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クリスマスドローンショー実行委員会

クリスマスドローンショー2021in 上士幌
前夜祭 12 月 15 日（水）
メディア関係者様

特別ご招待のお知らせ

クリスマスドローンショー実行委員会（以下、実行委員会）は、2021 年 12 月 16 日〜25 日の 10 日間、北海
道・上士幌町（以下、上士幌町）の「道の駅かみしほろ」にて「カミシホロホテル presents クリスマスドロー
ンショー2021in 上士幌」を開催します。国内企業のドローンショーでは最大規模の 300 機のドローンを使用
し、夜空にクリスマスや上士幌のモチーフを描き出すショーです。道の駅かみしほろ館内には、暖かく快適に
ドローンショーを楽しめる有料の特別観覧席を設けます。またショーの合間には「とかちフレーズミュージッ
ク」プロデュースによる地元十勝の演奏家によるクリスマスコンサートを堪能することができます。本イベン
ト開催に先立ち、前夜祭と題し 12 月 15 日（水）に上士幌町民及びメディア関係者の皆様を先行ご招待させて
いただきます。
公式ホームページ：https://kamishihoro-drone.com/

カミシホロホテル presents クリスマスドローンショー2021in 上士幌イメージ

実施の背景
新型コロナウイルスの猛威により世界的に暗い話題が多くなる中、ここ上士幌町も例外ではなくイベントの中
止や延期が相次ぎました。実行委員会では、年が明ける前に何か世の中の希望となるイベントを行いたいとい
う思いから、本イベントを企画。配送サービスの実証実験や、夜間の遭難救助など、ドローン活用に意欲的に
取り組んできた町である上士幌町らしさを活かして、真冬の澄んだ夜空を、国内企業のドローンショーでは最
大規模の 300 機のドローンが彩るクリスマスショーをお届けします。
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■カミシホロホテル presents クリスマスドローンショー2021in 上士幌

前夜祭

日時：2021 年 12 月 15 日（水）18:00 開場
会場：道の駅かみしほろ
北海道河東郡上士幌町字上士幌東 3 線 227 番地 1

【内容】
18:00 開場
18:15 開演のご挨拶（クリスマスドローンショー実行委員長 丸山勇雄）
18:18 ドローンショーの紹介 (株式会社レッドクリフ 代表取締役 佐々木孔明)
18:30 第一回ドローンショー開演
18:40 第一回ドローンショー終了
18:40 上士幌町長 竹中貢ご挨拶
18:45 株式会社株式会社 karch（道の駅かみしほろ）代表取締役 千葉与四郎 ご挨拶
19:00 クリスマスコンサート produced by とかちフレーズミュージック開演
19:30 第二回ドローンショー開演
19:40 第二回ドローンショー終了
20:00 退場
※当日のスケジュールは変更の可能性があります
※ドローンショーは 1 回目、2 回目と違う内容となります。
※悪天候等によりイベントを変更又は中止する場合があります。

【参加のお申し込み】
ご参加いただける方は、12 月 8 日（水）までに下記 URL または QR コードよりお申し込みください。
予約フォーム：
https://forms.gle/UsTFEBaSxJxX5JUc8

■ カミシホロホテル presents クリスマスドローンショー2021in 上士幌 3 つの特徴
特徴 1 国内企業のドローンショーでは最大規模の 300 機による迫力ある演出
本イベントでは LED のついた 300 機のドローンが、プログラミング制御で 2D.3D アニメーションを演出し
ます。国内企業のドローンショーでは最大規模です。１部は３D デザインショー、２部はクリスマスショーの
演出となり、それぞれにアニメーションが 10 個ずつ登場します。夜空に描き出されるアニメーションのサイズ
は最大 100m×100m と大迫力の演出です。
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● ドローンショー運営：株式会社レッドクリフ
日本最大 300 機のドローンショー運営会社。すでに海外では浸透しつつあるドローンショ
ーですが、まだ日本では珍しく、注目を集めています。ドローンショーの開催には厳しい法
規制や専門知識が求められますが、豊富な実務経験とドローンに精通した知識のある代表・
佐々木を中心とするドローンのプロ集団が安全でハイクオリティなショーを提供します。

特徴 2 真冬の上士幌でも暖かく快適にショーを楽しめる、屋内の特別観覧席を用意
当日は道の駅かみしほろ屋外観覧エリアにて入場無料でご覧いただくことができます。また道の駅かみしほ
ろ館内には、暖かく快適にドローンショーを楽しめる有料の特別観覧席を設けます。実際にドローンが飛ぶの
は屋外ですが、道の駅かみしほろ内には外が見渡せる大きな窓があるため、屋内にいながらドローンショーを
楽しむことができます。軽食とドリンク付きとなっておりゆっくりとショーを堪能したい方におすすめです。
カミシホロホテル presents クリスマスドローンショー2021in 上士幌 特別観覧席
料金：2,200 円（税込）／1 席
内容：ドローンショー特別観覧席、軽食、ドリンク
席数：30 席
予約方法：https://reserva.be/kamishihorodrone
予約開始日：11 月 15 日 12:30 より全日程先着順にて受付
● 会場：道の駅かみしほろ
2020 年 6 月にオープンした「道の駅かみしほろ」、毎日来ても、特別な日に来て
も楽しめる「ここが旅の目的地」をコンセプトに、熱気球の体験搭乗やイベントな
どこれまでも実施してきました。館内は、焼き立てパンの香りが漂う SHOP、スイ
ーツと軽食のテイクアウト、コースで楽しめるレストランがあります。2021 年は、
リクルート北海道じゃらん、道の駅満足ランキング総合第１位を受賞しました。
公式ホームページ

https://karch.jp/michinoeki/

所在地

北海道河東郡上士幌町字上士幌東 3 線 227 番地 1

特徴 3

「とかちフレーズミュージック」プロデュースによる地元十勝の演奏家による生演奏

イベント当日はドローンショーだけでなく、道の駅かみしほろ館内にて「とかちフレーズミュージック」プロ
デュースによる地元十勝の演奏家によるクリスマスコンサートも行います。フルート、オーボエ、ピアノ、
ヴァイオリン、マリンバの演奏家が日替わりで 2〜3 名ずつ登場し、クラシックの名曲や誰もが知るクリスマス
ソングを中心に演奏。イベントを華やかに演出します。
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● プロデュース：とかちフレーズミュージック
通称「かちフレ」。十勝在住の音楽家による十勝の音楽文化向上のための音
楽企画事業。「音楽の力で十勝をもっと輝かせる」ことを目標に、クラシッ
ク音楽を主とした様々な場所・形での演奏会を企画しています。

■上士幌町
上士幌町は北海道の十勝エリア北部に位置し、面積は東京 23 区より少し広い約
695 平方 km、その 76%が森林地帯と非常に自然豊かな町です。大自然の恩恵を受
けた畑作、酪農などの農業が主要な産業となり、人口 5,000 人弱に対しておよそ
40,000 頭の牛が飼われており、その数は全国トップクラスです。また誰もが生き
生きと住み良い街を目指し、バイオガスプラントを核にした自然循環型農業とエネ
ルギーの地産地消、スマートタウンの実現に向けた光ファイバー全世帯設置、自動
運転バスの実証実験など、様々なアプローチで SDGs に取り組んでいます。
公式ホームページ

https://www.kamishihoro.jp/

■カミシホロホテル
2021 年 7 月 4 日開業。ホテルコンセプトは「小さな町の、便利なホテル」。タ
ブレット端末を使ったスマートチェックイン、客室入室時の顔認証システム、客室
のデリバリーボックス設置など、ICT 活用によるスマートで便利なサービスが特徴
です。町を楽しむための情報発信元として、地場産業の廃材を活用したアート展示
や、上士幌町産の食材を使った朝食の提供も行っています。
公式ホームページ

https://kamishihoro-hotel.com/

所在地

北海道河東郡上士幌町字上士幌東三線 237-30

■開催概要
<名称> カミシホロホテル presents クリスマスドローンショー2021in 上士幌
<主催> クリスマスドローンショー 実行委員会
<協力> 上士幌町
＜ドローン運営＞株式会社レッドクリフ
<特別協賛> カミシホロホテル
<場所> 北海道河東郡上士幌町字上士幌東 3 線 227 番地 1 道の駅かみしほろ
<アクセス> とかち帯広空港より、車で約 1 時間 30 分
<期間> 2021 年 12 月 16 日(木)〜2021 年 12 月 25 日(土)
<時間> 18:00〜20:00
＜料金＞ 入場無料 ※特別観覧席のみ有料・要予約となります。屋外での観覧は予約不要です。
<公式 HP> https://kamishihoro-drone.com/
<SNS> Twitter：https://twitter.com/XmasDroneShow
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＜注意事項＞
・悪天候等によりイベントを変更又は中止する場合があります。
・イベントの変更又は中止による交通費や宿泊費等の補償はいたしません。
【本リリースに関する報道関係からのお問い合わせ先】
クリスマスドローンショー 実行委員会 広報担当 西野 media@kamishihoro-hotel.com

