
場所／　アートガーデン、
　パレス ハウステンボス前庭
豊かな香りの秋バラを
ヨーロッパの街
並みと一緒に
眺めながら
散策しよう
※画像は過去
の様子

※画像はすべてイメージ

ワイン祭

アヒージョやカルボナーラなどの秋の味覚を堪能できるメニューをご用意！
好きなフルーツを選んで生しぼりジュースも味わおう！

場所／
　ベイサイドキッチン6Iファーマーズマーケット

ワイン初心者からワイン通まで楽しめる！

10/30土スタート
2E

21K

秋バラ

場所／　ルーベンス通り
時間／11：00～ワインの城営業時間

7G

レギュラーコース（飲み放題）
今年は100種類のワインの中に珍しい
樽生ワインが登場！
種類／ワイン95種類＋樽生ワイン5種類
料金／一般 2,800円、会員 2,500円

ゴールドコース
贅沢なワインを12種類味わえます♪
種類／12種類（１種類につき１杯35㎖）
料金／一般 18,000円、会員 16,200円

他にもさまざまなコースがあるので、
checkしてみよう♪

神秘的な紫色のワイン
パープルレイン
人工的な着色料を一切使わず自
然の力で生まれたワインはスッキ
リとした味わい。
料金／1杯（120㎖） 

一般 800円、会員 700円
※コースには含まれておりません。

Check!

花で彩られたストリート
メイン会場のルーベンス通り
の壁が花々に彩られる！
その様子はまるで、スペイン
の古都コルドバのパティオ
（中庭）のよう。

Check!

チーズ祭

カステラ祭

ワインと一緒に世界の代表的な
4大チーズを贅沢に食べ比べ！
　ワイン祭で食べ比べセットを

提供：1,100円
　チーズの城では食べ比べセットを

販売：1,000円
量り売りもあるので友人や家族に
おすそ分けもできます♪

7G

6G

場所／　カステラの城、
　チーズワーフ1F

カステラをアレンジしたスイーツから
お土産におすすめの商品まで続々
登場！
1日20個限定！
今話題の台湾カステラも 
価格／700円 各日15：00～販売

14D
11D

場所／　パサージュ
街の中心にあるショッピングストリー
トが花のアート作品で彩られる。色鮮
やかなダリアやマムで秋を感じよう。

5G

この秋、新しいフラワースポットが登場！

フラワーパサージュ
NEW!

※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。

ビタミン＆ミネラルたっぷり フレッシュジュース
種類／バナナ・オレンジ・グレープフルーツ・

キウイ・パイン・メロン
料金／各600円（メロンのみ800円）

9/18（土）～11/3（水・祝）の
土日祝限定で巨大パエリアも！
料金／お1人様 1,000円
提供時間／12：00～
※各日11：00～整理券配布

6G
場所／
　チーズの城

9/13月
スタート

※画像はイメージ

1日60食
限定！

ワイン祭は各場内ホテル
でも開催！その他の情報は
公式WEBサイトをcheck！

※公演スケジュールは公式WEBサイト
にてご確認ください

※詳しくは公式ＷＥＢサイトをご確認ください。※画像はイメージ

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”

ASLAN～聡明に輝け～オリエンタルファンタジーロマン
「美しき黄金の泉」

11月にチームシャインの公演予定。

チームフラワー

　ミューズホール5D

チームハピネス

※期間中、公演内容が変更になる場合がございます。

仮装して投稿すると豪華賞品を
Getできる大チャンスが！
詳しくは公式WEBサイトをcheck！

さらに オンライン仮装コンテストオンライン仮装コンテスト
を開催！を開催！

※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

季節限定の映像は迫力満点！
場所／　スタッドハウス14G

夜空から広大なアートガーデンへと
流れおちる幅66ｍの光の滝は壮観。
夜空から広大なアートガーデンへと
流れおちる幅66ｍの光の滝は壮観。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

場所／　パレス ハウステンボス20K

秋をイメージした華やかなショ
ーからハロウィーンをイメージし
たショーまで勢ぞろい！歌劇団
やレビューHTB天鼓のパフォー
マンスにも心躍る！

シルクロードを介して
栄えた文明の品々が一堂に！

9/18土～2022.1/10月・■祝

場所／　アムステルダム広場14G

仮装してハロウィーン
フォトスポットで撮影♪

場内各所でSNS映えの
ハロウィーンメニューを
満喫！

場所／　パレス ハウステンボス参道
時間／日没後

21K

華やかなショー秋の

夜は幻想的な世界へ！

カボチャのランタンの数は
昨年の約3倍！ハウステンボス史上最大の

ハロウィーンナイトウォークで幻想的な世界に入り込もう。

シルクロードを行くキャラバンー東・太陽　平山郁夫　２００５

ハウステンボス公式TwitterとInstagramを
フォローして#ハロウィーンテンボス でハロ
ウィーンの写真を投稿をしよう♪投稿を
　LOGOショップのスタッフに掲示する
と全員にキャンディをプレゼント！

ハロウィーンＳＮＳ
キャンペーン

ハロウィーンＳＮＳ
キャンペーン

場内でハロウィーンの投稿をしよう！場内でハロウィーンの投稿をしよう！

11/3水・■祝まで

9/21火～10/31日

11/3水・■祝まで

詳しくは裏面をcheck！詳しくは裏面をcheck！

5G

記載内容は予告なく変更となる場合がございます。詳しくはWEBサイトをご確認ください。

11.5 fri.2021 9.11sat. 11.5 fri.202120212021 9.11sat.

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♪



ハロウィーンちゅーりーぬいぐるみ 
かぼちゃ・魔女 各1,400円
ハウステンボスオリジナルキャラクター「ちゅーりー」の
ハロウィーンかぼちゃと魔女のぬいぐるみが登場！バッ
グに付けられるので、
ちゅーりーと一緒
に過ごせます♪
販売場所／
　クート、

総合売店

黒胡椒 牛ハム 500円
国産の牛もも肉を使用した
こだわりの逸品です。
販売場所／　チーズの城、
　スキポール

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

~ハロウィーンにおすすめ〜

〜おみやげにぴったりのお菓子たち〜

〜自分のご褒美にもおすすめ！お酒＆おつまみ〜

なりきりふわふわベア
カチューシャ・マスク
カチューシャ 1,800円／マスク 1,200円
ユニコーンカラーのベアカチューシャとほっ
ぺが可愛いベアマスクは可愛さ抜群です！

ハロウィーン 
かぼちゃカチューシャ・リボン
カチューシャ 1,200円／リボン 1,000円
かぼちゃがついたカチューシャとリボンをつ
けてハロウィーン気分になれるアイテム♪

なりきりレースカチューシャ・マスク
カチューシャ 1,600円／マスク 900円
プリンセス気分を味わえるバラのお花がついたカチューシャとレー
スが可愛いマスクです♪※ブラックとホワイトの2カラーから選べます。
販売場所／　リンダ、　　　　総合売店

チーズクランチチョコレートバー 700円
アイスのブラックモンブランのクランチを使用した
チーズ味のチョコクランチバーです。
販売場所／　チーズワーフ、　チーズの城、
　　　　総合売店

栗和三盆カステラ 800円
人気の和三盆カステラに高級な栗を贅沢に使
用しました。
販売場所／　カステラの城、
　　　　総合売店 

14D

4大チーズセレクション 1,000円
オランダ・フランス・スイス・イタリアのおすすめ
チーズの食べ比べができるセットです。
販売場所／　チーズワーフ、　チーズの城、
　ワインの城、　スキポール ※9月中旬より販売

6G
7G 5A

6G

5G

チーズラスク 650円
チェダーチーズを使用したラスクです。
販売場所／　チーズワーフ、　チーズの城、
　　　　総合売店10A 7D5A 3I 11D

11D 6G

6G

ハウステンボス
オリジナル
バルベーラ（赤）
シャルドネ（白）
各1,600円
深い香りと味わいは
丁寧な造りから。バル
ベーラは華やかに香
り、シャルドネはコク
があり爽やかな余韻
まで愉しめます。 
販売場所／
　ワインの城、
　　　　
総合売店

10A 7D5A 3I
7G

販売場所／　ナイアンローデ城、　リンダ、　クート、　　　　総合売店3A2A 7D5A 9G 3I

3A 7D5A 9G 3I

なりきりベアマスク
（レインボー） 
900円
レインボーカラーが可愛
いベアマスクです。
販売場所／　　　
　総合売店

7D5A 9G
3I

10A5A 9G 3I

7D5A 9G 3I 10A5A 9G 3I

11D
5A

ハロウィーンベア 
各3,000円
魔女のとんがり帽子を被った
可愛いベア。手元には小物
入れになったかぼちゃが！
※ブラックとブラウンの2カラーか
ら選べます。
販売場所／
　ナイアンローデ城、
　リンダ、　クート、
　　　　総合売店
※ブラックはリンダ限定販売

3A
2A

5A 10A
5G

3I9G

5G

　ソーセージワーフ
ハロウィーンブラックバーガー＆ホラーポテト
バンズもチーズも真っ黒に染まった漆黒のハンバーガー。
大量のポテトの下から謎の指が…！　価格／1,300円

9D　アムステルダム広場 ガーデンレストラン
チーズフォンデュアヒージョ
カマンベールをまるごと使用した人気のチーズフォンデュ風アヒージョ。
新鮮な色とりどりの野菜と一緒にどうぞ。　価格／1,800円

14G

　ショコラ夫人の旧邸
秋の2種類よくばり
モンブラン
通常の和栗に加え、紫芋
ペーストがプラスに！中の
チョコクランチとトッピング
のサツマイモチップスのサ
クサクとした食感も楽しめ
るモンブランです。
価格／1,800円

7G

　とっとっと
秋のバターチキン
カレー
濃厚でまろやかな味わ
いのバターチキンカ
レー。ライスとナンが
セットになっていて二重
に楽しめます。
価格／1,200円

2H

　ピノキオ　ハロウィーンカーニバル
フォカッチャに野菜をサンドしたり、カボチャペーストに
ディップしたりお好みの食べ方でどうぞ♪
価格／1,800円

2H

　ロード・レーウ
かわいいおばけのニコニコグラタン
旬の野菜をごろごろ詰め込んだグラタン。かわいい
おばげがハンバーグを隠すいたずらを…！？ 手作りの
ベシャメルソースでまろやかな味わいに。　
価格／1,300円

2H

　悟空　エビチリチーズフォンデュ
えびや蒸しパンのオバケ達を、チーズフォンデュスタイル
で楽しめる変わり種！チーズとエビチリソースの組み合わ
せは相性抜群！　価格／2,000円

2H

　ピノキオ
こんがりマシュマロのこうもりカプチーノ
月夜に羽ばたく不気味なこうもりもマシュマロがのった
美味しいカプチーノと一緒に楽しめます♪
価格／650円

2H

　ピノキオ
ハウステンボス産雲仙こぶ高菜と
県産青魚のペペロンチーノ
長崎で獲れた青魚の旨味に、ハウステンボス
で栽培した「雲仙こぶ高菜」のピリッとした苦み
がよいアクセントに。　価格／1,600円

2H

ハロウィーンの
グルメやスイーツが
盛りだくさん！

ハロウィーンの
グルメやスイーツが
盛りだくさん！

収穫祭の
グルメやスイーツが
盛りだくさん！

2H　魚壱　秋の恵天丼
秋の新鮮な食材を使った豪華な天丼に、地元
の団扇海老の味噌汁もついたお得なメ
ニュー。　価格／2,000円

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

“黒い”パイナップルのリキュールを
使用したラウンジオリジナルカクテル
 …1,200円

1G

1J

湖畔の森の健康レストラン
2J トロティネ

※小人・幼児　割引あり
※予告なく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、男性の方のビーチサンダル・半ズボン（ハーフパン
ツ）でのご利用はお断りいたします。また、必ずジャケット着用にて
ご利用ください。（9月は除く）

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

天麩羅御膳（ランチ）…3,300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～

美食の秋 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）

※イメージ

…1,500円～（税込・ サービス料込）
秋の味覚を取り入れたハロウィーンカクテル

※その他単品メニューもご用意しております。 ※イメージ

50種のワインと食事の食べ飲み放題！
ランチ   ：大人…5,000円　
ディナー：大人…7,000円
9/18（土）～26（日）

～トロティネガーデン・ワイン＆ブッフェ～

期間限定ハロウィーンカクテル
～ナイトメア～

（税込・サービス料込）

（税込・サービス料込）


