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Fanfareフォーカス:
「ダイアナ妃：そのファッション・ストーリー」展がオープン

「映画俳優や有名人は数多くいますが、ダイアナ妃はこれからも唯一
無二の存在であり続けるでしょう。」Elizabeth Emanuel、ファッショ
ンデザイナー。

ダイアナ元皇太子妃の着用したドレス
の一部は、20世紀で最も華麗で印象
深いものに数えられます。最も有名
なドレスの一つは、1985年にVictor 
Edelsteinが同妃のためにデザインし
たミッドナイトブルーのベルベットガウ
ンです。同妃は、ホワイトハウスでジョン・
トラボルタと踊った時にこのドレスを着
ていました。ダイアナ妃は洗練された踊
り手で、二人がダンスフロアを滑るよう
に踊る画像は、世界中のテレビや新聞
で大きく取り上げられました。同妃のお
気に入りの一つだったこのドレスは、今
回の展示の数多いハイライトの一
つとなっています。

「ダイアナ妃：そのファッション・ス
トーリー」展は、入場料に含ま
れています。失望を避けるた
め、団体様は入場時間枠を必ず
事前予約してください。 連絡は
groupsandtraveltrade@
hrp.org.uk

待望の新展示「ダイアナ妃：そのファッ
ション・ストーリー」がKens ington 
Palaceでオープンしたのを記念して、展
示品の一つをクローズアップしてご紹介
します。

最新ニュース:
廷臣から料理人、時計師まで 
外国人生徒の見学用案内

2017年春季から展開されるこの印象的なデザインのセルフガイド用
案内は、外国人生徒が各自でエキサイティングなHampton Court 
Palace体験を作り出せる内容となっています。

一組のカードには12人のキャラクターが
取り上げられ、心を奪う面白い話が満載
されています。これらは生徒の想像を駆
り立て、トレイルに沿って物語を解き明か
していくように刺激を与えます。このトレ
イルは、生徒が宮殿の歴史とその興味深
い住人（廷臣から料理人、時計師に至るま
で！）をより深く理解できるように手助けし
ます。

アクティビティは11歳以上の生徒向けで、
英語、フランス語、ドイツ語のほか、EFL

（外国語としての英語）版もあります。この
教材は、グループ討議や共同作業を促
し、生徒の世界遺産の地との関わり方を
変える一方、幅広い関心に応えます。外
国人生徒の見学用案内は、すでにTower 
of Londonでご利用いただけることを
お忘れなく。見学時の理想的な補足教材
となり、また素晴らしいおみやげとなりま
す。料金は生徒につきわずか2ポンドです。  
詳細はセールスチームにお問い合わせく
ださい。
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1716年、Kensington Palaceはいくつもの虹で満たされました。物
理学者のアイザック・ニュートンが、光とプリズム、レンズを使って宮
殿内で科学実験を行ったのです。彼は、3人の際立った王族の女性
達がKensington Palaceに招いた、数多くの偉大な思想家や科学
者、芸術家の一人でした。

事前計画: 
聡明なプリンセス達：キャロライン、オーガスタ、 
シャーロットと近代世界の形成

「聡明なプリンセス達」展は、キャロライン、
オーガスタ、シャーロットがそれぞれ、ど
のように彼らが生きた啓蒙時代と宮廷
文化を形成する独特な手助けをしたか
を物語ってくれます。光学から医学、芸
術から建築、科学から哲学まで、各プリ
ンセス達は幅広い分野への情熱を持っ
ていました。

同展には、世界クラスのコレクションから
の品々が展示されます。その中には、科
学博物館からの科学機器や自然史博物
館からの植物画、ヴィクトリア＆アルバー
ト博物館からの18世紀の玩具、孤児院
博物館からの私的な品々、そして特に依
頼制作された高名なアーティストYinka 
Shonibare, MBEのアート作品が含まれ
ます。

本展は、ヒストリック・ロイヤルパレスと
Yale Center for British Art （YCBA） 
のコラボレーションで提供されます。
Kensington Palaceにて2017年6月22
日～11月12日まで開かれた後、YCBAに
て2017年2月2日～4月30日まで開催さ
れます。

事前計画:
Hampton Court Palaceでのチューダー朝の馬上槍試合 
7月15・16日

壮麗なHampton Court Palaceは、ヘンリー八世が好んだ王宮と
して最もよく知られています。ヘンリー八世はこの宮殿でかなりの
時間を過ごしたため、王が必要とするあらゆる設備が十分に整って
いました。

スポーツ好きの王のために、宮殿には
テニスコート、ボウリング場、狩猟場が備
わっていたほか、勿論、スペクタクルな馬
上槍試合が行われた堂々たるTiltyardも
ありました。

今年、Hampton Court Palaceにその
馬上槍試合が戻ってきて、宮殿と庭園が
チューダー朝の余興で再び活気づきます。
East Front Gardensには、突撃する馬の
ひづめや寒々としたメタルのぶつかり合う
音が鳴り響き、贅を凝らしたこの華麗な宮
廷行事が再現されることになります。栄誉
のために競い合う騎士達を見にお出でく
ださい！
 
Hampton Court Palaceでの馬上槍試
合は7月15・16日に行われ、このイベントは
入場料に含まれています。
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2017年 夏季
ロンドン塔を防衛！
4月14日～8月31日
イングランドの偉大なる中世の城砦が
四方八方から攻撃されています！最も危
険な敵からこの強大な城を守る、勇敢な
衛兵の手助けをしましょう。

ストーリー・スクランブル
5月～8月
この家族向けトレイルで、歴史上の人物
に対面しましょう。オブジェを触ったり、ヒ
ントを探しながら断片をつなげていって、
千年の歴史を明らかにしてください。

ロンドン塔で中世を体験
4月29・30日&5月1日
1445年のマーガレット・オブ・アンジュー
の華麗な戴冠式を目撃しましょう。若い
王妃はこの時、ロンドン塔に滞在しまし
た。楽しさいっぱいのファミリー・イベン
ト「Medieval in the Moat」は、あらゆる
年齢層と関心領域を対象とし、幅広いア
クティビティとライブ・インタープリテー
ションを提供します。

毎日
クラウン・ジュエル
華麗な宝飾を見学するために並んで待
つのを避けるには、朝の訪問をご計画く
ださい。Tower of Londonは火曜～土
曜は9時から、日曜～月曜は10時から開
場します。

新登場！武器庫の働き
Royal Armouriesの新たなWhite 
Tower展示で、ロンドン塔の内外で働い
た様々な人物に会いましょう。彼らの暮ら
しや経歴について発見し、この有名な城
砦で彼らが従事した職を体験しましょう。

団体様向け日中イベント
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毎日
Cumberland Art Gallery
H a m p t o n  C o u r t  P a l a c eの
Cumberland Art Galleryにて、王室
コレクションからの珠玉の芸術作品を
ご鑑賞ください。ジョージ一世のお気に
入りの息子、カンバーランド公のために
William Kentが設計した一連の部屋が
美しく修復されて、同ギャラリーとなって
います。

春季 最後のチャンス
フローリマニア
3月24～26日
Hampton Court Palaceの美しい宮殿
内が再び、鮮やかな花々のディスプレイ
と春の甘い香りによって満たされ、華や
かに活気づきます。 

夏季
Tudor Kitchens 毎日のロースト
4月～8月
チューダー朝イングランドで最大の厨房で、
大きなかまどに火が入り、料理人チーム
が仕事に掛かる様子をご覧ください。

チューダー朝の人 と々の遭遇
4月7日～8月31日
チューダー朝時代の人物達に間近で会う
シリーズで、宮殿のストーリーにどっぷり
浸かりましょう。

ガーデンの歴史トークとツアー
4月14日～9月30日
ガーデンに興味のある団体様向けにデザ
インされたトークやツアーのプログラム。
詳細はセールスチームにお問い合わせく
ださい。

Hampton Court Palaceの庭園
鮮やかな緑が満ち溢れる美しい夏季の
庭園をご堪能ください。ビジターは、昔
ながらの遊覧馬車に乗ってEast Front 
Gardensを巡ったり、デッキチェアで日
光浴を楽しんだり、Gardenersʼ Hutで助
言を得ることができます。

RHS Hampton Court Palace
フラワーショー
7月4～9日 
世界最大のフラワーショーが
Home Parkに再びやってきます。

www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-

hampton-court-palace-flower-show

http://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-hampton-court-palace-flower-show
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毎日
(可能な場合)
秘められた歴史トーク
宮殿のエキスパートが11時30分から、こ
の素晴らしい建物の驚くべき歴史に関す
る短い解説を提供します。

コレクションに触れる – 週末
エキスパートから解説を聞きながら、真
正の歴史的遺物を実際に手にするスリル
を味わってください。 毎日

Castleツアー
通年、20名以上の事前予約の団体様の
訪問を歓迎しています。
+44 (0) 28 92681376まで電話でご予
約ください。

Hillsboroughを訪れた人々
美しいState Roomsをガイドツアーで見学した後
は、特別写真展にてHillsborough Castleを訪れ
た有名・無名の様々な人々をご覧いただけます。

夏季
4月6日～9月30日
この王室の公邸が再び一般公
開され、個人もガイドツアー
に参加していただけます。
団体様の邸宅ツアーは事
前予約の必要があります。
すべてのイベントは印刷時点での正
しい情報であり、変更される可能性が

あります。

2017年 夏季オープニング
4月1日～10月1日
この親密なジョージ王朝宮殿の夏季
オープニング日程が確定しました。Kew 
Gardens訪問の予約時に、団体様の時
間枠を一緒にご予約ください。宮殿

見学はKew Gardens
の入場料に含まれて
います。

Hillsborough Castle

Hampton Court Palaceでの 
馬上槍試合
7月15～16日
突撃する馬のひづめやメタルのぶつか
り合う寒々とした音が、Hampton Court
の敷地に鳴り響きます！贅を凝らした宮
廷の余興の華麗な式典が再現され、ビ
ジターはチューダー朝宮廷の光景や匂い、
音に浸ることができます。

BBC グッドフード・フェスティバル
8月26～28日
今回4年目となるこのフェスティバルは、
East Front Gardensで開催され、宮殿
入場料に含まれています。団体様は多数
のスタンドやアウトレットで様々な味を
堪能できます。ぜひ日程に加えたい、付
加価値の高いイベントです。

秋季
ゴーストツアー
2017年10月31日～2018年3月
(特定の金曜夜)
Hampton Court Palaceを一味違った
不気味な趣きで見学しましょう。ヘンリー
八世の公式諸間の独特な雰囲気を体験
したり、ひと気のない宮殿の中庭で肝試
し！ゴーストツアーには入場料と別途のチ
ケットが必要です。

毎日
新登場！ダイアナ妃：そのファッション・ 
ストーリー
ダイアナ妃が公の場に登場するように
なって間もない頃の控えめでロマンチッ
クな服装から、その後の自信に満ちた優
雅で華やかな衣装まで、同妃のスタイル
の進化を辿りましょう。

夏季
新登場！聡明なプリンセス達: キャロライ
ン、オーガスタ、シャーロットと近代世界
の形成
6月22日～11月12日
1700年代にドイツから英王室に嫁いだ
3人の注目すべき王族の女性達、キャロラ
イン・オブ・アーンズバック、オーガスタ・オ
ブ・サクス＝ゴータ、シャーロット・オブ・メ
クレンバーグ＝ストレリッツの物語を探り
ます。 

「ヴィクトリア・リヴィールド」再オープン
6月22日
宮殿の最も有名な住人の一
人をテーマにしたこの人
気の展示が、ヴィクトリア
女王と最愛の夫アルバー
ト公の関係に焦点を
絞って再オープンします。 

団体ガイドツアー 
当時の衣装をまとった宮殿の専門家によ
るガイドツアーがお1人様わずか£6で予
約できます。ジョージ三世の親密な王家
の家庭生活を垣間見た後は、19世紀初期
の料理史のタイムカプセルといえる興味
深いロイヤル・キッチンをご覧ください。
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ショッピングのアイデア: 
歴史の一部をおみやげに

Tower of Londonの有名な黒ガラスや伝説的な王室の野獣、ある
いはHampton Court Palaceの見事な庭園、Kensington Palace
の豪華な天井や内装などに発想を得た商品など、各宮殿では貴社
のお客様のためにユニークなショッピングの機会を提供しています。

旅程計画を立てる際には、ぜひ宮殿の
ショップを訪れる時間の余裕をお見積も
りください。幅広い種類の陶磁器、宝飾品、
玩具、衣類、アクセサリーを始め数多くの
品が揃っており、いずれも貴社のお客様
にとってロンドン旅行の理想的なおみや
げとなるばかりでなく、お友達や家族へ
の素敵なギフトとなります。

ビジターに人気のある品の中には、美し
いロイヤルパレスの陶磁器があります。イ
ギリス製のこのコレクションは22金で仕
上げられ、£22.99のロイヤルパレス・マグ
カップから£125のロイヤルパレス陶磁器
ギフトセットまで幅があります。

また、アン・ブーリンなどの歴史上の人
物に発想を得た流行に左右されない
宝飾品を取り扱っています。̒B ʼ ネック
レス（£50）は、彼女のお気に入りの宝
飾品の一つが基で、受取人に合わせて
パーソナライズできます。

店内のタブレットから選べる特定商品は、
貴社のお客様の自宅に直接配送するこ
ともできます。

ビジターはまた、以下からオンライン
ショッピングができます:
www.historicroyalpalaces.com

幅広い種類の陶
磁器、宝飾品、玩
具、衣類、アクセ
サリーを始め数
多くの品が揃って
おり、いずれも貴
社のお客様にとっ
てロンドン旅行の
理想的なおみや
げとなります。

www.hrp.org.uk

http://www.hrp.org.uk


改修計画のニュース: 
Hillsborough Castleの大掛かりなプロジェクト

ヒストリック・ロイヤルパレスは現在、エキサイティングなプロジェク
トに取り組んでいます。誰もが、素晴らしいHillsborough Castleのス
トーリーを探求し、その印象深い新たな将来に参加できるよう、門戸
を開く計画です。改修工事を進めるにあたり、同城は2017年10月1日
から2018年7月1日まで非公開となります。

私達の野心的な計画は、あらゆる人が
Hillsborough Castleを楽しめるように、
さらにアクセスしやすくすることです。駐車
場や学習センター、ショップなどを始めと
する、各種のビジター施設が新たに加わる
予定です。

また、改修プロジェクトの一環として
Walled Gardenが修復されるほか、Lost 
Gardenとして知られる敷地の一部もかつ
ての華やかな姿を取り戻すことになります。
城内では、State Roomsが新たな解説を
加えて刷新され、ビジターは王室の
公邸であるとともに、歓待の
場や政治討論の場としても使
われるこれらの諸間について、
理解を深めながら探訪できる
ようになります。

同城の刷新作業は、2018年7月からの夏
季一般公開に間に合うように完了し、残り
のビジター施設はその翌年夏季に完成す
る予定です。 

貴社の北アイルランド観光プログラムに
Hillsborough Castleを加えるご相談に
ついては、次までご連絡ください:
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

www.hrp.org.uk

駐車場や学習セン
ター、ショップなど
を始めとする、各
種のビジター施
設が新たに加わる
予定です。

http://www.hrp.org.uk


Tower of Londonは、長年にわたり華麗な戴冠宝器「クラウン・ジュ
エル」が保管されてきたことで有名です。この貴重な宝物コレクショ
ンを見るために世界中から大勢のビジターが訪れますが、貴社のお
客様はより親密なプライベート見学を楽しんでいただけることをご
存知ですか？

団体のお客様は通常の見学時間外に、知
識豊富なJewel House Wardenの案内
によって、展示のプライベート見学をする
ことが可能です。この特別な体験によって、
ビジターはクラウン・ジュエルの歴史とそ
れを守ってきたロンドン塔の役割について
より深く探求できます。 

貴社の団体様のニーズに合わせて、朝の
見学と夕方の見学の両方を提供していま
す。朝の見学は8時15分にスタートし、一般
公開のために開場される9時に終了しま
す。それ以降は、団体様はこの城砦の残り
の部分をご自由に探訪していただけます

（日曜と月曜の見学は9時15分にスタートし、
10時に一般開場されます）。

夕方の見学は 1 8時30分にスタートし、
Jewel Houseでスパークリングワイン
とカナッペが供されます。その後、展示
のプライベート見学を楽しんでいただき、
20時に終了します。朝の見学はお1人様
£75 （VATを除く）、夕方の見学はお1人
様£110 （VATを除く）。団体の最低人数
は15名、最高150名です。

本件ならびに他の宮殿の特別見学に関す
る詳細は次までお問い合わせください:
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 

特別提供: 
Tower of London:  
クラウン・ジュエルのプライベート団体見学

Eメール: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

この特別な体験に
よって、ビジターは
クラウン・ジュエ
ルの歴史とそれ
を守ってきたロン
ドン塔の役割につ
いてより深く探求
できます。
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ご連絡先
チケットの購入: 
T: 0844 482 7770 / +44 (0) 20 3166 6000 
E: traveltradeorders@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk

お問い合わせ 
T: + 44 (0) 20 3166 6311 または  
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

会場貸し出し 
T: +44 (0) 20 3166 6399 
E: events@hrp.org.uk 

おみやげ・ショッピング: 
W: www.historicroyalpalaces.com 
T: メールオーダー +44 (0) 20 3166 6848 
E: shop@hrp.org.uk 
T: コーポレートギフト +44 (0) 20 3166 6857 
E: corpgifts@hrp.org.uk

ソーシャルネットワーク

最後の一言:
Tower of Londonの伝統

世界的に有名な「セレモニー・オブ・ザ・
キーズ」以外にも、午前8時45分に始ま
る「オープニング・セレモニー」がありま
す。事前予約された朝一番の団体様は、
ヨーマンウォーダーに迎えられ、一般開
門される様子を場内からご覧いただけ
ます。時には、特別な機会を記念して放
たれる礼砲を運よく見掛けることがある
かもしれません！礼砲の機会が最も多

いのは6月です。6月2、10、17日は、エリザ
ベス女王の戴冠日、エディンバラ公の誕
生日、エリザベス女王の公式誕生日をそ
れぞれ祝して礼砲が放たれます。
 
礼砲のスケジュールを含め、すべての特
別儀式の詳細は次のウェブサイトに掲
載されています:
www.hrp.org.uk/tower-of-london

Tower of Londonは、ロンドンで最も印象的かつ最古の建築物の一
つに数えられますが、その歴史の醍醐味は建物だけに留まりません。こ
こには人々が受け継いできた伝統が息づいており、古くから伝わる
数々の儀式の舞台となってきました。その多くは、現在でもご覧いただ
けます。

ヒストリック・ロイヤルパレスは、
以下の管理・維持を行う慈善団体
です：

Tower of London
Hampton Court Palace
Banqueting House
Kensington Palace
Kew Palace
Hillsborough Castle

当団体は、これまでに建造された
中でも屈指の素晴らしい宮殿にお
いて、歴代君主と国民がどのよう
に社会を形成してきたかというス
トーリーをあらゆる人に紹介でき
るよう活動しています。
ヒストリック・ロイヤルパレス
はすべての資金を自ら調達し、ビ
ジター、会員、寄付、スポンサー、
ボランティアらの支援によって成
り立っています。
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