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北欧のクリスマスがやってくる♪
「メッツァビレッジ」のクリスマス ～北欧の森とクリスマスマーケット～
~ 数百点ものクリスマスグッズが並ぶクリスマスマーケットや
フィンランド伝統装飾“ヒンメリ”のイルミネーション、サンタクロースにも会える！ ~
北欧のライフスタイルを体験できる「メッツァビレッジ」では、2019 年 11 月 1 日（金）～12 月 25 日
（水）の期間中、
「メッツァビレッジ」のクリスマス ～北欧の森とクリスマスマーケット～ を開催いたしま
す！

「メッツァビレッジ」のクリスマスは、北欧の伝統装飾“ヒンメリ”を使ったイルミネーションが彩
る北欧のクリスマスをお届けいたします。
「メッツァ」のエントランスロード「メッツァティエ」から園
内にかけて、北欧らしい温かみと、どこかアットホームな雰囲気が感じられるイルミネーションが目の
前に広がります。風に揺れる“ヒンメリ”の灯を見ながら、温かい飲み物を片手に、北欧のクリスマスを
楽しんでください♪
そしてイベントホール「メッツァホール」では、クリスマスマーケットをオープン！クリスマスカ
ードやリース、クリスマスツリーに飾るオーナメント、また、ハンドメイドの木製人形 Nordika Nisse
（ノルディカニッセ）の新作に加え、
「メッツァ」限定モデルも登場！数百点におよぶクリスマスグッズ
を多数取り揃えました。さらに 3 日間限定で、今年もフィンランド・ロヴァニエミからサンタクロース

が「メッツァビレッジ」にやってきます。是非、サンタクロースと一緒に記念の写真を思い出に残して
くださいね。その他、クリスマスの準備にもピッタリなスノードームづくりなど、ワークショップもス
タートします。
「メッツァビレッジ」では、北欧のクリスマスの装いでみなさまをお待ちしております！

■「メッツァビレッジ」のクリスマス ～北欧の森とクリスマスマーケット～
風に揺れる北欧の伝統装飾“ヒンメリ”と北欧らしい温かみのあるイルミネーションの灯を見ながら、ホッ
トコーヒーなどの飲み物を片手に、幻想的な夜のクリスマスイルミネーションをお楽しみください！

メッツァビレッジのクリスマスイルミネーションイメージ

・開催期間：2019 年 11 月 1 日（金）～2019 年 12 月 25 日（水）
※11 月 5 日（火）のみ 10:00～18:00
・開催場所：メッツァビレッジ
・URL

：https://metsa-hanno.com/event/3067/

・
「メッツァビレッジ」のクリスマス 2019 特設サイト：https://metsa-hanno.com/lp/xmas2019/
※イルミネーションは、日没～21:00 まで点灯いたします。

数百点以上のクリスマスグッズがそろう、クリスマスマーケットをオープン！
今年のクリスマスの準備は、
「メッツァビレッジ」
のクリスマスマーケットではじめませんか？
シンプルでほっこりと温まるようなデザインの多い北欧の
クリスマスグッズを、多数取り揃えました。クリスマスリー
スやツリーに飾るオーナメント、ご家族やお友達へのプレゼ
ントにもおすすめしたい、クリスマスカードや雑貨も勢ぞろ
い！お家の中をクリスマスの装いに少しずつ変えていく、準
備の期間も楽しんでください。
・開催時間：10:00～20:00
※11 月 5 日（火）のみ 10:00～18:00
・開催場所：メッツァホール

「メッツァ」限定モデル！工房の職人が手作業で作る
Nordika Nisse（ノルディカニッセ）が登場！
Nordika Design（ノルディカデザイン社）が手掛ける、ハンドメイ
ドの木製人形 Nordika Nisse（ノルディカニッセ）に、メッツァ限定モ
デルが登場しました！「メッツァ（フィンランド語で「森」
）」を表すよ
うなグリーンの衣装に身包んでいます。人形は、工房の職人がひとつひ
とつ手作業で仕上げているので、それぞれがオリジナルの表情を持ち、
同じものは世界にふたつとありません。ニッセとは、子どもたちや家を
守り、クリスマスの時期にはサンタクロースのお手伝いをするといわ
れている北欧デンマークの妖精です。一生懸命お手伝いをしているニ
「メッツァ」限定

ツリーを持ったサンタ、など

ッセを思い浮かべるだけで、愛らしいですね。いたずら好きで働き者の
ニッセが住む家には幸福が訪れるという言い伝えもあり、デンマーク

では長く愛されているのです。毎年 1 つずつお気に入りのニッセを選び、そろえていくのもおすすめです。

各回先着 70 名様限定
サンタクロースと一緒に記念写真を撮ろう！
フィンランドの北部にあるロヴァニエミより、今年も
日本のみんなに会いにサンタクロースが「メッツァビレッジ」にや
ってきます。どんなお話をしてくれるでしょうか？！？！
サンタクロースと一緒に、記念写真を撮って特別な時間をお過ご
しください。
・開催日 ：11 月 9 日（土）
、12 月 21 日（土）
、12 月 22 日（日）
・開催時間：11:00～、14:00～、16:00 の 1 日 3 回開催
・開催場所：メッツァビレッジ クリスマスツリー前
※雨天決行となります。その場合、メッツァホールにて
開催いたします。
・参加費 ：無料
・整理券配布時間
11:00～の回の整理券配布スタート時間：10:00～
14:00～の回の整理券配布スタート時間：12:00～
16:00～の回の整理券配布スタート時間：15:00～
※記念写真は各回先着 70 名様限定、整理券制となりま
す。メッツァビレッジ にて、整理券を配布いたします。
雨天の場合、メッツァホール横の受付にて整理券を配布
いたします。
●サンタクロース写真撮影および整理券配布場所

クリスマスプレゼントにおすすめ！
みんなで作ろう、3 種類のクリスマス限定ワークショップ
「メッツァビレッジ」では 3 種類のワークショップをご用意しました！クリスマスの飾りやプ

レゼントを、ご家族とそしてお友達と一緒に手作りしてみませんか？北欧の伝統装飾“ヒンメリ”やクリスマ
ス限定のパーツを使ったスノードーム作り、そして人気のワークショップの 1 つ、缶バッジ作りをクリスマ
スカラーの生地を使ってお楽しみいただけます。

■ヒンメリ
北欧の伝統装飾ヒンメリを作りませんか？今年のクリスマ
スは、自分で作ったヒンメリで、ちょっと温かみのある丁寧
なクリスマスを楽しんでみるのもおすすめです。
開催期間 ： 11 月 1 日（金）～ 12 月 25 日（水）
時間

：10:00～19:00（最終受付 18:00）

※11 月 5 日（火）のみ 10:00～18:00（最終受付 17:00）
参加費

：1,500 円（税込）／個

場所

：クラフトビブリオテック

■雪降るクリスマスのスノードーム
ドームに入れるクリスマスモチーフのフィギュアを自由に選
んで、世界に一つだけのオリジナルスノードームを作りまし
ょう。雪がひらひら舞い、北欧のホワイトクリスマスを思わ
せる、クリスマスにぴったりのアイテムです。
開催期間 ： 11 月 1 日（金）～ 12 月 25 日（水）
時間

：10:00～19:00（最終受付 18:00）

※11 月 5 日（火）のみ 10:00～18:00（最終受付 17:00）
参加費

：3,000 円（税込）／個

場所

：クラフトビブリオテック

■クリスマスの缶バッジ作り
お子様から大人まで人気の缶バッジ作りに、クリスマス期間
限定のテキスタイルを追加。クリスマスのイメージや温かみ
のあるカラーの生地から、お好きなデザインを選んでバッジ
作りを楽しんでください。メッツァビレッジのクリスマス限
定デザインの缶バッジも、ご用意しております。
開催期間 ：11 月 1 日（金）～ 12 月 25 日（水）
時間

：10:00～19:00（最終受付 18:00）

※11 月 5 日（火）のみ 10:00～18:00（最終受付 17:00）
参加費

：

テキスタイルバッジ（大）1,000 円（税込）／個、テキスタイルバッジ（小）800 円（税込）／個
クリスマスの缶バッジ 300 円（税込）／個

場所

：クラフトビブリオテック

＜ムーミン物語について＞
株式会社ムーミン物語は、2013 年 11 月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目
的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開
することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関
する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。2018 年 3 月には、日本における「ム
ーミン」のライセンスを一括管理する株式会社ライツ・アンド・ブランズを設立しました。
https://www.moomin-monogatari.co.jp/
＜埼玉県飯能市について＞
飯能市は都心からおよそ 50km。埼玉県の南西部に位置する豊かな自然と清流に恵まれた“水と緑”のまち
です。緑あふれる自然は、ハイキングや公園、水辺でのアクティビティ・レジャーのほか、子育てや余暇生
活にも充実した環境です。古くから豊かな森林と人々との共生によって、暮らしや文化・歴史、産業が育ま
れてきたことを背景に、2005 年 4 月 1 日に「森林文化都市」を宣言し、自然と都市機能が調和した、暮らし
やすいまちづくりに取り組んでいます。都心から一番近い森林文化都市は、遊びも暮らしも生き生きとした
魅力にあふれています。https://www.city.hanno.lg.jp/
＜公式サイト・公式 SNS＞
「メッツァ」公式サイト

：https://metsa-hanno.com/

「メッツァ」公式 Facebook

：https://www.facebook.com/metsavillage/

「メッツァ」公式 Twitter

：https://twitter.com/Metsa_Official

「メッツァビレッジ」公式 Instagram

：@metsavillage

「メッツァ」公式 note

：https://note.metsa-hanno.com/

「ムーミンバレーパーク」公式 Twitter

：https://twitter.com/metsamvp_info

「ムーミンバレーパーク」公式 Facebook ：https://www.facebook.com/moominvalleypark/
「ムーミンバレーパーク」公式 Instagram ：@moominvalleypark
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