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星の音楽隊

星の時計台 マザーツリー
～平和な世界でありますように～～未来の夢が叶いますように～

～子どもたちの
すこやかな成長を願って～

～子どもが授かりますように～

～友達や仲間に感謝をこめて～

～希望に輝く未来を願って～

～スピリチュアルな　
星の光に包まれよう～

～家族にたくさんの祝福が
訪れますように～

～素敵な恋に出会えますように～

sweetハート
～たくさんの愛でいっぱいになりますように～

星の教会

ルミナス・スパークリングタワー

スタードーム

カヌチャビーチ

祝福の天使

NEW

NEW

ステラ教会

～幸せになれますように～
ウィッシングツリー

Luminous 
Sparkling Tower

イルミネーションファンタジアイルミネーションファンタジア
光の庭の舞踏会 

［期間］ 2016.11/1～2017.2/14
［時間］ 2016.11/1▶20:00/21:00/22:00
           2016.11/2～11/30
　　　  ▶19:00/21:00/22:00
           2016.12/1～12/30
　　　  ▶18:30/19:30/20:30/ 21:30/22:30
　　　 2017.1/1～2/14
　　　  ▶19:30/20:30/21:30/22:30
［場所］ ルミナスガーデンエリア

ルミナス・フォーチュンファウンテンルミナス・フォーチュンファウンテン
星たちからのサプライズ

イルミネーション×3Dマッピングのアトラクション

［期間］ 2016.11/1～2017.2/14
［時間］ 2016.11/1▶19:30～22:30
　　　 2016.11/2～12/30 ▶18:00～22:30
　　　 2017.  1/1～  2/14 ▶19:00～22:30
［場所］ルミナスガーデンエリア

100万の星たちを目覚めさせる点灯イベント

キラキラと輝く、ロマンティックな星空カフェ

スイッチング・オン・セレモニースイッチング・オン・セレモニー
［期間］ 2016.11/2～2017.2/14
［時間］ 2016.11/2～12/31 ▶17：55頃
　　　 2017.  1/1～  2/14  ▶18：55頃
［場所］ガーデンプールスクエア

ルミナスガーデンカフェルミナスガーデンカフェ
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11.1 - 2.14

The 17th

1日1組
限 定

新スポット

県内初！！

～ キラキラときらめく美しき夢のリゾート ～

第17回 Stardust Fantasiaのテーマはキラメキに満ちた様 な々夢。
現実の世界を抜け出して美しい光の世界へご案内いたします。

マザーツリーが語りかけ、ルミナスの星たちがゲストと遊び、キラメキに満ちた光のショーが始まります。
「SPARKLING DREAMS」-みんなの夢がカタチになり、人 を々輝かせる、

そんなリゾートの夢の扉が開かれます。

スパークリング・ドリームス

［期        間］ 2016.12/1～2017.2/14
［上映時間］  2016.12/1～12/31 
                 ▶19:00/20:00/21:00
                2017.1/1～2/14
                 ▶20:00/21:00
［場　　所］ ガーデンプールスクエア

B

A

E

D

C

［期間］ 2016.11/1～2017.2/14
［時間］ 18：00～23：00（予定）
［場所］ ルミナスガーデンエリア

人気女性雑誌「sweet」(宝島社)とコラボした
スペシャルメニューも登場！！

誕生日のサプライズや
アニバーサリーの演出におすすめ！

３Dプロジェクションマッピング
シアター『星と宝石』
３Dプロジェクションマッピング
シアター『星と宝石』

※1回のショーは約10分間です。



星まつりをもっと楽しめるオリジナルグッズやアイテムが勢揃い！！
メッセージタイムカプセル
５年後の未来へメッセージを贈る時間旅行を楽しんでみませんか。
【期  間】 2016.11.1～2017.2.14
【販売場所】 レジャーカウンター

楽園の星たちが訪れる、
ひとあし早いクリスマス

やさしい光と愛に包まれる、
ロマンティックな聖夜

新しい季節の幸せを願い、
希望の光に祈りを込めて

大切な人に贈りたい、
楽園からの特別なLove Month

ファンタジアホログラス
カヌチャオリジナルのホログラスをかけて、
イルミネーションを見ると３倍楽しめます！

〔代表〕0980-55-8880TEL
www.kanucha.jpI SO 14 0 01  認証取得

くわしくはWEBへ http: / /www.kanucha. jp/event/s tafanスターダストファンタジア 検 索

20161022

きらめく光に包まれた
特別席でいただく、
星の楽園の

スペシャルディナー

星たちからの
ハッピーを贈る

4 
Season’s Story

11.1-11.30
Early Christmas

12.1-12.25
Sweet Christmas

12.26 -1.14
Happy New Year

1.15-2.14
Sweet Valentine’s Day

スターダストファンタジアでは、4つのシーズンに合わせたイベントやアトラクションを開催！！

2016 11.1 - 2017 2.14

The 17th

The 17th

Kanucha Resort Stardust Fantasia 

4 Season’s Story 

古(いにしえ）から変わらずに瞬く数えきれないお星さま。
人々は営みの中、お星さまやお月さまの巡りで種を蒔き、

遠く船を操り、占い、祈り、願い
神々の物語をつづってきました。

カヌチャリゾート スターダスト ファンタジア は お星さまの祭り。
地上に輝く幻想的な飾りは願いごとを受けて、
天空のお星さまやお月さまに連なって行きます。

星の楽園では、お星さまの祭りの期間中、
いつ訪れても楽しんでいただける様に、

４つのシーズナルな物語で皆様をお迎えいたします。
和食レストラン
神 着［かぬちゃ］
料金/5,000円
夕食/18:00～22：00

カジュアルイタリアン
パラディ
料金/4,000円

広東名菜
龍 宮［りゅうきゅう］
料金/5,000円
夕食/17:00～22：00

家族や恋人に向けて
気持ちを伝えよう！

お友達や大切な仲間との
思い出づくりにおすすめ！

【期   間】 2016.11.1～2017.2.14
【料   金】 300円(税別)
【販売場所】 カヌチャリアンショップ
※星・スマイル・音符・花・ハートの
　５種類のマークがあります。

パーソナル・カプセル  1,500円(税別) グループ・カプセル    3,000円(税別)

ご家族やカップルでも、グループでも選べるタイムカプセル

カヌチャリゾート レストラン案内

期間限定 11/1～1/31まで

ファンタジアディナー

※ブッフェでの提供となります
※クリスマス期間（12/23～25）は、クリスマス
　ディナーブッフェで5,000円となります。
夕食/18:00～22：00

『星の楽園』ガイドマップ

※12/31はカウントダウンイベントのため、一部エリアの入場制限がされます。

『星の楽園』ガイドマップ
2016.11/1～12/30 18:00～23:00 (最終入場21：30)2016.11/1～12/30 18:00～23:00 (最終入場21：30)2016.11/1～12/30 18:00～23:00 (最終入場21：30)
2017.  1/1～  2/14 19:00～23:00 (最終入場21：30)2017.  1/1～  2/14 19:00～23:00 (最終入場21：30)2017.  1/1～  2/14 19:00～23:00 (最終入場21：30)
※12/31はカウントダウンイベントのため、一部エリアの入場制限がされます。
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本格炭火焼きステーキハウス

料金/5,000円
夕食/17:00～22：00

HOPE［ホープ］
75 ファインダイニング

料金/5,000円
夕食/18:00～22：00
※事前予約制 

ラ・パルムドール
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カヌチャリアンショップでは、
キラキラグッズも

いろいろ販売してますので、
星たちと一緒に

キラキラになって楽しもう☆

カヌチャリアンショップでは、
キラキラグッズも

いろいろ販売してますので、
星たちと一緒に

キラキラになって楽しもう☆

※料金はサービス料、消費税別となります。

※各レストラン・レジャーカウンター・カヌチャリアンショップの場所については、中面マップに記載されている番号をご確認ください。
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