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Fanfareフォーカス：
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

2 0 1 7年、K e n s i n g t o n  P a l a c eに「聡明なプリンセス達 
(Enlightened Princesses)」展がお目見えします。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。

展示される豊かな美術作品と遺物の多く
は、彼女らとその家族が所有したもので、
中にはJohan Zoffany、Jean-Étienne 
Liotard、Benjamin Westなど18世紀の
著名な芸術家の作品も含まれています。 

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。

キャロライン王女とシャーロット王女は、
ジョージ二世およびジョージ三世とそれ
ぞれ結婚して王妃となり、オーガスタ王
女は英国の皇太子妃、そして未来の王の
母となりました。

その幅広い知的、社会的、政治的興味を
通して、キャロライン、オーガスタ、シャー
ロットはいずれも、宮廷文化および彼ら
が生きた時代を形成する独特な手助け
をし、不朽の遺産を残しました。 彼女ら
は当時一流の思想家や科学者、建築家を
庇護し、美術・音楽・ダンスを宮廷に持ち

込み、そして産業
と貿易、帝国の
野心を支援しま
した。

最新ニュース：
ダイアナ妃を偲ぶ

ダイアナ元皇太子妃ほど世界に大きな影響を与えた人は、わずかしか
いないでしょう。2017年は、同妃が1997年に亡くなってから20周年と
なります。ヒストリック・ロイヤルパレスでは、Kensington Palaceに来
年オープンする記念ガーデンと新たな展示によって、彼女の人生を讃
えます。

Kensington Palaceは、ダイアナ元
皇太子妃の人生にとって、比類ない重
要さを持つ場所です。1981年からの住
まいであったほかに、彼女は後援する
数多くのチャリティーのためにState 
ApartmentsやOrangeryで定期的に

レセプションを催し
ました。1997年に

亡くなった際
は、追悼の場

として世界中から人々が集まり、宮殿が
花束で囲まれたことは有名です。

新たな展示およびガーデンと併せて、ダ
イアナ元妃の持続する遺産を探るトー
クやイベントも行われます。ご興味のあ
る団体旅行オーガナイザー、旅行業の
方々は、セールスチームまでご連絡いた
だき、情報入手およびご予約をお願いし
ます。



Hampton Court Palaceではこの冬、団体様が楽しく参加していた
だける盛り沢山のアクティビティを用意しています。歴史ある美しい
王宮を背景に繰り広げられる、食の楽しみや愉快なイベント、お祭り
にご期待ください。 

事前計画： 
Hampton Court Palaceの冬季イベント

今年のスケートシーズンも、Hampton 
Court Palaceのアイスリンクがオープ
ンします。イヤマフと手袋をしてスケート
に挑みながら、ヘンリー八世がかつて住
んだ壮麗な宮殿の見事な眺めをお楽し
みください。12月9～11日には、BBCフー
ドフェアが戻ってきます。ギフト探しに最
適なほか、自分にご馳走するのもいいで
しょう！ 

12月21日～1月1日（12月24～26日を除く）
は、エリザベス朝のイングランドへタイム
スリップ。チューダー朝の世界に浸って、
宮廷での王室の余興を実際に体験して
みてください。中庭で戯ける道化、音楽

やダンス、台所で調理されるご馳走。老
いたエリザベス一世が見守る中、廷臣や
アーティストが女王の恩顧や庇護を得よ
うと競うのを目撃しましょう。 

事前計画：
女王に相応しいKensington Palaceのクリスマス

今年のクリスマスにKensington Palaceを訪れる団体様は、今日
知られるようなクリスマスの伝統が始まったヴィクトリア朝へと時を
遡れます。

ヴィクトリア女王が王女時代を過ごした
宮殿で、一連のトークや祝祭シーズンの
音楽、料理・飲み物により、真に伝統的な
ヴィクトリア朝のクリスマスの光景や音と
香り、味覚のすべてをが生き生きと蘇り
ます。

祝祭シーズンを通して、宮殿とガーデン
に当時の装飾にならった最高のクリスマ
スの飾り付けが施されます。ヴィクトリア
朝の料理も実際に賞味してみましょう。
Kensington Palaceカフェでは、ミンス
パイは勿論のこと、マルドワインなど季

節ならではの選りぬきの味を提供しま
す。2017年に入ってからもクリスマスの
楽しい気分を保つよう、特定日には、今も
親しまれている季節の歌曲の豊かな歴史
をライブ音楽によって探るチャンスがあ
ります。

クリスマスの祝宴やプレゼントの交換、
余興の伝統などを大衆にもたらした時代
に戻るほど、このシーズンを祝うのに相
応しい方法はないでしょう。



団体様向け日中イベント
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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
曜は朝9時から、日曜～月曜は10時から
開場します。

夏季 最後のチャンス
征服 
10月21日まで毎日
王国で最も偉大なる城砦、Tower of 
Londonを手に入れようと、騎士や兵士、
農民たちが戦った中世の時代を追体験し
ましょう！あなたは王様の側について戦
いますか？それとも敵側につきますか？

毎日 - Magic Garden
ヘンリー八世のTudor Tiltyardに新たに
設けられたインタラクティブで刺激的な
プレイガーデンでは、全てのものが、よじ
登ったり、揺らしたり、隠れたりできるよう
にデザインされており、チューダー朝時
代のスポーツやお祭りの気分を呼び起こ
します。 

夏季 最後のチャンス
女帝とガーデナー 
9月4日まで
ランスロット・ケイパビリティ・ブラウンの
生誕300周年を記念する本展をお見逃
しなく。200年以上経てサンクトペテル
ブルグの国立エルミタージュ美術館の倉
庫で見つかった、彼の助手John Spyers
によるHampton Courtの地所を描いた
水彩画が展示されます。

花のヘンリー八世
10月まで
East Gardens Broad Walk
に現れた、高さ3メートルの

立体的なヘンリー八世に会ってくださ
い。何千本という花壇用植物で作り上
げたこのセンターピースは、1838年に
ヴィクトリア女王が庭園の一般公開を
始めて以来名高い、ヴィクトリア朝とエ
ドワード調のもうせん花壇を再現した
ものです。 

BBC グッドフード・フェスティバル 
8月27～-29日
今回3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、付加価値の高い訪問日程とし
て最適です。

ガーデンの歴史トークとツアー 
9月～12月
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。価格と詳細は、ご要望により
セールスチームからお求めいただ

けます。

秋・冬季
ゴーストツアー 

10月31日～2017年2月 
 金曜・日曜 
背筋がぞっとするよう
な過去の住人達の話に
耳を傾け、日没後の中庭
と回廊や、ヘンリー八世の
公式諸間の独特な雰囲
気を体験してください。
お1人様£27.50、または
ご要望により団体プライ

夏季 征服 
7月18日～9月4日の毎日
さらに、鎧をまとった騎士達が、一騎打ち
に挑みます！あなたのチャンピオンはロ
ンドン塔を征服しますか？あるいは打ち
負かされますか？火花を散らす攻撃者や
防衛者に声援を送りましょう。

ストーリー・スクランブル 
7月25日および8月12日
インタラクティブな家族向けトレイルで、
ロンドン塔のストーリーがごちゃ混ぜに
なっています。ちゃんと元に戻せるでしょ
うか？歴史上の人物に対面したり、オブ
ジェを触ったり、ヒントを探したり。千年
の歴史について考えて、各部を繋げて
いってください。

2016年秋季
城代の就任 
10月3日、4日、5日
ロンドン塔第160代目城代の就任式のた
め、このプライベートイベントの最終入
場時刻は14：30に早まります。

2016/17年冬季
新登場！歴史に触れる 
12月27日から
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。
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ファッション・ルール；スタイル刷新 –  
毎日
完全に刷新された展示では、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、新たに選ば
れたドレスやアクセサリーの数々が披露
されます。

夏季 最後のチャンス
ガーデン歴史ツアー –  
月・ 水・金曜 – 9月まで
専門知識のあるボランティアと一緒に回
るガーデン歴史ツアーで、宮殿の庭園が
近年どのように様変わりしたのか、また
その多様な歴史について学びましょう。
ご要望に応じてプライベートツアー可。
最高20名様まで。

秋・冬季
ヴィクトリア朝のクリスマス 
12月3日～2017年1月1日
Kensington Palaceで、ヴィクトリア朝
のクリスマスを一緒に祝いましょう。
12月3日から宮殿とガーデン全体が、
この季節らしく美しく飾
り付けられます。12月27
日～ 1月1日まで、トーク
や音楽、特別ツアー、祝祭
シーズンの料理や飲み物
をお楽しみください。
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秘められた歴史トーク – 毎日
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 – 毎日
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。

通年
邸宅ツアー – 毎日
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。コンタクトセンター
+44 (0) 20 3166 6000まで電話でご予
約ください。

Hillsboroughを訪れた人  々– 毎日
美しいState Roomsをガイドツアーで
見学した後は、ここを訪れた有名・無名の
様々な人々を特別写真展にてご覧いただ
けます。

夏季 
9月25日まで
この王室の公邸が再び一般公開され、個
人も専門家による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。

冬季 讃美歌を歌う夕べ
State Roomsの中でキャロルを合唱

する魅惑的な夕べに
ご参加ください。関心
のある方は、セールス
チームまでご連絡く
ださい。

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
ジ三世の王家の私生活を垣間
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。

ジョージ王朝時代の料理 
7月23・24日、8月6・7日、 
9月17・18日、10月1・2日
ジョージ王朝時代の料理の様子
と香りを体験しましょう。厨房官
とその調理チームが、1789年の
忙しい仕事ぶりを再現し、ロイヤ
ル・キッチンが活気づきます。 

Hillsborough Castle

ベートツアーは£1200 (VATを除く）。詳
細はセールスチームにお問い合わせく
ださい。

Hampton Court Palaceのアイスリンク 
冬季 
2016年12月
イヤマフと手袋をしてスケートに挑み
ながら、ヘンリー八世がかつて住んだ
壮麗な宮殿の見事な眺めをお楽しみく
ださい。

BBCフードフェア 
12月9～11日
季節恒例のフェアが再び宮殿の敷地で
開かれます。ギフト探しに最適なほか、自
分にご馳走するのもいいでしょう！宮殿
入場料に含まれています。

エリザベス朝のクリスマス 
12月21日～1月1日 
(12月24～26日を除く)
エリザベス朝のイングランドへタイムス
リップし、チューダー朝の世界に浸っ
てください。中庭で戯ける道化、音楽
やダンス、台所で調理されるご馳走。
廷臣やアーティストが女王の恩
顧を得ようと競うのを目撃しま
しょう。.

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。



プライベートツアー：
Hampton Court Palaceの舞台裏

Hampton Court Palaceから王族が去ったのは1737年のことで
すが、宮殿とその諸間はすぐに新たな目的を得ました。

1760年代以降、宮殿は、王室や国への多
大な貢献によって無料で使用が許され
た、「Grace and Favour（恩賜住宅）」の
住人のために分割されたのです。彼らは
しばしば、自分達の少数の召使を上階や
地階、アパートメントの周囲に住まわせ
ていました。

新登場！
12～ 15人の小グループ向けのGrace 
and Favourプライベートツアーでは、
過去に遡ってこれらの住人達の忘れら
れた物語を探っていただけます。この1
時間半の親密なガイドツアーは、かつて
イングランドの王や王妃・女王が居住し
た部屋で暮らした住人達の話を発掘し
ます。通常は一般公開されていないこれ
らのエリアは、これまでに建造された中
でも屈指の素晴らしい宮殿の一つにお
ける暮らしについて、ユニークな洞察を
与えてくれるでしょう。料金はお1人様50
ポンド (VATを除く)。事前予約が必要
です。
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
+44 (0)20 3166 6311

お忘れなく！
Hampton Court Palaceではまた、年間
を通して宮殿とガーデンのガイドツアー
を提供しており、最高50名までの団体様
に最適です。これは、宮殿認定のガイドが
率いる詳細なツアーで、内容をゲストの
興味に合わせて調整できます。1時間半の
ツアー料金は団体毎に£132からで、時代
衣装に身を包んだガイド、またフランス
語・ドイツ語・イタリア語によるツアーも
ご要望により応じられます。

“Grace and Favourプライベートツアー
で、これらの住人達の忘れられた物語を探っ
てください”

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


最新ニュース：
Banqueting Houseで過去に触れる

過去について学ぶ最上の方法は、それと反応し合うことでしょう。
Banqueting Houseでは現在、この印象的な建物とかつてこれを
囲んでいた壮麗なWhitehall Palaceの長く多様な歴史を、ビジ
ターがより触覚的なアプローチで探っていただける機会を提供して
います。

Main Hall内に設けられた「Handling 
Collection」は、遺物に触れられるコー
ナーで、知識豊富で熱心なボランティア
が担当しています。Whitehallで発掘さ
れたチューダー朝の壷の破片やチャール
ズ一世の硬貨、Banqueting Houseのオ
リジナルの石造建築の一部など、宮殿の
歴史の各時期から選ばれた興味深い八
つの遺物が用意されています。  

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
ルが味わえるユニークな機会をビジター
に提供しています。Banqueting House

とともに、これらの貴重な遺物の小片は
Whitehallを焼き尽くした火事を耐え、時
の試練を経てきたのです。

Handling Collectionは、2016年の毎週
末と学校休暇中は毎日、11:00～13:00ま
でMain Hallにて行われます。

“真正の歴史的遺物を実際に手にする 
スリルが味わえる、ユニークな機会”



保全作業： 
King’s State Apartmentsの刷新

1695年にSir Christopher Wrenに
よってウィリアム三世のために建造さ
れたKingʼs Galleryは、1720年代に
ジョージ二世とキャロライン王妃に
よって頻繁に使用されました。William 
Kentの設計による1720年代の赤と白
の見事な内装の修復作業が1990年代

に開始され、さらに2013/14年にKingʼs 
Stairs、Presence、Privy Chambersが
それに続きました。 

2016年9月～2017年1月末まで、引き
続きこの刷新作業がCupola Room、
Drawing Room、 Council Chamber、

Kensington PalaceのKingʼs State Apartmentsは、ヒストリッ
ク・ロイヤルパレスが管理する中でも屈指の歴史的重要性を持
つ場所です。これらの素晴らしい諸間は、この宮殿の誇りであり、
1899年から一般に公開されてきました。

Queen Carolineʼs Closetで行われま
す。この作業には、木製パネルの補修、
歴史的に調査されたシャンデリアを
Drawing Roomに導入する、新しいオー
ク材のフロアリングを敷く、王妃が細密
画や素描の貴重な蒐集品を飾る場として
使っていたCarolineʼs Closetをより忠実
に再現すること、などが含まれます。 

この作業を進めるため、K i n g ’ s 

S t a i r s、P r e s e n c e、P r i v y 

Chambersを除くすべての部屋が
2016年9月5日～12月19日まで閉
鎖され、Drawing Roomは1月を通
して閉鎖となります。2017年2月以
降、新たに修復・刷新された諸間へ
の訪問を楽しんでいただけることを
願っています。



East Gardens Broad Walkで6月～
10月まで披露されている、花で出来た高
さ3メートルのヘンリー八世の堂々とし
た姿を見逃すことはないでしょう！

詳細はEメールでお問い合わせください： 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

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：
引き続き、ガーデンの年…

Hampton Court Palaceでは2016年、評判の高いMagic Gardenが
すでにオープンしているほか、宮殿と敷地を描いた見事な18世紀の絵
画の数々を展示する新企画展「女帝とガーデナー」が9月4日まで開か
れています。

8月には、人気のBBCグッドフード・フェ
スティバルがガーデンに戻ってきます。
8月27日～29日まで、数々の職人気質の
生産者のこだわりの味、一流シェフや料
理人、素晴らしいエンターテイメント、家
族向けイベント、ライブ音楽をお楽しみ
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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