ハウステンボスイベントスケジュール
2020年11月22日開催予定のイベント
おすすめイベント
歌劇

歌劇 ザ・レビュー ハウステンボス(チームハート)『凛々しき心～ハートフ
ルレビュー～』
旅一座の一員として暮らす凛太朗には誰にも言えないもう一つの顔がある。 美しい武家の娘、千代との出会いが彼
の人生を大きく変えていく。 心の数だけ愛がある…。 凛とした男役ナンバーに愛らしい娘役のフレッシュなシーン。 愛
那月ひかる率いるチームハートが様々な愛の形を華やかに彩るレビューと共にお届けします。 どうぞお楽しみください。
時間： 11:30～（約60分）
場所：アトラクションタウン MUSE HALL(ミューズホール)

屋内

歌劇

歌劇ザ・レビューハウステンボス(チームハート)『The revue of dream～
ハート～-Christmas Ver-』
『歌劇ザ・レビューハウステンボス・チームハート』がおとどけする歌と踊りの野外クリスマスレビューでお楽しみくださ
い。
時間： 14:00～（約15分）
場所：アムステルダムシティ アムステルダム広場

パフォーマンス

クリスマスショー『SHINING CHRISTMAS SHOW～天使が微笑む瞬
間～』
新ミュージカルチームがおとどけするクリスマスショー。様々なクリスマスソングにのってダンサーたちが華麗なダンス
を披露します。
時間： 15:30～（約20分） 19:00～（約20分）
場所：アトラクションタウン 噴水広場ステージ

歌劇

歌劇 ザ・レビュー ハウステンボス(チームハピネス)『海のララバイ～愛
を奏でるメロディー～/ショー・ハピネス』
ルドマリーテ国の美しい港町に近づく一隻の海賊船。 エドワード船長がその地に着くとき、王子アランと王女エマはあ
る秘密を知ることになる。 あらゆる「愛」が詰まったストーリーで、新チームハピネスの誕生と新たな門出にふさわしい
感動をお届けいたします。
時間： 16:30～（約60分） 20:15～（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

イルミネーションショー

クリスマスツリー点灯式～Glow of gold～
噴水広場のクリスマスマーケットに登場した10本の巨大なクリスマスツリーの点灯式。光の街に暖かい光が灯ります。
時間： 17:45
場所：アトラクションタウン 噴水広場ステージ

夜のみ

イルミネーションショー パフォーマンス

「白銀の世界」点灯式
ハウステンボスが幻想的なイルミネーションに包まれます。「白銀の世界」の誕生です。
時間： 18:00
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

パフォーマンス

クリスマスナイトライブ
場内で活躍するミュージシャンがコラボした夜のクリスマスショー。数々のクリスマスソングでお楽しみください。
時間： 19:00～（約40分）
場所：アムステルダムシティ アムステルダム広場
音楽・ショーを楽しむ
歌劇

歌劇 ザ・レビュー ハウステンボス(チームハート)『凛々しき心～ハートフ
ルレビュー～』
旅一座の一員として暮らす凛太朗には誰にも言えないもう一つの顔がある。 美しい武家の娘、千代との出会いが彼
の人生を大きく変えていく。 心の数だけ愛がある…。 凛とした男役ナンバーに愛らしい娘役のフレッシュなシーン。 愛
那月ひかる率いるチームハートが様々な愛の形を華やかに彩るレビューと共にお届けします。 どうぞお楽しみください。
時間： 11:30～（約60分）
場所：アトラクションタウン MUSE HALL(ミューズホール)

屋内

生演奏&ライブ

サーシャバンド コンサート(ポップス)
ギター、サックス、ドラムの3名編成バンド『サーシャ・バンド』によるコンサートでお楽しみください。
時間： 12:00～（約20分） 13:25～（約20分） 16:05～（約20分） 20:20～（約20分）
場所：アムステルダムシティ アムステルダム広場

参加型イベント パフォーマンス

仮面舞踏会パーティ～Christmas Ver～
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。クリスマス限定ヴァージョンでお楽しみください。
時間： 12:30～（約20分） 14:30～（約20分） 16:35～（約20分） 18:30～（約20分） 19:50～（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

生演奏&ライブ

ジャンプ&ジャズ ディキシーランドバンド/ジャズ
トロンボーンやサックス、トランペットなどの管楽器で編成された『ディキシーランドバンド』。クラシックなジャズを中心
に楽しい音楽をお届けします。
時間： 12:40～（約20分） 14:40～（約20分） 16:10～（約20分）
場所：アトラクションタウン 噴水広場ステージ

生演奏&ライブ

マキシマム/ポップス
男性2名のヴォーカルユニット。圧倒的な歌唱力とハーモニーでバラート、ポップス、ロック等、様々な楽曲をステージ
で展開します。
時間： 13:00～（約15分） 15:40～（約15分）
場所：アムステルダムシティ アムステルダム広場

生演奏&ライブ

和太鼓のエンターティメントショー

レビューHTB天鼓 『distance』

和太鼓集団『レビューHTB天鼓』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： 13:20～（約20分）
場所：アトラクションタウン MUSE HALL(ミューズホール)

屋内

歌劇

歌劇ザ・レビューハウステンボス(チームハート)『The revue of dream～
ハート～-Christmas Ver-』
『歌劇ザ・レビューハウステンボス・チームハート』がおとどけする歌と踊りの野外クリスマスレビューでお楽しみくださ
い。
時間： 14:00～（約15分）
場所：アムステルダムシティ アムステルダム広場

パフォーマンス 生演奏&ライブ

和太鼓のエンターティメントショー レビューHTB天鼓
『オマツリマツリChristmas Edition』
和太鼓集団レビューHTB天鼓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： 15:05～（約20分） 17:10～（約20分）
場所：アムステルダムシティ アムステルダム広場

パフォーマンス

クリスマスショー『SHINING CHRISTMAS SHOW～天使が微笑む瞬
間～』
新ミュージカルチームがおとどけするクリスマスショー。様々なクリスマスソングにのってダンサーたちが華麗なダンス
を披露します。
時間： 15:30～（約20分） 19:00～（約20分）
場所：アトラクションタウン 噴水広場ステージ

歌劇

歌劇 ザ・レビュー ハウステンボス(チームハピネス)『海のララバイ～愛
を奏でるメロディー～/ショー・ハピネス』
ルドマリーテ国の美しい港町に近づく一隻の海賊船。 エドワード船長がその地に着くとき、王子アランと王女エマはあ
る秘密を知ることになる。 あらゆる「愛」が詰まったストーリーで、新チームハピネスの誕生と新たな門出にふさわしい
感動をお届けいたします。
時間： 16:30～（約60分） 20:15～（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

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： 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
場所：フラワーロード フラワーロード周辺運河

通年 夜のみ

パフォーマンス

クリスマスナイトライブ
場内で活躍するミュージシャンがコラボした夜のクリスマスショー。数々のクリスマスソングでお楽しみください。
時間： 19:00～（約40分）
場所：アムステルダムシティ アムステルダム広場

生演奏&ライブ

ジャンプ&ジャズ ディキシーランドバンド/ジャズ
トロンボーンやサックス、トランペットなどの管楽器で編成された『ジャンプ&ジャズ ディキシーランドバンド』。クラシッ
クなジャズを中心に楽しい音楽をお届けします
時間： 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

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」

通年 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180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

通年 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） 19:00～（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」

通年 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」

通年 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65分）
場所：アムステルダムシティ ホテルアムステルダム

通年 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

クリスマスツリー点灯式～Glow of gold～
噴水広場のクリスマスマーケットに登場した10本の巨大なクリスマスツリーの点灯式。光の街に暖かい光が灯ります。
時間： 17:45
場所：アトラクションタウン 噴水広場ステージ

夜のみ

イルミネーションショー パフォーマンス

「白銀の世界」点灯式
ハウステンボスが幻想的なイルミネーションに包まれます。「白銀の世界」の誕生です。
時間： 18:00
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

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： 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 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

通年 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： 21:20～（約7分）
場所：アムステルダムシティ

通年 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： 21:40～（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

通年 夜のみ

参加して楽しむ
参加型イベント

サンタクロース絵本読み聞かせ
サンタクロースが絵本を読んでくれるハートフルイベント。子供から大人の方も是非参加して、メルヘンなひとときをお
過ごしください
時間： 14:00
場所：アトラクションタウン 噴水広場ステージ

参加型

ピクチャーサービス 参加型イベント

ミッフィーとあそぼう～ミッフィーのフォトサービス～
みんなの人気者『ミッフィー』のストローリング。
時間： 15:00～（約15分）
場所：アムステルダムシティ ナインチェ付近

通年 参加型

