


T I C K E T E V E N T

入 場 券

シーズンパスポート

[ 大人 ] ¥1,500　[ 学生(高校生以上) ] ¥750
[ 大人 ] ¥1,300　[ 学生(高校生以上) ] ¥650

[ 共通 ] ¥3,500

前売券

当日券

PassMarket、コンビニなどで購入可能な前売りチケットが断然おトク!!
(当日でも購入可能です)

アトラクションナイトパス

¥1,400
¥1,600

[ 大人・学生・小人(3歳以上) 共通 ]

[ 大人・学生・小人(3歳以上) 共通 ]

前売券

当日券

昨年より２種増えて10種のアトラクションに乗り放題
のナイトパスが断然おトク!!(土・日・祝のみ販売）

“オリジナルマグカップ”プレゼント!!期間中何度も楽しむなら、
シーズンパスポートが断然おトク!!
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土日祝のみ：1月4日(火)～2月13日（日） / 12月3日～12月25日 の金・土は17時～22時（最終入場21時半）

和歌山マリーナシティ

チケット イベント わかやまリフレッシュクーポンが
ご利用できます！

Check it!

チケット・イベント・クーポン詳細は
WEB サイトでご確認いただけます

フェスタルーチェ

[ 主催 ] [ 共催 ]

[ 後援 ]

[ お問合せ ] フェスタ・ルーチェ実行委員会 事務局 　 073-484-3618　    info@festaluce.jp / 月 - 金 10:00-18:00

観光庁、和歌山県、和歌山県教育委員会、和歌山県観光連盟、和歌山市、和歌山市教育委員会、和歌山市観光協会、
和歌山商工会議所、海南市、海南市観光協会、海南商工会議所、大阪府岬町 （申請中も含む）

和歌山県知事
仁坂 吉伸

和歌山市長
尾花 正啓

海南市長
神出 政巳

フェスタルーチェ 実行委員会 会長
古澤 良祐

4年間で38万人が訪れた光の祭典! みんなの心に灯りがともるカラフルな冬の街へ！

音楽会や大道芸、シーズンイベントも盛りだくさん！ クーポン情報は随時更新していきます。

2.5回分の入場料以下で、
フェスタ・ルーチェを何度も楽しめる！

シーズンパスポートがお得です！
フェスタルーチェ

オリジナルマグカップ

シーズンパスポート購入で
プレゼント！

開催のご挨拶

開催のご挨拶
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   ご利用方法
【 利用可能商品 】
●当日券（大人・学生）（ポルトヨーロッパチケット売
り場でのご購入に限ります）
●シーズンパスポート
●アトラクションチケット（パス含む）
●レストラン イターリア前の販売グッズ
※おつりはでません。
【 利用不可商品 】
●園内自動券売機でご購入
●飲食や売店など
●前売券等をPassMarket、コンビニ、WEBサイトな
どでご購入の場合
クーポンにより、利用可能な商品が異なりますので
ご注意ください

お得な前売券は

で!

前売券発売中！

※学生証の提示を
お願いします

中学生以下

入場料無料
高校生以上の学生

入場料半額

フェスタルーチェの見どころ情報や、
世界のクリスマスの話が聞けるラジオ番組がスタート！

スイスにはトナカイに乗って子どもたちにプレゼ

ントを贈るサンタクロースがいません。12月6日の聖

ニコラウスの日、子どもたちの1年間の行いを聞きにやって

きた聖ニコラウスが、話を終えるとオレンジやチョコレート、ナッツ、

クッキーなどをプレゼント。そして、クリスマスの4週間前から町がクリスマ

ス飾りに彩られ、聖なる日を待ちどおしく祝うアドベントが始まります。 

 モミの木には１週間に１本ずつ大きなキャンドルが立ち、子どもたちはお菓子や

おもちゃの入ったアドベントカレンダーをわくわくしながらめくります。そうし

て迎えるクリスマスイブ、金と白の衣装をまとったクリストキント（クリス

マスの天使）が空からプレゼントを運んできます。

そんなクリスマスまでの

わくわく感やクリスマス当日

のありったけの楽しい気分を盛り

上げるイルミネーション・ライティング

はこれまで以上にグレードアップ！会場を

歩きながら絵本の中のクリスマスの世界に

シップトリップしたかのような気分に！

大人も子どもも、みんなの心に
灯りがともるカラフルな冬の街へ！

5年目となる今年のテーマは
「スイスなフェスティバル」。

Instagramフォローで

@festaluce

「#フェスタルーチェ」をSNSでチェック!

@festaluce

フェスタルーチェ公式@festaluceをフォローし、フォロワーだと
分かる画面をご提示ください。大人1名さまフォローでお子さま
（中学生以下2人まで）にもマスクをプレゼントします。
※プレゼントは、お一人様一回までとさせていただきます。
※マスクは無くなり次第終了となります
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今年はもっと！

冬を楽しむ。
今年はもっと！

冬を楽しむ。

おかげさまで創業24周年

当店インスタグラム
フォローで
マジックグラスを
プレゼント！

メガネ越しに
イルミネーションを見ると
光が模様に見えるよ！

（なくなり次第終了）

庭やベランダなどのリビングガーデンで、
流れる季節とともに楽しむ
おうち時間をご提案いたします。

ネットのみの販売となります。実店舗はありません。

aoyama-garden.com
季節や住まい方に合わせたガーデンライフスタイルをご提案

フェスタルーチェ会場内の
青山ガーデンの
ヒュッテ（木製の小屋）で
フォロー画面を見せてね！

ぼくたち
スノーマンが
目印だよ！

当店インスタグラム

follow
me!

今年の冬も、新しいイルミネーションや楽しいアトラクションが続々、登場します！

光のしずくを辿って着いたここには、無限に広がる
万華鏡のような光やダイヤのように光るアニマル、
ネオンのような光のラインが次 と々現れます。

カラフルな街並みの一角にある、光のしずくが
点 と々する階段をのぼるとそこには、、、

2
MAP
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カレイドスコープホロ

6
MAP
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光のしずく

1
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光の階段
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フラワーシャワーカーペット
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MAP
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仮装した広場

昼の噴水広場とは全く違う、ゴールドに装飾された建物は圧巻！時
間により雪が降ったりクリスマスオーナメントが現れます!

噴水から溢れ出た「しずく」が、周辺
にちらばり次々に光りだします。光と
水が作り出すロマンティックな空間
をお楽しみください。I L L UM INATI ON

イルミネーション イルミネーション
光の遊園地の

詳細はWEBサイト
でチェック！

幻
想
的
な
噴
水
広
場
が
出
現
！

壁
面
の
装
飾
が
圧
巻
！

全長20mの歩道では人が通ると音が鳴り雪と花
が舞う「フラワーシャワーカーペット」。

和歌山を舞台にした
両イベント、
「光」×「アート」の
コラボレーションが実現!

今年、紀南地域で初開催される「紀南
アートウィーク2021」自然と信仰、歴
史と文化が息づく場所 和歌山県『紀南
』地域を舞台にした芸術祭。グローバ
ルな現代アーティストの作品を展示。

フェスタ・ルーチェでは、
紀南アートウィーク出展ア
ーティストの志村信裕の
作品「Jellyfish/海月」を
11月3日～11月28日まで
会場内特設ゾーンにて特
別公開いたします。

フェスタ・ルーチェ×紀南アートウィーク
コラボレーション
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11 /18   - 11 /28 SUNTHU

和歌山県 田辺市/白浜町内各所/入場無料　

「紀南アートウィーク2021」

志村信裕
《Jellyfish》2021年

思わず踊りたくなる!?タップするといろいろな色に変わる
不思議なステージで華麗なタップダンスを披露しちゃおう!

Aiカメラが人の動きをキャッチし、演出
が呼応するようにスタートします。
光と音に包まれた瞬間を体感ください。
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光のタップダンスMAP
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ルミナスピーシスMAP
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プリズムケイブMAP
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あなたもメンバーになって大合
唱しよう !スイスのチューリッヒ
で毎年恒例のシンギングクリス
マスツリー。巨大ツリーの中で歌
う聖歌隊はまさに歌うクリスマ
スツリー!

Cubic board~Wall Attraction~ 四角い光
が一つの壁になりました。壁の光がカラフル
に変化します。
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シンギングクリスマスツリー

3
MAP

遊園地へ続く橋の上には、たくさんの光のアーチ!イルミネーション
が降り注ぐアーチをくぐり抜けると不思議な体験ができるかも!?

7
MAP
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テレポートアーチ

さまざまな色に光り輝くフェスタ・ルーチェのシンボルツリー

8
MAP
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シンボリックツリー

L I GH T I NG P ARK
光の遊園地

思わず踊りたくなる！

公式アカウントをフォロー (@festaluce）
詳しくは公式 instagram@festaluce をし、

「#フェスタルーチェ in和歌山フォトコン
テスト2021」「#フェスタルーチェ in和歌
山動画コンテスト2021」で20文字以内の
タイトルをつけ、投稿ください。
受賞された方には素敵なプレゼントが !
詳しくは公式 instagram@festaluce を
チェック !



Crepe＆Drink
クレープ&ドリンク

ホットサンドでホッとひと息♡コーンスープやホット
ドリンクと共にあたたまってください♡

２年ぶりにクリスマスマーケット開催！美味しい食べ物とかわいい雑貨が14店舗登場します！

�����������金・土・日・祝日
クリストキントマーケットの開催日は

2021年3月にOPENしたお城近くの
タルト屋さん”PKiA”（プキア）です。全
てのケーキ一つ一つが、タルト台から
何層にも重なったきれいな断面がこ
だわりのタルトと豊富な種類の焼菓
子をお届けいたします。

tarte
タルト

詳細はWEBサイト
でチェック！

フェスタルーチェ限定王道の醤油ラーメン。懐かしくもあり
新しいそんな温故知新な一杯。今年一押しのラーメンバーガ
ーは、とろとろに炊き上げたチャーシューと特注モチモチ麺
を大胆にもバンズで挟んじゃいました。

RAMEN bar
ラーメンバー

熊野ポークを使用したあらび
きフランクと牛肉をじっくり煮
込んだビーフシチューをご用意
しております。ぜひお召し上が
りくださいませ。

熊野ポークを使用したあらび
きフランクと牛肉をじっくり煮
込んだビーフシチューをご用意
しております。ぜひお召し上が
りくださいませ。

noiel
ノイエル

もちもちの生地とホイップ
クリームが人気のクレープ。
定番チョコバナナ、各種
ソース、ホットクレープ、
フェスタルーチェ限定和
歌山産フルーツを使った
クレープなど、アランチャ
のフルーツ系ドリンクや
紅茶と共に。

サンタ・スノーマン・トナカイなどクリスマス
をモチーフにした可愛い雑貨やオーナメン
ト、NICIのぬいぐるみ、アランチャの和歌山
産フルーツを焼き込んだ焼き菓子をつめた
クリスマスギフトなど楽しさいっぱい。

サンタ・スノーマン・トナカイなどクリスマス
をモチーフにした可愛い雑貨やオーナメン
ト、NICIのぬいぐるみ、アランチャの和歌山
産フルーツを焼き込んだ焼き菓子をつめた
クリスマスギフトなど楽しさいっぱい。

Zakka & baked
sweets

キャンドルホルダーや、くるみ割
人形、スノードームなどクリスマス
を代表するカワイイ小物たちがク
リスマスのムードを盛り上げま
す。じっくり選んでください。

select ZAKKA
Shop

セレクトザッカショップ

和歌山市内にあるぶらくり丁商店街に10月
1日にオープンした”旅”をテーマにした自家
焙煎珈琲店です。こんな時だからこそ”旅”
で元気に。一息つける珈琲をこのフェスタ
ルーチェでも丁寧に1杯1杯ずつ淹れます。

TABIBITO KISSA
Coffee

タビビト キッサ コーヒー

和食3年、フレンチ7年、カフェ&バル2年、豊富な経験を
持ったシェフが作るローストビーフ!!幸せな思い出を提
供したいという思いを込めて作っています。

roast beef
ローストビーフ

『搾りたての濃厚な牛乳で仕上げ
た新鮮クラムチャウダーは絶品 !!
北海道十勝産の男爵芋を使用し
たほくほくコロッケに特選タマゴ
サラダをたっぷりはさんだボリュ
ーム満点コロトッツォ』

Cheese&Milk
チーズ&ミルク

マグカッ
プは

 持って

   帰れる
よ！

クリストキントマーケットでは『＋¥700』で、
あったかいお飲み物をフェスタ・ルーチェ
限定マグカップで提供いたします。
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en hübsch！ Leckere Crêpe!

居酒屋の職人が本気で仕込ん
だこだわりのフライドチキンを
お届けします!約300gのBIGチ
キンを長時間低温調理で驚き
の柔らかさに仕上げ、甘辛いタ
レとジューシーな肉汁が口の中
を駆け巡るクリスマスチキンを
どうぞ!

Christmas
Chicken

クリスマス チキン HOT SAND HOT DRINK
ホットサンドホットドリンク

金沢カレーのヒミツは、55の工程を５時間かけて
煮込んだ特製オリジナル・ルー！それを55時間寝
かし旨みを熟成させる！それがクセになる味です。
ルー付き唐揚げやスープカレーもあります。

金沢カレーのヒミツは、55の工程を５時間かけて
煮込んだ特製オリジナル・ルー！それを55時間寝
かし旨みを熟成させる！それがクセになる味です。
ルー付き唐揚げやスープカレーもあります。

CURRY STAND
カレースタンド

ドイツから輸入してきたキラキラ光る
「LEDスノードーム」や、思わず自宅に
飾りたくなる「クリスマス雑貨」など、
ここでしか手に入らないアイテムたち
を多数ご用意!ぜひご覧ください!

Gardeners
Goods Shop

ガーデナーズグッズショップ

ドイツの定番メニュー揚げたポテトのフリッツやロング
ポテトなど各国で愛される様々な定番料理を取り揃え
ております。食べ歩きにもぴったりで、気分もきっと盛り
上がること間違いなし!(パーク内店舗）

HAPPY BIRD BAL
ハッピーバードバル

ザッカ& ベークドスイーツ 

sehr lecker！とても
美味し

い！

美味し
いクレ

ープ！

Ramen-Burger
ist da!

ラーメンバーガー登場！

Ic
h 

w
ill
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ss
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Kanazawa-Curry！

original
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おいしいご飯・施設を
検索してみよう！

フェスタ・ルーチェ半券チケットを持って出かけよう！ 県内イルミネーションと、

フェスタ・ルーチェ半券チケット提示で、県内の
飲食店・施設で、割引やプレゼントなどお得な
サービスを受けられる！

半券チケットサービス 和歌山県と大阪府堺市の
イルミネーション

クーポン利用期間

(フェスタ・ルーチェ開催期間中）

2021.11.3（水）

2022.2.14（月）

サービス概要
【対象者】「フェスタ・ルーチェ」の入場チケットを
お持ちの方（半券可）
【ご使用方法】半券チケットはサービスを
受ける際にお店のスタッフにお渡しください

（1枚につき1店舗で使用可能）
※営業時間・定休日などは時期により変動すること
がございますので各店舗にてご確認ください。
※他の割引サービスなどの併用はできません。
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和歌山周辺イルミネーション
PR ESENTS
❶ 南海堺駅PLATPLAT

❷ JR和歌山駅/MIO

和歌山ミオカード会員 ”全員 ”に
ステキなプレゼント
がもらえる !！

JR和歌山駅の壁面や
周辺一帯がイルミネー
ションで彩られます。

駅前やPLATPLAT内が、イルミネーションで覆い尽くされ、夜も楽しい空間に変化します。

❶

❷❸

❹ ❺❻

❽

冬映え

フォトス
ポットが

いっぱ
い！※写真は昨年の風景です。

❼

おいしいご飯やサービスで、冬の和歌山を味わいつくそう！

マリーナシティ以外でも
イルミネーションが
たくさん楽しめる！

詳細はWEBサイトで
チェック！

❸ 南海和歌山市駅/KINO

❹ 市堀川 水辺周辺

❺ JR海南駅前

❻ 海南nobinos

❼ ポッポ絵本館

❽ JR紀伊田辺駅 駅前商店街

ポッポ絵本館が、昼間とは違う雰囲気に変身！ 駅前商店街のアーケードがイルミネーションで美しく輝きます。

イルミネーションとカラフルなライトアップで、昼間とは違う雰囲気
が広がる駅前空間に。

図書館前広場が、イルミネーションで輝きます。

昨年リニューアルオープンの和歌山市駅
が光いっぱいに輝く。

橋は時間経過とともに色が変化、ムードたっぷりな時間をお楽し
みいただけます。



和歌山とフェスタ・ルーチェを巡る

クリストキントマーケットの[noielノイエル]
でアツアツの熊野ポークフランクと一緒に
お飲みいただけます
※アルコール商品ですので、お車の運転の方は
ご遠慮ください。

3種類のビールを飲み比べできる
「CHRISTMAS Beer Gift」はプレ
ゼントや、おうちで楽しむために
ご購入いただけます。

３種類飲み比べセット

3種類飲み比べセット CHRISTMAS Beer Gift

単品

「FeStA LuCe」

¥700
（税込）

¥2,000（税込）

スペシャルコラボビール「FeStA LuCe」発売!!

和歌山県有田川町のクラフトビール　　　　　　  と
コラボレーション!!リッチなチョコレートやコーヒー、
焙煎のアロマをゆっくり楽しめるスタウト。

GO OD S
おみやげ

フ
ェ
ス
タ・

ルー
チェ
 オフィシャルグッズが買

え
る
!!

OPEN!!

OFFICIAL GOODS STORE

https://festaluce.stores.jp/

Instagramフォローで

@festaluce

レストラン イターリアの前に、可愛い雑貨やオリジナル
特製グッズを販売しております。ぜひお立ち寄りくださ
い。PayPay、d払い、メルペイでのQRコード決済がご利
用いただけます。

毎年イラストがちがうマグカップ！
歴代マグカップをコレクトして、フェ
スタルーチェを楽しみませんか。

¥1000（税込）

¥200（税込）

¥500（税込）
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2021バージョンの新マスク
登場！大人用とこども用が
あるので、家族で揃えて、
フェスタルーチェを楽しん
でみてはいかが。
インスタフォローと
MIOカード提示で無料に！

光る花かんむり

¥300（税込）

和歌山市は観光スポットがたくさん

歴史スポット、自然、釣り、海水浴、テーマパークな
ど一年中いつ来ても楽しめるスポットがいっぱい！
和歌山市中心部にそびえる和歌山城天守閣は「日
本名城 100 選」の一つに選定されています。まず
ここで、和歌山市全体を頭に入れて、観光を始め
るのも一つの方法かも。

ど こ へ 行 こ う

海・山の食材豊かな和歌山市

緑あふれる豊かな自然と、黒潮がもたらす温和な
気候に恵まれた和歌山市ならではの新鮮な魚介を
使った料理など、四季折々の味覚を是非ご堪能くださ
い。他にも地元で愛され続けている郷土料理や、地元
の食材を使った新しいグルメも続々登場。もちろん和
歌山ラーメンも必見！

な に を 食 べ よ う

和歌山市は旅館やホテルが豊富

ビジネスや外食を目的とした旅に適した和歌山城周
辺、観光を目的とした旅に適した和歌山マリーナシ
ティ・紀三井寺・和歌浦周辺、加太周辺など目的によっ
て選べる。 
また和歌山市にも名湯がたくさんあるので日帰り温泉
なら、和歌山市の「わスパ」を見て、ひとっ風呂も♪

ど こ に 泊 ま ろ う

和歌山市は魅力的なお土産がいっぱい

郷土のこころと伝承された品をご用意。昔の人は、自
然と親しみ、工夫を重ねながら美味しいもの、より良
いものをつくってきました。紀州の人たちは、頑固な
までにその培われてきた伝統のわざを守り続けていま
す。伝統を生かしながら、現在風のセンスを加味した
紀州てまりは、嫁入り道具の一つとして使われたり、
お祝い事でのプレゼントなどに使われています。

な に を 買 お う

　

一般社団法人
和歌山市観光協会

和歌山
マリーナシティ
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