
※イベントについて天候やその他の都合により、中止または場所等を変更する場合があります。※雨天の場合、キャンドルへの点火は中止いたします。

9/16 9/17 9/18
「津軽三味線」「津軽三味線」

［出演］雅會［出演］雅會
「和太鼓」「和太鼓」

【出演】和太鼓零～ZERO～［出演］和太鼓零～ZERO～

「和太鼓」「和太鼓」
【出演】梵迦 BONGA［出演］梵迦 BONGA

土 日

月夜の

♪

♬しらべしらべ
[時間]①16：30　②19：30
[会場]水のステージ
[時間]①16：30　②19：30
[会場]水のステージ 月・祝

9/16　～182017年 土 日 祝9/16　～182017年 土 月 祝

あかり点灯時間：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：18：00～20：50　期間中は21：00までナイター営業

キャンドルアーティスト・
「加藤進太郎」プロデュース
あかり祭 空間演出 
［会場］水のステージ前

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］四季の花木園

3000本の竹あかり
［会場］水のステージ周辺
 ほか園内各所
キャンドルの優しいあかりが灯る「竹
あかり」が園内に飾られます。

竹灯籠のスクリーン
［会場］水のステージ

「竹華灯籠まつり」で有名な真伝不動明王
寺から譲り受けた、高さ３メートルの芸術的
な模様が彫られた竹灯籠は圧巻！

あかりアート展
9/13（水）～18（月・祝）
［会場］多目的ホール

観望会
9/17（日）［時間］19：00
［会場］グラスウォーク
天体望遠鏡で、土星やアルビレオなど
惑星や夜空の星を眺めよう
協力：安城天文同好会　※雨天中止

シルエットアートで彩る
幻想的な世界

大道芸パフォーマンス

9/16（土）～18（月・祝）

［時間］ ①13：30 ②15：30 ③18：30
［会場］ マーケット前 ※雨天中止

体験会は各日13：00～19：00
料金500円～

一般参加による
あかり作品

［会場］デンパーク館前

～あかりが別世界へ
誘う３日間～～あかりが別世界へ
誘う３日間～

デンパークデンパーク

9/16（土）
スピニングマスターズ

9/17（日）
綱乗りジョニー

9/18（月・祝）
吉田さんちの大道芸

今年新たに竹あかりの
オブジェ、みずあかりも
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）
※9/16（土）～18（月・祝）は午後9時まで
（入園は午後8時30分まで）

火曜日　※10/27（金）は臨時休園

【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

ACCESS
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

お月見グルメお月見グルメお月見グルメお月見グルメ
あかり祭
限定

あかり祭
限定

お月見うどん
730円
ふるさと館

竹おこわ 500円
［3日間／1日15食限定！］　　　　　ふるさと館 カフェキッチン・ボノ

月見テリタマピザ 770円

ふるさと館

お月見牛丼
1,480円

お月見だんご
80円
ふるさと館

ふるさと館

お月見大福
170円

竹にキノコたっぷりの

おこわを盛りつけま
した！竹にキノコたっぷりの

おこわを盛りつけま
した！竹にキノコたっぷりの

おこわを盛りつけま
した！竹にキノコたっぷりの

おこわを盛りつけま
した！

テリヤキチキンと

卵黄マヨネーズソー
ステリヤキチキンと

卵黄マヨネーズソー
ステリヤキチキンと

卵黄マヨネーズソー
ステリヤキチキンと

卵黄マヨネーズソー
ス

パン工房
お月見黄桃パン
230円カフェキッチン・ボノ520円

安城サンデー
（安城梨といちじくソースのパフェ） お月見マロンソフト

380円 アイス工房

ショップショップショップショップ

名古屋コーチンプレスハム
1,922円

祈りと癒やしのお線香
「桐箱入りご新物」2,700円
「金木犀の香り」1,080円

マーケット

ハンギンググラスシリーズ 
左：1,404円　右：972円

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

スクエアプレート 648円
オーバルプレート 1,296円
カップ 648円
ブローボトル 1,296円

LEDふくろう　
2,160円

※エアプランツ（５００円）ＬＥＤライト（216円）は別売り

新発売新発売

cuppa? シリーズ

デアリーの雑貨屋さん

トーベおばさんの食料品店

～植物とあかり雑貨の提案～～植物とあかり雑貨の提案～～植物とあかり雑貨の提案～～植物とあかり雑貨の提案～

～ほかにもフクロウシリーズ
多数あります！～

～ほかにもフクロウシリーズ
多数あります！～

～ほかにもフクロウシリーズ
多数あります！～

～ほかにもフクロウシリーズ
多数あります！～

天然精油のお線香
「野ばらの森」648円
「あねもねの小径」648円

大人気大人気

ネコボトルワイン
2,082円

香りの店 バルーレ

直通TEL.0566-92-7112
クラブハウス モザイクタイルクロック 

2,000円

つくって楽しい
体験情報
つくって楽しい
体験情報
つくって楽しい
体験情報
つくって楽しい
体験情報

スイングバード 
1,200円

風車の広場リニューアル工事のお知らせ風車の広場リニューアル工事のお知らせ 施設・遊具リニューアル工事実施のため、無料休憩所マーガレットハウス（バーンパーティー、ピッピのおもちゃ屋さん）はご利用
いただけません。（2018年3月中旬オープン予定）

会場限定グッズをはじめ、スヌーピーファンにはうれしい雑貨が多彩に登場。

人気
のスヌーピーグッズが、あれこれ

！

スヌーティ 
アップルシナモン 1,296円

波佐見焼スタッキングマグ
(ピンク・グリーン）各2,160円

ヌイグルミ 2,376円

※実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。

会場
マーケット内
会場

マーケット内

※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

名探偵アンデルセンのナゾときファンタジー
秋限定クイズラリー

料金:1冊300円
　　（参加賞つき）

会場:デンパーク館
 料金:3歳以上400円

Monica

み だ

9/16～11/19
土 日

開催期間

時間:（平　日）10:30～15:30
 （土日祝）9:30～閉園30分前

inデンパークinデンパーク
20の和太鼓集団が集結！
和太鼓の音が響き渡る、活気あふれる2DAYS！

和太鼓フェス
“伝波（でんぱ）”
和太鼓フェス
“伝波（でんぱ）”

プロデュース：由良英寛

10/7・10/8
土 日

花の大温室フローラルプレイス

「オータムフラワーショー ～月光の庭～」「オータムフラワーショー ～月光の庭～」「オータムフラワーショー ～月光の庭～」「オータムフラワーショー ～月光の庭～」
キクやススキなど、秋の植物と黄色の花で月明かりに照らされた庭をイメージした和風ガーデン。

9/30～11/13
土 月

秋の花
咲く園内で、ハロウィンイベントなど盛りだくさん

！秋の花
咲く園内で、ハロウィンイベントなど盛りだくさん

！秋の花
咲く園内で、ハロウィンイベントなど盛りだくさん

！秋の花
咲く園内で、ハロウィンイベントなど盛りだくさん

！

土 日
10/229/9～

開催期間

開催期間

開催期間

9/16～10/30
土 月

開催期間

お月見にちなんだ和の器お月見にちなんだ和の器お月見にちなんだ和の器お月見にちなんだ和の器

月夜にぴったり
ネコアイテム
月夜にぴったり
ネコアイテム
月夜にぴったり
ネコアイテム
月夜にぴったり
ネコアイテム

秋の夜長にネコワイン秋の夜長にネコワイン秋の夜長にネコワイン秋の夜長にネコワイン

9月23日（土・祝）～1
1月19日（日）

9月23日（土・祝）～1
1月19日（日）9月23日（土・祝）～1
1月19日（日）

9月23日（土・祝）～1
1月19日（日）


