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2022年11月24日

クリスタル・イルミネーション−陽光と風に輝くクリスマス−
2022年12月1日(木)～12月25日(日)

箱根ガラスの森美術館では、クリスマス期間の 12 月 1 日 ~12 月 25 日に、冬のイベント「クリスタル・
イルミネーション」を開催いたします。
＊

■「クリスマスツリー 〜ラ・コッピア〜」

＊「ラ・コッピア」はイタリア語で「カップル」という意味です。

庭園中央には、goo ランキング「一生に一度、必ず見ておきたい」
と思うクリスマスツリーランキングで第 2 位に選ばれた、クリスタ
ルガラスのクリスマスツリー大小 2 本が展示されます。2 本のクリ
スマスツリーはカップルをイメージしており、大きなツリーは「ロ
ミオ」、小さなツリーは「ジュリエット」と名付けられています。
箱根・大涌谷の雄大な自然を背景に、合計 15 万粒のクリスタル
ガラスが昼間は太陽の光と風を浴びて色鮮やかな七色に輝き、夕方
はライトアップされて幻想的にきらめきます。時間と共に刻一刻と
変化する、世界に一つだけのクリスマスツリー「ラ・コッピア」の
輝きをお楽しみください。
＜昼間と夕景で楽しみ方が異なります＞

クリスマスツリー「ラ・コッピア」
展示期間：展示中〜12月25日(日)まで

クリスタルガラスの粒数：
大（ロミオ）

約8万5千粒

小（ジュリエット） 約6万5千粒

高さ：11 ｍ
高さ： 8 ｍ

■トワイライト・ヴェニス

太陽と風で七色に輝く

夕暮れ時はライトアップされ、幻想的に輝く

夕暮れ時は一層ロマンティックに・・・
夕方 16 時頃から水辺や庭園の各所に設置されたランタンやキャンドルホルダーが点灯し、訪れたお客
様を温かくおもてなしします。サンドブラスト体験工房から早川沿いの「誓いの鐘」にいたる遊歩道には、
ガラスのキャンドルホルダーを設置した「灯りの小径」があります。キャンドルホルダーはスタッフ一人
ひとりが心を込めてデザインしサンドブラストで制作したものです。温かな光に包まれた誓いの鐘広場で、
大切な人と素敵なひとときをお過ごしください。

トワイライト・ヴェニス
期

間：12月10日(土)〜12月25日(日)

個

数：ランタンやキャンドルホルダー約500個

点灯時間：16:00〜17:30

※12月23(金)・24(土)・25(日)日は点灯時間を18:30まで延長

ランタンとキャンドルホルダーが庭園一面に

■年に一度！クリスマス・スペシャルナイト3日間
12月23日・24日・25日は営業時間を18:30まで延長
箱根ガラスの森美術館では、お客様への感謝の気持ちを込めて、12/23〜
12/25 の 3 日間は営業時間を延長します。ロマンティックなクリスマス・
ナイトを、箱根ガラスの森美術館でお過ごしください。

★クリスマス・スペシャルナイト 3日間★
12月23日(金)・24日(土)・25(日)日は18:30まで営業 (入館は18時まで）

夕暮れ時の美術館で
ロマンティックなひとときを

■企画展

～響き合う東西の美～ガラス・アートの世界 後期展

好評開催中

約 4000 年前に生み出され、今なお人々を魅了する人工の素材――ガラス。洋の東西を越え活躍する現
代ガラス・アーティストたちの作品を通じて、千変万化するガラスという素材から生み出される、個性豊
かで時に響き合う多様なガラス・アートの世界を紹介します。
会期：開催中〜 2023 年 4 月 16 日（日）「ガラスに表現される多様な自然」
会場：箱根ガラスの森美術館

ヴェネチアン・グラス美術館

主催：箱根ガラスの森美術館、毎日新聞社
後援：箱根町
協力：箱根 DMO（一般財団法人 箱根町観光協会）、小田急グループ
◀「渦」2020 年

■所蔵作品展

山本茜

個人蔵

ヴェネチアン・グラスの四季

本展覧会は、文化庁 ARTS for the
future!２（コロナ禍からの文化芸
術活動の再興支援事業）の補助対
象事業です。

～ FOUR SEASONS OF VENETIAN GLASS ～

2022 年度は四季をテーマに、当館所蔵のヴェネチアン・グラスのコレクションを季節ごとに順次ご紹
介しています。四季に応じて変わりゆく箱根ガラスの森美術館の景色とともに、季節に応じた多種多様な
ヴェネチアン・グラスをご鑑賞ください。

冬季展示「ヴェネチアン・グラスで辿る祈りのキセキ」
会期 : 開催中～ 12/25( 日 )
会場：ヴェネチアン・グラス美術館

▲キリスト生誕シリーズ「プレゼピオ」20 世紀
ヴェネチア 箱根ガラスの森美術館所蔵

■ミュージアム・コンサート

多くの人がカトリックを信仰するイタリアで
は、様々な聖人たちの祝日が並ぶ教会暦の下で一
年を過ごします。その中で、最も大切な祝祭が、
イエス・キリストの降誕を祝う「クリスマス」です。
本展覧会では、人々の祈りのキセキを届ける手
助けをしてきた、ヴェネチアン・グラスのプレゼ
ピオや聖具をはじめ、紀元前後のローマン・グラ
スの香油瓶などを紹介します。

本展覧会は、文化庁 ARTS for the
future!２（コロナ禍からの文化芸
術活動の再興支援事業）の補助対
象事業です。

ヴェネチアン・グラス美術館では、国際的に活躍する音楽家をお招きし、月曜日と水曜日に1日5回コン
サートを開催しています。※感染症流行の状況によっては中止となる場合があります。ご了承ください。

11：30〜／12：30〜／13：30〜／14：30〜／15：30〜
※ミュージアム・コンサートの演奏時間は各回約15分間です。

公演スケジュールは、箱根ガラスの森美術館公式ホームページ(www.hakone-garasunomori.jp)をご覧ください。

月曜日

アルベルト・デ・メイス

11/28・12/5・12・19・26

Alberto De Meis（ヴァイオリン）

世界3大テノールのパバロッティ、ドミンゴ、カレーラスと共演した経歴を持つ。1999
年にはニューヨーク マンハッタンにおいて、2ヶ月間の演奏活動を行った。この際、ヒラ
リー・クリントン女史の御前演奏を行い好評を博した。パフォーマンスは迫力に溢れ、力
強くも繊細な演奏を聴くことができる。

セーンジャー 賽音吉雅（馬頭琴）

水曜日

11/30・12/14・21・28

文部科学省選定作品「スーホと白い馬」(2005年)映画主演、音楽監督を務める。2010年
に「徹子の部屋」(テレビ朝日)に出演。2012年にNHK「エル・ムンド」「ほっとアジア」
で実力発揮するなど若きアーティストとして活動の場はさらに拡がりを見せている。

■

〜ガラスに魅せられる贅沢とともに、「うかい特選牛」を味わう贅沢を。〜

箱根ガラスの森美術館のカフェレストランが、「カフェ
テラッツァうかい」としてリニューアル。鉄板料理「うか
い亭」を運営するうかいのブラッスリーグループ総料理長
細渕賢一が作り上げる本格メニューが登場しました。
こだわりの黒毛和牛をはじめ、旬
の素材を生かした自慢のランチメニ
ューやオリジナル・デザートをお楽
しみください。
※写真はイメージです

Lunch set

Dessert

うかい特選牛ローストビーフ
[ スープ・グリッシーニ・パン付き ]
￥2,980

うかい特選牛ボロネーゼ
[ スープ・グリッシーニ・パン付き ]
￥1,980

うかい独自の基準で厳選した国産
黒毛和牛を、低温でしっとり焼き
上げました。柔らかな舌触りと溢
れる肉の旨みをお楽しみください。

鉄板料理「うかい亭」特選牛のさ
まざまな部位から旨味を引き出し
た自家製ラグーソースを使用。肉
本来の力強さを味わえる一品です。

しぼりたてモンブラン

クラシックプリン

和栗の繊細な香り広がる口どけや
わらかな極上モンブラン。

地元御殿場産の卵を使用。やさし
い甘さとほろ苦いカラメルがどこ
か懐かしい、絶妙な食感のプリン。

￥1,480
[ コーヒー付き ] ￥1,780

■カフェテラッツァうかい

￥680
[ コーヒー付き ] ￥980

インストルメンタル コンサート

旬の食材を使ったイタリア料理で人気のカフェテラッツァうかいでは、お食事を楽しみながら、世界

で活躍する音楽家の演奏をご観賞いただけます。

11：00〜／12：00〜／13：00〜／14：00〜／15：00〜／16：00〜

※インストルメンタル コンサートの演奏時間は各回約15分間です。

公演スケジュールは、箱根ガラスの森美術館公式ホームページ(www.hakone-garasunomori.jp)をご覧ください。

エンツォ・ディ・アマーリオ

Enzo Di Amario（ピアノ）

イタリア、ナポリ生まれ。音楽一家の中で育つ。ナポリ音楽院(Conservatorio

diNapoli)ピアノ科を専攻後、ピアニスト、ハモンドオルガン奏者としてイタリア国内

および海外で活躍する。ダイナミックでありながら郷愁を感じさせるカンツォーネ、ま
た、アップテンポで感性豊かなラテン、ジャズは多くのファンの心を捉えている。

アルベルト・デ・メイス

Alberto De Meis（ヴァイオリン）

世界3大テノールのパバロッティ、ドミンゴ、カレーラスと共演した経歴を持つ。

1999年にはニューヨーク マンハッタンにおいて、2ヶ月間の演奏活動を行った。この

際、ヒラリー・クリントン女史の御前演奏を行い好評を博した。パフォーマンスは迫力
に溢れ、力強くも繊細な演奏を聴くことができる。

■ミュージアム・ショップ館

世界各国から直輸入した5千種10万点の品揃えを誇るショップでは、今年もヨーロッパの最新クリスマス
アイテムをご用意しました。
クリスマスブローチ
ドイツ
ＧＵＢＯ Ｕ.ＳＯＨＮ工房
￥2,750〜(税込)

吹き玉のクリスマスツリー
イタリア
ＳＯＦＦＩＥＲＩＡ ＰＡＲＩＳＥ工房
￥12,100〜(税込)

三代続くドイツのガラス工房から、
華やかなクリスマスブローチを・・。

すべてガラスでつくられた
繊細優美なツリー。
※画像はイメージです

●2023年干支【卯年】の置物が入荷しました

箱根ガラスの森美術館ミュージアムショップで販売する人気の

干支シリーズのウサギの置物。耳や尾、足先に金彩が施されてお

ります。職人による手づくりの為、1点ずつ風合いが異なります。
ウサギは力強く高く飛び跳ねる姿から「飛躍」の象徴とされて

おります。また、「豊穣」「繁栄」の象徴でもあり、優しく穏や
かな姿は「平和」をも意味します。皆様にとって喜びに満ちた躍
進の年となりますように。

ウサギの置物
価格：￥770（税込）
サイズ：高さ5×横5（cm）

※画像はイメージです

■体験工房

ストラップやネックレスなどのアクセサリーを作るヴェトロ工房と、グラスにオリジナルの模様を彫る

サンドブラスト工房では、ツリーやリース、雪だるまなどクリスマスにちなんだオリジナルのモチーフを
お選びいただけます。

※事前ご予約優先です。前日17時までに公式オンラインチケット販売ページからご予約ください。
https://www.e-tix.jp/hakone-garasunomori/ 当日のご予約は承っておりません。
※席数に空きがある場合は工房にて先着順に整理券をお配りいたします。
※サンドブラスト体験工房は毎時間の最大定員8名様まで、ヴェトロ体験工房は毎時間の最大定員4名様まで。
砂を吹き付けて模様を彫る
【サンドブラスト体験工房】

ガラスを熔かし接合する
【ヴェトロ体験工房】

体験料金

(※グラスの種類により異なります。)

￥1,600〜

(※ガラス部分のモチーフにより異なります。)

体験料金￥2,000〜

制作時間

約30〜60分

制作時間 約20〜30分
※お渡しは制作後約70分

※画像はイメージです

< お問い合わせ >
〒250-0631

☎0460-86-3111

広報担当

柳井・中野

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原940-48
公式HP ◆ www.hakone-garasunomori.jp
FAX：0460-86-3116(広報直通) E-mail：hakone-museum@ukai.co.jp

※箱根ガラスの森美術館はお客様と従業員の安心安全を第一に、新型コロナウイルス感染症対策を実施してい
ます。詳しくはホームページよりご覧ください。(右のQRコードからもご覧いただけます▶)

当館の新型コロナウイルス
感染症対策について

