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２０２０年１１月１８日

１１月 ２８日 （土 ）～１２月 ２４日 （木 ）

京 王 フローラルガーデン アンジェにて
「アンジェのクリスマス」を開 催 ！
イルミネーションとキャンドルで美 しく彩 るクリスマス
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：紅村 康）が運営する「京王
フローラルガーデン アンジェ」（場所：京王相模原線京王多摩川駅下車すぐ）では、
１１月２８日（土）から１２月２４日（木）まで、
「アンジェのクリスマス」を開催しま
す。イルミネーションとキャンドルを点灯し、幻想的な世界を醸し出して、園内にクリ
スマスの雰囲気を演出するほか、クリスマスコンサートや乗馬体験、大抽選会などのイ
ベントにより、「アンジェのクリスマス」を一層盛り上げます。
１２月１９日（土）
・２０日（日）
・２４日（木）に開催する「イルミネーション＆スー
パーキャンドルナイト」では、池の水面に浮かぶクリスマスツリーに６万球のイルミネー
ションと６，０００灯のキャンドルの灯がゆらめき、園内全体に幻想的な世界観を演出し
ます。新日本フィルハーモニー交響楽団による弦楽四重奏やハンドベルなどのクリスマスの雰囲
気をより一層引き立てる演奏を日替りで行う「クリスマスコンサート」、１２月１９日（土）・
２０日（日）は「クリスマス大抽選会」を開催します。

その他、お子様向けのイベント「サンタの忘れ物」や「親子で選ぶクリスマス絵本大
賞」なども開催してアンジェのクリスマスを盛り上げます。
詳細は下記のとおりです。

≪イルミネーション＆キャンドルナイト

昨年の様子≫

１．開催日程
１１月２８日（土）～１２月２４日（木）
２．開催時間
日にち

時

平日・11 月 28（土）、29（日）
※12 月 21（月）～24（木）除く

間

１６：００～１９：００（入園は１８：３０まで）

12 月 5（土）、6（日）、12（土）、
１６：００～２０：００（入園は１９：３０まで）
13（日）、21（月）、22（火）、23
（水）
12 月 19（土）、20（日）、24（木） １６：００～２０：３０（入園は２０：００まで）
※ 通常営業（１０月～２月）は１０：００～１６：３０（入園は１６：００まで）
※「ＢＢＱ－ＶＩＬＬＡＧＥ」は営業時間が異なります。
３．主なイベント
（１）イルミネーション＆スーパーキャンドルナイト
①日程 １２月１９日（土）・２０日（日）・２４日（木）
②時間 １６：００～２１：００
③内容

〇水面に浮かぶクリスマスツリー、イルミネーションと６，０００灯
のキャンドルを園内全エリアで点灯し幻想的な世界を作り出します。
〇大抽選会（１９日（土）・２０日（日）の２日間）
〇ANGE Xmas Special Concert（２４日（木）弦楽四重奏）
〇ハンドメイドピラーキャンドル（１９日（土）・２０日（日）の２日間）
〇乗馬体験（１９日（土）・２０日（日）の２日間）
※キャンドルナイトは雨天・強風時は中止になる場合があります。

（２）イルミネーション＆キャンドルナイト
①日程 １２月２１日（月）・２２日（火）・２３日（水）
②時間 １６：００～２０：００
③内容 〇水面に浮かぶクリスマスツリー、イルミネーションやエントランスか
らＢＢＱ周辺までの園内一部エリアを１，０００灯のキャンドルでラ
イトアップします。
〇ANGE Xmas Special Concert
（３）イルミネーションナイト
①日程 １１月２８日（土）～１２月１８日（金）
②時間 １６:００～１９:００
③内容

○６万球のイルミネーションと水面に浮かぶクリスマスツリーが輝き
アンジェのガーデンを彩ります。
（４）クリスマスコンサート（場所：イベントセミナールーム）
各日①１６：３０～、②１８：００～ 各回約４５分
日

程

内

容

出演者

１２月 ５日（土） スイス音楽

玉川アルプホルンクラブ

１２月 ６日（日） フルート・ピアノデュオ

玉村三幸・三平順子

１２月１２日（土） アコーディオンデュオ

Tit For Tat

１２月１３日（日） ゴスペル

ジャズバンド「Hilarus mas tonto」

１２月１９日（土）

アイリッシュハープ・
バイオリンコンサート

１２月２０日（日） ハンドベル

ハープ奏者の渡邊真位氏
ヴァイオリン奏者の竹内章人氏

ベルプリズム

（５）ANGE Xmas Special Concert（場所：イベントセミナールーム）事前予約制
各日１８：３０～２０:００ 有料（お１人様１０００円、ワンドリンク付き）
日

程

内

容

出演者

１２月２１日（月） JAZZ

チエリントン楽団

１２月２２日（火） ラテンギター/アルパ

ラテン音楽ユニット

１２月２３日（水） ラテン JAZZ

EL SWING

１２月２４日（木） 弦楽四重奏

新日本フィルハーモニー交響楽団
佐々木絵理子 第 2 ヴァイオリン奏者
フォアシュピーラー
古日山 倫世 第 1 ヴァイオリン奏者
サミュエル エリクソン チェロ奏者
脇屋 冴子
ヴィオラ奏者
フォアシュピーラー

（６）クリスマス大抽選会
日時
賞品

大抽選会
１２月１９日（土）・２０日（日） １９：００～２０：００

京王あそびの森 ＨＵＧＨＵＧ <ハグハグ>の入館券や京王高尾山温泉 / 極楽
湯の入館券、家電製品などの素敵な賞品が当たります。

４．その他のイベント
【参 考１】を参照
５．場
所
京王フローラルガーデン アンジェ（東京都調布市多摩川４－３８）
６．交
通
京王相模原線 京王多摩川駅下車徒歩すぐ
※ 専用駐車場はございません。ご来園の際は電車をご利用ください。

７．入 園 料
１６：００以降
平日・11 月 28 日（土）、29 日（日）
※12 月 21 日（月）～24 日（木）除く

大人１００円・小人無料

土日・１２月２１日（月）～２４日（木）

大人４００円・小人８０円

（年間フリーパスや割引券無料券は利用不可）
※通常 大人（高校生以上）５００円、小人（小・中学生）１００円
小学生未満は無料。

８．休 園 日
水曜日（祝日の場合はその翌日）
※１２月２３日（水）は営業
９．お客様のお問い合わせ先
京王フローラルガーデン アンジェ ＴＥＬ.０４２－４８０－２８３３
（１０：００～１６：３０ クリスマスイベント実施日は２０：３０まで）
以
【参 考１】その他のイベント
催事名
１

２

３

４

６

概

要

期

日

ハンドメイドピラー
キャンドル

円柱状の大型キャンドルでカナールサイド
ガーデンを装飾・点灯します。

１２月１９日（土）
１２月２０日（日）

乗馬体験

クォーターホース「マリヤ」に乗馬し園内を
散策します。
※小人（小・中学生）：６００円
大人（高校生以上）：１，０００円

１２月１９日（土）
１２月２０日（日）

サンタの忘れ物

上
時

間

１６：００
～
２０：３０
①１１：００
～
１５：００
②１６：００
～
１８：００

１２月５日（土）
１２月６日（日）
１０：００
アンジェ内にある、サンタさんの忘れ物を見 １２月１２日（土）
～
つけると景品がもらえるゲームです。
１２月１３日（日）
１６：００
１２月１９日（土）
～１２月２４日（木）

親子で選ぶ！
クリスマス絵本大賞

クリスマスに関する絵本の中から、お気に入
りの絵本を選び投票、大賞に投票したお客様
の中から抽選で５名様にその絵本をプレゼ
ントします。※１２月２５日にお届けします

１２月１日（火）
～
１２月２０日（日）

１０：００
～
１６：００

フラワーアカデミー

アンジェのフラワークリエイターである菊
地眞一氏を講師とし、クリスマスフラワーリ
ース作りを体験できます。
※定員１２名（事前申込）で、参加料
２，０００円（入園料込）

１２月１３日（日）

１１：００～
約２時間

アンジェ マイガーデン プロジェクト、アレンジメントセミナーのお問い合わせ・申し込み先
ＴＥＬ.０４２－４２６－３５５３

