
歌劇 ザ・レビュー ハウステンボス、 レビューＨＴＢ天鼓
ショーはアムステルダム広場でも開催！ 詳しくは公式ＷＥＢサイトをご覧ください。

思わず写真を撮っちゃうフォトジェニックな
スイーツが場内各所に登場！！

スイーツ
フェスティバル

1/11月スタート

こだわりのチョコ
レート11種類の中
から5種類を選ん
で味わうことがで
きます。
参加証／800円

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

歌劇ザ・レビュー ハウステンボス
歌劇を超える“LIVE歌劇”

実力派アーティストによる

白銀の世界
純白に輝くチャペルと10,000個のクリスタルを
まとったツリーが織りなす白銀の世界。
一瞬で白銀に包まれる「ライティングセレモニー」
は見逃せない！

純白に輝くチャペルと10,000個のクリスタルを
まとったツリーが織りなす白銀の世界。
一瞬で白銀に包まれる「ライティングセレモニー」
は見逃せない！

場所／アムステルダムシティ

MAP

G

伝説のドラゴンが蘇る！ 未来への時間旅行

場所／　
スタッドハウス前
協賛：
株式会社エイチ・
アイ・エス

14G

場所／　中央インフォメーション前4G

プロジェクションマッピングも！

手をつないでこのアーチを通りぬけると
永遠の愛で結ばれるという言い伝えも...

場所／　パレス ハウステンボス22K 場所／アトラクションタウン
神様と人間が試練を乗り越え愛で結ばれるという、
ロマンチックな神話のワンシーンを再現した泉

MAP

D

光

“幸せを運ぶ花 ”々で彩られた
美しい宮殿で優雅なひとときを…

今年のテーマは 蘭の宝石箱

※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

ヤン・アセレインの肖像／1647年頃レンブラントの銅版画 「原版」を特別展示

ハウステンボス コレクション 第二弾

栄光のオランダ絵画と
レンブラント展

場所／　パレス ハウステンボス 館内
最終入場受付／17：30

20K

国内最多200品種

凛 し々き心
～ハートフルレビュー～

トワイライトムーン
～君に出会えた奇跡～

チームハートチームシャイン

　ミューズホール5D

　アムステルダム広場ステージ14G

場所／アムステルダム広場・
　　　スタッドハウス3階チャペル
暖かなオレンジの灯りがともる
神秘的なチャペル

　ショコラ伯爵の館10D

チョコレートをテーマ
にした不思議な館。
中に進むごとに
あまーい香りが...。

7G　お菓子の城

▲チョコレートが大
好きなショコラ夫人
がお客様にふるまう
特別メニューが楽し
めるカフェも！

※画像はすべてイメージ

濃厚な和栗を使用したクリームがたまらない！
バレンタイン期間限定モンブランが登場！

▲丸ごと苺のモンブラン／1,800円

期間中、ディナーブッフェの
デザートがアップグレード！

NEW

場所／　　近くの運河4G 5G

ナイトカヌー
集合場所／タワーシティ　「ピノキオ」下 運河沿い
開始時間／閉園時間の15分前（約60分） 
料金／2,200円～3,300円（小人料金なし）
ハウステンボス観光 0956-27-0290 ※事前予約制

2H

虹色に染まる運河を舞台に、音楽に合わせた
噴水ショーを船からも楽しめる

光と噴水の運河 場所／　近くの運河
乗り場／　

7G
4A

光る蝶が集まる運河イルミネーション。
はじけると中からスモークが広がるシャボン玉が
加わり、神秘的な雰囲気に。

※イメージ

カナルアートフェスティバル

オリジナルドリンクも！

場所／　光のカフェ＆バー
　　　　「ピノキオ」下 光の屋台

7E
2H

場所／　パレス ハウステンボス館内
最終入場受付／17：30

20K
1/25■月まで

運河の両岸や橋、
水辺などで幻想的な
「光のアート」作品が登場！
※画像はイメージ

状況により営業時間の変更や施設・イベントを休止する可能性がございます。予めご了承ください。

1.31sun.2020 202112.26 sat.

2.26 fri.2020 202112.26sat.



デザイン・レイアウトは仮ですグッズ

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

GOODS

光の王国ベア2020wens 2,800円
肌触りが良く抱き心地抜群のぬいぐるみ。
青いマントとパールのティアラがお気に入り♪
販売場所／　リンダ、
　　　　総合売店5A 7D 9G 3I

3A

光の王国 シュフォンボブ
1,300円
ふんわりスポンジとしっとり生地の
2層仕立てのチーズケーキ。
光の王国期間限定のパッケージで！
販売場所／　チーズの城、
　　　　総合売店

プレミアム米粉
バウムクーヘン 1,500円
長崎五島産のやがための塩を使用した、
米粉特有のしっとりもちもち食感のバウム
クーヘンです。イラストごとにカットしてシェア！
販売場所／　スキポール5A6G

フォンダンショコラ
890円
中身のチョコレートがとろーりとろける
絶品のフォンダンショコラ！
販売場所／　　　　総合売店5A 7D 9G 3I

光の王国
ミルク＆スイートチョコレート缶　　
1,100円  ※ラベルはイメージ

ミルクチョコとスイートチョコを光の王国のイルミ
ネーションをデザインした缶に詰め合わせました。
大切な方への贈り物に。　
販売場所／　お菓子の城、
　　　　総合売店

7G
5A 7D 9G 3I

5A 7D 9G 3I

ブラックモンブラン 
クランチチョコレートバー
1,200円
九州のソウルフード＆ロングセラーアイスの
ブラックモンブランとのコラボ商品！ホワイト
チョコ味はハウステンボス限定。
販売場所／　　　　総合売店

チョコレート
ワッフルクッキー
980円
チョコをたっぷりかけて贅沢に仕上げた
ほんのり塩味のワッフルクッキー。
販売場所／　　　　総合売店5A 7D 9G 3I

光の王国
ホワイトラングドシャ　
800円  ※ラベルはイメージ

サクサクに焼き上げたラングドシャクッキーに、
まろやかなホワイトチョコをサンドしました。
販売場所／　　　　総合売店5A 7D 9G 3I

フォンダンフロマージュ
890円
ゴーダ・チェダー・クリームチーズを使った濃厚チー
ズクリームがトロ～ンとなめらかな一品です。3種の
チーズが織りなす豊かな風味をお楽しみください。
販売場所／　チーズの城、
　　　　総合売店

6G
5A 7D 9G 3I

ロイヤルブリュレド 
バウムクーヘン
1,450円
ほろ苦いキャラメルの層とコクのある
濃厚なバウムクーヘンが好相性！
販売場所／　お菓子の城7G

5A 7D 9G 3I

5A 7D 9G 3I
3A

干支ベア
ぬいぐるみ 2,100円、マスコット 1,200円
日本の牛と言えば黒毛和牛。和牛を可愛らしく
ぬいぐるみで表現しました。耳標にもこだわった
2021年の干支ベア。
販売場所／　リンダ、
　　　　総合売店

ハウステンボス
スフィアキャンドル（光の王国・風車）
ティーライトキャンドル1個付 1,300円
光を灯すとホログラムのような幻想的な灯りが
包み込んでくれるガラス製のキャンドルホルダー。
販売場所／　　　　総合売店5A 7D 9G 3I

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

※イメージ

1G

1J

湖畔の森の
健康レストラン2J トロティネ

カジュアルランチ 大人…2,300円ほか

年末年始特別ディナーコース（12/26～29）

　　　…8,360円
年末年始ディナーブッフェ（12/30～1/1）

　　     …7,040円
季節のスペシャルディナー（1/2～）      
　　        メインチョイス …4,200円

※フルコース6,000円（税込み・サービス料込み）

（税込み・サービス料込み）

（税込み・サービス料込み）

※急遽告知なしに営業内容の変更あり

※小人・幼児料金あり（税込み・サービス料込み）

（税込み・サービス料込み）

フランス料理 デ アドミラル

※ディナーのみ、男性はジャケットの着用をお願い致します。また、男性
のハーフパンツ・ビーチサンダルでのご利用はご遠慮くださいませ。
※12/26～1/3は限定メニューのみ

※12/26～1/3は限定メニューのみ

鉄板焼

戎座コース（ディナー）…22,450円
（税込み・サービス料別）

オークラウンジワインサロン＆バー

雲仙しまばら豚を使用した
ポークカツサンド　
…2,200円

レストラン ア クールベール

※1/3までディナーブッフェ

（税込み・サービス料込み）

（税込み・サービス料込み）

※イメージ

ランチコース     …3,080円
ディナーブッフェ …5,830円

（税込み・サービス料込み）
年末年始特別ブッフェ（12/26～1/3） …7,700円（税込み・サービス料別）

日本料理

長崎卓袱会席（ディナー） …15,300円
（税込み・サービス料別）

※その他単品メニューもご用意しております。
（税込み・サービス料別）

𠮷翠亭 京風会席 …9,400円～

至福のディナーコース…9,700円～

※イメージ

※ご提供時間12：00～18：00

…3,400円（税込み・サービス料別）

※イメージ

…2,500円（税込み・ サービス料別）

※12/30～1/3は限定メニューのみ

　花の家 
長崎和牛まぶし
炙りで、たたきで、薬味で、
しめは出汁茶漬けで。一膳
で四度美味しい長崎和牛
づくしの人気ランチメ
ニュー。
価格／1,850円

8I

　花の家
特製和菓子『白銀』世知原茶セット
『白銀の世界』をイメージした手作りの和菓
子。佐世保名産の世知原茶と共に、お召し
上がりください。　価格／500円

8I

　光のカフェ＆バー
前：ホットチョコレートスプーン
ホットミルクに入れてかき混ぜるとホットチョコ
レートができる魔法のスプーン。価格／650円

奥：恋するティラミス
ティラミスをドリンク風にアレンジ。価格／1,000円

7E

　ダム
キングダムバーガー
ベーコンやエッグを豪快に
挟んだボリューム満点の
佐世保バーガー。
価格／820円

8G

　ダム ふわとろスモアパンケーキ
冬季限定！ マシュマロをほんのり焦がしたスモアパン
ケーキ。　価格／750円

8G

　ソーセージワーフ
スリーベリーショコラドームバーガー
サクサク生地に挟んだショコラドームをあつあつの
ラズベリーソースで溶かすソーセージワーフ初のス
イーツバーガー！　価格／700円

9D

　チーズワーフ 
スフレパンケーキ
プレーン、そのぎ茶だいふく、ブリュレ、
艶チョコ他、計8種類ご用意。
価格／700円～

11D

　ロード・レーウ
佐世保名物 
レモンステーキ
佐世保名物レモンステーキを、
地元長崎の醤油にレモンの
果汁を入れた自慢のソースで
さっぱりとした風味に仕上げま
した。
価格／1,720円

2H

　ロード・レーウ
ロードレーウ特製
オランダパンケーキ
チョコソースにフルーツを乗せた
甘くておいしい一品。
価格／800円

2H

　魚壱
菓子三種盛
「魚壱からの贈り物」
竹筒をあけると、可愛い
甘味が３種入った料理長
おすすめスイーツ。
価格／700円

2H

　とっとっと
“幸せの”ワンプレートデザート
自家製クレームブリュレ・ガトーショコラ・マカロン
の贅沢ワンプレート。　価格／800円

2H
　ピノキオ
ピノキオ特製
ポテトとベーコンのピザ
有田焼の特注窯で焼き上げた、
自家製パンチェッタとカリカリ
ポテトがおいしい、人気No.1の
ピザ。
価格／1,320円

2H

1/11月～2/26金

GOURMETグルメ


