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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

ダイアナ元皇太子妃と同じほどの強い影響を及ぼした人はそれほど
多くいません。1981年に初めて公の場に姿を見せて以来、プリンセス
として、また流行の創出者として、さらに慈善活動の熱心な擁護者と
して、同妃は世界中の人々の注意を惹きつけました。

妃の着用したものすべてが細かく観察さ
れました。本展は、一般大衆の注目を集
める独特の立場の中を同妃がどのように
歩み、心に掛ける慈善目的のために自分
のイメージを使うことを学んでいったか
を探ります。

「ダイアナ妃：そのファッション・ストー
リー」展では、1980年代の公式行事で身
に着けた華麗なイブニングガウンから、
1990年代に同妃の「仕事用ワードロー
ブ」を構成したCatherine Walkerデザ
インのシックなスーツまで、見事な衣装

同妃が亡くなってから20周年を迎えるに
あたり、15年以上にわたり彼女の住まい
であったKensington Palaceで、その人
生を讃える新たな展示と特設ガーデンが
オープンします。

2月24日にオープンする「ダイアナ妃：そ
のファッション・ストーリー」展は、彼女が
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
ます。最初の王室行事に始まり、ダイアナ

コレクションを一堂に披露します。ハイライ
トには、1981年の婚約時の肖像写真でダイ
アナ妃が着た淡いピンク色のエマニュエ
ルブラウスや、同妃がホワイトハウスでジョ
ン・トラボルタと踊った時に着ていたVictor 
Edelsteinデザインのダークブルーのベル
ベットガウンが含まれます。

Kensington Palaceに在住中、ダイアナ妃
は、歴史あるSunken Garden（沈床園）で
季節毎の彩りを見せる花々を愛し、手入れ
をするガーデナーに話し掛けることがしば
しばありました。2017年、ガーデナーたちが
その庭の新たな植栽をダイアナ妃に捧げ、
春夏に向けて特別な「White Garden」に
仕立て上げます。宮殿内の「ダイアナ妃：そ
のファッション・ストーリー」展と連動して、沈
床園にはダイアナ妃の人生、イメージ、スタ
イルの思い出に発想を得た花々や草木が植
えられます。

「ダイアナ妃：そのファッション・ストー
リー」展は、宮殿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。



ヒストリック・ロイヤルパレスは、人気の高いフローリマニアが2017
年もHampton Court Palaceで、母の日の週末にあたる3月24～
26日まで開催されることを喜んでお知らせします。

事前計画： 
Hampton Court Palaceのフローリマニア

歴史ある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。

来年のディスプレイは、熱心なガーデン
愛好家として歴史的に知られる王族の女
性達をテーマにしています。インスピ
レーションの中には、Hampton 
Court Palaceでエキゾチックな
植物を収集したメアリー二世や、
マリー・アントワネットとヴェル

サイユ宮殿のガー
デン、  シャーロット
王妃とKewガーデン
などが含まれます。例
年通り、全国フラワー
アレンジメント協会
（NAFAS)がこれら

最新ニュース：
ヒストリック・ロイヤルパレスの 
団体チケット発行が進化

来年度、ヒストリック・ロイヤルパレスの各宮殿において、素晴らしく
向上した発券・入場システムが新たに導入されます。2017年初頭か
ら、Tower of LondonおよびHampton Court Palaceを皮切りとし
て、ウェブサイトwww.hrp.org.ukにてオンライン団体予約ができるよ
うになります。

より迅速で効率的なこの方法により、団
体旅行オーガナイザーは、最終人数が分
かり次第すぐに、チケットの購入ができ
るようになります。オンライン予約をした
ら、必ず確認Eメールを印刷し、団体チ
ケット・オフィスにて実際のチケットと交
換してください。この方法で予約された
団体様には、完全な団体割引料金が適用
されます。

また、売掛口座のお客様向けB2Bログイ
ンページを2017年に開設するべく、現在
取り組んでいます。その利点は、業界パー
トナーの方が毎日24時間、宮殿訪問の予
約をしていただけるようになることです。

加えて、同ログインページから予約され
ると電子チケットが発券され、それを宮
殿入場口で直接提示してスキャンしても
うらことができ、バウチャーを団体チケッ
ト・オフィスで交換する手間が省けるよう
になります。これによって、パートナーの
皆様のためのインベントリーへの確実な
アクセスが設けられ、事務・請求処理を
促進し、入場プロセスを効率化します。

の美しい花のディスプレイを手掛け、同協
会のエキスパートがデモンストレーション
を行うとともにビジターに詳しい情報を
提供します。

宮殿内の花々を楽しんだ後は、完璧なシ
ンメトリーの様式美を誇るPrivy Garden
から世界最古（かつ最も有名な）迷路ま
で、60エーカーの素晴らしい庭園が団体
様を待ち受けています。かつて君主やそ
の廷臣らが遊歩したように、この庭園の
噴水や彫像、咲き誇る春の花々の間をそ
ぞろ歩き、英国史上屈指の造園家たちに
よって作られたドラマチックなランドス
ケープに浸ってください。

http://www.hrp.org.uk


事前計画： 
武器庫の働き

2017年1月より、Tower of LondonのWhite Tower最上階が再
び変貌を遂げ、ビジターに新たな体験を提供するようになります。
Royal Armouriesとの連携による「武器庫の働き（Armoury in 
Action）」は、ご家族で楽しめる常設展示の6つのゾーンから構成さ
れています。

異なるキャラクターが各ゾーンを代表し、
ロンドン塔の長い歴史のいろいろな要素
を披露します。歴史的遺物やオーディオ・
ビジュアルおよび体験型インタラクティブ
展示の組み合わせによって、ビジターは
様々なゾーンに導かれながら、千年に及
ぶロンドン塔の武器甲冑の歴史を旅して
いきます。

ビジターは、ここを住まいとして働いた
人々の立場に身を置いて、彼らの様々なス
キルに挑戦してみることができます。イン
タープリテーションは全体を通して異なる
年齢層を対象とし、小さいお子様向けの
ネズミのキャラクターに会うこともできま
す！

イントロダクション・エリアにはロンドン
塔のジオラマが置かれ、ビジターはここで
6つの主要キャラクターとゾーンを紹介さ
れます。各ゾーンは、ノルマン時代の熟練
石工からナポレオン戦争時の騎兵まで、
それぞれ異なる時代とパーソナリティを
描写します。長弓を引くのにどれだけの力
を要したか体験し、時間と競争で大砲の
発射準備ができるか試してみてください！

インタープリテーションは全体を通し
て異なる年齢層を対象とし、小さい
お子様向けのネズミのキャラクター
に会うこともできます！

Eメール： groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

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


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てくださ
い。

2017年 夏季
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。

中世のファミリーフェスティバル
5月初めの祭日（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。楽しさいっぱいの中世のファミリー
フェスティバルは、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。

冬季 最後のチャンス
中世の宮殿生活
10月31日～12月23日および1月2日から
エドワード王の宮廷に仕える騎士や貴婦
人達が、真に中世らしく祝ったり仕事をし
たり、陰謀を企み、娯楽にいそしむのに加
わりましょう。

新登場！武器庫の働き
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

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。

冬季 最後のチャンス
ゴーストツアー
10月31日～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。

アイススケート 
11月8日～1月8日
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。チケットのご予約は次から：www.
hamptoncourtpalaceicerink.co.uk 

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。

2017年 初期
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。 

2017年 夏季
Hampton Court Palace Gardens
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でガー
デニングのヒントを学んだりできます。

http://www.hrp.org.uk
http://www.hamptoncourtpalaceicerink.co.uk
http://www.hamptoncourtpalaceicerink.co.uk
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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
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。

2017年 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。

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訪問のご予約時に、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

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。

馬上槍試合大会
7月
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月末の祭日（8月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。

冬季 最後のチャンス 
ヴィクトリア朝のクリスマス 
11月26日～1月2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。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。

2017年 初期
新登場！ダイアナ：ファッション・ストーリー 
2月24日から
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。

2017年 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。.



最新ニュース： 
旅行業チームからのメッセージ

旅行業部門では、2017年に貴社のお客様を歓迎する態勢を万全と
するべく熱心に取り組んできました。私達の新たな「団体訪問ガイ
ド」が印刷できたばかりの現在、皆様のご要望をお聞かせいただく
のに最適の時です。

多言語によるデジタル版の同ガイドは、
オンラインでアクセスしていただけます。
ウェブサイト：www.hrp.org.ukの団体セ
クションをご覧ください。印刷版をご希望
の場合は、こちらからご注文ください（英
語版のみ）： 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

新年が間近となって参りましたが、当チー
ムにも新顔が加わります！新たなセール
スマネジャーのMarta Barberiniです。
Martaは、旅行業界とロイヤルパレスに
関する豊富な経験を経て、ヒストリック・ロ
イヤルパレスに加わりました。彼女は、特
にヨーロッパおよび南米市場を専門とし
ており、旅行業クライアントおよび団体旅
行オーガナイザーと協力していくのを
楽しみにしています。

ご質問がありましたら、彼女にご
連絡ください：
marta.barberini@hrp.org.uk

新年を間近に控え、
新たなセールスマネ
ジャーとしてMarta 
Barberiniが加わり
ました。 

www.hrp.org.uk

http://www.hrp.org.uk
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
mailto:marta.barberini%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
http://www.hrp.org.uk


この春Hampton Courtに新登場するデジタル・ビジターガイドは、
素晴らしい宮殿を探訪するためのシンプルかつ魅力的でモダンな
方法を提供します。

この画期的な新規オーディオガイドは、
最先端テクノロジーと直感的デザインを
駆使し、ローテクを自認するビジターでも
易 と々使うことができます。

宮殿に関するストーリーに加え、新たな
ガイドにはマップと見学プラン情報も含
まれ、ビジターが容易にルートを探した
り、見所やアクティビティ、トイレやカフェ、
ショップの場所などをすべて一カ所で探
すことができるようになります。

新ガイドは、既存のオーディオガイドに
取って代わり、宮殿へのビジターは引き続
き無料でご利用いただけます。以下の言
語版が用意されています：フランス語、ス
ペイン語、ドイツ語、イタリア語、オランダ
語、韓国語、日本語、ロシア語。このデジタ
ル・ビジターガイドは、Hampton Court 
Palaceで最初に導入された後、同年後半
にTower of Londonでも展開されます。

最新ニュース： 
Hampton Courtに間もなく登場！ 
新たなデジタル・ビジターガイド

新ガイドは次の言語版がご利用になれ
ます：フランス語、スペイン語、ドイツ語、
イタリア語、オランダ語、韓国語、日本語、
ロシア語。 

Eメール： groupsandtraveltrade@hrp.org.uk
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ヒストリック・ロイヤルパレスと
House of Fraser との間で、
KewガーデンのGreat Pagoda
を修復するための重要なスポン
サー・パートナーシップが新たに
結ばれました。これを記念して、
伝統的な祝福の儀式を執り行う
ために訪れた南京の老師を歓
迎すべく、中国と英国から要人・
賓客が集い、英中文化協力を象
徴するイベントとして評価されま
した。

Great Pagodaは、18世紀にイギリス人建
築家Sir William Chambersによって、王
室のために設計されました。Chambers
は中国を二度訪れており、そこで見た建
物に印象づけられました。Great Pagoda
のデザインは、彼が南京で見た有名な陶塔
（瑠璃塔）の版画に影響を受けています。 

KewガーデンのGreat Pagodaは、元々
は今より色彩に富み、かつては80個の
「玉虫色」の木製の龍で飾られていまし
た。それらの龍は、1784年に屋根の修復
を行う際に取り除かれました。80個の龍
はいずれも失われてしまったようで、それ
らを発見したり置き換えようという200
年にわたる探求が続けられてきました。
ヒストリック・ロイヤルパレスは、この大
掛かりな保全プロジェクトの一環として、
Pagodaの龍を修復する予定です。

最新ニュース： 
KewガーデンのGreat Pagodaへの賓客 

ヒストリック・ロイヤルパレ
スは、この大掛かりな保全
プロジェクトの一環として、
Pagodaの龍を修復する予
定です。



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：
プライベートツアーでHampton Court Palaceの秘密
を解き明かす 

その答は、フレンドリーで知識豊富な
Hampton Court PalaceのGuide 
Lecturersの一人をお雇いになること
です。全員が、プロのガイドにおける
究極の判断基準であるInst itute of 
Tourist Guidingのレベル2の訓練を受
けています。

プライベートガイドツアーは価値あるオ
プションを提供し、1時間半のツアー料
金は、宮殿入場料に加えて団体毎に£110
（VATを除く）からです。ツアー内容を貴
社の団体様の興味に合わせて調整でき

るほか、時代衣装に身を包んだガイドも
指定でき、外国語ガイドの数も増え続け
ています！

電話020 3166 6000 またはEメール 
customerservices@hrp.org.ukに
て、ガイドサービスの詳細をお問い合わ
せください。

プランニングの全詳細はFanfare内を
ご覧になるか、Eメールでお問い合わ
せください： groupsandtraveltrade 
@hrp.org.uk 

Hampton Court Palaceが、現存するかつての王宮の中でも最も壮
大なものに数えられることは間違いありません。詳しく見学しようとす
れば、3キロ以上歩きまわり、何時間もかかることでしょう！では、日程
に余裕がなかったり、団体訪問に焦点を持たせたい場合、どのように
時間を最大限に活用できるでしょうか？

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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