ハウステンボスイベントスケジュール
2019年08月15日開催予定のイベント
おすすめイベント
ピクチャーサービス 参加型イベント

映画「ミュウツーの逆襲 EVOLUTION」公開記念 『ポケモン スペシャ
ルグリーティング』
ポケモン映画「ミュウツーの逆襲 EVOLUTION」の公開を記念して、ピカチュウが遊びにやってくるよ! 一緒に写真を
撮ろう♪ ※7/20～8/4はミュウツーも登場!
時間： 10:00～（約15分） 13:00～（約15分） 16:00～（約15分）
場所：アトラクションタウン ホライゾン・アドベンチャー・プラス

参加型 屋内

ミュージカル

ミュージカル「花の妖精プルメリア」
大学生「花山ケータ」と花の妖精「プルメリア」の出会いから始まるハートフルミュージカル。プルメリアのいる妖精の
国アーデルランドは、皇帝ダリアが光を闇に変えて妖精の国を支配しようとしていた。ケータとプルメリアは、果たして
妖精の国アーデルランドを救うことができるのか・・・。 ミュージカルとプロジェクションマッピングが融合した新感覚の
ミュージカルでお楽しみください。
時間： 10:30～（約35分） 13:30～（約35分） 16:30～（約35分） 19:00～（約35分）
場所：アトラクションタウン Dライブシアター

パスポート対象 屋内

歌劇

歌劇 ザ・レビュー ハウステンボス(チームウィング)『フェスタ・ソーレ～太
陽と風と愛のサンバ～』
16世紀、無敵艦隊を誇るスペイン王国の王子フェルナンドの勧善懲悪の漫遊記! スペイン王国の支配下にある美し
い島国エル・サルバドルを舞台にパワフルに!スピーディーに!コミカルにお届けします。 そしてパッション溢れるレビュー
ショーをお楽しみ下さい。
時間： 11:30～（約60分） 14:45～（約60分）
場所：アトラクションタウン MUSE HALL(ミューズホール)

パスポート対象 屋内

パフォーマンス

和太鼓のエンターティメントショー『レビューHTB天鼓ブラザーズ』
男性のみで構成された和太鼓集団『レビューHTB天鼓ブラザーズ』がおとどけする、和太鼓演奏の枠を超えた迫力
のエンターティメントショーでお楽しみください。
時間： 13:40～（約30分） 18:55～（約30分）
場所：アトラクションタウン MUSE HALL

パスポート対象 屋内

参加型イベント

スプラッシュタイム
ゾンビとお客様との水かけイベントを開催。ゾンビと水を掛け合い、暑さを吹き飛ばそう!水かけ後はゾンビとの記念撮
影タイムでお楽しみ下さい。
時間： 14:30～（約10分）
場所：スリラーシティ

参加型

歌劇

歌劇 ザ・レビュー ハウステンボス(チームフラワー)『ドリーミングレビュー
七世の恋～永遠の春～』
桜の精霊は古より永き間、人と関わることなく穏やかな時を過ごしてきた。ある時偶然に人間の女性、三春に出会い、
ある約束をする。その約束が運命を動かし時代を駆け巡る。永遠に生きる精霊の言霊を日本ならではの楽器で奏で、
懐かしい時代から未来へと誘います。 タイムトリップなレビューショーをどうぞお楽しみください!
時間： 16:45～（約65分） 20:15～（約65分）
場所：アトラクションタウン

パスポート対象 屋内

イルミネーションショー

日本最大

光の噴水ショー「ウォーターマジック」

音楽に合わせ光の噴水が躍動する! 目の前で繰り広げられる 迫力のエンターテインメントショー! 【所要時間】1回
約10分
時間： 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
場所：その他 フラワーロード周辺運河

夜のみ
音楽・ショーを楽しむ
ミュージカル

ミュージカル「花の妖精プルメリア」
大学生「花山ケータ」と花の妖精「プルメリア」の出会いから始まるハートフルミュージカル。プルメリアのいる妖精の
国アーデルランドは、皇帝ダリアが光を闇に変えて妖精の国を支配しようとしていた。ケータとプルメリアは、果たして
妖精の国アーデルランドを救うことができるのか・・・。 ミュージカルとプロジェクションマッピングが融合した新感覚の
ミュージカルでお楽しみください。
時間： 10:30～（約35分） 13:30～（約35分） 16:30～（約35分） 19:00～（約35分）
場所：アトラクションタウン Dライブシアター

パスポート対象 屋内

生演奏&ライブ

道添祐一ライブショー(MUSE HALL)
アーティスト「道添祐一」によるライブショーをお楽しみください。
時間： 10:40～（約20分）
場所：アトラクションタウン

パスポート対象 屋内

歌劇

歌劇 ザ・レビュー ハウステンボス(チームウィング)『フェスタ・ソーレ～太
陽と風と愛のサンバ～』
16世紀、無敵艦隊を誇るスペイン王国の王子フェルナンドの勧善懲悪の漫遊記! スペイン王国の支配下にある美し
い島国エル・サルバドルを舞台にパワフルに!スピーディーに!コミカルにお届けします。 そしてパッション溢れるレビュー
ショーをお楽しみ下さい。
時間： 11:30～（約60分） 14:45～（約60分）
場所：アトラクションタウン MUSE HALL(ミューズホール)

パスポート対象 屋内

生演奏&ライブ

イリーナ ソロコンサート/ポップス
ロシアから来日した女性シンガー『イリーナ』によるソロコンサート。数々の海外コンペティションで受賞したピアニスト
でもあるイリーナがポップスの名曲を軽快なパフォーマンスでおとどけします。
時間： 12:00～（約20分） 14:00～（約20分） 15:30～（約20分） 17:55～（約20分） 20:25～（約20分）
場所：アムステルダムシティ

生演奏&ライブ

【ビール祭】ミュージシャン生演奏
アコーディオン奏者やバイオリン奏者がおとどけするコンサート。おいしいビールとともに素敵な音楽でお楽しみくださ
い。 ※画像はイメージ
時間： 12:15～（約20分） 13:45～（約20分） 15:40～（約20分） 17:15～（約20分） 18:45～（約20分）
20:30～（約20分）
場所：アトラクションタウン 噴水広場

ビール祭会場

生演奏&ライブ

道添祐一ライブショー(アムステルダム広場)
アーティスト「道添祐一」によるライブショーをお楽しみください。
時間： 12:30～（約20分） 17:30～（約20分） 20:00～（約20分）
場所：アムステルダムシティ

パフォーマンス

和太鼓のエンターティメントショー『レビューHTB天鼓ブラザーズ』
男性のみで構成された和太鼓集団『レビューHTB天鼓ブラザーズ』がおとどけする、和太鼓演奏の枠を超えた迫力
のエンターティメントショーでお楽しみください。
時間： 13:40～（約30分） 18:55～（約30分）
場所：アトラクションタウン MUSE HALL

パスポート対象 屋内

生演奏&ライブ

野中清司ソロコンサート(ポップス)
ギターの弾き語りコンサート。 1980年台を中心に世界的なヒット曲を演奏します。
時間： 16:00～（約20分）
場所：アムステルダムシティ アムステルダム広場

歌劇

歌劇 ザ・レビュー ハウステンボス(チームフラワー)『ドリーミングレビュー
七世の恋～永遠の春～』
桜の精霊は古より永き間、人と関わることなく穏やかな時を過ごしてきた。ある時偶然に人間の女性、三春に出会い、
ある約束をする。その約束が運命を動かし時代を駆け巡る。永遠に生きる精霊の言霊を日本ならではの楽器で奏で、
懐かしい時代から未来へと誘います。 タイムトリップなレビューショーをどうぞお楽しみください!
時間： 16:45～（約65分） 20:15～（約65分）
場所：アトラクションタウン

パスポート対象 屋内

生演奏&ライブ

ハンガリアン・アンサンブル/クラシック
音楽祭に出演している「ハンガリアン・アンサンブル」の2チームが共演する唯一のステージ。トリオ、カルテットでは出
せない迫力あるステージをお楽しみください。
時間： 18:45～（約20分）
場所：アムステルダムシティ アムステルダム広場

イルミネーションショー

日本最大

光の噴水ショー「ウォーターマジック」

音楽に合わせ光の噴水が躍動する! 目の前で繰り広げられる 迫力のエンターテインメントショー! 【所要時間】1回
約10分
時間： 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
場所：その他 フラワーロード周辺運河

夜のみ

ホテルで楽しむ
生演奏&ライブ

デ アドミラル ランチコンサート
ホテルレストラン「デ アドミラル」で、ミュージシャンによる生演奏とランチメニューをお楽しみください。
時間： 12:00～（約20分） 13:00～（約20分）
場所：ハーバータウン ホテルヨーロッパ「デ アドミラル」

ホテル 屋内

生演奏&ライブ

ホテルヨーロッパ カフェコンサート
ホテルヨーロッパの「アンカーズラウンジ」で開催される午後のコンサート。開放的なラウンジで生演奏をお楽しみくだ
さい。
時間： 14:00～（約170分）
場所：ハーバータウン ホテルヨーロッパ「アンカーズラウンジ」 ※途中休憩あり

ホテル 屋内

生演奏&ライブ

デ アドミラル ディナーコンサート
美しい旋律に包まれた重厚感あるフロアと極上のフレンチのマリアージュはこの上なく優雅なひとときを作ります。
時間： 18:00～（約20分）
場所：ハーバータウン ホテルヨーロッパ「デ アドミラル」

ホテル 屋内

生演奏&ライブ

ホテルヨーロッパナイトコンサート
洗練されたホテルヨーロッパで、極上のナイトコンサートを開催。素敵な夜のひとときをお過ごしください。
時間： 20:00～（約60分）
場所：ハーバータウン ホテルヨーロッパ「アンカーズラウンジ」

ホテル 夜のみ 屋内

生演奏&ライブ

ホテルアムステルダムナイトコンサート
ホテルアムステルダムで、ナイトコンサートを開催。素敵な夜のひとときをお過ごしください。
時間： 20:20～（約60分）
場所：アムステルダムシティ ホテルアムステルダム

ホテル 夜のみ 屋内

イルミネーション&3Dマッピングを楽しむ
イルミネーションショー

スリラーシティ イルミネーション
フジテレビプロデュース! 世界最大のスリラータウン全体が踊りだすような迫力の音楽とイルミネーションショーは必
見!
時間： 19:30～（約10分） 20:30～（約10分） 21:00～（約10分） 21:30～（約10分）
場所：スリラーシティ

夜のみ

3Dマッピング イルミネーションショー

TFMスーパーイルミネーションショー3D
日本初登場!3Dプロジェクションマッピングとイルミネーションショーが融合した新エンターテインメントです。 ※ハウ
ステンボス調べ
時間： 20:00
場所：スリラーシティ

夜のみ

イルミネーションショー

光のオーケストラ

ジュエルイルミネーションショー

光の宮殿パレスハウステンボスにてイルミネーションを開催。光と音楽が奏でる壮大なショーをご覧ください。
時間： 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45
場所：ハーバータウン パレスハウステンボス

夜のみ

3Dマッピング

パレス ハウステンボス3Dプロジェクションマッピング
日本最大、全長110mの宮殿3Dプロジェクションマッピングが登場。 宮殿「パレス ハウステンボス」の前面を巨大ス
クリーンに、美しい光の物語が繰り広げられます。
時間： 20:00 20:30 21:00 21:30
場所：ハーバータウン パレス ハウステンボス

夜のみ

3Dマッピング

3Dプロジェクションマッピング～Glimpse into the Future～
未来への時間旅行をテーマに3Dの最新映像をお届けする驚きのエンターテインメント
時間： 21:40～（約7分）
場所：アムステルダムシティ

夜のみ

3Dマッピング

3Dプロジェクションマッピング～The Revival of the Dragon～
スタッドハウスに眠る、伝説のドラゴンが蘇る!建物の壁面に次々と映し出される迫力の映像イリュージョン。
時間： 21:53～（約7分）
場所：アムステルダムシティ アムステルダム広場

花時計前

夜のみ

参加して楽しむ
ピクチャーサービス 参加型イベント

映画「ミュウツーの逆襲 EVOLUTION」公開記念 『ポケモン スペシャ
ルグリーティング』
ポケモン映画「ミュウツーの逆襲 EVOLUTION」の公開を記念して、ピカチュウが遊びにやってくるよ! 一緒に写真を
撮ろう♪ ※7/20～8/4はミュウツーも登場!
時間： 10:00～（約15分） 13:00～（約15分） 16:00～（約15分）
場所：アトラクションタウン ホライゾン・アドベンチャー・プラス

参加型 屋内

参加型イベント

仮面舞踏会パーティ
仮面とマントを身にまとって仮面舞踏会に参加しませんか。アムステルダム広場が「仮面舞踏会」会場に生まれ変わ
ります。
時間： 13:30～（約20分） 15:00～（約20分） 17:00～（約20分） 18:20～（約20分） 19:35～（約20分）
20:50～（約20分）
場所：アムステルダムシティ アムステルダム広場

参加型

参加型イベント

スプラッシュタイム
ゾンビとお客様との水かけイベントを開催。ゾンビと水を掛け合い、暑さを吹き飛ばそう!水かけ後はゾンビとの記念撮
影タイムでお楽しみ下さい。
時間： 14:30～（約10分）
場所：スリラーシティ

参加型

ピクチャーサービス

ミッフィーとあそぼう
みんなの人気者「ミッフィー」のストローリング。ピクチャーサービスなどでお楽しみいただけます。
時間： 15:00～（約15分） 16:30～（約15分）
場所：アムステルダムシティ ナインチェ付近

参加型

