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2011 年 11 月吉日

東洋一から世界一へ。“820 万球のイルミネーション”
11/25 OPEN(予定)

光の王国

日本初“白い観覧車”
も登場！

【期間】 2011 年 11 月 19 日（土）～2012 年 3 月 4 日（日）
ハウステンボスでは、昨年東洋一のイルミネーションとして
700 万球が煌く「光の王国」が Yahoo! JAPAN クリスマス特
集 2010「人気イルミベスト 20」でも全国第一位！に輝き、人
気を集めました。今年は新しいスポットが加わり、820 万球と
大幅にバージョンアップして、11 月 19 日（土）～2012 年 3
月 4 日（日）の 107 日間、開催します。初日の 11 月 19 日
（土）には、点灯式を行います。東洋一から世界一の輝きへと
進化を遂げるハウステンボス「光の王国」をぜひご取材ください。

≪≪≪ “光の王国”の NEW SPOT ≫≫≫
最大のイルミネーションスポット「光のアートガーデン」が変化を遂げる！
広大なガーデン一面に敷き詰められた 550 万球のイルミネーション。地面を覆う光がウェーヴするようにゆったりと
変化したり、新たに“光の物語”を表現したイルミネーションウォールも加わり、圧倒的な光の演出が繰り広げられま
す。また光のアートガーデンで楽しめる、ガラス張りのおしゃれなカフェも登場します。さらに、日本初となる白い観覧
車もオープンし、夜には美しく輝く光の「白い観覧車」に変身します。光の演出を外からアートガーデンとともに眺めた
り、ゴンドラの中から壮大な「光の王国」を一望できます。
NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

スリラー・ファンタジー・ミュージアム

光の宮殿

豪華なシャンデリアをイメージした、
イルミネーションが登場。

この夏リニューアルした界最大級のスリ
ラータウンのイルミネーションは必見。

新たな楽曲で幻想的なライティングショ
ーがお楽しみいただ けます。 （入館料

（場所）ビネンスタッド地区パサージュ

（場所）スリラー・ファンタジー・ミュージアム

500 円）（場所）パレス ハウステンボス

シャンデリアイルミネーション

11／19（土） 18：00～ 「光の王国」 オープニングイベント＆メディアプレビューを行います
11 月 19 日（土）「光の王国」のオープニングイベントにスペシャルゲスト【スピ
ードワゴン】が来場決定！パレードや点灯式に出演予定です！
※11 月 18 日（金）も光の王国の試験点灯を行います
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NEW

≪≪≪ 光の王国 スペシャルコンテンツ ≫≫≫
◎スタッドハウス“誓いの間”
1 年後の自分や大切な人への誓いのメッセージを残そう！来年の同じ時
期に、この「誓いの書」をお返しします。

NEW

期間

11 月 19 日（土）～12 月 25 日（日）

料金

400 円 ※とくとくチケット＆ファミリエ年間パスカード会員の方は無料

◎５人のエンジェルを探せ！
イルミネーションスポットに隠された 5 人のエンジェルを探して、キーワード

▲誓いの間

を完成させよう！スタッドハウスに持っていくと、プレゼントがもらえます。
期間

11 月 19 日（土）～2012 年 3 月 4 日（日）

料金

500 円

◎「光の王国」 各種ツアー
・タクシーでイルミスポットをまわろう！ （4 名まで乗車可）
イルミネーションの見どころの紹介やフォトスポットで写真を撮りながら、カートタクシーでとっておきのイルミネーショ
ンの楽しみ方を案内します。
期間

11 月 19 日（土）～12 月 30 日（金）

時間

日没後～21:00

料金

目的地送迎 500 円／1 回もしくは 20 分 2000 円

・カナルクルーザーとバスのコラボツアー「Kira Kira ツアー」
運河からも陸上からもイルミネーションを楽しめます。
期間

11 月 19 日（土）～12 月 30 日（金）※12/13～25 は除く

時間

18:00～18:50 （50 分間）

料金

大人 1500 円 小人 1300 円 ※定員 22 名

・光の王国を巡る馬車ツアー

▲KiraKira ツアー

馬車に揺られながら、ゆっくりと優雅にイルミネーションを巡ります。
期間

11 月 19 日（土）～12 月 25 日（日）までの土・日・祝日） ※荒天時運休

時間

18:30,19:00,19:30,20:00,20:30 （所要時間約 20 分）

料金

大人 1200 円 小人 600 円 ※貸切プランもあります（12 名乗り）

≪≪≪ 光の王国 X’mas 特別イベント 11 月 19 日（土）～12 月 25 日（日） ≫≫≫
◎サンタパレード （14 時～） みんな大好きサンタさんがパレードに登場！
◎見習いサンタを探せ！ ＜料金＞300 円
スタッフに紛れた見習いサンタを見つけて合言葉「メリークリスマス」というと、
スタンプがもらえます。5 個集めたら、お菓子つかみ取り券がゲットできます。
NEW

◎サンタさんと遊ぼう！ ＜場所＞ワールドバザール
サンタさんがプレゼントをもらうコツを教えてくれます。不思議に思っている事
を質問したり、サンタさんにプレゼントのリクエストをしたり、一緒に写真を撮り
ましょう。

サンタ大集合スペシャル 日程：12 月 3 日（土）・4 日（日）
全身サンタコスチュームでご入場いただくと、入場料が半額になります。
サンタパレードに参加して、プレゼント交換などの参加型イベントやサンタ
ケーキ（有料）が登場します。
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≪≪≪ 冬のスペシャルイベント情報 ～「光の王国」と同時開催中～ ≫≫≫
◎マジックキャッスル from ハリウッド
この春大人気で満員御礼が続いた「マジックキャッスル from ハリウッド」が再登場！数々の受賞歴を誇り世界
的に有名なハリウッドの一流マジシャンの聖地『マジックキャッスル』より世界レベルのマジシャンが登場！
期間

12 月 10 日（土）～2012 年 1 月 9 日（月・祝）

公演

1 日 4 回～8 回公演
※約 35 分（クロースアップ 20 分、ステージ 15 分）

場所

ビネンスタッド地区ムーンシャワー

料金

VIP 席 3,000 円（クロースアップが間近でご覧頂ける特等席）
一般席 1,500 円（学生割引有） ※席はすべて自由席になります。

NEW

◎海上３Ｄシアター「ボンボヤージュ」 12 月 10 日オープン！
初回作品は人気アニメ「ONE PIECE」のオリジナルストーリーを上演します。
名称

海上 3D シアター「ボンボヤージュ」

期間

12 月 10 日（土）～

場所

フリーゾーン

客席数

約 200 席

時間

10:00～18:00（毎時 00 分、30 分上演開始）※季節により変更有

ﾀｲﾄﾙ

ONE PIECE 3D 激走！ トラップコースター （約 12 分）

料金

500 円 （3 歳以上一律）

旧大航海体験館

＞＞まだまだ、1 日中楽しめるエンターテイメントが盛りだくさん！
●劇団スイセイ・ミュージカルの「ウインターワンダーランド」
昨年大好評だったショーがさらにパワーアップ。クリスマスメドレー、歌とダンスの約 20 分のミュージカルショー！
＜期間＞11 月 19 日（土）～12 月 25 日（金）

＜場所＞ビネンスタッド地区

●ゴスペルライブ ゴスペルチーム「ハーレムメッセンジャー」によるライブ
＜期間＞11 月 19 日（土）～2012 年 1 月 3 日（月）＜場所＞ビネンスタッド地区

●ライティングジャグラー～光のジャグリングが宙を舞う、魅惑のショータイム！～ ⇒
＜期間＞11 月 19 日（土）～2012 年 1 月 3 日（月）＜場所＞ビネンスタッド地区

●ライティングパレード
光り輝くフロートが街をパレードしながらイルミネーションが点灯します。
＜期間＞11 月 19 日（土）～2012 年 3 月 4 日（日）＜時間＞17:45～※日没により変更有

ハウステンボスのイルミネーションを陰で支えるのが、エコシティハウステンボスのインフラです。
大規模の太陽光発電システムと天然ガス コ・ジェネレーションシステム 2 つの発電能力は最大 5400KW
で、820 万球以上の電力をまかなうことができます。
【お客様のお問合せ先】
ハウステンボス総合案内（ナビダイヤル） tel 0570（064）110
【取材等のお問合せ先①】 ハウステンボスＰＲ担当 穴見・松田（所属：ｷﾅｯｸｽ） tel 092（762）4141
【取材等のお問合せ先②】 ハウステンボス広報宣伝課
高田・中野・藤井 tel 0956（27）0180
http://www.huistenbosch.co.jp ◆

twitter &

facebook 更新中♪ぜひご登録ください◆
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