
※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(5,000円)のご提供となります。

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。

Kanucha Resort Stardust Fantasia 

星たちが贈る、ひとあし早い
クリスマスギフト

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

星の楽園が賑わう、
フェスティバルシーズンへようこそ

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 -1/8
Happy New Year

1/9-2/28
Fantasia Celebration

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！！

20171019

※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。

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

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】 2017/11/1～2018/2/28
【販売場所】 レジャーカウンター

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！

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)

1 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！

マザーツリーから祝福される、特別な日の特別な
点灯式。誕生日のサプライズやアニバーサリーなど
大切な日の演出におすすめです！【期   間】 2017/11/1～2018/2/28

【料   金】 300円(税別)
【販売場所】 カヌチャリアンショップ

【期   間】 2017/11/2～12/31 ▶17：55頃
　　　    2018/  1/1～  2/28  ▶18：55頃
【料   金】 30,000円(税別)
【場　所】 ガーデンプールスクエア

星・スマイル・音符・花

ハートの５種類の

マークがあるよ。

2 スイッチングオンセレモニー3

1日1組
限 定

2017/11/1 - 2018/2/28

The 18th

『星の楽園』 ガイドマップ『星の楽園』 ガイドマップ
2017/11/2～12/30 18：00～23：00 (最終入場21：30)
2018/  1/1～  2/28 19：00～23：00 (最終入場21：30)

※2017/11/1および12/31はイベント開催のため点灯時間が異なります。※2017/11/1および12/31はイベント開催のため点灯時間が異なります。

※クリスマス期間(12/23～25)はクリスマス
   ディナー(10,000円)もご提供いたします。

星の楽園ダイニングでは、
沖縄の地元食材や旬の素材に
こだわったメニューで

おもてなし。
和食レストラン
神 着［かぬちゃ］
料金/5,000円
夕食/18:00～22：00

カジュアルダイニング
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

夕食/17:30～22：00

4 5

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］
86 ファインダイニング

料金/5,000円
夕食/18:00～22：00

ラ・パルムドール
7

※料金はサービス料、消費税別となります。

※クリスマス期間（12/23～25）はクリスマス
　ディナー(10,000円)のみのご提供となります。
※事前予約制（前日17：00まで） 

※事前予約制

：

季節限定ディナーのご案内



光の庭の舞踏会 イルミネーションファンタジア

※11/1は点灯式のため、アトラクションの開催時間はイルミネーション点灯後になります。
※12/31はカウントダウンイベントのため、アトラクションは開催されません。

P会場受付
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ガーデンプールスクエア

フロント棟

レストラン棟

B

C

D

スパークリングロード

カヌチャ入口

～家族にたくさんの祝福が
訪れますように～

星の教会
～家族にたくさんの祝福が

訪れますように～
～家族にたくさんの祝福が

訪れますように～
～家族にたくさんの祝福が

訪れますように～

星の教会星の教会星の教会

マザーツリー
～平和な世界でありますように～
マザーツリーマザーツリーマザーツリー

～平和な世界でありますように～～平和な世界でありますように～～平和な世界でありますように～

カヌチャビーチ

～子どもが授かりますように～

祝福の天使
～子どもが授かりますように～～子どもが授かりますように～～子どもが授かりますように～

祝福の天使祝福の天使祝福の天使

星の時計台
～未来の夢が叶いますように～
星の時計台星の時計台星の時計台

～未来の夢が叶いますように～～未来の夢が叶いますように～～未来の夢が叶いますように～

オープンハート
～素敵な恋に出会えますように～
オープンハートオープンハートオープンハート

～素敵な恋に出会えますように～～素敵な恋に出会えますように～～素敵な恋に出会えますように～

星の音楽隊
～友達や仲間に感謝をこめて～

ルミナスガーデン

クラブハウス

カヌチャ・ステラ教会

sweetハート
～たくさんの愛で

いっぱいになりますように～

sweetハートsweetハート
～たくさんの愛で

いっぱいになりますように～
～たくさんの愛で

いっぱいになりますように～
～たくさんの愛で

いっぱいになりますように～

～幸せになれますように～
ウィッシングツリー
～幸せになれますように～～幸せになれますように～～幸せになれますように～
ウィッシングツリーウィッシングツリーウィッシングツリー

～希望に輝く未来を願って～
ルミナスタワー

Luminous 

Tower

星の馬車
～子どもたちの

　すこやかな成長を願って～

星の馬車星の馬車星の馬車
～子どもたちの

　すこやかな成長を願って～
～子どもたちの

　すこやかな成長を願って～
～子どもたちの

　すこやかな成長を願って～

レインボーゲート

Rainbow
gate

レインボーゲートレインボーゲートレインボーゲート

Rainbow
gate

Rainbow
gate

Rainbow
gate

ウェルカムゲート

Welcome
 gate

ウェルカムゲートウェルカムゲートウェルカムゲート

Welcome
 gate

Welcome
 gate

Welcome
 gate

Welcome
 gate

Welcome
 gate

Welcome
 gate

Welcome
 gate

Welcome
 gate

Welcome
 gate

NEW

NEW

NEW

NEW

～スピリチュアルな　
星の光に包まれよう～

スタードーム

星の楽園が贈る、ウェルカムダンス。クリスマスやハッピーソングに
合わせて、ルミナスガーデンの光たちが楽しく踊り出します。
星の楽園が贈る、ウェルカムダンス。クリスマスやハッピーソングに
合わせて、ルミナスガーデンの光たちが楽しく踊り出します。

県内初！！A
「アレグリア」３Ｄシンクロマッピング

県内初！！音と光と３D映像の共演！

［上映］  2017/12/1～12/31  ▶19:00/20:00/21:00
           2018/ 1/1～ 2/28 ▶20:00/21:00
［場所］ ガーデンプールスクエア
※1回のショーは約10分間です。

３Dプロジェクションマッピングとイルミネーションがシンクロ
して、光り輝く宮殿のショーがスタート。他では見られない特
別な光の世界を、ぜひご体験ください。

３Dプロジェクションマッピングとイルミネーションがシンクロ
して、光り輝く宮殿のショーがスタート。他では見られない特
別な光の世界を、ぜひご体験ください。

ルミナスファウンテン

Luminous

Fountain

～祈りを込めて手をつなぐと
虹色の光が祝福～

ルミナスファウンテンルミナスファウンテンルミナスファウンテン

Luminous

Fountain
Luminous

Fountain
Luminous

Fountain

～祈りを込めて手をつなぐと
虹色の光が祝福～

～祈りを込めて手をつなぐと
虹色の光が祝福～

～祈りを込めて手をつなぐと
虹色の光が祝福～

E

ルミナスガーデンカフェ「Lanai」

Luminous

Garden Cafe

「Lanai」

～ホットドリンクやフードはいかが？～

ルミナスガーデンイグルー
～ドーム型の可愛いフォトジェニックスポット～

［開催］ 2017/11/1～ 11/30 ▶19：00/21：00/22：00
          2017/12/1～ 12/30 ▶18：30/19：30/20：30/21：30/22：30
　　　 2018/  1/1～  2/28▶19：30/20：30/21：30/22：30
［場所］ ルミナスガーデン

B

100万の星たちが目覚める、ファンタジアの幕開け

オープニングセレブレーション〜幕開けの祝福〜

２つのエリアで異なった点灯プログラムをお楽しみいただけます。２つのエリアで異なった点灯プログラムをお楽しみいただけます。
［開催］ 2017/11/2～ 12/31 ▶17：55頃
          2018/  1/1～  2/28▶18：55頃
［場所］ガーデンプールスクエア・ルミナスガーデン

C D

※11/1は点灯式のため、アトラクションの開催時間はイルミネーション点灯後になります。
※12/31はカウントダウンイベントのため、アトラクションは開催されません。

虹色の光で祝福に包まれる ルミナスファウンテン
手をつないで願いを込めると、虹色の光が祝福してくれます。手をつないで願いを込めると、虹色の光が祝福してくれます。
［期間］ 2017/11/1～ 12/30 ▶18:00～23:00
　　　 2018/  1/1～  2/28 ▶19:00～23:00
［場所］ ルミナスガーデン

E

LuminousGarden Igloo

～光のトンネルを抜けると、
そこはもう星の楽園～

～sweetハートにつながる虹のトンネル～

スターウォール
～大好きな一番星を見つけよう～

Starwall

スターウォールスターウォールスターウォール
～大好きな一番星を見つけよう～～大好きな一番星を見つけよう～～大好きな一番星を見つけよう～

StarwallStarwallStarwall

光の宮殿

Sparkling Patio

～光り輝く宮殿のショーに感動～
光の宮殿

Sparkling PatioSparkling PatioSparkling Patio

～光り輝く宮殿のショーに感動～～光り輝く宮殿のショーに感動～～光り輝く宮殿のショーに感動～

A
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