NEWS RELEASE
2019 年 7 月吉日

報道関係各位

神戸メリケンパークオリエンタルホテル

海辺でディスコパーティ

第 3 回｢OCEAN DISCOTIQUE｣開催
神戸メリケンパークオリエンタルホテル（所在地：兵庫県神戸市中央区／総支配人：松岡正）では来る 8
月 23 日（金）に、Kiss FM KOBE との共催で第 3 回｢OCEAN DISCOTIQUE（オーシャン ディスコティー
ク）｣を開催します。今回は総合 DJ の SALLY さん、ゲスト DJ として神戸を代表するターザン山下さん
のプレイに加えて、アメリカ人歌手の Winz さんとスペシャルゲストとしてバブルガム・ブラザーズの
Bro.KORN さんをお迎えしライブステージを充実させて、夏らしいセレクションの音楽で盛り上げます。

＜前回のディスコパーティ風景＞

【 OCEAN DISCOTIQUE（オーシャン ディスコティーク）】
日時：2019 年 8 月 23 日(金) 19:00～24:00

会場： 神戸メリケンパークオリエンタルホテル

料金：一般席 前売 5,000 円/当日 6,000 円
＊1 フードまたは 1 ドリンク付き

4 階宴会場「瑞天」
演出： 総合 DJ / DJ SALLY ゲスト DJ /ターザン山下

VIP 席（S 席）15,000 円

Produced by Kiss FM KOBE & DJ SALLY
Winz

＊フードまたはドリンクのチケット 10 枚付き

出演：

VIP 席（SS 席）30,000 円

その他：

＊シャンパン含むフリードリンクとオードブル付き

税金・サービス料込み、お一人様料金
ドレスコード：Summer Blue（サマーブルー）

スペシャルゲスト： Bro.KORN

コラボレーションアイテムなど
ブースを設置予定

お問い合わせ先：

営業課 078-325-8119
（月～土曜日 10：00-19：00）

日本にディスコが上陸して 50 年を迎えるという記念の年であった昨年の夏に、第一回｢OCEAN
DISCOTIQUE｣をスタートしました。神戸では夜の観光を促進する｢ナイトタイムエコノミー｣を応援する
イベントとして、地域とともにより多くの来神者に楽しんでいただける機会を提供したいと考えていま
す。ディスコ世代だけでなく若い世代にも楽しんでいただける“インスタ映え”撮影コーナーなど一夜の
イベントです。
VIP エリアはリピーターのお客さまを想定しスケールアップいたします。フードは上野教男総料理長監
修によりスパイシーな夏のメニューと国産牛炙り焼きの実演コーナーが揃います。ドリンクも夏らしく
オリジナルモヒートや神戸フレンチハイボールなどをご用意します。ハーバーランドや山側の景色を望
む宴会場のテラスでも音楽やドリンクなど楽しんでいただけます。
出演者からのコメントが届いています。
＜神戸のディスコシーンといえばという存在のターザン山下さん＞
最高のロケーション、神戸のランドマークホテルで、毎回大盛況の「OCEAN DISCOTIQUE」も第 3 弾という
事で、僕もとても楽しみにしています。あなたのこの夏を盛り上げる最高の選曲でお待ちしています！
Let' enjoy!
＜初出演の Bro.KORN さん＞
皆さん、Bro. KORN です。いよいよ、今年の夏は久しぶりに神戸へ乱入いたします。昔、六本木辺りでディス
コの帝王と言われていた俺がこの歳になっても遊び続けていられる理由は心地よいディスコサウンドと美味
しいお酒があるからです。そしてなんと言ってもシャレオツで綺麗な女性と出逢えるからです。そんな、訳で
今年は神戸の皆さんとディスコナイトを一緒に過ごしましょうね。
「OCEAN DISCOTIQUE」@神戸メリケンパ
ークオリエンタルホテルでお会いしましょう。サンミナ、シクヨロ、ガイオネ、マスイタシ。
（皆さん、よろし
くお願いいたします）
。

＜パーティをプロデュースする DJ SALLY さん＞
OCEAN DISCOTIQUE も皆様のご愛顧のお陰を持ちまして 3 回目を迎えます。誠にありがとうございます！今
回は熱い夏の「OCEAN DISCOTIQUE」を更に熱く盛り上げてくれること間違なしの Bro.KORN 氏をスペシャ
ルゲストに迎えてお届けします！ご期待下さい！

＜毎回会場を盛り上げるアメリカ人歌手の Winz さん＞
Great atmosphere. The DJ’S and live performances are top class. Great variety and so much fun every time. If there
is such a place to dance the night away........here is your chance. We have something for everyone. We are always
striving out to perform the last party. Come out and show out........create your own show on the dance floor. It all
started with a dream and the dream has come true and we look forward to sharing it with all of you........let’s take it
to the world.
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（訳）最高の雰囲気。DJ のプレイとライブステージはトップクラスです。毎回バラエティに富んだ楽しいパ
ーティです。一晩踊り明かす場所が欲しい人はここに来てください。（踊る人も踊らない人も）誰にでも何か
しら楽しんでいただける内容です。毎回よくなっています。皆さんらしいダンスを見せてください。夢をかな
えようとスタートしましたが、夢が叶ってきています。皆さんと分かち合いたいと思います。一緒に楽しみま
しょう。

＜出演者プロフィール＞

【DJ SALLY】
（サリー）
20 歳の頃よりモデルと DJ を始め、R&B、ソウルミュージックに目覚める。
1985 年から 2001 年まで九州の各有名ディスコやクラブでの DJ などを経て
2003 年広島に活動拠点を移し現在に至る。“アーバン・ラグジュアリー”という
テーマをいち早く掲げ、ディスコのみにこだわらず大人が楽しめる空間と音楽
プロデュースを行う。また、広島のラジオ・テレビ番組のレギュラー出演、
CM ナレーションやブライダルパーティーを始め各種イベントの MC や DJ を
担当している。2011 年からオリエンタルホテル広島において 3 ヶ月に一度おと
なのためのディスコイベント｢Discotique NewYork!! NewYork!!｣の DJ プロデュ
ーサーとして活動中。
【ターザン山下】
（ターザン ヤマシタ）
Kiss FM KOBE を中心にラジオ DJ として活躍。タレントとして地元ケーブルテ
レビのレギュラー番組などに出演中で活躍している。ナレーターとしても数々
の CM の声を担当。ベースであるクラブ DJ は 30 年を迎えるが現在も様々なク
ラブ、ディスコイベントでプレイしている。そのほかイベントや結婚式（ブライ
ダル関連）の MC・司会者なども務める。放送制作・イベント、ブライダル等の
パーティー企画運営を手がける会社である株式会社ターザン堂の代表でもある。

【Bro. KORN】
（ブラザー・コーン）
現在はソロ活動を中心とする、結成 36 年を迎えるバブルガム・ブラザーズの Bro.
KORN。｢WON’T BE LONG｣の大ヒットにより 180 万枚のミリオンセールスを達

成後の NHK 紅白歌合戦初出場を始め、FNS 歌謡祭、有線大賞、TBS 音楽祭新
人賞等を次々と受賞。久保田利伸、藤井フミヤ、郷ひろみなど多くの著名アー
ティストへ楽曲を提供し、プロデューサー、シンガー、タレント活動を展開
中。2012 年よりオリンピック・パラリンピック選手を応援する「Sports of
Heart」チャリティーイベントに参加。東日本大震災後、精力的に各地域を訪問
しパフォーマンスを通して「元気・勇気」を与え続けている。
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【Winz】 （ウィンズ）

幼少の頃からロサンゼルスのバプテスト教会の聖歌隊で歌い始め、人気の DJ
として活躍。その後トップミュージシャン達のバンドで歌手として全米ツアー
を回る。アメリカを始め多くの国でアッシャー、ココ・リー、ボビー・コール
ドウェルなど大物アーティスト達のオープニングアクト、コーラスとしてステ
ージに多数出演。俳優としてもシンガポールの映画に出演。パナソニック、ペ
プシなど大手企業の広告やコマーシャルへの出演も数えきれない。クラシッ
ク、オールディーズ、R＆B、ヒップホップ、ラップ等あらゆるジャンルを網羅
する。

★ 株式会社ホテルマネージメントジャパン 会社概要
株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内 20 ホテル、5,951 室のホテルを運営するホテル経営会社です。
全国各地で「オリエンタル」、「ヒルトン」、「マリオット」、
「ホリデイ・イン」など、国内外のブランドをはじめ
東京ディズニーリゾート(R)・パートナーホテルなど多種多様なホテル経営を行っています。
※ グループホテル数：20 ／ グループホテル総客室数：5,951 室 ／ グループホテル総従業員数：約 2,600 名
※ 国内 20 ホテル
ヒルトン成田（千葉県成田市/ 548 室）
、インターナショナルガーデンホテル成田（千葉県成田市/ 463 室）
、オリ
エンタルホテル 東京ベイ（千葉県浦安市/ 511 室）
、ヒルトン東京お台場（東京都港区/453 室）
、ホテル オリエ
ンタルエクスプレス 東京蒲田（東京都大田区/ 158 室）
、ホテル オリエンタルエクスプレス 東京銀座（東京都
中央区/ 103 室）
、オリエンタルホテル京都 ギャラリー*2019 年 9 月開業予定（京都府東山区/ 150 室）、
、オリエ
ンタルホテル京都 六条*2019 年 11 月開業予定（京都府下京区/ 166 室）
、ホテル日航奈良（奈良県奈良市/ 330
室）
、ホリデイ・イン大阪難波（大阪市中央区/ 314 室）
、なんばオリエンタルホテル（大阪市中央区/ 258 室）
、
ホテル オリエンタルエクスプレス 大阪心斎橋（大阪市中央区/ 124 室）、 オリエンタルスイーツ エアポート 大
阪りんくう*2019 年 12 月開業予定（大阪府泉佐野市/ 258 室）、神戸メリケンパークオリエンタルホテル（神戸市
中央区/ 319 室）
、シェラトングランドホテル広島（広島市東区/ 238 室）
、オリエンタルホテル広島（広島市中区
/ 227 室）、オリエンタルホテル福岡 博多ステーション（福岡市博多区/221 室）、沖縄ハーバービューホテル（沖
縄県那覇市/ 352 室）
、ホテル日航アリビラ（沖縄県読谷村/ 397 室）
、オキナワ マリオット リゾート ＆ スパ
（沖縄県名護市/ 361 室）

≪報道関係者からのお問い合わせ先≫
神戸メリケンパークオリエンタルホテル 神戸市中央区波止場町 5 番 6 号
広報担当： 柏﨑・仲

電話: 078-940-0334（広報直通）/FAX:078-393-3071
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