
ハーバータウンに南国ムード漂うパーティエリアが誕生！
サマーナイトパーティサマーナイトパーティ 8/31火まで

場所／　ベイサイドステージ・キッチン　時間／17：00～ ※ビール祭は11：00～6I

6I

～光の街の夏祭り～～光の街の夏祭り～

ビール祭

場所／　アートガーデン
時間／7/10㈯～7/21㈬ 9：00～19：00、

7/22（木・祝）～9/10㈮ 9：00～閉園30分前まで
※小学生以下は保護者（20歳以上）の同伴が必要です。

5E

場所／　ウェルネスセンター
時間／7/10㈯～7/21㈬：

9：00～19：00
7/22（木・祝）～9/10㈮：
9：00～閉園30分前まで
※7/22（木・祝）からは18：00
～19：00中間クローズ

料金／600円（土日・祝日・特定
日は1,000円）
※特定日：8/7㈯～8/15㈰※直営
ホテル宿泊の方は割引あり。詳細は
公式WEBサイトをご確認ください。

2J

高さ10m、全長65mのロング
スライダー。滑り降りると水が
スプラッシュ‼
※小学生以上、身長120㎝以上、体重
20kg～100kgまで

NEW メガスライダーメガスライダー

7/22～

　　大プール
直径50mの巨大プールが誕生！

　　ちびっこガーデン
地面から“ちゃぷちゃぷ”と水が
噴き出す！

ナイトプール
光のアートに彩られてSNS映え
もばっちり！

NEW

NEW

7/22木スタート

ナイトプール
時間／19：00～
夜は幻想的な光に
包まれながら特別
な時間を♪
※18歳以上限定

7/22木スタートNEW

おなかがすいたら、
テラスでホテル特製
グルメを！

※画像はすべてイメージ

※公演スケジュールは公式WEBサイト
にてご確認ください

※天候その他の事由により開花状況
は変動する場合がございます。
※画像は過去の様子

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

歌劇ザ・レビュー ハウステンボス
歌劇を超える“LIVE歌劇”

ナポレオン、永遠の夢まぼろし千本桜
～愛と情熱のフィーバー～

オリエンタルファンタジーロマン「美しき黄金の泉」

チームハピネス

　ミューズホール5D

7/25■日
千秋楽

チームハート

期間

時間 20：30～20：4520：30～20：45
8/7土～8/15日8/7土～8/15日

チームフラワー

9日間連続開催！
ダンスショーのフィナーレに打ちあが
る花火は圧巻！場内各所でお楽しみい
ただけます。

※時間が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。

アムステルダム広場ステージでも
歌劇団とHTB天鼓のパフォーマンスをお楽しみいただけます。

場所／　ベイサイドステージ6I

南国感あふれるショーを
みんなと一緒に楽しもう♪

場所／　付近 バスチオン2D

黄色いひまわりのじゅうたん
と風車を望むロケーションは
記念撮影にぴったり！

※画像はイメージ

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。

ショーの時間／日没後 15分毎
場所／　　近く11D 14D

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

海と夏をテーマとした、季節限定
の映像は迫力満点！

場所／　スタッドハウス14G

夏はリズミカルな音楽でプールの
噴水とリンクした演出に！
ガーデンプールからの眺めは壮観。

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

この街で過ごす夏の夜は
きっと忘れられない思い出になる。

場所／　パレス ハウステンボス20K

幻想的な美しさのモルファ蝶の部屋など見
どころ満載！ 9/6月まで

7月22日木・■祝～8月上旬予定

場所／　光のファンタジアシティ4F

光できらめく海の世界で大冒険！

7/29■木スタート

カラフルな深海の世界を
体験するウォークスルー

アトラクション！

カラフルな深海の世界を
体験するウォークスルー

アトラクション！

開花状況は
公式WEBサイ

ト
をcheck！

時間／１８:３０～

夏
休み

におすすめ！

※画像はイメージ※画像はイメージ

7.9 fri.5.31mon. 7.9 fri.5.31mon.

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。

9.10 fri.2021 7.10sat. 9.10 fri.202120212021 7.10sat.

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♪



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

トロピカルバケーションベアBOY＆GIRL
各3,000円
夏らしいアロハシャツを可愛く着こなした
バカンス気分のベアが登場♪
販売場所／　リンダ、　クート、　スーベニア3A 5G 9G

10A5A 9G 3I

ハウステンボス オリジナルTシャツ 各2,500円
2種類のデザインと様々なカラーバリエーションの中から
自分好みのTシャツを見つけよう♪
販売場所／　　　　　総合売店

※画像はイメージ

10A 7D5A 9G 3I

ハンディファン 各1,200円
暑い季節にはかかせない！ コンパクトで可愛らしいデザイン
のハンディファン。3色から選べます♪
販売場所／　　　　　総合売店

足裏には
可愛い刺繍が♪

~夏のおすすめ商品〜

〜この季節に喜ばれるお土産〜

〜自分のご褒美にもおすすめ！お酒＆おつまみ〜

ハイビスカスティアラ
ハイビスカスシュシュ
ティアラ 1,600円
シュシュ 700円
カラフルなハイビスカスが
とってもキュート。場内やプー
ルで身に着けて夏気分を盛
り上げよう！
販売場所／　アンジェリケ、
　　　　
総合売店

3G
10A 7D5A 9G 3I

貝殻付花かんむり
1,600円
涼しさ感じるパステルカラー
のお花にワンポイントで貝殻
をあしらった花かんむり。
販売場所／　アンジェリケ、
　　　　総合売店

3G
10A 7D5A 3I

塩レモンサイダー 300円
シュワシュワの炭酸が口の中に広がって、レモン
の爽やかな味とともにはじけます♪
販売場所／　　　　　総合売店10A 7D5A 9G 3I

レモンチーズケーキタルト 
650円
濃厚なチーズケーキと甘酸っぱい
レモンジャムが織りなす、爽やかな夏のスイーツ。
販売場所／　　　　　総合売店10A 7D5A 9G 3I

ハチミツレモンかすてら 
800円
カステラのやわらかな甘みの中に
レモンの爽やかな香りがふわっと広がります♪
販売場所／　カステラの城、
　　　　　総合売店10A 7D5A 9G 3I

14D

黒胡椒 牛ハム 500円
国産の牛もも肉を使用した
こだわりの逸品。
販売場所／　チーズの城、
　　　　　総合売店10A 7D5A 9G 3I

6G

黒胡椒 豚ハム 650円
熊本県産の豚肉を使用し
黒胡椒のアクセントが癖になる。
販売場所／　チーズの城、
　　　　　総合売店10A 7D5A 9G 3I

6G

クラフトビール 各600円
ハウステンボスオリジナルビール！ コクが深いも
のからフルーティーな味まで楽しめます！
販売場所／　チーズワーフ、　チーズの城、
　九州の城、　　　　総合売店

11D
5A 10A 9G 3I

6G
7G※8/1～販売 ※8/1～販売

※7月下旬～販売

5G

Summer
Festival
Summer
Festival

サマー
フェスティバル

〜夏のおすすめメニュー〜

　カフェデリ プリュ
桃のまるごとパフェ
桃をまるごと1玉使用した見た目も
贅沢なパフェ。　価格／1,500円

　森のファンタジアカフェ
九龍球ハワイアンソーダ
涼しげな森の雨露を連想させるドリンクに
お花を閉じ込めた九龍球ゼリーフルーツを
トッピング♪
価格／ノンアルコール：800円
　　　アルコール  ：1,000円

2F

　ピノキオ
フィオーレ デル ソーレ 
～夏の花～
夏の花ひまわりと太陽をイメージした
ロングカクテル！ ノンアルコールもお楽
しみいただけます。
価格／950円（アルコール：1,550円）

2H

　悟空  フカヒレと夏野菜のかき氷冷麺
夏野菜とフカヒレの姿煮がまるっと乗った、贅沢な一品。 
価格／2,000円

2H

　チーズワーフ
雲仙島原鶏と夏野菜のタッカルビ
韓国名物タッカルビをチーズワーフ風にアレンジした
スタミナ抜群の夏一押しメニュー！　価格／1,800円

11D

　花の家 
【あご出汁】涼麺３種の選べる御飯セット
魚介の香り漂うあご出汁にチャーシューと鬼卸し大根の旨さ
が合うさっぱりとした味わい。　価格／1,500円

8I　ソーセージワーフ
夏も灼熱！ チーズ溢れる和牛ダブルチリバーガー
人気の「灼熱バーガー」に夏バージョンが登場！
価格／1,950円

　ガーデンレストラン
担々麺風冷製カッペリーニ
冷たくて辛い夏の旨辛冷製パスタは
クセになる美味しさ。
価格／1,100円

14G

その他、
グルメやスイーツが
盛りだくさん！

2H

9D

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

サマーモヒートフェア
 …各1,300円

1G

1J

湖畔の森の健康レストラン
2J トロティネ

※緊急告知なしに営業内容が変更になる場合が
ございます。

カジュアルランチ 大人…2,300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

※ディナーのみ、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。

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）

※イメージ

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

五島うどん御膳（ランチ） …3,200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～

美食の夏ディナーコース…11,000円～

※イメージ

※イメージ

…4,000円（税込・サービス料込）

…1,200円（税込・サービス料込）

※イメージ

…1,800円～（税込・ サービス料込）
バーテンダーおすすめトロピカルカクテルを
3種類ご用意しています。

※その他単品メニューもご用意しております。 ※イメージ

サマーディナーブッフェ
蟹・オマール海老・ローストビーフ食べ放題 

　　　大人…5,500円
※小人・幼児　割引あり
（税込・サービス料込）

７/２２～８/３１


