
月夜のしらべ月夜のしらべ
ステージショーステージショー 「ファイヤーパフォーマンス」「ファイヤーパフォーマンス」「ファイヤーパフォーマンス」「ファイヤーパフォーマンス」

［出演］蛮火炎［出演］蛮火炎

9/15
土

「津軽三味線」「津軽三味線」「津軽三味線」「津軽三味線」
［出演］雅會［出演］雅會

9/22
土

「和太鼓」「和太鼓」「和太鼓」「和太鼓」
［出演］志多ら［出演］志多ら

9/16
日

「オカリナ」「オカリナ」「オカリナ」「オカリナ」
［出演］黒野宏通［出演］黒野宏通

9/17
月・祝

「和太鼓」「和太鼓」「和太鼓」「和太鼓」
［出演］和太鼓零～ZERO～［出演］和太鼓零～ZERO～

9/23
日

「和太鼓」「和太鼓」「和太鼓」「和太鼓」
［出演］梵迦［出演］梵迦

9/24
月・振

あかり点灯時間は18:00～20:50　※期間中は21:00までナイター営業あかり点灯時間は18:00～20:50　※期間中は21:00までナイター営業
※雨天時キャンドルへの点灯中止※雨天時キャンドルへの点灯中止

2018.2018.

デンパーク

土 月・祝9.15 17～ 土 月・祝22 24～・土 月・祝9.15 17～ 土 月・振22 24～・

キャンドルアーティスト・
「加藤進太郎」による
あかり空間演出 

［会場］水のステージ前
 広場周辺

市内の保育園・幼稚園の園児等が描く

ペットボトルキャンドル
［会場］温室奥ガーデンルーム

3000本の竹あかり
［会場］水のステージ周辺
 ほか園内各所
竹筒に揺らめくやわらかなろうそくの
あかりをご覧ください。

一般参加による

あかり作品
［会場］デンパーク館前

あかりアート展
9.12（水）～24（月・振）

［会場］多目的ホール

シルエット・
グラスアート展
「光で彩る幻想的な世界」
9.15（土）～24（月・振）

［会場］フローラルプレイス
 エントランス

［会場］不思議の森 ※雨天中止竹灯籠のスクリーン
［会場］水のステージ

「竹華灯篭まつり」で有名な真伝不動
明王寺から譲り受けた高さ3ｍの芸術
的な竹灯籠が並びます。

チェーンソーアートの第一人者・
宮本典幸氏が考案した間伐材を
使ったランプシェード作品。

森のランプシェード展

観望会
9.23（日）
［時間］19：00
［会場］グラスウォーク
協力：安城天文同好会
※雨天中止 体験会9.15～17・13:30～19:30、

 9.22～24・10:00～19:30、体験料500円～
※イベントは天候やその他の都合により、中止または会場変更をする場合があります。雨天の場合、キャンドルへの点灯は中止します。

※「ファイヤーパフォーマンス」のみ19:30～
［時間］①16:30～②19:30～

［会場］水のステージ

新登場新登場



ACCESS
［公共交通機関をご利用の場合］開園時間

※開園時間等、都合により一部変更する場合があります。ご来園前にお問い合わせください。
※ペットを連れての入園はご遠慮ください。

午前9時30分～午後5時（入園は午後4時30分まで）
※9/15（土）～17（月・祝）・22（土）～24（月・振）は
　午後9時まで（入園は午後8時30分まで）

火曜日

【個人パス】大人2,400円、小・中学生1,200円
【家族パス】4,800円 TEL 0566-92-7111 〒446-0046  愛知県安城市赤松町梶1番地

http://denpark.jp

区分 大人 小・中学生
一般 600円 300円

団　体（20人以上）
高齢者（65歳以上）

480円
240円

ー

開園時間

休園日

パスポート

入園料

検 索デンパーク

●国道23号知立バイパス「和泉インター」から約5分

公共交通機関をご利用の場合

車をご利用の場合

●JR「安城駅」、名鉄「桜井駅」または「南桜井駅」から
　市内循環バス「あんくるバス」にて「デンパーク」下車
※「あんくるバス」JR「安城駅」方面　デンパーク発最終 午後5時10分

P 無料駐車場 1000台

土 月9.8 ～11.26

お月見グルメお月見グルメ ショップショップ

体験教室体験教室

ディック・ブルーナ
グッズコレクション
ディック・ブルーナ
グッズコレクション

［会場］水のステージ前

あかり祭
6日間限定
あかり祭
6日間限定

竹おこわ 550円
［数量限定1日15食限定！］　　　　　

お月見うどん
730円

ふるさと館

ふるさと館

お月見ソフト
350円

アイス工房

ハム工房

ペタルの花工房

料    金

料金（1回）

期    間
料    金

会    場

お月見デニッシュ
230円
パン工房

お月見牛丼
1,480円
ふるさと館

お月見大福
180円

ふるさと館

あかり祭
6日間限定
あかり祭
6日間限定

月見テリタマピザ 770円
カフェキッチン・ボノ

ヴルートヴルストフランク
350円

トーベおばさんの食料品店トーベおばさんの食料品店

グーグのギフトショップグーグのギフトショップ

クラブハウス
TEL0566-92-7112

香りの店 VALORE香りの店 VALORE

デアリーの雑貨屋さんデアリーの雑貨屋さん

・うさぎ箸置き／237円
・ふくろう箸置き／410円
・フクロウ飯碗／中432円、大486円

・ガラスプレート／734円
・ガラスボウル／1,058円

・アロマキャンドル・ティーライト各種／281円
・ハングランタン／1,404円
・ブリキキャンドル・丸ブロンズ／1,134円
・ソルトクリスタルキャンドルホルダー／702円

・デンパーク オリジナル
　 イチジク飴／321円
・ドライイチジク／486円
・三河の佃煮よりどりセール
　 1個410円・3個1,080円　

・バンブーオーナメント
　S 270円、M 432円

・LEDフクロウ
　2,160円

お月見に
ちなんだ和の
ウツワシリーズ
お月見に
ちなんだ和の
ウツワシリーズ

鮮やかな色彩の
ガラス食器

（食品にも使えます
！）

鮮やかな色彩の
ガラス食器

（食品にも使えます
！）

地元の特産品
より取り見取り
地元の特産品
より取り見取り

天然の香りを
楽しみながら

“あかり”に癒されて
天然の香りを
楽しみながら

“あかり”に癒されて

ゆらゆら
窓辺を
カラフルに
彩る

ゆらゆら
窓辺を
カラフルに
彩る

トレタッテ市場トレタッテ市場

モザイクタイルマルチラック
大1,500円、小1,200円

スノードーム
1,700円～

ハーバリウム体験
2,000円シルエットライト

（ハロウィンバージョン）
1,500円

新登場新登場
ボトルに広がるお花の世界。
アレンジ自由自在。
オリジナル

ハーバリウムが作れます。

ボトルに広がるお花の世界。
アレンジ自由自在。
オリジナル

ハーバリウムが作れます。

オランダの絵本作家でグラフィックデザイナーのディック・ブルー
ナさんが描くミッフィー。ミッフィーを身近に感じる、ぬいぐるみ
やステーショナリー、ポーチなどのかわいいグッズが大集合。

不思議びっくり作品が目白押し。科学が創り出す不
思議なトリックを、見て、体験して、楽しんで、学ぶこ
とができる体験展示型イベント。

miffy トートバッグ
2,916円

素焼きスプーン
ばんざい ミッフィー
 540円

素焼きスプーン
おかお ミッフィー
 540円

ミッフィー福だるま紅白セット
4,536円

遊んで体感サイエンス
～思わず声が出ちゃう科学展～
遊んで体感サイエンス
～思わず声が出ちゃう科学展～

第2弾
科学にWAKUWAKU

学んで！回って！ダマされて！
錯覚学習スタンプラリー同時開催！！

９月８日（土）～１１月４日（日）

中学生以上400円、３歳から小学生300円

デンパーク館

350円

子ども：500円
大人：300円

9.29（土）～11.25（日）9.29（土）～11.25（日）
　アニマルパフォーマンスや
ハロウィンイベントなど
楽しいイベント大豊作！

　アニマルパフォーマンスや
ハロウィンイベントなど
楽しいイベント大豊作！

笑顔満開！子どものあそび場笑顔満開！子どものあそび場

室内あそび場「あそボ～ネ」／マーガレットハウス
赤ちゃんから小学生までの幅広い年代の子どもが
快適に遊べる室内遊戯施設

屋外

「リーチ・フォー・ザ・スカイ」／風車の広場
カラフルでかわいいデンマーク遊具が揃う
子ども憩いの場／子ども広場

国内最大級！高さ12ｍの大型木製遊具

森の中で木登りをするような
ダイナミックなあそびにチャレンジ！
森の中で木登りをするような

ダイナミックなあそびにチャレンジ！ 屋内

会場：マーケット内 この秋
一押し
イベント！！


