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パリが「光の都」と呼ばれる由縁 

＊ ルイ 15世治下、犯罪防止のために当初フランスで初となる警察官が街路の隅々ま

で提灯・行燈を設置するよう呼びかけました。 

＊ 当初パリを訪れた異邦人により「夜でも明るい街」のイメージが普及しました。 

＊ 今日ではパリのシャンゼリゼ通りに世界中から往来があり、高級デパートや歴史

的建造物の前では夜のライトアップでクリスマスムードを演出します。 



 

 

祝祭に彩られた冬のパリ・イルドフランス 

クリスマス～年始の見どころ 2017-2018 

 

パリのパーティーシーズン到来！ 

冬のパリは街中が豊かな色彩に彩られ、建物や城館は燦然とした輝きを放ち、普段と違っ

た雰囲気が味わえます。この時期にしか見られないクリスマスのイルミネーション、スペ

クタクルなどをご紹介します。 

 

クリスマス～年末にひときわ輝くパリ 

美しくライトアップされたパリの街並み、ショーウインドウ、素敵な出会いなどクリスマ

スのパリは様々な風貌を呈します。 
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クリスマスのショーウインドウ @パリ有名デパート  

オスマン通りにあるパリ有名デパート。この時期のパリではショーウインドウがさんさん

と輝いています。手回しオルガン、大観覧車、ジェットコースターなどの楽しみも盛りだ

くさんです！ 

 

- ギャラリーラファイエットでは、デパートのフロアがお祭り広場に変わり、天井まで伸

びるツリーが風船と特大スイーツで飾られます。 

 

© Machefert/Mercier/Galeries Lafayette 

 

- プランタンオスマン本店では、ショーウインドウを飾るファンタジー溢れる人形たちが

訪れる人たちを恍惚とさせます。 

- ベー・アッシュ・ヴェーではサンタクロースやアンデルセンの童話などで知られるデン

マークを今年のテーマにショーウインドウで飾りました。 

- ボンマルシェ【左岸】ではお店の雰囲気にちなんでスケールの大きい独創的なクリスマ

スを演出します。 
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回転木馬 

パリのあちこちで子供たちが無料の回転木馬で回っている姿がみられます。 

 

© CRT IDF/Baetens 

 

湖のほとりで ＠アンギャン・レ・バン 

12 月 8 日～1 月 7 日まで プロジェクション・マッピングを使った映像が市庁舎、カジノや

教会の前で無料公開されます。演出はフランスの大都市でイルミネーションを数多く手が

けたダミアン・フォンテーヌ氏。12 月 22 日以降スケートリンクやボブスレー、シャレ―も

やっています。 

www.ot-enghienlesbains.fr 

交通手段（パリ発）：パリ北駅 > アンギャン・レ・バン  

 

© Stephan A. Photography 

http://www.ot-enghienlesbains.fr/
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縁日 ＠ラ・ヴィレット 

年末・年始のヴィレット公園はクリスマスフェアで賑わい、ゴーカート、射撃などが用意

されています。 

 

© Bruno Delamain 

ドームライト ＠アンヴァリッド 

ドーム教会が 12 月 15 日から 12 月 31 日までライトアップされ、催し物、コンサートやゲ

ームなどを子供連れで楽しめます。かの有名なフランス皇帝が眠る傍らで軍隊の予行演習

とお祭りが行われます。www.musee-armee.fr 

アクセス メトロ 「アンヴァリッド駅」 

大観覧車 ＠コンコルド広場 

地上 70ｍからの眺望。光の街パリ、シャンゼリゼ通りに落ちた夜の星の底が一望できます。 

交通手段 地下鉄「コンコルド駅」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© CRT IDF/Gelot 

http://www.musee-armee.fr/
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大みそかはシャンゼリゼ通りへ 

年越しカウントダウンが始まると凱旋門がキャンバスに描いたように様々な映像を映し出

されます。深夜近く人込みで交通アクセスやメトロが閉鎖されることがあります。 

 

© Federico Pestellini/Panoramic 

 

モンパルナスの展望デッキがスケートリンクに  

2/14～3/6 パリをバックに地上 210ｍの高さで滑ることができます。 

アクセス メトロ「モンパルナス駅」 

 

乗り物系ツアーで、冬のパリを巡る 

オープンツアーバスで光り輝くパリの街をご覧ください。 

クラシックカーで陽が沈んでからパリ市内をツアーで回れます。ガイドが運転中パリの随

所でユニークなお話を聞かせてくれます。 

・オープンツアー L’Open Tour：1 時間半コース、10 か国語対応、催し物、ドリンク・軽

食付き 

・Big Bus Paris – 17 quai de Grenelle – メトロ「ビラケム駅」 

www.bigbustours.com 

・クラシックカー「4 roues sous 1 parapluie」  

www.4roues-sous-1parapluie.com 

http://www.bigbustours.com/
http://www.4roues-sous-1parapluie.com/
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© CRT IDF/Baetens 

 

ディズニーランド・パリが冬の特別プログラム 

おなじみの巨大クリスマスツリーやアニメキャラに加えて今年は新しいイベントが 4 つ開

催されます： 

1）「Fêtons Noël en Chanson !」: ミッキーがステージで歌と踊りを披露します。 

2) グーフィー出演で特別効果演出も満載な舞台劇です。 

3) ミニー、ミッキーとジャズショー、合唱団がジングルベルを歌います。 

4) スティッチも楽しいクリスマスの演出に参加します。  

 

年明け 1 月 13 日から 25 日までは、スター・ウオーズのショーが開催されています。 

www.disneylandparis.com 

 交通手段 RER A 線 > マルヌ＝ラ＝ヴァレ＝シェシー駅 

   又はシャトルバス「Disneyland Paris Express」(www.disneylandparis-express.com) 

 シャルルドゴール空港またはオルリー空港からシャトルバス「Magical Shuttle」

(www.magicalshuttle.fr) 

 

バルタバス率いるジンガロ馬のスペクタクル 12/31まで 

日本でも人気、ジンガロのスペクタクル。 

www.bartabas.fr 

176 avenue Jean Jaurès, Aubervilliers –  

交通手段 メトロ「フォルドーベルヴィリエ駅」 

http://www.disneylandparis.com/
http://www.disneylandparis-express.com/
http://www.magicalshuttle.fr/
http://www.bartabas.fr/
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© Marion Tubiana 

 

エッフェル塔のバックステージ 

ライトアップした夜景も見事ですが、更に塔の裏側にも入ることができます。 

ツアー「Romance de la tour Eiffel（エッフェル塔のロマンス）」: 俳優が演劇仕立てでエッ

フェル塔を案内し、エンジンルームや軍用壕といった普段は入れない場所も見学できます。

フランス語と英語に対応。予約は下記から可能です： 

www.visites-spectacles.com 

+33(0)1 48 58 37 12 

 

イール・ド・フランスのお城はクリスマス仕様に。1月初旬まで 

＊ ヴォー・ル・ヴィコント城ではスイーツとイルミネーションで幻想的な世界を演出しま

す。サロンに入るとキャンディー、チョコレート型ピラミッド、山積みのスイーツと続

いた後で、締めくくりに大サロンのホワイトクリスマスツリーに案内されます。外に出

ると光り輝くフランス庭園で馬車が待機しておりビジターを幻想の世界へといざない

ます。www.vaux-le-vicomte.com 

※交通手段 パリ東駅＞ヴェルニュイユ・レタン駅 + シャトルバス「Châteaubus」 

http://www.visites-spectacles.com/
http://www.vaux-le-vicomte.com/
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© Collectif Image 

 

＊ ヴェルサイユ城では 12 月 9 日、16 日と 23 日、古典主義の生活様式に則った宮廷のス

ペクタクルが披露されます。今年（2017 年）のクリスマスでは初めて鏡の間と大広間

で舞台俳優がダンスと歌を披露します。www.chateauversailles-spectacles.fr 

※交通手段 RER C > ヴェルサイユ・リヴゴーシュ駅 

     モンパルナス駅＞ヴェルサイユ・シャンティエまたはサンラザール駅＞ 

ヴェルサイユ・リヴドワット駅 シャトルバス「Pariscityvision」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© de Montagu/Château Versailles spectacles 

 

＊ ブルトゥイユ城ではペローの童話にちなんだ展覧会が開催されます。朗読劇、手作りア

トリエ（ピクシー帽、シンデレラのスカート、王子様のマントなど）www.breteuil.fr 

http://www.chateauversailles-spectacles.fr/
http://www.breteuil.fr/
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＊ フォンテーヌブロー城では家族や子供向けにツアーを実施しており、このお城の歴史、

並びにグリムの童話などに触れることができます。www.chateaudefontainebleau.fr 

※交通手段 パリ発 リヨン駅＞フォンテーヌブロー駅 

 

パリ市内のクリスマス・マーケット 

- ラ・デファンス駅 12/28 まで 

- ノートルダム大聖堂 12/15～24 

- シャン・ド・マルス駅 12/21～1/8 

 

 

 

 

メディア向けの画像はこちらからダウンロード頂けます。ご利用の際は各画像に指定されたコピー

ライトを記載して下さい。 

 

お問合せ 

フランス観光開発機構 広報担当  Atout France 

増田真由美 Tel  03-3582-6968  

presse.jp@atout-france.fr - http://jp.media.france.fr/ja 

 

PR事務局 株式会社グラムスリー  Gram 3 

Tel  03-6402-0303 

秋元麻実  mami.akimoto@gram3.com   伊藤遥 haruka.ito@gram3.com 



パリ市内のボランティア・ガイド 

12月 23から 1月 7日まで紫色のユニフォームを着用し

た「観光ボランティア」がパリおよびイル・ド・フラ

ンス地方で観光客のお手伝いをします。気軽にお声掛

けください。 

 

デパート「ギャラリーラファイエット」に 

パリ・イルドフランス地方の 観光案内カウンター 

パリミュージアムパス、交通、ポケット WiFi、セーヌ

川クルーズ、チケットやアクティビティーの予約など

滞在に役立つ観光案内所です。 



file:///C:/Users/Ito/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JM9UBNUG/www.chateaudefontainebleau.fr
https://www.dropbox.com/sh/wggv2ws9yxfq5hf/AAC7HCiq-Tb2OhhbNhplsdsga?dl=0
mailto:presse.jp@atout-france.fr
http://atf-fo.bilendi.com/m3/click?l=802116032728&m=%25IDMEMBRE%25&h=%25HASHIDMEMBRE%25
mailto:mami.akimoto@gram3.com
mailto:haruka.ito@gram3.com

