㈱ロジス・ワークス）
セキショウグループ　積水化成品工業㈱
田口金属㈱　東海体育指導㈱　
福井電機㈱茨城営業所　前田電気㈱　
ヤマザキビスケット㈱　㈱ヨシダ

10万円
以上

20万円
未満

ヤマト工業㈱　㈱アサイ　㈱旭興業　旭木材工業㈱
アプス・デザイン㈱　㈱イシカワ功電社
㈱ウィズウェイストジャパン　㈱エコスホーム
㈱エスケー・コンポスト　㈱NTTドコモ茨城支店
王子コンテナー㈱茨城工場　㈱大橋地所　㈱丘里
岡本物流㈱　金澤工業㈱　倉持測量㈱　KDDI㈱
小池㈱　古河環境サービス㈱　古河市金融団
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（順不同、敬称略）

協賛金額 ご　芳　名

10万円
以上

20万円
未満

古河市三和水道協同組合　古河市造園協会
古河市電設業協会　古河青果㈱　小林工業㈱
三和企業㈲　三和コンクリート工業㈱　
サンワ設計㈱　㈲サンワ浄化槽サービス
ジャパンフリトレー㈱古河工場　新和企業㈲　
青伸産業運輸㈱　積水ハウス㈱関東工場
セブンイレブン古河南店　セメダイン㈱
センコー㈱北関東主管支店　総和管工事協同組合
㈱第一テクノ　㈱ダイナック道の駅まくらがの里こが
ダイハツ古河　㈱タカノ重機土木　千代田運輸㈱　
㈱トーアテック　㈲長塚建築設計事務所　日本卓球㈱
日本パーカライジング㈱　日本バイリーン㈱
㈱初見運輸倉庫　HARIO㈱　平河ヒューテック㈱
藤越衣料㈱　北進産業㈱　㈱丸栄商店　㈱丸満餃子
㈱ミズヨケ　三井化学東セロ㈱
特別養護老人ホームみどりの里　㈱宮原製作所
矢吹工業㈱　山崎製パン㈱古河工場　
ヤマニ屋物流サービス㈱　結城電設㈱　㈱吉澤運送　
㈱ヨシザワ建築構造設計　㈱吉田製作所　
和野聡司法書士・行政書士事務所

5万円
以上

10万円
未満

㈱ギンビス　㈱寿進　日本梱包運輸倉庫㈱　㈱アイホー
大里産業㈱　ガスミックス工業㈱　株木建設㈱茨城本店
三展ミネコンサルタント㈱　㈱篠崎ポンプ機械製作所
司法書士・土地家屋調査士松井事務所　常総開発工業㈱
税理士法人報徳事務所　積水成型工業㈱関東工場
総和防災㈱　竹村建築事務所　龍田化学㈱　㈲筑西建設
中央測量設計㈱古河支店　つくば建築設計事務所㈱
㈱ナガツカ　日鉄住金ステンレス鋼管㈱
日本ウェーブロック㈱　㈱羽石英夫建築設計事務所
丸通グループ　山本解体工業㈱　㈱リサイクル事業団
㈱渡辺本家倉庫
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（順不同、敬称略）

協賛金額 ご　芳　名

3万円以上
5万円未満

㈲並木会館　㈱アイワ技研　㈱青木測量設計　暁飯島工業㈱
イオン古河店・専門店街　㈱石塚造園
（一社）茨城県トラック協会古河支部　（一財）茨城県薬剤師会検査センター
茨城西南広域消防本部幹部一同　㈱ウォーターエージェンシー
S・Tecフーズ㈱古河ファクトリー　㈱折橋製作所　㈱桂設計　
㈱川上造園土木　木野内工務店　きものサロンかどいせ
㈱Clean&Green　栗原建設㈱　桑原公認会計士事務所　㈲光華園
ゴウダ㈱　興和古河ファクトリー㈱　古河印刷工業組合
古河市三和金融団　コジマ測量㈲　㈲小林工ム店　㈱小松電工社　
埼玉運輸倉庫㈱　㈲酒井工務店　㈱坂田測量設計事務所古河支店　
㈱サンエンジニアリング　㈲三和中央サーベイ　㈱ジステック
㈱下村　㈲新和産業　㈱鈴木印刷所　須永ビルサービス㈱
スマイル歯科クリニック　㈱関口測量　
積水アクアシステム㈱東京事業所　関根造園　総和金融団　
大和電気工事㈱　中央工業㈱　中和印刷㈱　㈲築井商事　
㈱都市計画センター　㈲トヨダ　長島園芸　㈱西関東ソイルベスト
㈱西原環境首都圏支店茨城営業所　㈱日昇つくば　㈱二宮　
日本文教出版㈱　ぬた屋甘露煮店　野口造園　㈲野村甘露煮店　
御菓子はつせ　日立造船㈱　Hitz環境サービス㈱　㈱平野商店　
冨久家　フルヤ緑販㈱　㈱平成技研　ゆげ洋品店　吉田造園　
（一財）渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団　和の美おぐら

2万円以上
3万円未満

㈲前島自動車修理工場　㈱アーバンシステムコンサルタント
阿久津経営労務管理事務所　當り矢本店　油鉃印刷㈱　㈱アンバン
イーナクエスト㈱　茨城県石油商業組合古河支部　はんこの㈱いろは堂
宇都宮ステーション開発㈱VAL古河駅ビル　NTT東日本栃木支店
荏原電機工業㈱　大橋電業所㈱　㈱オクスト　栫築炉工業㈱　㈱カスミ
㈱環境技研コンサルタント茨城支店　㈲関東ビルクリーニング
関東不動産鑑定事務所　㈱関東補償コンサルタント　㈲北村造園
㈱ケディック　国際航業㈱水戸営業所　国土建設コンサルタント㈱
手打そば境屋　㈱猿島測量　㈱白川電機製作所　ダスキン古河南支店　
鶴田電機㈱　㈱富田製作所　中川理水建設㈱
ナカシャクリエイテブ㈱東京支店　㈱中城
㈱フクシ・エンタープライズ　㈲不二測量調査　㈲益子樹脂興業
㈱増山栄建築設計事務所　ミヤト倉庫㈱　ミロク精密鍛工㈱
明電ファシリティサービス㈱古河主幹事業所　㈱めいわ　本橋測量㈱
㈱安田　㈲山室物流　㈱若栁建築事務所　㈱渡辺商運　料亭和田家　
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（順不同、敬称略）

協賛金額 ご　芳　名

1万円以上
2万円未満

アイオン㈱関東工場　合野口工務店　㈱青木工務店　㈲安喰商会　旭技建工業㈱
アフラック代理店㈱佼津　学習・進学指導アプス　㈲天谷自動車　
荒井電気管理事務所　有馬電気管理事務所　㈱アルファ企画　アルメタックス㈱　
㈱イーエス商会　石誠自動車整備工場　石塚化学産業㈱関東工場　㈲一平　
茨城アイホー調理機㈱　茨城急行自動車㈱　茨城トヨタ自動車㈱古河店　
茨城宝栄工業㈱　茨城流通サービス㈱　イレブンスポーツ　梅田電気管理事務所　
㈱衛生コンサルタント　ＮＣ関東パイル製造㈱　海老澤建設㈲　遠藤動物病院　
大崎データテック㈱　㈱オーチュー茨城支店　㈲大塚牛乳店わたらせ宅配センター　
大船工業㈱　落合クリーニング店　お茶の鈴木園　カーサロン峰　㈱笠倉メテック　
川上建設㈱茨城支店　うなぎ・天ぷら川松　㈲関東実行センター
関東ビルサービス㈱　菊寿司　北関東綜合警備保障㈱　㈲きぬ設計　キムラ電機㈱　
㈱きもと茨城工場　協業組合古河・総和自動車整備センター　共同測量㈱　
合県西開発　㈲小泉建材店　古河算数数学教室　古河市倫理法人会　㈲ごか測量　
古河テクノビジネス専門学校　古河ビルサービス㈱　古河福祉タクシー　
古河薬品工業㈱　古河料亭組合　COCOファーム　㈱小林鑿泉工業所　小林体育社　
㈱小山塗装　サトウシステムテック　㈱サンアメニティ茨城支社　三栄管理興業㈱　
㈱サンケー技工　㈲三信電気　三洋工業㈱　三立調査設計㈱古河支店　
ジャパンパイル㈱　樹木医・古谷孝行　㈱ジョイフル本田古河店　昭和㈱　
㈲白石製作所　白井企画㈱　㈱水機テクノス　スズキアリーナ三和　雀神社　
㈱すだ包装　スミスキャリア㈱　セイホクテック㈱　関口家具店　㈱全日茨城　
㈱綜企画設計茨城支店　㈱総研　㈱総プロ　㈲ソーワ加工所　㈱測研茨城　
㈲高木測量設計　㈱高原計機　髙松商事㈱　立花防災㈱　㈱塚越産業　㈲塚原自動車
㈱つくばエンジニアリング　戸井乳業㈱　東京海上日動火災代理店㈱佼津　
東京カラーグラビヤ工業㈱　東京電機機器サービス㈱　㈱東尚　藤成測量㈱　
東武鉄道㈱　㈱トウペ茨城工場　東洋プリンティング㈱　
都市管理サービス㈱茨城支店　鳥海建工㈱　中川商事㈱　那須測量㈱茨城支店　
ナブコシステム㈱つくば営業所　㈲並木保険企画　日興通信㈱　㈱日幸電機製作所　
㈱日本ウォーターテックス　㈱日本管財環境サービス
㈱日本サーモエナーつくば営業所　特定非営利活動法人日本スポーツ振興協会
日本電化工機㈱　日本電技㈱つくば支店
配電盤茨城団地協同組合（テクノパーク古河）
配電盤茨城団地協同組合青年部（テクノパーク古河）　パクマ　BASFジャパン㈱　
光商工㈱　㈱フケタ設計 　㈲フジコー　㈱富士通マーケティング関越支社　藤屋　
双葉メッキ工業㈱古河工場　㈱船橋　㈱プラントサービス　ヘアーサロンミルキー　
平成理研㈱　宝蔵寺直営サールナート　宝蔵寺直営ペットメモリアル慈光苑
ほくさい農業協同組合北川辺支店　墨東化成工業㈱　ホコタ設計コンサルタンツ㈱
ホンヤ電気管理事務所　㈲ますや酒店　松屋洋品店　㈱丸山　三ヶ尻工業㈱
㈱三橋設計　㈱三積商事　ミドリ安全古河㈱　㈲明光印刷　メガネ・時計の関宗
㈲森谷装飾　焼肉大門　㈱ヤマト 　やまと技研㈱　㈲山室自動車修理工場
㈱ユニバーサル技研　㈱横河ブリッジ　㈱横須賀満夫建築設計事務所　㈱嘉和
㈱ランバーテック　ルリ幼稚園　㈱ロングライフ　㈲渡辺製作所　㈱綿引無線　
大吉＆虹の橋の常吉＆常太郎
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古河ゴルフリンクス

ア
リ
ー
ナ

サイクリングロードサイクリングロード

トイレ

トイレ

ト
イ
レ

ト
イ
レ

トイレ

大会
本部

受付
ゲート1

出入りする際には
チケット（リストバンド）の
提示をお願いいたします。

受付
ゲート2

出入りする際には
チケット（リストバンド）の
提示をお願いいたします。 協賛者席

協賛者席

有料観覧席

トイレ
トイレ

ご　芳　名

埼玉県 加須市　　　　　　山形県 真室川町　　　　　　栃木県 さくら市
栃木県 さくら市議会　　　栃木県 喜連川観光協会　　　栃木県 野木町

（順不同、敬称略）

協賛者ご芳名（自治体等）

花火会場  大会本部付近配置図

ご　芳　名

イーエム建設㈲　㈱イワセ運輸機工　㈲岩田工業　宇都木建設㈱　大高工業㈱　㈲大谷組　
㈱岡本工務店　小川建設工業㈱　㈱鬼山工業　開発産業㈱　㈱菊池工業　㈱共立創建　
草間総合建設㈱　㈱グッドレイク　㈱ 幸大　㈱幸土　㈲小森谷建設　㈱ゴヨー　斉藤工事㈱
㈲三協工業　㈱サンコー緑地建設　㈲城北工業　㈲鈴雅工業　㈲諏訪建産業　㈲関建設　
㈲総和解体工業　大近建設㈱　㈲太信建設　㈱髙﨑建設　㈱高橋芝園土木　㈱田中工業　
㈲田村建設　㈱チヒロ建興　㈲中村建材　生井工業㈱　㈲並木建設工業　㈲新良建設　
㈱日生産業　㈲張替工業　坂東工業㈱　㈲丸勝建設　㈱丸健工業　森田建設工業㈱　
㈱安田建設　㈱ヤマシン　山中建設工業㈱　㈲吉葉工務店　吉原興業㈲　㈲ワークス

（順不同、敬称略）

協賛者ご芳名



コンビニ

コンビニ

古河市立
サッカー場

古河市立
野球場

喫煙マナーに
ついて

道路での歩行喫煙
や、花火の見物場所
での喫煙はご遠慮
下さい。

古河花火大会交通規制図

打上場所

新古河
東武日光線

至加須

至
東
京

利
根
川

至
幸
手

至佐野

至小山

至宇都宮

至下妻

至境至境

渡良瀬川
新
三
国
橋

三
国
橋

堤　　防 堤　　防

古河ゴルフリンクス 雀神社

参
宮
道
路

クリーン
センター

し尿処理場

八百屋

街角美術館

篆刻美術館

坂長

鍛冶町の蔵

銀行

銀行

古河警察署

大聖院線

東口

西口

ホテル

はなもも
プラザ

古河
文学館

　　古河
歴史博物館

GS

GS

〒

よこまち柳通り

ジャズコンサート会場　午後４時～午後8時40分

古河JC主催
SOUND GALAXY LIVE会場

古河
観光案内所

JR宇都宮線

● 当日渋滞が予想されますので、電車・バス等の交通機関をご利用ください。
● 規制時間は交通状況により多少変更になる場合もあります。
● 古河ゴルフリンクスは、関係者以外の駐車はできません。
● 河川敷には車両の乗り入れはできません。
● 私有地及び路上の無断駐車は近隣住民の迷惑となりますのでご遠慮ください。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

①古河第一小学校 普通車　　　　　　250台 徒歩10分
②古河第二小学校 普通車 250台 徒歩15分
③古河第三小学校 普通車 250台 徒歩40分
④古河第六小学校 普通車 150台 徒歩30分
⑤市役所古河庁舎 普通車 130台 徒歩25分
⑥古河公方公園 普通車・大型車 600台 徒歩30分
⑦福祉の森会館 普通車 300台 徒歩40分

●古河駅周辺の有料パーキング（約1,000台）もございます。
● 花火の思い出と一緒にゴミは持ち帰りましょう。

江
戸
町
通
り

全域路上駐車禁止

⑤

②

③

④

⑦

⑥

大会本部

①

大会開始直前、終了直後は会場・駅周辺が大変混雑します。雑踏での事故にご注意ください。
また、地震等が発生した場合は、あわてずその場に留まり、主催者や現場の警察官の
指示に従い、落ち着いて行動してください。さらに、懐中電灯などもご用意されること
をお勧めします。

大会会場周辺における
小型無人飛行機（ドローン等）の飛行は禁止します。

駐車場　約1,930台（古河市内のみ）

赤松町 鴻 巣

柏 戸

大 堤 三杉町下山町南中 田

月　日 凡　例 規制内容
一 方 通 行 午後 5時～午後10時00分

午後 5時～午後10時00分
 正　　午 ～午後10時00分

歩行者専用道路
歩行者専用道路

規制時間

8月5日（土）
（荒天翌日）


