
ソーセージワーフ 丸ごとカマンベール
とソーセージのアヒージョ 1,300円

大切な人と一緒にハウステンボスのクリスマスを楽しもう！

可愛いクリスマス雑貨や射的の屋台を
巡った後はホットワインとワンハンドの
グルメをテイクアウト♪

●㊧バブルワッフル/ダブルクリーム
ストロベリー 950円、●㊥千年の森
のクリスマスツリー（マグカップ付
き）1,200円、●㊨スノーマンのホッ
トチョコ  600円

ミュージカルキャストの楽しい歌や
ダンスに合わせてクリスマスタウンが
一斉にゴールドの輝きに！ ソーセージワーフ 丸ごとカマンベール

とソーセージのアヒージョ 1,300円とソーセージのアヒージョ 1,300円

期間中はサンタが登場！記念
に写真撮影ができちゃいます

※昨年の様子 ※開花状況は天候やその他の事由により変動することがあります。

一斉にゴールドの輝きに！

親子一緒にクリスマスの
ショーを楽しもう！

アトラクションタウンMAP

D

クリスマスタウン

大切な人と一緒にハウステンボスのクリスマスを楽しもう！

アトラクションタウンMAP

D

光の街のクリスマス大切な人と一緒にハウステンボスのクリスマスを楽しもう！大切な人と一緒にハウステンボスのクリスマスを楽しもう！大切な人と一緒にハウステンボスのクリスマスを楽しもう！大切な人と一緒にハウステンボスのクリスマスを楽しもう！大切な人と一緒にハウステンボスのクリスマスを楽しもう！大切な人と一緒にハウステンボスのクリスマスを楽しもう！

クリスマスタウンには
いたるところに
サンタがたくさん！

アムステルダムシティ

ソーセージワーフ 丸ごとカマンベール
とソーセージのアヒージョ 1,300円

クリスマス雑貨や
グルメに心がときめく

場内レストランのクリスマス限
定グルメ＆デザートを堪能！
ホテルレストランでは豪華ブッ
フェを楽しめます♪

→詳細は裏面をcheck！

場所／ フォンデル
高さ約3.7ｍもあるツリーの
ガチャガチャが登場！友だちと
一緒に回してみよう♪
1回500円

7D

9D

※画像はイメージ

いたるところに
サンタがたくさん！

場所／ アムステルダム広場
クリスマスをイメージした華やかなショーは必見！
歌劇団の他にもレビューHTB天鼓のパフォーマ
ンスなど広場が盛り上がる♪

14G

1回500円

場所／ パサージュ
巨大なポインセチアツリーを中心にパサージュが
クリスマスカラーの花で彩られる！

5G

フラワーパサージュの他にも
場内では香り豊かな秋バラを
ご覧いただけます♪
場所／ アートガーデン、

パレス ハウステンボス前庭
2E

21K

11/21日
まで

他にもクリスマスver.になったイルミネーションスポットも！他にもクリスマスver.になったイルミネーションスポットも！

※公演スケジュールは公式WEBサイト
にてご確認ください

レビュー HTB

天 鼓

力強い和太鼓などを融合した新たなエンターテインメント

料金／プレミアム席 1,000円・SS席 500円　※公演スケジュール・タイトルは都合により変更す
る場合がございます ※公演スケジュールは公式WEBサイトにてご確認ください
料金／プレミアム席 1,000円・SS席 500円　※公演スケジュール・タイトルは都合により変更す

歌劇ザ・レビュー ハウステンボス歌劇ザ・レビュー ハウステンボス
歌劇を超える“LIVE歌劇”

ASLAN～黎明に輝け～ファンタジーミュージカル
孫悟空

チームシャイン

ミューズホール5D

11/19■金
スタート

チームハピネス

オリエンタルファンタジーロマン「美しき黄金の泉」チームフラワー

まるで建物が動いているような
不思議なマッピング。季節限定の
映像をお見逃しなく！

場所／ スタッドハウス14G

11/15■月千秋楽

場所／ パレス ハウステンボス20K

シルクロードを介して
栄えた文明の品々が一堂に！

『探偵テンボスシリーズ』に新
コースが登場！今度はクリスマ
ス期間限定の謎解きが楽しめ
ます♪お子様向けの親子一緒
に楽しめる謎解きも！

場所／ パレス ハウステンボス3階20K

フォトグラファー西澤律子氏の煌
びやかであたたかい冬の写真を
展示

　　　どこかに潜むレアサンタを
見つけて投稿すれば、豪華賞品を
GETできる大チャンス！

2022.1/17■月まで

2022.1/10■月・■祝まで

12/26■日まで

シルクロードを行くキャラバンー東・太陽　平山郁夫　２００５

～写真と旅する時間～fantasy
同時開催

※画像はイメージ

白銀に輝く光の道のまわりにはたくさ
んのランタンが織りなす光の森が！木々
の合間をキラキラと輝かせるスポットも

白銀に輝く光の道のまわりにはたくさ
んのランタンが織りなす光の森が！木々
の合間をキラキラと輝かせるスポットも

21K

白銀に輝く光の道のまわりにはたくさ白銀に輝く光の道のまわりにはたくさ白銀に輝く光の道のまわりにはたくさ白銀に輝く光の道のまわりにはたくさ白銀に輝く光の道のまわりにはたくさ
んのランタンが織りなす光の森が！木々んのランタンが織りなす光の森が！木々んのランタンが織りなす光の森が！木々んのランタンが織りなす光の森が！木々
白銀に輝く光の道のまわりにはたくさ白銀に輝く光の道のまわりにはたくさ白銀に輝く光の道のまわりにはたくさ白銀に輝く光の道のまわりにはたくさ
場所／ パレス ハウステンボス場所／ パレス ハウステンボス21K場所／場所／場所／場所／場所／場所／ パレス ハウステンボスパレス ハウステンボスパレス ハウステンボスパレス ハウステンボスパレス ハウステンボスパレス ハウステンボス

輝くチャペルをメインにアムス
テルダム広場一帯が白銀の世界
に！今年の点灯式ではプロジェ
クションマッピングの演出も加
わってよりいっそう幻想的に

輝くチャペルをメインにアムス
テルダム広場一帯が白銀の世界
に！今年の点灯式ではプロジェ
クションマッピングの演出も加
わってよりいっそう幻想的に

輝くチャペルをメインにアムス輝くチャペルをメインにアムス輝くチャペルをメインにアムス輝くチャペルをメインにアムス
場所／ アムステルダム広場

輝くチャペルをメインにアムス輝くチャペルをメインにアムス輝くチャペルをメインにアムス輝くチャペルをメインにアムス
14G場所／ アムステルダム広場場所／ アムステルダム広場14G

頭上に広がる約700本の傘がにぎやか
な曲に合わせて光躍るショーは必見。

場所／　　近く11D 14D

宮殿の奥にある光のアー
チをくぐると大切な人との
距離も縮まる

宮殿の奥にある光のアー
チをくぐると大切な人との
距離も縮まる

22K

宮殿の奥にある光のアー宮殿の奥にある光のアー宮殿の奥にある光のアー宮殿の奥にある光のアー宮殿の奥にある光のアー

22K
場所／

パレス ハウステンボス
場所／

パレス ハウステンボス
場所／場所／場所／場所／場所／場所／場所／場所／

夜空に高く噴きあがる日本最長
85ｍの光と水と音楽のパフォー
マンスは圧巻！

場所／ フラワーロード横運河2B

夜空から広大なアートガーデンへと
流れおちる幅66ｍの光の滝は壮観。
夜空から広大なアートガーデンへと
場所／ アートガーデン
夜空から広大なアートガーデンへと
場所／ アートガーデン5E

音楽が流れると、広場の中心に
佇むドームが華やかに光り出す！

場所／ 光のファンタジアシティ1F

純白の輝きに染まった
イルミネーションでロマンチックな世界を

場内にいるサンタの写真を撮ったら、
#クリスマス #光の街のサンタをつけて
TwitterまたはInstagramに投稿してね！投
稿を　　お菓子の城のスタッフに提示した
方全員にサンタからのプチプレゼントが♪

7G
場所／

謎解き探偵事務所12D

ロマンチックなイルミネー
ションの世界を楽しんだ
後はベイサイドキッチンで
温かいスープやホットワイ
ンでひと休み♪

ロマンチックなイルミネー
ションの世界を楽しんだ
後はベイサイドキッチンで
温かいスープやホットワイ
ンでひと休み♪

6I

ロマンチックなイルミネーロマンチックなイルミネーロマンチックなイルミネーロマンチックなイルミネー
ションの世界を楽しんだションの世界を楽しんだションの世界を楽しんだ
ロマンチックなイルミネーロマンチックなイルミネーロマンチックなイルミネーロマンチックなイルミネー

6I
場所／

ベイサイドキッチン
場所／

ベイサイドキッチン

詳しくは公式WEBサイトをcheck！

さらに

記載内容は予告なく変更となる場合がございます。詳しくはWEBサイトをご確認ください。

イベント情報などリアルタイムでお届け!

twitter Instagram

LINE

500円分クーポン
プレゼント！

お友だち登録で

  本日の
ショースケジュール

各施設の営業時間

今日から使えておトク♪12.26 sun.202111.6sat.



クリスマスナインチェぬいぐるみ
3,800円
サンタの衣装を着たミッフィーのぬいぐるみ
が新登場！思わず触りたくなるふわふわの
ファーがポイントです。
販売場所／ ナインチェ13G

ハウステンボスマグカップ
（カラー・ベージュ）
各1,300円
ハウステンボスの街並みが可愛くデザインされた
マグカップ。
販売場所／ クリスマスマーケット、
　　　　総合売店5A 7D 9G 3I

MAPD

ショッピングの城 公式SNSをチェックハウステンボス通販 ショッピングの城
おうちでもハウステンボスのおみやげが買える！
定番から季節限定商品、歌劇ザ・レビューハウステンボスの
グッズまで！そのほか、ギフト商品も取り揃えています。

商品情報やお得なキャンペーン情報を配信しています。

InstagramFacebookTwitter

グッズ GOODS
~カップルにおすすめ〜

~ファミリーにおすすめ〜

~お土産におすすめ〜

ハウステンボス 
レオヴィル・ポワフェレ 
キュヴリエ
各3,000円
新ハウステンボスプライ
ベートセレクション！世界
で最も有名なワイン評論
家ロバート・パーカー氏
から100点を与えられた
シャトーワインです。
販売場所／
クリスマスマーケット、
ワインの城、
　　総合売店10A5A

7G

ヴァン・ムスー・
ドゥミ・セック
1,800円
生き生きとした泡立ち
の中にフレッシュな果
実味、そして優しい甘
みが感じられます。
販売場所／
ワインの城、
　　　　
総合売店

10A5A 3I9G
7G

ハウステンボスフェアキャンドル
（白銀の街・風車とイルミ） 各1,300円
光を灯すとホログラムのような幻想的な灯りが包
み込んでくれるキャンドルフォルダー。
販売場所／ クリスマスマーケット、
　　　　総合売店5A 7D 9G 3I

MAPD

ハウステンボス
スノードーム
各700円
幻想的なハウステンボスの世界が広がるスノー
ドームはインテリアやギフトにもおすすめ。
販売場所／ クリスマスマーケット、
　　　　総合売店5A 7D 9G 3I

MAPD

チョコドーナッツ
750円
チョコをたっぷりかけて
贅沢に仕上げたドーナッツ。
販売場所／ クリスマスマーケット、
　　　　総合売店5A 7D 9G 3I

MAPD

ハートカステラ 1,100円
カステラ生地にベルギー産のチョコレートを絶妙
なバランスで配合。
しっとりとした食感のちょっと贅沢なスイーツカス
テラです。
販売場所／ カステラの城
※11月下旬より販売

14D 10A 7D5A 9G 3I

クリスマスラングドシャ 650円
ハウステンボスオリジナルキャラクターちゅーりー
と一緒に冬のクリスマスがプリントされたラングド
シャ。
販売場所／ クリスマスマーケット、
　　　　　総合売店

MAPD

10A 7D5A 9G 3I
MAPD

チョコマシュマロ 550円
冬のハウステンボスのイラスト
7種類がプリントされたかわいい
チョコマシュマロ。
販売場所／ クリスマスマーケット、
　　　　　総合売店

クリスマスベア 
トナカイ・雪だるまキーチェーン
各1,300円
可愛い雪だるまとトナカイのクリスマスベア。
販売場所／ クリスマスマーケット、
　　　　総合売店5A 7D 9G 3I

MAPD

ジェットストリーム
各1,500円
イルミネーションをイメージデザインしたちょっと
ゴージャスなジェットストリームのペン。
販売場所／　　　　総合売店5A 7D 9G 3I

クリスマスナインチェぬいぐるみ

MAPD

ビッケンビッケン
ビッケントナカイバーガー
真っ赤なお鼻のトナカイバーガー。テリヤキソースとピリ辛
ホースラディッシュソースの2種類から選べます。　
価格／850円

5I

ソーセージワーフ
丸ごとカマンベールとソーセージのアヒージョ
まるごとカマンベールチーズを使用した寒い冬にぴったりの
アヒージョ。　価格／1,300円

9D

ショコラ夫人の旧邸
ショコラ伯爵と夫人の
思い出のクリスマス
ショコラ夫人と一緒に過ごした
思い出のクリスマス。2人の思
い出のデザートを食べて素敵な
日をお過ごしください♪
価格／1,800円

7G

エルマーソ　クリスマスピンチョス
見た目もかわいいピンチョス。それぞれのソースにつけ
たりとお好みの食べ方でどうぞ♪　価格／1,600円

2H
ガーデンレストラン　クリスマスチキン

ショーも一緒に楽しみながらクリスマスチキンを頬張ろう♪
価格／〇〇〇円

14G

ピノキオ
魚介のカネロニ仕立て 2種のソース
もっちりとした歯ごたえのラザニアの中に魚介の旨み
がたっぷりのソースが！こんがりと焼き上げて、色鮮やか
な2種のソースでお召し上がりください。
価格／1,950円

2H

カフェデリ プリュ
ショコラパフェ
濃厚でリッチな味わい
のショコラパフェ。
贅沢な味わいを
楽しもう。
価格／〇〇〇円

2H

ロード・レーウ
ロードレーウ特製クリスマスプレート
長崎県産の牛フィレ肉とマトウダイの贅沢なワンプレート。
価格／3,000円

2H

魚壱
魚壱握り寿司と茶碗蒸し クリスマスリース
仕立て
色鮮やかな握り寿司で作られたクリスマスリースと
可愛い雪だるまがのった茶碗蒸しのセット。　
価格／1,800円

2H

その他の
クリスマスグルメ
もcheck！

森のファンタジアカフェ
森のクリスマスツリー
ココア
キラキラ輝く森のクリスマスツ
リーをイメージしたホットココ
ア。抹茶クリームと合わせて召
し上がれ♪　
価格／600円

2F

GOURMETグルメ

HOTEL RESTAURANTホテルレストラン

ホテルヨーロッパ Hotel Europe ホテルアムステルダム Hotel Amsterdam

フォレストヴィラ Forest Villa

1I

クリスマスカクテル …各1,500円

1G

1J

湖畔の森のカジュアルレストラン 2J トロティネ
カジュアルランチ 大人…2,300円ほか

クリスマスランチブッフェ 大人…2,800円ほか
※小人・幼児料金あり（税込・サービス料込）

※シニア割引、小人割引あり

（税込・サービス料込）

フランス料理 デ アドミラル

※12/18～26はクリスマス特別ディナーコースになります。
※ディナー帯のみ、男性の方は必ずジャケット着用にてご利用ください。

鉄板焼

ステーキランチ（ランチ）…5,000円～
（税込・サービス料込）

西海コース（ディナー） …15,000円～
（税込・サービス料込）

オークラウンジワインサロン＆バーレストラン ア クールベール
（税込・サービス料込）

（税込・サービス料込）

ランチコース     …3,100円
ディナーブッフェ …6,000円（税込・サービス料込）

日本料理

天麩羅御膳（ランチ）…3,300円～
（税込・サービス料込）

※その他単品メニューもご用意しております。
（税込・サービス料込）

京風会席（ディナー） …10,000円～

クリスマスディナーコース…11,000円～

※イメージ

…4,500円（税込・サービス料込）

…6,000円（税込・サービス料込）

…1,700円～（税込・ サービス料込）

※12/17～26はクリスマス特別ディナーになります。
※その他単品メニューもご用意しております。

※イメージ ※小人・幼児　割引あり ※予告なく営業内容が変更になる場合がございます。

メインチョイス…4,200円 フルコース…6,000円
～12/17（金）～12/17（金）

12/18（土）～26（日）12/18（土）～26（日）

クリスマスディナーコース（税込・サービス料込）

クリスマスデザートブッフェ付き…9,000円
コースのみ…7,500円

クリスマスSPディナーコース

12/18（土）～12/18（土）～

※お子様メニューあり

※イメージ

※イメージ

※イメージ
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