
もみの木広場もみの木広場

イルミネーションが輝く「クリスマス・ストリート」では、
ディナーやスイーツ、プレゼント選びが楽しめます。

クリスマスギフト

＊日時：毎日　10:00～18:00

キャンドルホルダーやルーム
シューズ、羊毛の小物など、
一年の感謝の気持ちを込め
て贈るクリスマスギフトを。

クリスマスディナー
イタリアンや中華、洋食な
ど、5店舗でクリスマス特別
メニューをご用意。
＊期間：12/23～25
※時間は店舗により
　異なります

12月1日(木)～12月25日(日)　☎0267-46-6200
スイーツやディナーを楽しむホテルクリスマス。

＊日時：毎日　10:00～16:00
　（イルミネーション点灯日は19:00まで）
＊料金：大人1,800円（中学生以上）・
　子ども1,300円（貸靴料込）
＊イルミネーション点灯日：金・土・12/25･29・
　30・31・1/1・2・8　17:00頃～19:00

今年11月に新オープンした、「星野エ
リア」のニューフェイス。野鳥の森か
ら流れ出る沢の水がそのまま凍った
スケートリンクです。クリスマス期間
中は毎週金・土＆12/25に、霧氷をイ
メージしたイルミネーションが灯りま
す。

11月18日(金)～3月12日(日)
☎0267-45-7777

11月19日(土)～12月25日(日)
☎0267-45-5853

高さ10ｍの本物のもみの木は「クリスマスタウ
ン軽井沢」のシンボルツリー。

シンボルツリー点灯式
カウントダウンの掛け声とともに、シンボルツリーが点灯する
と、キラキラとイルミネーションが輝きます。
＊日時：毎週土・日・祝　17:00　※イルミネーションは毎日点灯

クリスマス・ファイヤープレイス

＊日時：平日　　17:00～20:00
　　　 土日祝　17:00～21:00

あたたかな炎の揺らめきは、心を
ほぐします。ツリーのきらめきを眺
めながら、静かに語らうひととき。

スープ＆ドリンク
じゃがいもスープやホットアッ
プルサイダーをテイクアウトし
て、ファイヤー・プレイスやクリ
スマス・リビングでくつろいで。
＊日時：毎日　11:00～23:00
＊料金：600円～

クリスマススイーツ
スイーツのコース「ムニュ・デセール」

＊日時：毎日　10:00～16:00(LO)　＊料金：3,500円（税・サービス料別）

クリスマスアフタヌーンティ
真っ赤な果肉のリンゴを盛り込んだフルーツタ
ルトや、マドレーヌのサンドイッチが楽しめるク
リスマス限定アフタヌーンティ。
＊日時：毎日　12:00～18:00(LO)
＊料金：3,500円（税・サービス料別）　ドリンク込

クリスマスガトー
クリスマスの伝統菓子ビュッシュ・ド・
ノエルを、洋ナシや柚子、りんごを使
い、仕立てた小さなケーキ。
＊日時：毎日　10:00～21:30(LO)
＊料金：各600円（税・サービス料別）

スパイス・バー
スパイスをあわせたココアや紅茶、ホット
ワインを、イルミネーションが輝く中庭を
眺めながらゆったりと。
＊日時：毎日　17:00～21:30(LO)
＊料金：各800円～（税・サービス料別）

クリスマスディナー
ノエル・ディナー

「ニッポン・フレンチ」を提供する、メインダイニン
グ・ユカワタンでの‘ノエル・ディナー’と、パーティ
会場で味わう‘プレジール・ノエル’、２つの特別メ
ニューが味わえます。
＊日時・料金
‘ノエル・ディナー’ 12/17～12/25　17:30～
23,000円（全10品　要予約、税・サービス料別）
‘プレジール・ノエル’ 12/18・23・24・25　
１７:３０受付　１８:００開始
12,000円（全6品　事前申込制、税・サービス料別）

11月19日(土)～12月25日(日)　☎0267-45-5853
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キャンドルホルダーやルーム
シューズ、羊毛の小物など、
一年の感謝の気持ちを込め
て贈るクリスマスギフトを。

クリスマスディ
イタリアンや中華、洋食なイ
ど、5店舗でクリスマス特別ど
メニューをご用意。メ
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異なります

12月1日(木)～12月25日(日) ☎0267-46-6200
スイーツやディナーを楽しむホテルクリスママス。

＊日時：毎日　10:00～16:00
（イルミネーション点灯日は199:00まで）

＊料金：大人1,800円（中学生以上）・
子ども1,300円（貸靴料込）

＊イルミネーション点灯日：金・土土・12/25･29・
30・31・1/1・2・8　17:00頃頃～19:00

今年11月に新オープンした、「星野エ
リア」のニューフェイス。野鳥の森か
ら流れ出る沢の水がそのまま凍った
スケートリンクです。クリスマス期間
中は毎週金・土＆12/25に、霧氷をイ
メージしたイルミネーションが灯りま
す。

11月18日(金)～3月12日(日)
☎0267-45-7777
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高さ10ｍｍの本物のもみの木は「「クリスマスタウ
ン軽井沢沢」のシンボルツリー。

シンボルツリー点灯式
カウントダウンの掛け声とともに、シンボルルツリーが点灯する
と、キラキラとイルミネーションが輝きます。。
＊日時：毎週土・日・祝　17:00　※イルミネネーションは毎日点灯

クリスマス・ファイヤープレイス

＊日時：平日　　17:00～20:00
　　　 土日祝　17:00～21:00

あたたかな炎の揺らめきは、心を
ほぐします。ツリーのきらめきを眺
めながら、静かに語らうひととき。

スープ＆ドリンク
じゃがいもスープやホットアッ
プルサイダーをテイクアウトし
て、ファイヤー・プレイスやクリ
スマス・リビングでくつろいで。
＊日時：毎日　11:00～23:00
＊料金：600円～

クリスマススイーツ
スイーツのコース「ムニュ・デセール」

＊日時：毎日　10:00～16:00(LO)　＊料金：3,500円（税・サービス料別）

クリスマスアフタヌーンティ
真っ赤な果肉のリンゴを盛り込んだフルーツタ
ルトや、マドレーヌのサンドイッチが楽しめるク
リスマス限定アフタヌ ンテリスマス限定アフタヌーンティ。
＊日時：毎日　12:00～18:00(LO)
＊料金：3,500円（税・サービス料別）　ドリンク込

クリスマスガトー
クリスマスの伝統菓子ビュッシュ・ド・
ノエルを、洋ナシや柚子、りんごを使
い 仕立てた小さなケ キい、仕立てた小さなケーキ。
＊日時：毎日　10:00～21:30(LO)
＊料金：各600円（税・サービス料別）

スパイス・バー
スパイスをあわせたココアや紅茶、ホット
ワインを、イルミネーションが輝く中庭を
眺めながらゆ たりと眺めながらゆったりと。
＊日時：毎日　17:00～21:30(LO)
＊料金：各800円～（税・サービス料別）

クリスマスディナー
ノエル・ディナー

「ニッポン・フレンチ」を提供供する、メインダイニン
グ・ユカワタンでの‘ノエル・ディナー’と、パーティディナ ’と パ ティ
会場で味わう‘プレジール・ノエル’、２つの特別メ
ニューが味わえます。
＊日時・料金
‘ノエル・ディナー’ 12/17～12/25 17:30～
23,000円（全10品　要予約、税・サービス料別）
‘プレジール・ノエル’ 12/18・23・24・25
１７:３０受付 １８:００開始
12,000円（全6品 事前申込制、税・サービス料別）

イルミネーションが輝く「クリスマス・ストリート」では、
ディナーやスイーツ、プレゼント選びびが楽しめます。
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＊日時：毎日　17:00～23:00

今年の新スポット。街並みに
沿って流れる川の水辺で光の粒
をまとったイルミネーションが
輝きます。
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「森と水辺のクリスマス」と「聖なる森のクリスマス」の
２つのエリアで、心あたたまる時間が過ごせます。

http://www.hoshino-area.jp/
軽井沢町星野　◆駐車場約200台
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軽井沢ホテル
ブレストンコート

ミルクのソルベと苺のコンポート、目の前で飾るバラが華やかに香るメインスイ
ーツ、クリスマスリースを模したモンブランと、3品のスイーツをコース仕立てで。



●お問い合わせ

軽井沢ウインターフェスティバル
☎0267-41-6090

http://www.karuizawamonogatari.jp

期間中、他にも様々なイベントが開催されます。
詳細はホームページをご覧ください。

※イベントは悪天候の場合中止になることがあります　

大賀ホール
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Karuizawa Winter
Festival 2017
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11月26日(土)15:00～19:00

オープニング•
クリスマスマルシェ
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オープニング•
クリスマスマルシェ

飲食店や雑貨屋さんなど、45店舗が軒を連
ねるクリスマスマルシェ。盛り上げ隊長のこ
てつや、佐々木かんた、ピエールJUN、ルイ
ザちゃんのお友だちみよたんも登場します。
●クリスマスマルシェ　15:00～19:00
●オープニングセレモニー　18:00～
●花火大会　18:00過ぎ

＊場所：軽井沢本通り

恵みシャレー軽井沢
クリスマス•ナイトマルシェ
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恵みシャレー軽井沢

クリスマス•ナイトマルシェ
恵

イルミネーションがきらめく恵みシャレー軽井沢で、音楽イベ
ントやキャンドルサービス、クリスマスマルシェを開催。こて
つ、佐々木かんた、ピエールJUN、軽井沢中学校吹奏楽、中部
小学校吹奏楽、手のひらの会、軽井沢キャロルがイベントを盛
り上げます。
●無料シャトルバス運行(16:00～20:00)　
　軽井沢駅南口 恵みシャレー軽井沢（☎0267-42-2302）
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恵みシャレー軽井沢で、音楽イベ軽 音楽
クリスマスマルシェを開催。こて
UN 軽井沢中学校吹奏楽 中部

12月17日(土)
16:00～20:00
＊場所：恵みシャレー軽井沢

中軽井沢
クリスマスイベント

11月27日(日)17:00～
＊場所：中軽井沢くつかけテラス

クク
軽井沢吹奏楽団・
クリスマスコンサート

12月18日(日)13:30開場・14:00開演
＊場所：軽井沢大賀ホール
＊料金：入場無料
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軒を連ど、45店舗が軒
長のこ。盛り上げ隊長

ピエールJUN、ルイピエールJUN

こてつ

クリスマスを彩る代表的なおもちゃ「クリスマスピラミッド」。
最上部のプロペラが特徴で、ロウソクの火が暖めた空気によっ
てプロペラが回る仕組みになっています。今展では、この「クリ
スマスピラミッド」に注目し、いくつもの習俗が組み合わさった
独特の歴史や、おもちゃの仕組み、モチーフとなった情景をひ
もときながら、エルツ地方のクリスマスの魅力に迫ります。職
人たちの知恵と工夫が結集したクリスマスのおもちゃとともに
一味違った聖夜を楽しめます。

エルツおもちゃ博物館・軽井沢
☎0267-48-3340 http://museen.org
軽井沢町長倉193（塩沢）

風越公園前

小諸

塩沢
塩沢湖

絵本の森美術館 ●

中軽井沢駅

エルツ
おもちゃ博物館・軽井沢
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開館時間：10:00～16:00（最終入館は閉館の30分前）
休館日：火～金曜日、1月10日～2月28日冬季休館
※12月23日～26日、28日～31日は開館、
　1月は1月2日・3日、7日～9日のみ開館
エルツ入館料：大人600円･中高生400円･小学生以下無料
絵本の森とのセット券：大人1,000円･中高生700円･小学生以下無料

エルツ（ドイツ）の
クリスマス

（（（（（（（（（（（（（（ドドドドドドドドドドドドドドイイイイイイイイイイイイイイツツツツツツツツツツツツツツ））））））））））））））エルツ（ドイツ）の
クリスマス

2017年
1月9日
まで開催中

エルツ地方のクリスマスの魅力に迫る秋冬展｢クリスマスピラミッドのひみつ｣をはじめ、
クリスマスを彩るオーナメントやおもちゃを購入できる「2016クリスマスフェア」など、ド
イツ・エルツ地方のクリスマス文化に触れながら、特別なクリスマスを体感できます。

クリスマスを彩る代表的なおもちゃ
最上部のプロペラが特徴で、ロウソク
てプロペラが回る仕組みになってい
スマスピラミッド」に注目し、いくつも

2017年1月9日（月）まで

併設の軽井沢絵本の森美術館では、
秋冬展「～めくる喜び、絵をよむ愉しさ～
アメリカ絵本のあゆみ展」を開催中　2017年1月9日（月）まで

『100まんびきのねこ』や『か
いじゅうたちのいるところ』
など長く読み継がれ、今日も
親しまれているアメリカ絵
本。今展では、原画や初版本

などの絵本資料を展示し、アメリカ絵本の草創期から発展まで
のあゆみをご紹介。良質な絵本が生み出された背景とともに、
画家たちが1冊1冊にこめた様々な工夫をひもとくことで、絵本
の可能性を開拓してきたアメリカ絵本の魅力に迫ります。

▲H•A•レイ画『きりんのセシリーと9ひきのさる
たち』＠1942H•A•Rey

エルツ地方のクリスマスピラミッドや木工芸品など、博物館厳
選のクリスマスアイテムを販売。12月24日（土）11:00～軽井沢
キャロルによるキャロリングも開催。

2017年1月８日（日）まで

▲博物館厳選のクリスマスアイテムが並びます

クリスマスピラミッドのひみつ
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▲クリスマス時期になると窓辺に飾り、
ろうそくの灯りとおもちゃが回転する様
子を楽しめる「クリスマスピラミッド」

今年で5回目を迎える、八千穂高原のスノーキャンドルナイト。
雪原の上に優しく灯るキャンドルに、自然と笑みがこぼれるでしょう。

八千穂高原スキー場
☎0267-88-3956 http://yachiho-kogen.jp/ski/
イベントの詳細は上記までお問い合わせください

佐久穂町大字千代里2093
佐久穂町役場商工観光係●お問い合わせ

＊時間：17:00～
＊会場：第4コース
限定50名の参加者が、
たいまつ（発煙筒）を手
に自慢の第4コースを
滑り降ります。夜の滑走はこのイベントのこの時だけ。天気が良け
れば、夜景と冬の星空も楽しめます。

●往路：役場佐久庁舎15:25発
役場佐久庁舎➡茂来館➡しらかば
社会体育館➡八千穂駅➡ペンショ
ン・ロッジ➡スキー場

●復路：スキー場18:40発
スキー場➡ペンション・ロッジ➡八
千穂駅➡しらかば社会体育館➡茂
来館➡役場佐久庁舎

運行時間

＊時間：17:40 ～
＊会場：センターハウス
八千穂高原で夜間コン
サートを開催。参加者に
は蛍光ブレスレットが
配布され、手作りのキャ
ンドルと共に幻想的な
空間を作り上げます。

サンタorトナカ
イのコスプレで
リフト乗車券が
無料に!!

八千穂高原
スキー場

駅
湖
原
松

佐久平駅

松原湖八千穂レイク

清水町

駅
穂
千
八

場

冬期
通行禁止

299

141

小海リエックス・スキーバレー

たいまつ滑走参加者を50名募集中です。
※参加希望者は下記までお問い合わせください。

目を迎える 八千穂高原のスノ キャン今年で5回目
雪原の上に優
今年で5回目 ンドルナイト。ンドルナイ

2016年
12月23日　 
8:30～18：30

日
30

金祝スノーキャンドルナイト
in 八千穂高原
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＊準備：13:00～
＊点火：15:30～
＊会場：センターハウス周辺
手作りのキャンドルに火
を灯し、相合傘や星の形
に並べます。大切な人と
特別な時間を。

スノーキャンドルスノスノスノスノスノスノスノスノスノスノスノーキーキーキーキーキーキーキーキキキキャンャンャンャンャンャンャンャンャンャンドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルルスノーキャンドルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルスススススス

スノーキャンドルナイト行き臨時夜行便（無料）

たいまつ滑走参加者募集中

｢佐久の美しい星空｣をコンセプトに毎年開催されている
イベント。今年のテーマは｢万華鏡｣。
日時：開催中～2017年1月13日(金)　
場所：ミレニアムパーク　☎0267-62-2656(事務局)

SAKU BLOOM イルミネーション 2016SAKU BLOOM イルミネーション 2016
佐｢佐

日時：12月10日(土)～2017年2月19日(日)
場所：上田駅お城口広場
☎0268-23-5395（上田市商工課）

上田駅お城口広場イルミネーション上田駅お城口広場イルミネーション
時

高さ11mのメインツリーを中心に、動物たちのオブジェ
と、青と白で彩られたツリーが幻想的な世界を演出。縦

日時：開催中～2017年2月28日(火)16:30～24:00
場所：樫山精密（株）西側　☎0267-67-3311

樫山工業イルミネーション 2016-2017樫山工業イルミネーション 2016-2017
高

借宿コーラス、軽井沢女声コーラス、軽井沢吹奏楽団によ
るコンサート。
日時：12月18日(日)14:00開演　場所：軽井沢大賀ホール
料金：入場無料　☎090-8813-1520(土屋)

Christmas ConcertChristmas Concert
借宿

日時：12月4日(日)14:00開演
場所：軽井沢大賀ホール
料金：入場無料　☎0267-42-0055

軽井沢少年少女合唱団＆軽井沢ファミリー
オーケストラ　クリスマスコンサート
軽井沢少年少女合唱団＆軽井沢ファミリー
オーケストラ　クリスマスコンサートオオ

明美クラスの発表会とTeamカマラニのショー。
日時：12月18日(日)13:00開演　
場所：東御市文化会館サンテラスホール　
料金：1,000円※未就学児無料　☎090-7257-6383(井出)

ハワイアンクリスマスショー｢踊縁｣ハワイアンクリスマスショー｢踊縁｣
美
ハハ

クリスマスイブの星空を楽しむ観望会。愛する人に星のプ
レゼントを！
日時：12月24日(土)19:30～21:00　
場所：うすだスタードーム
料金：一般500円・小中学生250円　☎0267-82-0200

クリスマス観望会クリスマス観望会クク

日時：12月24日(土)14:00～15:00　
場所：上田市交流文化芸術センター（サントミューゼ）　
料金：3歳以上500円　
☎0268-42-3436（信州国際音楽村）

信州国際音楽村 
少年少女合唱団クリスマスコンサート
信州国際音楽村 
少年少女合唱団クリスマスコンサート
信信

尾崎久美子、浅間山麓男声合唱団による演奏。
日時：12月23日(金)19:00開演　
場所：小諸グランドキャッスルホテル　
料金：入場無料　☎0267-22-9334(木内)

ゴスペるん♪こもろ 
クリスマスコンサート2016
ゴスペるん♪こもろ 
クリスマスコンサート2016クク

樫山 業樫山 業 軽井沢少軽井沢少
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2017年
2月14
まで開催中

アリオクリスマス
イルミネーション2016
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アリオクリスマス

イルミネーション2016

＊点灯時間：16:00～23:00
今年は、入口からメインツリーまで続く
通路が光のラインで彩られます。15分毎
に流れる音楽と光のショーを楽しんで！

Ario 上田
☎0268-26-7711
http://www.ario-ueda.jp

上田市天神3-5-1
上田駅

イトーヨーカドー

別
所
線

上田市役所

上田高

大手1・2丁目 市役所前

天神3・4丁目

中央1丁目
●

アリオ
上田

北陸新幹線

約11万球のシャンパンゴールドの光が、和やかで
温かみのある空間を演出。昨年大好評の音楽に合わせて光が動くツ
リーを今年はエリア全体で演出。音楽と光に包まれながらショッピング
を楽しめます。12月25日まではクリスマスバージョンの光で演出!!

実際の動画も
要チェック!
実際の動画も
要チェック!
こちらのQRコード
より閲覧ください
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スキー場ー場
八千穂レ千穂レ
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日時：12
場所：う
料金：一

ク

サントミューゼ）　

スコンサートスコンサート

ノスノスノーキキャンドル

※イベントの日程・内容・料金などは主催者の都合により変更となる場合がありますので、ご了承ください。



今年で5回目を迎える、八千穂高原のスノーキャンドルナイト。
雪原の上に優しく灯るキャンドルに、自然と笑みがこぼれるでしょう。

八千穂高原スキー場
☎0267-88-3956 http://yachiho-kogen.jp/ski/
イベントの詳細は上記までお問い合わせください

佐久穂町大字千代里2093
佐久穂町役場商工観光係●お問い合わせ

＊時間：17:00～
＊会場：第4コース
限定50名の参加者が、
たいまつ（発煙筒）を手
に自慢の第4コースを
滑り降ります。夜の滑走はこのイベントのこの時だけ。天気が良け
れば、夜景と冬の星空も楽しめます。

●往路：役場佐久庁舎15:25発
役場佐久庁舎➡茂来館➡しらかば
社会体育館➡八千穂駅➡ペンショ
ン・ロッジ➡スキー場

●復路：スキー場18:40発
スキー場➡ペンション・ロッジ➡八
千穂駅➡しらかば社会体育館➡茂
来館➡役場佐久庁舎

運行時間

＊時間：17:40 ～
＊会場：センターハウス
八千穂高原で夜間コン
サートを開催。参加者に
は蛍光ブレスレットが
配布され、手作りのキャ
ンドルと共に幻想的な
空間を作り上げます。

サンタorトナカ
イのコスプレで
リフト乗車券が
無料に!!

八千穂高原
スキー場

駅
湖
原
松

佐久平駅

松原湖八千穂レイク

清水町

駅
穂
千
八

場

冬期
通行禁止

299

141

小海リエックス・スキーバレー

たいまつ滑走参加者を50名募集中です。
※参加希望者は下記までお問い合わせください。

目を迎える 八千穂高原のスノ キャン今年で5回目
雪原の上に優
今年で5回目 ンドルナイト。ンドルナイ
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8:30～18：30

日
30
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in 八千穂高原
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＊準備：13:00～
＊点火：15:30～
＊会場：センターハウス周辺
手作りのキャンドルに火
を灯し、相合傘や星の形
に並べます。大切な人と
特別な時間を。
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スノーキャンドルナイト行き臨時夜行便（無料）

たいまつ滑走参加者募集中

｢佐久の美しい星空｣をコンセプトに毎年開催されている
イベント。今年のテーマは｢万華鏡｣。
日時：開催中～2017年1月13日(金)　
場所：ミレニアムパーク　☎0267-62-2656(事務局)

SAKU BLOOM イルミネーション 2016SAKU BLOOM イルミネーション 2016
佐｢佐

日時：12月10日(土)～2017年2月19日(日)
場所：上田駅お城口広場
☎0268-23-5395（上田市商工課）

上田駅お城口広場イルミネーション上田駅お城口広場イルミネーション
時

高さ11mのメインツリーを中心に、動物たちのオブジェ
と、青と白で彩られたツリーが幻想的な世界を演出。縦

日時：開催中～2017年2月28日(火)16:30～24:00
場所：樫山精密（株）西側　☎0267-67-3311

樫山工業イルミネーション 2016-2017樫山工業イルミネーション 2016-2017
高

借宿コーラス、軽井沢女声コーラス、軽井沢吹奏楽団によ
るコンサート。
日時：12月18日(日)14:00開演　場所：軽井沢大賀ホール
料金：入場無料　☎090-8813-1520(土屋)

Christmas ConcertChristmas Concert
借宿

日時：12月4日(日)14:00開演
場所：軽井沢大賀ホール
料金：入場無料　☎0267-42-0055

軽井沢少年少女合唱団＆軽井沢ファミリー
オーケストラ　クリスマスコンサート
軽井沢少年少女合唱団＆軽井沢ファミリー
オーケストラ　クリスマスコンサートオオ

明美クラスの発表会とTeamカマラニのショー。
日時：12月18日(日)13:00開演　
場所：東御市文化会館サンテラスホール　
料金：1,000円※未就学児無料　☎090-7257-6383(井出)

ハワイアンクリスマスショー｢踊縁｣ハワイアンクリスマスショー｢踊縁｣
美
ハハ

クリスマスイブの星空を楽しむ観望会。愛する人に星のプ
レゼントを！
日時：12月24日(土)19:30～21:00　
場所：うすだスタードーム
料金：一般500円・小中学生250円　☎0267-82-0200

クリスマス観望会クリスマス観望会クク

日時：12月24日(土)14:00～15:00　
場所：上田市交流文化芸術センター（サントミューゼ）　
料金：3歳以上500円　
☎0268-42-3436（信州国際音楽村）

信州国際音楽村 
少年少女合唱団クリスマスコンサート
信州国際音楽村 
少年少女合唱団クリスマスコンサート
信信

尾崎久美子、浅間山麓男声合唱団による演奏。
日時：12月23日(金)19:00開演　
場所：小諸グランドキャッスルホテル　
料金：入場無料　☎0267-22-9334(木内)

ゴスペるん♪こもろ 
クリスマスコンサート2016
ゴスペるん♪こもろ 
クリスマスコンサート2016クク
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温かみのある空間を演出。昨年大好評の音楽に合わせて光が動くツ
リーを今年はエリア全体で演出。音楽と光に包まれながらショッピング
を楽しめます。12月25日まではクリスマスバージョンの光で演出!!

実際の動画も
要チェック!
実際の動画も
要チェック!
こちらのQRコード
より閲覧ください

ようえんようえん

p/ski/p/ski/

大字千代里2093

場18:40発
ンション・ロッジ➡八
ば社会体育館➡茂
久庁舎

は蛍光ブ
配布され、
ンドルと共
空間を作り

八千穂高穂高
スキー場ー場
八千穂レ千穂レ

冬期
通行禁止

クリスマ
レゼント
日時：12
場所：う
料金：一

ク

サントミューゼ）　

スコンサートスコンサート

ノスノスノーキキャンドル

※イベントの日程・内容・料金などは主催者の都合により変更となる場合がありますので、ご了承ください。


