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これまでに建造された中
でも屈指の素晴らしい宮
殿のいくつかにおいて、秘
められたドラマと情熱の
物語で貴社の団体様を歓
待してください。

900年を越す王室史を探
訪し、偉大で高潔な人か
ら腹黒く卑劣な人まで、歴
史の登場人物達の足跡を
辿りましょう。楽しい1日を
過ごした思い出をおみや
げに持ち帰ることができ、
きっと何度も戻ってきたい
と思われることでしょう。

ヒストリック・ロイヤルパレスは、 Tower 
of London、Hampton Court Palace、
Banquet ing House、Kensington 
Palace、Kew Palace、Royal Kitchens、
Queen Charlotte’s Cottageならびに
Hillsborough Castleの管理・維持を行う
独立慈善団体です。私達は、これまでに建
造された中でも屈指の素晴らしいこれらの
宮殿で団体ビジターを歓迎し、そこで歴代
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紹介できることを
嬉しく誇りに思っています。この団体訪問ガ
イドは、団体オーガナイザーの方にエクス
カーションや観光のアイデアを提供し、その
プロセスをできるだけスムーズにしていた
だけるよう意図されています。 多くのアトラ
クションとイベントが用意されているので、
唯一の問題はどれを最初に選ぶかというこ
とでしょう！

本ガイドの使い方
団体訪問のプランニングのお手伝いとなるよう、ま
た貴社のお客様が各宮殿で過ごす時間を最大限に
活用して、充実した日を楽しんでいただけるように、
役立つ凡例をデザインしました。

各宮殿の必見アトラクションのページで、以下のアイ
コンにご注目いただき、貴社の団体に合った最良の
経験となるようにお役立てください。

 段差やでこぼこした階段あり

 車椅子利用可

  青少年グループ - お子様、家族、数世代で楽し
める

  大人数グループ – 大人数が訪問できるスペース
あり

  20名以下のグループ – 一度に最大20名までの
団体向き

 ご要望に応じてプライベートツアー可

  ガーデンの年 – ガーデンに興味ある団体様向
けアクティビティ
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メリットの大きい経験
セールスサポート 
セールスチームは、オンライン・ライブラ
リーから無料パンフレットやポスター、写
真を提供することで、貴社のツアーやエク
スカーションの販売促進をお手伝いでき
ます。
http://hrp.newsteam.co.uk

入場無料 
コーチ (長距離バス) のドライバー、入場料
を払う団体を連れた団体旅行オーガナイ
ザー協会 (GTOA) 正会員、現地登録のブ
ルーバッジガイドの方々は、各宮殿への入
場が無料となります。

付加価値 
15名以上 (Hillsborough Castleでは20名
以上) のグループには団体割引が適用され
ます。また定例のインタープリテーション・
イベントは、一般入場料に含まれていま
す。

費用を節約できるケータリングバウチャー
や団体メニューが宮殿のカフェでご利用い
ただけます。

コーチおよびツアーオペレーター向けの入
場バウチャースキームならびに掛売り口座
を申請していただけます。 

情報はこちらから！
Fanfare 
団体オーガナイザー向け専用誌で、ヒスト
リック・ロイヤルパレスの最新ニュースをご
覧ください。郵送またはデジタル版でのお
受け取りが選べます。 

Quick Blast（早耳情報）
Fanfare発行の間に出される電子更新は、
間際のオファーや新たな展示・イベント情
報をいち早くお届けします。お見逃しない
ように、Eメールをご登録ください。

オンライン団体予約
2016年から、オンライン団体予約および
エージェンシー・バウチャースキーム のメ
ンバー向けの新たなB2B予約ログインが
使用できるようになり、団体様がバーコー
ド付きのバウチャーでスピーディーに入場
できるとともに請求書作業が簡素化でき
ます。

ウェブサイト 
ヒストリック・ロイヤルパレスのウェブサイ
トwww.hrp.org.ukにある団体プランニン
グ専用ページで最新情報をご覧になって、
旅程および団体訪問の企画にお役立てく
ださい。

お手伝いを提供
ヒストリック・ロイヤルパレスにはセールスチームが
控え、団体オーガナイザーの宮殿訪問プランのお手
伝いや、コーチおよびツアーオペレーターの旅程と
訪問先の企画にアドバイスを提供しています。

旅行業窓口連絡先： +44 (0)20 31666311 03



ロイヤルパス 
900年を越す王室史へ  
1枚のチケットで
このフレキシブルな組み合わせの
業界専用チケットは、4つのバー
ジョンからお選びいただけ、卓越
したバリューと柔軟性を提供しま
す。各パスは発効日から2年間有
効で、該当する各宮殿につき1回
の訪問に使えるので、旅行者は自
分の旅程をフレキシブルに計画す
ることができます。

4つの宮殿パス
Tower of London、  
Hampton Court Palace、  
Banqueting House、 
Kensington Palace

3つの宮殿パス
Tower of London、 
Hampton Court Palace、 
Kensington Palace

ロンドン中心部パス
Tower of London、 
Banqueting House、 
Kensington Palace

ロイヤルパスは、団体オーガナイザーおよ
び旅行業のクライアント専用で、宮殿に
おいて直接購入することはできません。

パスの価格詳細は次までご連絡ください：
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

エージェンシー・バウチャースキーム
エージェンシー・バウチャースキー
ムにより、認定された旅行会社は
クライアントの宮殿入場の際にバ
ウチャーを提示できるようになり
ます。 

エージェンシー・バウチャース
キームのメンバーになる利点
は、Tower of Londonおよび
Hampton Court Palaceへの訪
問を事前予約する必要がなくな
ることです。しかしBanqueting 
House、Kensington Palace、
Hil lsborough Castle、Kew 
Palaceでは、すべての団体が予
約で入場時刻を確保する必要が
あります。 

詳細は次までご連絡ください：  
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 

事前チケット
団体チケットは、連絡センター 
(0844 482 7770、海外からは
+44 20 3166 6000)、または
booking.confirmations@hrp.org.uk

を通して事前に購入していただけ
ます。
お支払いにはすべての主要クレジットカー
ドがご利用になれます。チケットは郵送す
ることも、訪問当日に受け取ることもでき
ます。 

最低注文量を15枚として、日付なしのチ
ケットもご注文いただけます。

外国人生徒の見学
印象的なデザインのセルフガイド
用の案内が用意されており、生
徒が各自でエキサイティングな
Tower of London体験を作り
出せる内容となっています。11歳
以上の生徒グループに適し、英
語、フランス語、ドイツ語版が用
意されています。この案内資料は
グループの話し合いと協力を促
進し、幅広い興味を満たしながら、
生徒が歴史遺産を体験する仕方
を変えることでしょう。カードは
生徒1人毎に£2で事前注文してい
ただけ、一組を3人の生徒が使う
ように意図されています。
生徒グループおよび外国人生徒の見学を
予約されるには、電話0844 482 7770 
(海外からは +44 20 3166 6000) また
はEメールでご連絡ください：
booking.confirmations@hrp.org.uk

訪問時間を最大限に活用
セールスチームは、旅程計画のお
手伝い、団体用の事前発券サー
ビス、団体専用チケット・オフィス、
現地ケータリングなどを含む、貴
社の団体様の理想的な訪問のた
めのすべての手配をお手伝いする
ことができます。

容易なアクセス
どの宮殿にも、団体訪問のための
コーチ用駐車場または乗車・降車
用施設があります。ロンドン市内
の宮殿はすべて鉄道、地下鉄で訪
れることができるほか、4つの宮
殿はリバーボートでもお越しいた
だけます。

ヒストリック・ロイヤルパレスでは、貴社の団体様が各宮
殿へ容易にアクセスできる便利な各種のチケット・オプ
ションならびに大口旅行事業者向けの簡略化された支払
条件を用意しています。

チケットのオプション
04 hrp.org.uk



Tower of 
London

1000年近くに及ぶ興味深い話を語ってくれる衛士、ヨー
マンウォーダーと対面。そしてJewel Houseにある素晴ら
しい宝器クラウン・ジュエルや、White Towerの広大な
壁に囲まれたライン・オブ・キングズの比類ない武器甲冑
コレクションに感嘆し、Medieval Palaceの王の寝室を
そっと歩いたり、ライオンやヒヒ、象や北極グマなど王室
の動物園を構成する王室の野獣にも遭遇。さらに、有名
な歴史上の人物が斬首されたTower Greenに立ってみま
しょう。この印象的なユネスコ世界遺産地には、10世紀に
わたる驚くべき物語が詰まっています！

06 hrp.org.uk

2016年の 
ハイライト
ヘースティングズの 
戦い – 1066年
Tower of Londonの基盤は、豊
かで強力なイングランド王国が
1066年にノルマン人によって征
服されるという、ヨーロッパ史
上屈指の重要な出来事の直接
的な結果としてできたものです。
1066年10月14日から950周年を
迎えるのを記念して、夏・秋季に
わたって全年齢層のビジター向
けに数々のイベントが催されます。

新規 – 外国人生徒の 
見学用案内
Royals, Rogues and Ravens

（王族、悪者、カラス）は、印象的
なデザインのセルフガイド用の
案内で、生徒が各自でエキサイ
ティングなTower of London体
験を作り出せる内容となってい
ます。このアクティビティは11歳以
上に適し、英語、フランス語、ドイ
ツ語版が用意されています。当
資料はグループの話し合いと協
力を促進し、生徒が歴史遺産を
体験する仕方を変えることが意
図されています。

旅行業窓口連絡先： +44 (0)20 31666311 07



訪問プランのための情報

役立つヒント
  混む前に先駆けてスタート！夏季のハイ
シーズンは、朝に訪問することで混雑を
避けることができます。

  事前予約の団体様は、火曜～土曜の8
時45分から、護衛兵がその日のビジター
のために開門するオープニング・セレモ
ニーをご覧いただけます。

  毎日14時45分から、Waterloo Blockの
外側で「セレモニー・オブ・ザ・ワード」が
行われます。護衛兵の閲兵とその日の暗
号を受け取る儀式をご覧ください。

  Meal Dealケータリング・バウチャーを事
前予約することで、訪問地での時間を節
約していただけます。

  団体訪問をガイドブック付きのパッケー
ジとすることで、前もって大量購入の特
典をご利用ください。

推奨所要時間
最低3時間を目安にされるようお勧めします。

「ライン・オブ・キングズ」を含むWhite Tower  
40分 
クラウン・ジュエル 40分 
王室の野獣 20分 
Medieval Palace 20分 
Bloody Tower 15分 
硬貨と国王 20分 
ヨーマンウォーダー・ツアー 45分

公開時間
夏季  
3月1日～10月31日  
火曜～土曜  
9:00～18:00  
日曜～月曜  
10:00～18:00 
最終入場時刻 17:00

冬季  
11月1日～2月28日  
火曜～土曜  
9:00～17:00  
日曜～月曜  
10:00～17:00 
最終入場時刻 16:00

非公開日：12月24、25、26日と1月1日

予約
Tower of Londonへの団体
訪問には、事前予約の必要は
ありません。当日、現地にお
越しになってお支払いいただ
けます。訪問前にご予約され
たい場合は、電話0844 482 
7770 (海外からは  +44 20 
3166 6000) またはEメール
でご予約ください。booking.
confirmations@hrp.org.uk 

アクセス･ガイド
Tower of Londonではすべて
のビジターを歓迎し、誰もが楽
しく充実した時間を過ごしてい
ただけるように努力しています。
認定障害者の方には該当チ
ケット料金が適用され、介護
者は無料で入場できます。車
椅子によるアクセスは非常に
限られています。石畳の道とで
こぼこした路面がありますの
で、相応しい靴を履き、足元に
ご注意ください。手話によるツ
アーがあり、また盲導犬の同伴
が可能です。

コーチ用駐車場
16区画ある24時間対応のコー
チ用駐車場（高さ制限4.87m）
がLower Thames Streetに
あります。コーチは乗客の降
車・乗車のために、滞在時間
が 1 5分を超えない場合は無
料で停車できます。夏季の駐
車料は、最初の1時間が£10、そ
れ以降1時間当たり£6、冬季は
1時間当たり£6です。17:00～
9:00の夜通し駐車料は£20で
す。Apocaパーキングへ電話
0870 241 7492までご連絡く
ださい（料金は印刷時点での
正しい情報）。

入場料
2016年3月1日～2017年2月28日

 個人 団体

大人  £22.50  £20.25

特別割引料金  £17.50  £15.75

子供  £10.50  £9.45

家族 £57  非該当

凡例
 ケータリング施設
 ショップ
 コーチ用駐車場
  外貨両替所

  トイレ – 男性用
 トイレ – 女性用
  トイレ – 障害者用
  鉄道駅
  地下鉄駅

P

Perkin Reveller



必見アトラクション
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クラウン・ジュエル
世界的に有名な、息を呑むよう
に素晴らしい典礼用品や即位
の宝器のコレクション。クラウ
ン・ジュエルの華麗な凝った装
飾に感嘆し、それに目がくらん
だ暴力や貪欲な行為、さらには
どう呪いの噂まで生まれたか
を発見してください。

   

White Tower
White Towerは、時代を超えてロ
ンドンのスカイラインを飾ってき
たアイコン的存在で、高いビルの
並ぶ現代都市と対照を成してい
ます。この歴史ある印象的な建物
の起源は1075年に遡り、今日は王
家の甲冑、実物大の木製の馬や
何世紀にもわたる王の像を展示し
た「ライン・オブ・キングズ」がこ
こにあります。

   

硬貨と国王 –  
王立鋳貨局
Tower of Londonにおける硬貨
鋳造の歴史を紹介します。サー・ア
イザック・ニュートンが鋳貨局の監
督官を務めた当時、贋金造りをロ
ンドンからどう一掃しようとした
か、エドワード一世が
彼の硬貨に不正に
手を加えた者を
どう厳しく処罰し
たかを学べます。 

   

ヨーマンウォーダー
ビーフィーターの通称で知られる
衛兵ヨーマンウォーダーが、この
中世の宮殿・城砦に関する深い
知識とガイドツアーによって、年
間を通してTower 
of Londonを訪れ
る何千人ものビジ
ターを歓待します。

  

Medieval Palace
かつて意外なほど快適な王室の
住まいだったここでは、エドワー
ド一世の各部屋を巡って、豪華で
精彩に富む中世の王宮での暮ら
しについて学べます。

  

Bloody Tower
Tower of Londonの有名な囚人
の1人、Sir Walter Raleighはここ
に幽閉されていました。Bloody 
Towerはまた、1483年にリチャー
ド三世の甥である2人の王子達が
最後に姿を見せた場所でもあり
ます。

 

王室の野獣 
ロンドン初の動物園の話が、
Brick Towerで語られるとともに、
城砦のあちこちにある実物大の
ライオンやヒヒ、象、北極熊の彫
刻によって生き生きと再現されて
います。

  

城砦
ウォール・ウォークから、現代都
市ロンドンとテムズ河を一望する
素晴らしい眺めをお楽しみくださ
い。団体様はこの胸壁部分をさら
に探訪することができ、ありうべ
き攻撃に備えて塔を守ることがど
んなものであったかを感じ取って
いただけるでしょう。順路に沿っ
て、城代を務めたウェリントン公
爵の役割を始めとする、Tower 
of Londonの歴史に関する展示
をお楽しみいただけます。

 

ワタリガラス
よく知られたTower of London名
物の1つ。伝説によると、もしカラス
がここから去ると王国が滅びると
言われています！カラスにはそれ
ぞれ名前があり、性格も違います。
South Lawnにある彼らの新たな
住まいの隣にある案内板で、どれ
がどの鳥か確かめましょう。

   

2016年の 
注目 

アトラクション

Tower of London 
歴史年表

1070年代
1066年にヘースティングズの戦いでイ
ングランドを破った後、ウィリアム征服
王はロンドンの城砦の中心に巨大な石
造りの塔の建設を始める。

1252年
ノルウェー国王から贈与された「白い熊」
（おそらく北極熊）が塔の動物園に加
わる。中世の王達は、外交上の贈物とし
て珍しい希少な動物を交換し合った。

1191年
リチャード獅子心王が十字軍に参
加中、ジョン王子が塔を攻撃する。
リチャード一世は1194年に遠征か
ら戻り、支配権を奪還。

1270年代
ヘンリー三世とエドワード一世に
よってMedieval Palaceが建設さ
れる。王の在宮中、中世の大広間
は際限のない宴の場となった。

1279年
ここに王立鋳貨局が設立され
る。塔で鋳造された最初の硬
貨の種類は、エドワード一世
のグロート（銀貨）。
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1530年代
ヘンリー八世はローマ・カトリック教会と
訣別し、英国国教会を創設する。塔に投獄
される宗教上・政治上の囚人の数が増大。

1649年
激しい戦いの末、清教徒革命で勝利
した議会派はチャールズ一世を処
刑。彼らにより王の所有物は売却さ
れ、クラウン・ジュエルも溶かされる。

1455-85年
イングランド王国をめぐる勢力争いが続
く。塔は勝利者達の祝賀の場となった。ヘ
ンリー七世は祝宴と武芸競技大会をここ
で催した。

1845年
ワーテルローの戦いの英雄であり、Tower 
of Londonの城代を務めたウェリントン公
爵によって、塔が強化される。公爵は、濠を
排水して乾いた溝とすることで悪臭を取り
除いた。

10 hrp.org.uk 旅行業窓口連絡先： +44 (0)20 31666311 11

ガイドツアーと訪問内容
のアイデア

オープニング・ 
セレモニー
8時45分に到着すると、ヨーマン
ウォーダーの出迎えで一般開門
前に中に招き入れられ、護衛兵
がWater Laneを通ってチーフ・
ヨーマンウォーダーを警護してい
き、外側で待つビジターのために
開門する様子をご覧いただけま
す。火曜～土曜に参加でき、追加
料金はありません。

団体ウェルカム 
トーク
数々の興味深い話で貴社の団体
様を歓待する、15分間のウェルカ
ムトークをご予約ください。ヨー
マンウォーダーによるTower of 
Londonの話、または「硬貨＆国
王」係員による王立鋳貨局の話
がお選びいただけます。料金は
団体毎に£50 (VATを除く）からで、
予約可能性はシーズンによって異
なります。

オーディオガイド 

15名以上の団体は、お1人様£3の
割引料金にてオーディオガイド
の事前予約をして団体入口で受
け取ることができます。オーディ
オガイドの予約はオンライン 
www.hrp .org .ukから、また
はEメールで towergroups@
acoustiguide.co.ukまでご連絡
ください。

クラウン・ジュエルの 
プライベート見学 
8時 15分からの朝の見学で、素
晴らしい即位の宝器を人混みな
しで鑑賞していただけます。料金
は最低15名をもとにして、お1人
様£75（VATを除く）。最高150名
まで。事前支払いが必要です。プ
ライベート見学の後は、Perkin 
Revellerでお飲み物・スナックを
どうぞ。

イブニングツアー 
違った雰囲気の中でTower of 
Londonをご体験ください。ヨー
マンウォーダーが20時30分から
城砦内を案内する1時間のツアー
は、最後に「セレモニー・オブ・ザ・
キーズ」という古くからの儀式も
ご覧いただけます。最低20名、最
高50名で、料金はお1人様30ポン
ド (VATを除く)。事前支払いが必
要です。ガイドツアーやプライベート見学をご予約になり、 

貴社の団体訪問をより思い出に残るものにしてください

ケータリングディール
New Armouries Caféでの 
ミールディール 

1 5名以上の団体向けのバウ
チャースキームには、4つのお
得なミールディールのオプショ
ンがあり、旅程に合わせて一番
適したものを選んで、貴社の
団体様が寛げるよう確実にして
いただけます。 

オプション1 – モーニングティーまたは
コーヒー
11時以前に提供され、焼きたてのマフィ
ンまたはペストリーが含まれています。
お1人様£5.50

オプション2 – 軽いランチ
季節毎のスープと田舎風ブレッド、ま
たは作りたてのサンドイッチ。どちらも
アルコールを含まないお飲み物 1つと
ケーキまたはデザートが選べます。 
お1人様£9.95

オプション3 – 温かいランチ
ホットカウンターからのメインコース
料理とデザートポットまたはケーキ一
切れ、アルコールを含まないお飲み物
1つが選べます。 
お1人様£12.95

オプション4 – 伝統的なクリームティー
ストロベリージャムとクロッテッドク
リーム付きの美味しいホームメードス
コーン 1個に、お好みのティーまたは
コーヒーが付きます。
お1人様£5.50

Perkin Reveller

歴史あるTower Wharfからテムズ河
を見晴らすPerkin Revellerは現在的
なダイニングホールで、選りすぐりの
旬の英国産食材を使った美味しい料
理を提供します。以下は、Tower of 
Londonへの団体訪問と組み合わせ
て、どの時間帯でもご利用いただける
各種のオファーです。 

朝のベーコン･サンドイッチとコーヒー
（12時以前）

£8.50
ベーコン･サンドイッチと各種のルーズ
リーフティー、ハーブティー、コーヒーか
ら1つ選べます（ベジタリアン・オプショ
ンもあり）。

アフタヌーンティー
£14.95
サンドイッチの盛合わせ、コーニッ
シュ・クロッテッドクリームとイング

リッシュ・ストロベリージャムを添えた
オレンジスコーンとレーズンスコーン、
各種アフタヌーンティー・ペストリー。
各種ルーズリーフティー、ハーブティー、
コーヒーから1つ選べます。

ディナー
ご要望に合わせて、1、2、3コースのディ
ナーメニューもご利用いただけます。

連絡先 
Perkin Reveller 
+44 (0) 3166 6949 
info@perkinreveller.co.uk

Tower of London 
+44 (0) 20 3166 6002 
tol@ampersandcatering.co.uk

おみやげ・ 
ショッピング
貴社の団体様がギフトやおみ
やげを選べるよう、Tower of 
London内のショップの少なく
とも1つを訪れる時間をお取りく
ださい。 

各種のガイドブックは団体様に最も人
気あるおみやげです。図版を満載した
Tower of Londonのガイドブックには、
専属キュレーターやゲスト寄稿家によ
る掘り下げた解説や物語が盛り込まれ
ています。また、クラウン・ジュエルのガ
イドブックは、輝かしいコレクションに
鋭い焦点を当て、実際に使われる即位
の宝器の伝説を明らかにしています。リ
テールチーム（shop@hrp.org.uk）ま
でご連絡になり、納品および大量購入
の割引率についてご相談ください。 

塔内には5つのギフトショップがあり、
それぞれのロケーションを反映した品
揃えが工夫されています。また、ビジ
ターは店内のタブレットから商品を選
んで、おみやげを直接自宅に配送する
手配もできます。 

ショップの全種類のギフトとおみやげ
は、オンラインからもご購入いただけ
ることをお忘れなく。
www.historicroyalpalaces.com



Hampton 
Court Palace

Hampton Court Palaceは、王の尊厳を示威し、
畏敬の念を抱かせるための華麗な宮殿です。その
限りない広大な眺め、数々の中庭やガーデンと樹
林、ならびに見事なState Apartments（公式諸
間）は、ヨーロッパの偉大な宮殿に匹敵するもので、
人々に強い印象を与えることを意図したものです。
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2016年に新登場の見どころ
ロイヤル・ガーデンの年
歴史的にも園芸的にも興味深い本宮殿
のガーデンは、その独特の美しさで世
界的に知られています。何世紀にもわ
たる歴史が反映された素晴らしい区画
の数々を探訪し、エリザベス一世のモグ
ラ捕り屋から、Tobias Gibbons、そして
Mazeで迷ったことで有名な「くまのパ
ディントン」まで、ガーデンの発展に影響
を与えてきた人物達に会ってください。
毎日のインタープリテーションに加え、季
節毎のイベントが行われ、団体訪問の主
要目当てが間違いなくガーデンとなるこ
とでしょう。

女帝とガーデナー
サンクトペテルブルグの国立エルミター
ジュ美術館との協力により、英国の著名
な風景庭園設計家ランスロット「ケイパ
ビリティ」ブラウンの生誕300周年を記
念する特別展が開催されます。2016年4
月28日～9月4日まで、女帝エカチェリー
ナ二世に売却された60点を超す18世紀
の水彩画が、Hampton Court Palace
に帰ってきます。ビジターは、写真の発
明以前に捉えられた宮殿の歴史的風景
として最も完璧なこれらの視覚的記録を
ご覧いただけます。 



訪問プランのための情報

役立つヒント
  宮殿認定のガイドによる宮殿とガーデン
のツアーを予約することで、より充実した
団体訪問にできます。

  Meal Dealケータリング・バウチャーを事
前予約することで、訪問地での時間を節
約していただけます。

  訪問当日のイベントをお見逃しないよ
う、「Day at Court」パンフレットを事前
にEメールでgroupsandtraveltrade@ 
hrp.org.ukまでご請求ください。

  Hampton Court Stationはゾーン6内
にあり、ロンドン交通局のトラベルカード
（ゾーン6）またはプリペイドのオイスター
カードを使ってアクセスできます。詳細
はwww.tfl.gov.ukをご覧ください。

  宮殿の正面入口から徒歩 1 5分の
Hampton Court Greenにあるコーチ
用駐車場は無料です。Hampton Court 
Stationにも有料のコーチ用駐車場があ
ります。

推奨所要時間
最低4時間を目安にされるようお勧めします。

ヘンリー八世のApartments 40分 
ヘンリー八世のKitchens 40分 
若き日のヘンリー八世の物語 30分 
Mantegna作「シーザーの勝利」20分 
ウィリアム三世のApartments 40分 
Queen’s State Apartments 30分 
Chocolate Kitchen 15分 
Cumberland Art Gallery 30分 
The Gardens 1時間 
The Maze 迷路に挑戦する人次第…

公開時間
夏季  
3月中旬～10月中旬 
毎日 10:00～18:00 
最終入場時刻 17:00

冬季 
10月中旬～3月中旬 
毎日 10:00～16:30 
最終入場時刻 15:30

非公開日：12月24、25、26日

予約
Hampton Court Palaceへの
団体訪問には、事前予約の必
要はありません。当日、現地
にお越しになってお支払いい
ただけます。訪問前にご予約
されたい場合は、電話0844 
482 7770 (海外からは +44 
20 3166 6000) またはEメー
ルでご予約ください。booking.
confirmations@hrp.org.uk 

アクセス･ガイド
Hampton Court Palaceでは
すべてのビジターを歓迎し、誰
もが楽しく充実した時間を過
ごしていただけるように努力
しています。宮殿内のほとんど
の順路は階段を登れないビジ
ターもアクセスでき、また2階の
State Apartmentsへ行くエレ
ベーターがあります。お手伝い
が必要な場合は係員に声をお
掛けください。認定障害者の
方には該当チケット料金が適
用され、介護者は無料で入場
できます。中庭の一部には石畳
の道がありますので、相応しい
靴を履き、足元にご注意くだ
さい。手話によるツアーがあり、
また盲導犬の同伴が可能です。 

コーチ用駐車場
Hampton Court Greenのコー
チ用駐車場にコーチ8台が無料
で駐車できるほか、Hampton 
Court Railway Station隣の
コーチ駐車場を1日£15でご利用
いただけます。（料金は印刷時
点での正しい情報）

入場料
2016年3月1日～2016年10月31日  

 個人 団体

大人  £19.00 £17.10

特別割引料金  £15.50 £13.95

子供  £9.50  £8.55

家族 £47.00  非該当

2016年11月1日～2017年2月28日  

 個人 団体

大人  £16.50  £14.85

特別割引料金  £14.00 £12.60

子供  £8.25  £7.43

家族 £42.50  非該当

凡例
 ケータリング施設
 ショップ
 コーチ用駐車場

  トイレ – 男性用
 トイレ – 女性用
  トイレ – 障害者用
  鉄道駅

 

 

Tiltyard Cafe

Georgian Kitchen Garden



必見アトラクション
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女帝と 
ガーデナー
Hampton Court Palace
の秘められたストーリー。ケ
イパビリティ・ブラウンと女帝エ
カチェリーナ二世の英国庭園へ
の情熱を明かすこの特別展は、
ブラウンの生誕300周年を記
念して、サンクトペテルブルグの
国立エルミタージュ美術館との
協力により開催されます。数多く
の展示品の中には、ブラウンの
よく知られていない助手John 
Spyersによる60点を超す18世
紀の水彩画が含まれ、宮殿や
ガーデンを訪れたり、そこに暮
らした普通の人々の様子を垣間
見ることができます。

   

ヘンリー八世の
Apartments 
イングランド史で最も有名な王と
彼の6人の妃の足跡を辿りましょ
う。贅沢にしつらえられた諸間
には、ヘンリー八世のGreat Hall、
Great Watching Chamber、
Council Chamber、そして5番目
の妃キャサリン・ハワードの幽霊
が出没すると言われる行列用ルー
トが含まれています。

   

 

ヘンリー八世の
Kitchens
感覚の饗宴をお楽しみくださ
い。丸太が燃え盛る熱気を感じ、
チューダー朝料理の香りをかぎ、
国王に相応しい晩餐会の準備が
ご覧になれます。

   

ウィリアム三世の 
State Apartments
新たな君主によって築かれた、壮
麗な内装が施された数々の公式
諸間。宮殿の中でも優雅なこの
部分の部屋を歩きながら、美し
い衣装の廷臣達が政治や宮廷生
活のゴシップに耽った様子をご
想像ください。また美しいKingʼs 
Privy Gardenを眺めるにも最良
の場所です。

   

 

Mantegna作 
「シーザーの勝利」 

チャールズ一世が買ってイングラ
ンドへ運ばせた壮観なフレスコ画
は、1630年以来Hampton Court 
Palaceに所蔵されています。 

  

Cumberland 
Art Gallery 
かつてのカンバーラン
ド公の部屋が宮殿の新
たな「芸術」の間とし
て刷新され、王室コレ
クションからの傑作が展示されてい
ます。団体様は、17・18世紀の君主
達が熱心に蒐集した芸術作品の背
後にある物語を発見していただけ
ます。

  

若き日のヘンリー八世
の物語
ハンサムな若きプリンスと対面し
ましょう。彼と最初の妃キャサリ
ン・オブ・アラゴン、またウルジー
枢機卿との人間関係を探求しま
す。王室コレクションからの最も
見事なチューダー朝絵画の一部
も展示。

 

Magic Garden
このエキサイティングな新ガーデ
ンは、壁で囲まれた独立エリアで、
ファミリーに最適です。馬上槍試
合競技場、槍試合場の5つのタ
ワー、火を吹くドラゴンを含め、す
べてがよじ登れるデザインとなっ
ていますお子様とご家族が楽しく
歴史に触れられることを焦点に
置いたこのスケールの大きい屋外
アトラクションは、お子様を含む
団体にとって理想的な追加といえ
るでしょう！

   

Hampton 
Court  
歴史年表

1530年代
ヘンリー八世がHampton Courtをス
ポーツ競技の場とする。槍試合場が建て
られ、馬上槍試合と武芸競技大会が催さ
れ、ヘンリー八世はそれらに卓越した。

1516年
トマス・ウルジー（後の枢機卿）が、ヘ
ンリー八世と王妃キャサリン・オブ・
アラゴンをこの御殿へ正餐に招く。

1546年
ヘンリー八世の最後の盛大な「享楽
の宴」。フランス特使との講和批准
に続いて、6日間にわたり晩餐会、狩
猟、仮面劇、祝典が繰り広げられた。

1562年
エリザベス一世の治世、宮殿が外交的
会合の中心となる。ハンプトン・コート
条約が結ばれ、フランスで迫害される
ユグノー教徒への支援を提供。

Georgian  
Kitchen Garden
18世紀当時、この広大かつ生産
的なガーデンにおいて、君主の
テーブルに供される果物や野菜、
花々がどう植えられ、栽培・収穫
されたかをご覧ください。2014
年夏季に新たにオープンしたこ
のガーデンでは、宮廷の人々が
宮殿で賞味した幅広い種類の果
物と野菜を実際に見ることがで
きます。

    

The Maze
ウィリアム三世によって1700年頃
に依頼された、この複雑な迷路は、
現存する国内最古の生垣による
迷路の１つで、3分の1エーカーを
占めるほど規模の大きいものです。
貴社の団体様が挑戦することに
したら、勘を研ぎ澄ますようご注
意ください！

   

グレート・ヴァイン
ランスロット・ケイパビリティ・ブ
ラウンによって1768年に植えられ
た、世界で最も古いブドウの樹で
す。たわわに実ったブドウの房が、
8月末から9月初めの収穫に相応
しく夏の間に熟していくのをご覧く
ださい。

   

2016年の 
注目 

アトラクション



1604年
ジェームズ一世がハンプトン・コート会議
を開き、そこで欽定訳聖書の刊行が決定
される。

2005年
トニー・ブレア（当時首相）が宮殿のGreat 
Hallで首脳会議を開く。

1606年
デンマーク王（ジェームズ一世の義理
の兄弟）が宮殿で歓待される。王族は
劇や正餐、またデンマーク王の評判通
り、ふんだんの酒に興じた。

2012年
2012年ロンドン・オリンピックの自転車競
技・男子個人タイムトライアルの発着点と
なったHampton Court Palaceで表彰式
が行われ、勝者Bradley Wigginsに金メ
ダルが授与される。

1603年
ウィリアム・シェイクスピアと彼の劇団
「国王一座」が、ジェームズ一世のため
にGreat Hallで芝居を上演する。

1700年代初め
アン女王が治世初期にCartoon Gallery
で枢密院会議を開き顧問官と会う。
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ガイドツアーと訪問内容
のアイデア

宮殿認定の 
ツアーガイド
宮殿認定のツアーガイド・チーム
は、イントロダクション・ツアーま
たは詳細なツアーを提供でき、貴
社の団体訪問をより充実したも
のにしていただけます。時代衣装
に身を包んだガイドが率いること
もできる1時間30分のツアーが予
約でき、料金は団体毎に£132から
です。 

中庭と回廊の 
モーニングツアー
State Apartment係員による朝
9時30分からのツアーは、ガーデ
ンからスタートして中庭を巡って
いき、団体様は１日の始まりを迎
える宮殿の姿をご覧いただけます。
チューダー朝とバロックの建築様
式を比較し、王や女王のための
荘重な大階段に賛嘆してください。
料金は団体毎に£100（入場料を
除く）、係員毎に最高35名まで。

ヴィクトリアン・ 
ゴースト・ツアー 
11月から3月の金曜と土曜に催行
される本ツアーで肝試しをどう
ぞ。お1人様£27.50、またはご要
望により最高35名までの団体プ
ライベートツアーは£1200 (VAT
を除く）。

オーディオガイド 

無料オーディオガイドが、Base 
Courtにあるインフォメーション
センターで受け取れます。

ガイドツアーやプライベート見学をご予約になり、 
貴社の団体訪問をより思い出に残るものにしてください

ケータリングディール
Tiltyard Caféでのミールディール

15名以上の団体向けのバウチャースキームには、
4つのお得なミールディールのオプションがあり、
旅程に合わせて一番適したものを選んで、貴社の
団体様が寛げるよう確実にしていただけます。 

オプション1 – モーニングティーまたはコーヒー 
12時以前に提供され、焼きたてのマフィンまたはペストリー
が含まれています。
お1人様£5.50

オプション2 – 軽いランチ
季節毎のスープと田舎風ブレッド、または作りたてのサンド
イッチ。どちらもアルコールを含まないお飲み物1つとケーキ
またはデザートが選べます。
お1人様£9.95

オプション3 – 温かいランチ
ホットカウンターからのメインコース料理とデザートポットまた
はケーキ一切れ、アルコールを含まないお飲み物1つが選べます。
お1人様£12.95

オプション4 – 伝統的なクリームティー
ストロベリージャムとクロッテッドクリーム付きの美味しい
ホームメードスコーン1個に、お好みのティーまたはコーヒー
が付きます。
お1人様£5.50 

The Snug
Tiltyard Cafe内にあるSnugは、最高40名まで
の団体に理想的な居心地の良いプライベートエリ
アで、軽いランチやモーニングコーヒー、アフタヌー
ンティーを楽しんでいただけます。 

ケータリング業者Ampersandが、貴社の団体様
のご要望についてご相談を承ります。詳細は直接
業者までご連絡ください。

 
連絡先 
Hampton Court Palace 
+44 (0) 20 3166 6972 
hcp@ampersandcatering.co.uk

 

おみやげ・ショッピング
貴社の団体様がギフトやおみやげを選べるよう、
Hampton Court Palace内のショップの少なくと
も1つを訪れる時間をお取りください。 

各種のガイドブックは団体様に最も人気あるお
みやげです。図版を満載したHampton Court 
Palaceのガイドブックには、専属キュレーター
やゲスト寄稿家による掘り下げた解説や物語
が盛り込まれています。また、Hampton Court 
Gardensのガイドブックは、その見事な敷地と地
所を探求し、ヘンリー八世からヴィクトリア女王の
時代にわたるその発展ぶりを明らかにします。リ
テールチーム（shop@hrp.org.uk）までご連絡に
なり、納品および大量購入の割引率についてご相
談ください。 

4つのショップには、ガーデニングのアイデアや料
理、ヘンリー八世についてなど、団体様のそれぞ
れの関心に合う、宮殿に発想を得た数多くのおみ
やげが揃っています。また、ビジターは店内のタブ
レットから商品を選んで、おみやげを直接自宅に
配送する手配もできます。 

ショップの全種類のギフトとおみやげはオンライ
ンからもご購入いただけることをお忘れなく：
www.historicroyalpalaces.com 



Banqueting 
House
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宮廷の歓待の場として造られたこの画期的な建物で、華麗な宮
廷仮面劇に参加する着飾った廷臣らの仲間に加わって、見事な
ルーベンスの天井画の下で飲んだり踊ったりするご自分を想像
してみてください。その一方で、1649年に建物前の断頭台で斬首
され、見物人が「一様におののきの声をあげた」というチャールズ
一世にも思いを馳せてください。彼がこの世で最後に目にした物
の一つが、これらの見事な絵画でした。

2016年に新登場 
の見どころ
失われた宮殿、 
Whitehall Palace
2 0 1 6年の夏季 8週間にわた
り、過去300年で初めて「失われ
た宮殿、Whitehall Palace」を
Banqueting Houseのビジター
に探求していただく予定です。斬
新なデジタル技術を使って現代
のWhitehallの街中を紹介しなが
ら、ビジターが失われた歴史を、そ
れが実際に起こった舞台で体験で
きるようにします。多くの人の今ま
での体験とは違って、ビジターは失
われた宮殿の歴史上のドラマチッ
クな出来事を想像し、間近に感じ
取ることができるでしょう。 
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訪問プランのための情報

役立つヒント
  午後の閉鎖時にぶつかって失望されない
よう、団体様の入場時間枠を確実に事前
予約しましょう。

  宮殿の専門家チームによる11時30分から
の「秘められた歴史」トークに合わせて、
訪問をご計画ください。

  団体様がこの素晴らしい建物についての
より深い洞察を得られるよう、ご要望によ
り認定ガイドが率いるガイドツアーを予
約していただけます。

  短時間で見学できるB a n q u e t i n g 
Houseは、すぐ向かいのHousehold 
Cavalry Museumやトラファルガー広
場にあるNational Gallery、National 
Portrait Galleryなど、近隣の他のアトラ
クションと組んだパッケージに最適です。
またSt Martin-in-the-FieldsのCryptカ
フェで休憩を取るのもいいでしょう。

推奨所要時間
1時間を目安にされるようお勧めします。

公開時間
通年 
毎日 10:00～13:00  
最終入場時刻 12:30 
（夕方のイベントが予定されていない場合は17:00ま
でオープン）

非公開：2016年1月1日～4月1日

午後の公開時間はウェブサイトでご確認ください：  
www.hrp.org.uk/BanquetingHouse/
planyourvisit/openingtimes

予約
団体様の入場時間枠を予約
されるには、電話0844 482 
7770 (海外からは +44 20 
3166 6000) またはEメール
でご連絡ください。booking.
confirmations@hrp.org.uk

アクセス･ガイド
Banqueting HouseのMain 
Hallへは、月曜から金曜のみ
隣接の建物のエレベーターで
アクセスできます。確実にアク
セスが許可されるよう、訪問
の事前にお問い合わせくださ
い。認定障害者の方には該当
チケット料金が適用され、介
護者は無料で入場できます。
盲導犬の同伴が可能です。

コーチ用駐車場
Victoria Embankmentに
沿って、メーター式のコーチ用
駐車区画が20あります。月曜
～金曜は1時間£4.00（8:30～
18:30）、土曜・日曜は1時間
£4.00（8:30～13:30）。コー
チの登録番号とドライバーの
名前を訪問の24時間前に宮
殿まで通知いただくと、可能
な場合は団体の降車・乗車の
ためにコーチをWhitehallに
停車できます。（詳細は印刷
時点での正しい情報）

Churchill
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凡例
 ケータリング施設
 ショップ
 コーチ用駐車場
  外貨両替所

  トイレ – 男性用
 トイレ – 女性用
  トイレ – 障害者用
  鉄道駅
  地下鉄駅

入場料
2015年3月1日～2016年2月29日
 個人 団体

大人  £6  £5.40

特別割引料金  £5  £4.50

子供  無料  無料



必見アトラクション
20 hrp.org.uk 旅行業窓口連絡先： +44 (0)20 31666311 21

建築美に感嘆
17世紀の名高い建築家、イニゴー・
ジョーンズによって設計・建築さ
れたBanqueting Houseの華麗
な建築にご感嘆ください。

 

ルーベンスの 
天井画
1 62 9年、チャールズ一世が父
ジェームズ一世の栄光を讃えるた
めに依頼した壮麗なルーベンス
の天井画。その驚くべき技法とク
ラフツマンシップをご鑑賞くださ
い。これらは、最初に飾られた場
所に留まるルーベンスの唯一の
絵画で、Banqueting Houseで
1635年に初めて除幕されました。

 

Whitehall Palaceの 
物語
かつては君主が主に在宮し、ヨー
ロッパ 最 大の宮殿であった
Whitehall Palaceの詳細な話が、
UndercroftでのDVDプレゼン
テーションによって語られます。

 

Banqueting 
House  
歴史年表

1649年
反逆罪を宣告されたチャールズ一世は、
Banqueting Houseの外に設けられた
断頭台に堂々と威厳ある態度で上り、何
千人もの見物人の前で処刑される。

1581年
エリザベス一世が、自分の婚姻交渉に関
連して、Whitehall Palaceで余興を催
す。女王により、この敷地に仮の晩餐会館
（banqueting house）が設けられる。

1622年
素晴らしい晩餐会館が完成し、ジェームズ一世
が凝った宮廷仮面劇を催す際の華麗な舞台と
なる。王は無数の仮面劇を催し、それは回を重
ねるごとにより贅を尽くしたものとなった。

1796年
ジョージ三世とシャーロット王妃、5人の
娘達が、ヘンデル記念音楽祭に出席する。
19世紀に入っても、ここで頻繁に慈善演
奏会が開かれた。

ガイドツアーと 
訪問内容のアイデア
ガイドツアーをご予約になり、貴社の団体訪
問をより思い出に残るものにしてください

宮殿のツアーガイド
ガイドツアーをご予約になり、貴
社の団体訪問をより思い出に残
るものにしてください。ご要望に
より、専門ガイドが率いるツアー
を団体毎に£100から手配でき、
所要時間は約1時間です。

オーディオガイド 

無 料 オー ディオ ガ イド で、
Whitehall Palaceの激動の歴史
を発見してください。電話または
Eメールで貴社の団体用のオー
ディオガイドを事前にご予約くだ
さい。

秘められた歴史トーク
毎日11時30分から無料で提供さ
れる「秘められた歴史」トークは、
この見事な建物の歴史を生き生
きと蘇らせます。

ケータリング
Banqueting House内にはケー
タリング施設はないものの、近く
には数多くのレストランやカフェ、
バーがあります。

おみやげ・ショッピング
正面入口に位置するBanqueting 
Houseのショップでは、少数の
選ばれたギフトとガイドブック、
絵葉書を用意しています。

各種のガイドブックは団体様
に最も人気あるおみやげです。
図版を満載したBanqueting 
Houseのガイドブックには、専属
キュレーターやゲスト寄稿家によ
る掘り下げた解説や物語が盛り
込まれています。ガイドブックの
価格は£4.99から。リテールチー
ム（shop@hrp.org.uk）までご
連絡になり、納品および大量注
文の割引率についてご相談くだ
さい。 

ショップの 全 種 類 のギフト
とお みや げ は オンライン：
historicroyalpalaces.comから
もご購入いただけることをお忘れ
なく。

イニゴー・ジョーンズの肖像

1689年
招集された貴族院および庶民院の立
会いにより、ウィリアム三世とメアリー
二世がここで戴冠する。

失われた宮殿、 
Whitehall Palace
2016年の夏季8週間にわたり、
デジタル体験によって現代の忙
しいロンドンの街中を巡りなが
ら、Whitehall Palaceで唯一現
存する建物に関連した歴史をビ
ジターが探訪していただけるよう
にします。 



Kensington 
Palace
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ロンドン中心部の美しい公園の中にあるKensington Palaceは、
公人の生活の場であるとともに多くの秘話がひそむ宮殿で、ウィリ
アム三世とメアリー二世の王宮としてサー・クリストファー・レンに
よって設計されました。近年では、マーガレット王女やダイアナ元
皇太子妃の公邸となったほか、現在はケンブリッジ公爵夫妻の
住まいとなっています。最近刷新された見学ルートを辿ることで、
過去何世紀にもわたる宮殿で暮らした人々の驚くべき話が明らか
になります。
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2016年 
に新登場
新ファッション、 
同じルール！
非常に人気の高い展示が完全に
刷新され、エリザベス女王やマー
ガレット王女、ダイアナ元皇太子
妃のワードローブから、新たなド
レスの数々が披露されます。また、
1950年代から1990年代の映像
や音楽も更新されています。



訪問プランのための情報

役立つヒント
  貴社の団体様の入場時間枠を確実に事
前予約しましょう。宮殿の解説担当者が
お越しを歓迎します。

  Kensington Palaceは、Bayswater 
Roadにあるコーチ用駐車場から徒歩
10～15分です。団体入口へ予約時間通り
に到着できるよう、十分な時間をお取りく
ださい。

  団体入口スペースをご活用ください。ガー
デンを通って宮殿まで散策された後は、
ここで少しご休憩いただけます。

  混雑を避けるには、毎朝9:00から、最高
30名までの団体モーニングツアーを予
約できます。ツアーの所要時間は1時間で、
料金はお1人様30ポンド (宮殿の入場料
込み)。

  貴社の団体様に、素敵なOrangeryでの
モーニングティーをご提案ください。優雅
なべニューでお好みのお茶とオレンジの
香りのスコーンを召し上がれば、完璧な
１日のスタートが切れます。

推奨所要時間
2時間を目安にされるようお勧めします。

ヴィクトリア・リヴィールド 40分 
Kings State Apartments 30分 
Queens State Apartments 20分 
ファッション・ルール 20分 
宮殿のガーデン 30分

公開時間
夏季  
3月1日～10月31日  
10:00～18:00、最終入場時刻 17:00

冬季 
11月1日～2017年2月28日 
10:00～16:00、最終入場時刻 15:00

非公開日：12月24、25、26日

予約
電話0844 482 7770 (海外か
らは +44 20 3166 6000) ま
たはEメールでご連絡ください。
booking.confirmations@
hrp.org.uk

アクセス･ガイド
Kensington Palaceではすべて
のビジターを歓迎し、誰もが楽
しく充実した時間を過ごしてい
ただけるように努力しています。
認定障害者の方には該当チケッ
ト料金が適用され、介護者は無
料で入場できます。手話による
ツアーがあり、また盲導犬の同
伴が可能です。宮殿内はすべて
車椅子でアクセスできます。

コーチ用駐車場
宮殿の北側、Bayswater Road
にコーチ用駐車場があります。
24時間オープンで、20台収容
可能。料金は12時間までが£30、
12～24時間が£40、事前予約
手数料は£10。Pay＆Display
方式を利用するか、電話でお
支払いください。連絡はEuro 
Carparks 020 7563 3000
まで。団体様がKensington 
G a rd e nsを通って宮殿入口
まで歩くのに、10～15分をお見
積りください。身体の不自由
な乗客のいるコーチは、より
近い降車場所の手配のために、
groupsandtraveltrade@hrp.
org.uk までご連絡ください。

入場料
2016年3月1日～2016年10月31日
 個人 団体
大人  £16.30  £14.67

特別割引料金  £13.00  £11.70

子供  無料  無料 

2016年11月1日～2017年2月28日
 個人 団体
大人  £15.00  £13.50

特別割引料金  £12.40  £11.16

子供  無料  無料 

凡例
 ケータリング施設
 ショップ
 コーチ用駐車場
  外貨両替所

  トイレ – 男性用
 トイレ – 女性用
  トイレ – 障害者用
  地下鉄駅
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ファッション・ルール 
エリザベス女王やマーガレット王女、ダイア
ナ元皇太子妃のワードローブに焦点を当て、
1950年代から1990年代のロイヤル・スタ
イルを振り返る、ビジュアルで刺激的な
展示。新たに入れ替えた美しいドレス
の数々を披露し、同時代の写真や映
像、音楽も織り込まれています。

    

Kings State 
Apartments
ジョージ朝の廷臣が上階から覗
う壮麗なKing ʼs Staircaseを上
り、印象的な装飾の施された諸間
に感嘆。ジョージ二世とキャロラ
イン王妃の宮廷で繰り広げられた、
好奇心をそそる社交界の様子を
発見してください。

   

ヴィクトリア・ 
リヴィールド
ヴィクトリア女王が子供時代を過
ごした部屋を巡り、王冠の背後に
ひそむ一人の女性としての物語を
辿ってください。宮殿で育った女
王の寂しい子供時代、アルバート
公への深い愛と彼の急死による
大きな衝撃などが、ヴィクトリア
女王自身の言葉で明かされます。

   

 

Queens State 
Apartments
これらの親密な小部屋で、悲劇的
な結末に至るスチュアート王朝の
波乱万丈の話を探求しましょう。

  

Kensington 
Palace  
歴史年表

1689年
ウィリアム三世とメアリー二世が、
街外れにある控えめな廷臣の
家Nottingham Houseを購入
し、それが後にKensington 
Palaceとなる。

1727年
ジョージ二世とキャロライン王妃がこ
の宮殿を住まいとする。儀式や歓待の
場として宮殿が全盛期を迎える。

1691-1694年
ウィリアム三世とメアリー二世は、この
時期に少なくとも14回の華麗な舞踏会
と社交行事を采配する。

1819年
王族に見守られつつ、将来のヴィク
トリア女王がCupola Roomで洗
礼を受ける。

宮殿のガーデン
美しく変貌を遂げたガーデン
が、改めて建物をKensington 
Gardensの景観と結びつけ、新た
に可憐な小道と素晴らしい展望
を提供しています。事前予約の団
体向けに、ガーデン歴史ツアーも
催行できます。

   

2016年の 
注目 

アトラクション



1899年
80歳の誕生日を祝って、ヴィクトリア女王
はState Apartmentsを一般公開する。

1960年代
マーガレット王女と夫のSnowdon卿が宮
殿へ移る。彼らは「スウィンギング・ロンドン」
の人気カップルで、Peter SellersやBritt 
Ekland、Noel Coward、John Betjemanな
ど著名な友人達を歓待した。

1837年
ヴィクトリア王女は、伯父ウィリアム四世
が逝去し、自分が新女王になったという
知らせを受ける。Red Salonで女王として
最初の枢密院会議を開く。

2013年
2011年の結婚後、ケンブリッジ公爵
夫妻がプライベートアパートメント

（私邸）を住まいとする。
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ガイドツアーと訪問内容
のアイデア

モーニングツアー
公開1時間前の朝9:00から、宮殿
の解説担当者によるガイドツアー
にご参加ください。10:00からの
公開後は、さらに宮殿の見学を続
けていただけます。料金はお1人
様£30で、最低人数はなく、ツアー
毎に最高30名まで。

ガーデン歴史ツアー
熱心で熟練したボランティアのガ
イドが率いるガーデン歴史ツアー
は、Kensington Palaceのガーデ
ンが17・18世紀当時はどのような
様子だったかを解説します。宮殿
の入場料以外に追加料金はあり
ませんが、団体様用に事前手配
の必要があります。

不気味ツアー
昼間は語られない、より暗く恐ろ
しい話を聞くには、不気味イブニ
ングツアーをご予約ください。宮
殿内を巡りつつ、王族を始めこの
興味深い王宮に関わる人々の悲
運や病い・死、幽霊の話を探りま
す。一般ツアーは10～11月、1～2月
の金曜日に催行され、お1人様£28、
最高25名まで。または、ご要望
によるプライベート団体ツアーは
£1000、最高25名まで。

ガイドツアーやプライベート見学をご予約になり、 
貴社の団体訪問をより思い出に残るものにしてください

ケータリングディール
Queen Anne’s Orangery 
でのミールディール

優雅なOrangeryは、ランチや
アフタヌーンティーの行先として
ロンドンでも最も人気の高い
場所の一つで、歴史ある洗練
されたべニューです。そのため、
団体様のどのようなご要望も
ケータリング業者Ampersand
との事前手配が必須です。イー
スターホリデーと7～8月のハイ
シーズンには、予約制限が適用
されます。
朝食
11時30分以前
「フル・イングリッシュ」ブレックファー
ストで 1日をスタート。ベーコン、マッ
シュルーム、完熟トマト、ソーセージ、
ブラックプディング、スクランブルエッ
グに、お好みのティーまたはコーヒー
が付きます。
お1人様£10

モーニング・クリームティー
12時以前
コーニッシュ・クロッテッドクリームと
イングリッシュ・ストロベリージャムを
添えたオレンジ風味のスコーンとレー
ズン入りスコーン。各種ルーズリーフ
ティー、ハーブティー、コーヒーから1つ
選べます。 
お1人様£6.00

アフタヌーンティー
サンドイッチの盛合わせ、コーニッ
シュ・クロッテッドクリームとイング
リッシュ・ストロベリージャムを添え
たオレンジ風味のスコーン1個、アフタ
ヌーンティー・ペストリー2個。各種ルー
ズリーフティー、ハーブティー、コーヒー
から1つ選べます。 
お1人様£14.95

ランチ
1コース・ランチは£12.95から。
ご要望に応じて2または3コース・ラン
チのメニューもご利用いただけます。 
お1人様£13.95

 
連絡先 
Kensington Palace 
+44 (0) 3166 6112 
kp@ampersandcatering.co.uk 

おみやげ・ショッピング
貴社の団体様がギフトやおみや
げを選べるよう、Kensington 
Palaceのショップを訪れる時間
をお取りください。

各種のガイドブックは団体様
に最も人気あるおみやげです。
図版を満載したKensington 
Palaceのガイドブックには、専
属キュレーターやゲスト寄稿家
による掘り下げた解説や物語
が盛り込まれています。リテー
ルチーム（shop@hrp.org.uk）
までご連絡になり、納品および
大量注文の割引率についてご
相談ください。 

Kensington Palaceには、美し
いおみやげや王室と歴史関連
の興味深い書籍が揃ったギフト
ショップがあります。また、ビジ
ターは店内のタブレットから商
品を選んで、おみやげを直接自
宅に配送する手配もできます。

ショップの全種類のギフトと
おみやげはオンライン：www.
historicroyalpalaces.comか
らもご購入いただけることをお
忘れなく。



Kew  
Palace

この親密な宮殿では、ジョージ三世とその家族の喜びや悲しみが、子
供達の暮らしから王の苦難まで詳しく、生き生きと蘇ります。忠実に
再現されたジョージ朝の各部屋は、興味尽きない私的な品々や美術
品で飾られ、そこで物語が解き明かされていきます。何世紀も手つか
ずの薄気味悪い上階をぶらついたり、Royal Kitchensで王室一家の
食事習慣を発見してください。
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世界で最も有名な
ガーデンを探訪
250年以上の歴史を持つRoyal 
Botanic Gardens, Kewは、世
界最大かつ最も多様な植物コ
レクションを誇っています。ロン
ドン最大のユネスコ世界遺産地
でもあるKewは、何世紀にもわ
たる科学、園芸学、王室の伝統
に浸りきる機会をビジターに提
供します。Princess of Wales 
Conservatoryで異なる10の気候
ゾーンを通り抜け、熱帯多雨林や
Palm Houseを探訪したり、空高く
設けられたウォークウェイで樹冠
の中を散策してみましょう。ボタニ
カルアートを専門とする美しいギャ
ラリーもお楽しみいただけます。 

現在、夏季の間はKew Gardens
の入場料にKew Palaceと Royal 
Kitchensの入場も含まれており、
団体様に非常に価値ある訪問を
提供しています。
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訪問プランのための情報

役立つヒント
  宮殿は混みあうことがあるので、Kew 
Gardensのご予約時に、貴社の団体様
のKew Palace入場時間枠を一緒に事前
予約しましょう。

  当時の衣装をまとった宮殿のエキスパー
トによる、個性的なガイドツアーがお1人
様4ポンドで予約していただけます。

  ブルーベルが群生する林の中に佇む
Queen Charlotteʼs Cottageを訪れるこ
ともお忘れなく。

推奨所要時間
4時間

宮殿 1時間 
Royal kitchens 40 分 
Queen Charlotte’s cottage 30 分 
（夏季週末のみ） 

Kew Gardens 2時間

公開時間
Kew Palace  
2016年3月24日～10月2日 
毎日 10:30～17:30、最終入場時刻 17:00

The Royal Kitchen  
2016年3月24日～10月2日 
毎日 9:30～17:30、最終入場時刻 17:00

Queen Charlotte’s Cottage  
夏季の週末と祭日 11:00～16:00

Kew Gardens 
夏季 毎日 10:00～18:00 
冬季 毎日 10:00～16:15

アクセス･ガイド
Kew Palaceにはエレベーター
があり、トイレ施設が近くにあ
ります。宮殿内でご利用いただ
ける手動の車椅子を用意してい
ます。車椅子は先着順に提供さ
れます。

正門近くのKew Greenおよび
Brentford Gate駐車場に障害
者用駐車場が限定数あります。
先着順で、電動式車椅子を事
前予約できる場合があります。

補助犬の同伴が可能です。

団体予約
Kew GardensとKew Palace、
Roya l  K i tchensへの共通
訪問を事前予約するには、
groups@kew.orgまで連絡ま
たは+44 (0) 20 8332 5648ま
でお電話ください。

コーチ用駐車場
Kew GreenのElizabeth Gate
で、団体様の降車・乗車がで
きます。10 :00以降は、Kew 
Roadにコーチを無料で駐車で
きます。

KE
W

 G
AR

D
EN

S 

ELIZABETH GATE

LONDON OVERGROUND

凡例
 ケータリング施設
 ショップ
 コーチ用駐車場

  トイレ – 男性用
 トイレ – 女性用
  トイレ – 障害者用
  鉄道駅
  地下鉄駅

入場料
2016年3月1日～2017年2月28日

Kew Palaceと Royal Kitchensへの入場は、Kew Gardensの入
場料に含まれています。料金とご予約は、www.kew.orgをご覧に
なるか、groups@kew.orgまでご連絡ください。
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Princess’s 
Bedroom
ジョージ三世の娘エリザベス王女
は、自分の寝室を当時の最新スタ
イルで装飾しました。彼女のイン
テリア・デザインの腕前をどう評
価されるか、見に来てください！
オリジナルの特徴を含め、復元さ
れた同王女の寝室と復元されて
いない同時代の他の王女達の部
屋がご覧いただけます。

  

Queen’s Boudoir
このよく設えられた私室で、針仕
事や毛糸紡ぎ、編み細工な
どの「婦人の仕事」をしな
がら、王妃とお供の女性
達は長い時間を過ごし
ました。 

  

Kew Palace  
歴史年表

1729年
ジョージ二世と王妃のキャロライン・オブ・
アーンズバックはKewが気に入り、3人の
年長の娘達アン、キャロライン、アメリアの
住まいとして相応しい場所だと決める。

1631年
ロンドンの金融・商業地シティーの貿
易商Samuel Fortreyが、テムズ河南
岸のKewに当世風の煉瓦造りの邸宅
を建てる。 

1788年
ジョージ三世が最初にポルフィリ
ン症と診断され、Kew Palaceに籠
もっての静養を強いられる。 

2006年
エリザベス二世が王室メンバーと
ともに80歳の誕生日を祝う。

ガイドツアーと訪問内
容のアイデア
ガイドツアーやプライベートツアーをご予約になり、貴
社の団体訪問をより思い出に残るものにしてください

宮殿とキッチンの 
ツアー 
当時の衣装をまとった宮殿エキス
パートによる、Royal Kitchensを
含めた親密な宮殿のツアーが、お
1人様4ポンドで予約していただけ
ます。

イブニングツアー
このチャーミングな王宮を17:00
からのツアーでお楽しみください。
Royal Kitchensの見学も含まれ、
最後にワイン1杯が提供されます。
料金はお1人様30ポンド (VATを
除く)。最低10名、最高30名。

ケータリング
K e w  G a r d e n sのケータリ
ング業者P e y t o n  &  B y r n e
（+44 (0) 20 8332 5686）へ電
話して、Kew Palaceでの団体様
の軽食・ドリンクを手配していた
だけます。 

おみやげ・ショッピング
各種のガイドブックは団体様に最
も人気あるおみやげです。図版を
満載したKew  Palaceのガイドブッ
クには、専属キュレーターやゲスト
寄稿家による掘り下げた解説や
物語が盛り込まれています。リテー
ルチーム（shop@hrp.org.uk）ま
でご連絡になり、納品および大量
注文の割引率についてご相談くだ
さい。ショップの全種類のギフト
とおみやげはオンライン：www.
historicroyalpalaces.comから
もご購入いただけることをお忘れ 
なく。

Queen Charlotte’s 
cottage
Kew Gardens内にあり、夏季の
週末に公開されるこのコテッジは、
王族一家が夏の間ガーデンを長
いこと散策する合間に、ピクニッ
クやティーパーティーを楽しんだ
場所です。ここは居宅ではなく田
舎の別荘として建てられ、歴史に
残る王族がプライベートでどう寛
ぎ、余暇を楽しんだかが分かる完
璧な例を示してくれます。

  

ジョージ三世の胸像
生前のジョージ三世の顔型を取っ
て、マダム・タッソー自らが制作し
た蝋の胸像。

 

The King’s  
Dining Room 
王の歓待について、一部のゲスト
がどのような感想を持ったか探っ
てみましょう。

  

Royal Kitchens  
at Kew
王室のテーブルに供された料理
の材料と調理方法を学んだり、厨
房官のオフィスに入って、再現さ
れた台帳から毎日何が注文され
たかを発見してください。

   



Hillsborough 
Castle

Hillsborough Castleは、北アイルランド屈指の美しい歴
史的建物で、また王室の公邸でもあります。興味深い数多
くの物語と優美なガーデンを誇るHillsborough Castleを、
どうかお見逃しなく！
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2016年の団体訪
問をプラン
このジョージ王朝後期の邸宅と
ガーデンは、初代ダウンシャー侯
爵Wills Hillによって1780年代に
建てられ、その後19世紀と20世紀
初めに改築が加えられました。ここ
は、王室メンバーが北アイルランド
に滞在する際の公邸として使われ
ている現役の王宮で、また1970年
代以降は北アイルランド省もオフィ
スを構えています。邸内のツアーに
よって、威厳あるThrone Roomや
優美なDrawing Roomなど、今も
実務に使われているエレガントな
State Roomsを見学することがで
きます。 
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訪問プランのための情報

役立つヒント
  団体ガーデン・ウォーク - 4ルートの一
つを選んで、美しいガーデンの散策をお
楽しみください。

  邸宅ツアー後のケータリングオファーの
一つを予約して、貴社の団体様の訪問を
さらに価値あるものにしてください。

  一般車およびコーチ用駐車場を新たに
造成するまでの間、団体様は邸宅正面
入口の外側にある建物Court Houseに
て、降車・乗車をしていただけます。

推奨所要時間
2時間

邸宅ガイドツアー 1時間 
ガーデン・ガイドツアー 1時間30分 
ガーデン・アクセス 1時間

公開時間
邸宅 
事前予約の団体向け邸宅・ガーデンツアー 
2016年3月1日～2017年2月28日

一般向け邸宅・ガーデンツアー 
3月19日～4月3日 – 毎日 
4月、5月、6月 – 週末と祭日 
7月2日～9月4日 – 毎日 
9月10日～25日 – 週末のみ

ツアー時間、11:00～16:00毎時
ガーデン・アクセス 
3月1日～10月31日 9:30～18:00 
11月1日～2月28日 9:30～16:30

駐車場

入場口

Court House – チケット

Forest Parkの駐車場

アクセス･ガイド
Hillsborough Castleではす
べてのビジターを歓迎し、誰も
が楽しく充実した時間を過ご
していただけるように努力して
います。認定障害者の方には
該当チケット料金が適用され、
介護者は無料で入場できます。
盲導犬の同伴が可能です。邸
内はすべて車椅子でアクセス
できます。

ガーデンの自然地形のため、一
部の歩道は車椅子利用者およ
び歩行困難な方には適してい
ませんので、ビジターの方はご
注意ください。

団体予約
邸宅とガーデンの団体ツアー
のご予約は最低20名からで、
最低48時間前に連絡していた
だくことが必要です。
邸宅またはガーデンのツ
アー予約されるには、電話
0844 482 7770 (海外から
は +44 20 3166 6000) また
はEメールでご連絡ください。
booking.confirmations@
hrp.org.uk

コーチ用駐車場
事前予約の団体様のコーチは、
Court Houseで降車・乗車が
できます。現時点では敷地内
にコーチ・一般車用駐車場は
ありません。

入場料
邸宅またはガーデンのガイドツアー  
2016年3月1日～2017年2月28日 

 個人 団体

大人  £7.50  £6.75

特別割引料金  £5.50 £4.95

子供  £5.50 £4.95

家族 £20.00 非該当

 
ガーデン・アクセスのみ  
2016年3月1日～2017年2月28日
 個人 団体

大人  £3.50 £3.15

特別割引料金  £3.50 £3.15

子供  £3.50 £3.15

家族 £10 非該当

邸宅とガーデンツアーの共通チケット – 団体のみ 
2016年3月1日～2017年2月28日
 個人 団体

大人  非該当 £12.50

特別割引料金  非該当 £8.90

子供  非該当 £8.90



必見アトラクション
34 hrp.org.uk 旅行業窓口連絡先： +44 (0)20 31666311 35

Hillsborough 
Castleのガーデン 
1780年代から造園されてきた98
エーカーに及ぶ美しい敷地をそ
ぞろ歩き、その装飾的な構内や
対照を成す閑静な森林、曲がりく
ねった小川、刈り込まれた芝地
など、表情豊かなガーデンをご満
喫ください。Lime Tree Walkや
Granville Garden、Lady Alice 
Temple、Quaker Burialの地、
Ice Houseなどをお見逃しなく。

   

Hillsborough 
Castle  
歴史年表

1925年
英国政府が邸宅を購入し、新たな総督
公邸として北アイルランド政府に与える。
Hillsboroughが王室の公邸となる。 

1788年
現在Hillsborough Castleとして
知られる邸宅が完成する。1790
年代にWills Hillsの息子によって、
さらに改修が加えられる。

1600年代
Sir Moyses Hillがデボン州から北
アイルランドへ移り、Carrickfergus、
Lisburn、Kilwarl inに地所を構え
る。Kilwarlinは後に、一家に因んで
Hillsboroughと呼ばれるようになる。

1985年
英国首相マーガレット・サッチャーとアイ
ルランド共和国首相ギャレット・フィッツ
ジェラルドが、Hillsborough Castleの
Drawing Roomにて、英国・アイルラン
ド協定に調印する。

2009年
2人の国家元首、アイルランド共和
国大統領メアリー・マッカリースと
エリザベス女王が、Hillsborough 
Castleで初めて会談。

ガイドツアーと訪問内
容のアイデア
ガイドツアーやプライベート見学をご予約になり、貴
社の団体訪問をより思い出に残るものにしてください

ガーデンツアー
Hillsboroughの美しい敷地内の見
学を楽しみつつ、そこに植えられた
木々と風景庭園の歴史について学び
ましょう。

邸宅ツアー
ガイドツアーは、団体様をS t a t e 
Entrance、Drawing Room、威厳あ
るThrone Roomを含めた7つのState 
Roomsへご案内します。この現役の王
宮の物語を解説するツアーは、団体様
の関心と興味に合わせて内容を調整す
ることができます。

* 邸内は団体ツアーでしか見学できな
い場合があります。

ヴィレッジ
この美しい邸宅と敷地がHIllsborough
の優美なヴィレッジの発展にどう影響
したかを団体様によりよく理解していた
だくために、Court HouseとFortへの
訪問を含めてください。

ケータリング
すべてのケータリング・オプションは最
低20名の団体様向けで、美しい敷地
とガーデンを見晴らす重厚で優雅な
State Roomsの一つにおいて供され
ます。

以下に示した時間帯は、貴社の団体
様がHillsboroughでより独占的な時
間を過ごしていただけるよう特に考慮
されたものです。軽食・ドリンクおよび
ケータリングのご要望は、事前予約が
必須です。ハイシーズンには、制限が
適用されます。

24時間前までの事前予約とキャンセ
ル期間の条件が適用されます。24時
間以内のキャンセルは全額請求となり
ます。

モーニングまたはアフタヌーンティー 
12時以前または16時以降
クラシックブレンドのティーまたは挽き
たてのコーヒー。ストロベリージャムと
フレッシュクリームを添えたホームメー
ドスコーン、ショートブレッド。
お1人様£8.50

伝統的なアフタヌーンティー 
16時以降。 
各種ケーキ、フィンガーサンドイッチ、
ジャムとフレッシュクリームを添えた
ホームメードスコーン。クラシックブレ
ンドのルーズリーフティーまたは挽きた
てのコーヒー。
お1人様£17.50 

アフタヌーンティーにスパークリング
ワイン1杯をお加えください – お1人様
£25。

State Rooms
Hillsboroughとその過去・現在
の住人達の個性や魅力が発揮さ
れている、ジョージ王朝時代の新
古典主義様式で内装された7つ
の公式諸間を探訪してください。
Hill一家による始まりから、20世
紀には北アイルランド和平プロセ
スの中心舞台となり、現在は王宮
の役割を果たす、この驚くべき建
物の政治的過去について詳しく
学んでいただけます。

    

Hillsborough 
を訪れた人々
身分に関わらず、Hillsborough
を訪れた様々な人々の顔をご覧
になってください。女王陛下から
少年聖歌隊員、政治家、皿洗い人
までを捉えたこの小展示によって、
団体様はこの城のよりパーソナル
な側面を見ていただけます。写真
は、見学ルートの最後の部屋にあ
たるDownshire Galleryに展示
されています。

   



  

 

連絡先
15人以上の団体チケットの購入 
T: 0844 482 7770 
E: booking.confirmations@hrp.org.uk 

宮殿についての詳しい情報 
www.hrp.org.uk

旅行業チームへの連絡  
T: + 44 (0) 20 3166 6311  
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

海外からの電話 
T: +44 (0) 20 3166 6000

宮殿の写真 
http://hrp.newsteam.co.uk 
www.images.hrp.org.uk

ソーシャルネットワーク 
YouTube 
Facebook 
Twitter 
Linked In 
Instagram 

おみやげ・ショッピング 
T: +44 (0) 20 3166 6848  
E: shop@hrp.org.uk 
www.historicroyalpalaces.com

コーポレートギフト 
T: +44 (0) 20 3166 6857  
E: corpgifts@hrp.org.uk

パーティー・イベント会場 
T: 0844 482 7780 
海外からの電話 +44 (0) 20 3166 6000 
E: events@hrp.org.uk  
www.hrp.org.uk/hireavenue 

諸条件
価格の有効期間は、2016年3月1日～2017年2月28日で
す。同期間中、ヒストリック・ロイヤルパレスは状況に応じ
て価格を調整する権利を保有します。

現金、主要クレジットカード（Diners Cardを除く）、また
はAgency Voucher Schemeを通してのお支払いが可
能です。

お子様とは5歳から15歳までを指します。16歳以上の学生
は、学生証を所有の場合、割引入場料が適用される場合
があります。60歳以上の高齢者は特別割引料金で入場で
きます。

すべての宮殿において、教育セッション･入場を予約され
たお子様の団体は、6歳までの場合は1：6、7～16歳の場
合は1：10の割合で大人/年長者が同伴することが求めら
れます。通常料金で予約されたお子様の団体は、6歳以上
の場合は1：15の割合で大人/年長者が同伴することが求
められます。

ヒストリック・ロイヤルパレス (HRP) または個々の宮殿が、
どの時点でもいずれかの宮殿の公開時間および/または
アクセス可能性を変更する可能性があることをご了承く
ださい。宮殿が閉鎖となった場合は、前払いの団体様に
支払い済み料金が全額返済されます。しかしHRPまたは
個々のいずれの宮殿も、そのような閉鎖から生じる一切
の間接損害について責任を負わないものとします。HRP
または個々のいずれの宮殿も、予告なしに、宮殿内また

は敷地内のいずれのルート、部屋、エリアへの一般アクセ
スを撤回する権利を留保します。

本冊子の編集にあたっては最善の注意が払われていま
すが、HRPまたは個々のいずれの宮殿も、不正確または
後に変更された情報について責任を問われないものと
します。

通常無料で利用できるパンフレットや画像などのサポー
ト資料はCrown Copyright（国家著作権）に属し、定めら
れた目的のみに利用することができ、HRPからの明確な
書面による同意を得ることなく、いかなる改変も加えるこ
とはできません。

ヒストリック・ロイヤルパレスは、登録慈善団体です（登録
番号1068852）。 

ソーシャル 
ネットワーク
ヒストリック・ロイヤルパレスでは、管理する宮殿の過去・
現在・未来、活動内容、貴社の団体訪問についての会話
に皆様が参加し、定期的なアップデートにアクセスして
いただける様々な手段を用意しています。

オンライン・コミュニティに加わりましょう
歴史的な洞察、今後のイベント、宮殿の舞台裏や物語の話し手について
知るには、Facebookで「いいね！」、Twitterでフォロー、Linked Inグルー
プに参加したり、YouTubeで私達のビデオをご覧ください。
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ヒストリック・ 
ロイヤルパレス

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。


