
 

報道関係各位         2019 年 6 月吉日 

神戸メリケンパークオリエンタルホテル 

まるで船旅のひととき、海辺のディスコパーティ 

｢OCEAN DISCOTIQUE｣8月開催 

～スペシャルゲストにＢｒｏ．ＫＯＲＮさん初出演！～ 

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。海に面したテラスのある、船旅をイメージする大宴会場にて、港町神戸ら

しいおしゃれで華やかな夜を提供します。ディスコ世代も、踊らない人も、楽しんでいただけるイベン

トです。｢WON’T BE LONG｣でお馴染みのバブルガム・ブラザーズの Bro.KORN さんをスペシャルゲス

トにお迎えします。 

＜左： 前回のディスコパーティ風景 右：スペシャルゲストの Bro.KORN さん＞ 

＜概要＞ 

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       4 階宴会場「瑞天」 

＊1 フードまたは 1 ドリンク付き        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 

＊フードまたはドリンクのチケット 10 枚付き   出演： WINZ      スペシャルゲスト： Bro.KORN 

VIP 席（SS 席）30,000 円             その他： コラボレーションアイテムなど 

＊シャンパン含むフリードリンクとオードブル付き           ブースを設置予定 

    税金・サービス料込み、お一人様料金    お問い合わせ先： 営業課 078-325-8119  

ドレスコード：Summer Blue（サマーブルー）           （月～土曜日 10：00-19：00） 
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DJ SALLY さんの演出によるディスコパーティ｢OCEAN DISCOTIQUE｣は今回で第 3 回となり、ゲスト DJ

は初回から出演いただいている、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です。

毎回ステージを華やかにライブステージで盛り上げるアメリカ人歌手の WINZ さんもパワーアップして

登場します。 

 

＜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、デビッド・コーズ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、スキットルズ、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。日本全国をツアーで訪れステージを華やかに

盛り上げている。クラシック、オールディーズ、R＆B、ヒップホップ、ラッ

プなど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 18 ホテル、5,433 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：18 ／ グループホテル総客室数：5,433 室 ／ グループホテル総従業員数：約

2,400 名 

 

※ 国内 18 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*2019 年 7 月開業予定（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（京都府京都市/ 150 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）、

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: 078-325-8102（広報直通）/FAX:078-393-1021 

 


