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PRESS RELEASE                     

2022年9月12日 

ホテル日航つくば 

 

～Hotel Nikko Tsukuba 40th Anniversary～ 

 

『HOLY STAR七海ひろきクリスマスディナーショー』 を開催 
 

【開催日】2022年 12月 18日（日） 
 

■ One Harmony会員先行受付  2022年 10月 17日（月）10時より 

■ 一般受付 2022年 10月 24日（月）10時より 

 

ホテル日航つくば（所在地：茨城県つくば市吾妻 1-1364-1、総支配人：髙田浩）は、2022年 12月 18日（日）

に、いばらき大使も務める、俳優・声優・アーティストの七海ひろきによる『HOLY STAR 七海ひろきクリスマスデ

ィナーショー』を開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『HOLY STAR 七海ひろきクリスマスディナーショー』は、元宝塚歌劇団 星組男役スターの七海ひろきを中

心に、宝塚歌劇団で活躍した十碧れいや、夢妃杏瑠、麻央侑希が歌やダンスにより華やかなステージをお届け

するクリスマスディナーショーです。 

開催当日は新型コロナウイルス感染症対策として、会場入口での検温とマスク着用の確認、アルコール消毒

を行っていただいてからご入場となります。また、3 密を回避するため、食事会場とショー会場を分け、各会場で

は席の間隔を十分に配慮した配席と、定期的な換気及び、什器備品等の消毒を実施して安心・安全を徹底して

参ります。なお、ショー会場「昴の間」においては、最大収容人数を制限して開催いたします。 

 

左から夢妃杏瑠、十碧れいや、七海ひろき、麻央侑希 
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●同時開催『いばらき特産品コーナー』について 

『HOLY STAR 七海ひろきクリスマスディナーショー』開催に合わせて、水戸納豆や梅干し・干しいもや吉原

殿中など茨城ならではの選りすぐりの特産品などを販売する『いばらき特産品コーナー』を本館ロビーに設けま

す。当日は、地域活性化活動に取り組んでいる「JAL ふるさとプロジェクト」による、地域を応援するために社内

公募により選ばれた現役客室乗務員『JALふるさと応援隊』にもお手伝いいただきます。 

 

【開催日時】2022年 12月 18日（日）11:00～19:30 

【開催場所】ホテル日航つくば 本館 1階ロビー 

【協 力】 JALふるさと応援隊／一般社団法人つくば観光コンベンション協会 

 

〈開催概要〉 

【タイトル】 HOLY STAR 七海ひろきクリスマスディナーショー 

【開催日】 2022年 12月 18日（日） 

【時 間】 昼の部：受付 11：00／食事 12:00～／ショー 14:00～ 

       夜の部：受付 16：30／食事 17:30～／ショー 19:30～ 

【会 場】 食事 ホテル日航つくば 本館 3階 ジュピター ほか／ショー ホテル日航つくば別館 1階 昴の間 

【料 金】 一般 ￥35,000 ／One Harmony会員 ￥34,000 

※料金には、料理・フリードリンク・消費税・サービス料が含まれます。 

※「One Harmony」はオークラ ニッコー ホテルズの会員プログラムです。チケット申し込み時の 

ご入会でも会員料金が適用となりますが、事前にご入会いただくとご予約がスムーズです。 

※One Harmonyポイントの積算はございません。 

 

【ご予約方法】 

■One Harmony会員／電話受付のみ 

会員先行受付：2022年 10月 17日（月） 10時より 10月 23日（日）18時まで 

■ 一般／電話予約のみ 

一般受付：2022年 10月 24日（木） 10時より  

 

ご予約：ホテル日航つくば 宴会予約 TEL. 029-853-8055 

・お一人様最大 4枚までお申し込み可能です。（昼／夜各部） 

・チケット発送にかかる事務手数料として 1回のお申込みにつき別途 500円を頂戴します。 

（チケット代と合わせてご請求となります。） 

・請求書の到着より 2週間以内にお振込みください。（振込手数料はお客様ご負担となります） 

・チケットのお渡しは振込確認後、全て郵送（11月下旬以降）となります。 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

・当日の参加者全員に体調を確認させていただく「体調確認シート」をご提出いただきます。 

・食事会場とショー会場は会場が別となります。全席指定、食事会場は相席となります。 

・座席は当日受付でご案内いたします。 

・乳幼児、未就学児童の参加はご遠慮ください。 

・ご入金後のキャンセルにつきましては返金いたしかねます。 

 

〈振込先口座〉 

常陽銀行 研究学園都市支店  （普） 1752393 

口座名義：カ）ツクバガクエンホテル 

※振込時の「ご依頼人様」にはフルネームをご入力ください。 
※お振込手数料はご負担願います。 
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【新型コロナウイルス感染症対策について】 

・ホテルの各入口では検温とマスク着用の確認、アルコール消毒を行っていただいてからのご入場となります。 

・受付前にも検温を実施いたします。なお、37.5度以上または体調不良の方は入場をご遠慮いただきます。 

・館内の不特定多数のお客様が触れる箇所では、医療現場でも使用されている「Dr. CLEAN」を使用し毎日 

除菌を行っております。 

・3密回避策として、食事会場とショー会場を分けて開催いたします。 

・各会場の換気は宴会場の空調システムで外気を取り入れての循環の他、航空機や新幹線等で使用されて 

いる空気清浄機を設置いたします。 

・飛沫感染防止策として、食事会場では隣の方との間に、クリアータイプのパーテーションを設置いたします。 

・マナーとして、食事と食事の合間はマスクの着用をお願いいたします。 

・ショー会場「昴の間」においては、最大収容人数を制限して開催いたします。 

・ホテル入口や会場付近にはアルコール消毒液を設置しております。 

・公演中はマスク着用をお願いいたします。 

・公演中の歓声、出演者へのお声がけはご遠慮ください。 

 

■ プロフィール 

七海 ひろき（Nanami Hiroki） 

宝塚歌劇団を退団後、キングレコードよりメジャーデビュー。舞台では『RED＆

BEAR』、『Color of Theater「ROSSO」』、『フランケンシュタイン-cry for the moon-』

で主演を務める。主な出演作として、舞台『刀剣乱舞』綺伝 いくさ世の徒花 細川ガラ

シャ役、舞台『ゲゲゲの鬼太郎』天邪鬼-リン役、TV アニメ『ヴィジュアルプリズン』イヴ・

ルイーズ役、『かげきしょうじょ!!』里美星役など。 

 

 

十碧 れいや（Toa Reiya） 

愛知県出身。2007年宝塚歌劇団に入団、星組に配属。 

『めぐり会いは再び 2nd～Star Bride～』で新人公演初主演、『アルカサル-王城-』で

バウホール公演初主演。2018年 7月に退団し、女優に転身。 

2019 年『暁の帝～朱鳥の乱編～』では主演を務め、その後『モンテ・クリスト伯』『通り

すがりの YouTuber』（2020）、『ル・シッド』（2021）、『見舞う男』（2022）などの話題作

に出演する他、幅広いジャンルで活躍中。 

 

 

夢妃 杏瑠（Yumeki Anru） 

2005 年宝塚音楽学校入学。2007 年宝塚歌劇団 93 期生として星組「さくら/シークレッ

トハンター」で初舞台。同年、星組に配属。 2010 年「宝塚花の踊り絵巻/愛と青春の旅

だち」にてエトワールを経験する。その後 2013 年台湾公演に参加。同年「ロミオとジュリ

エット」新人公演キャピュレット夫人役、2016 年「こうもり」ロザリンデ役を経験した後、

2018 年 2 度目となる台湾公演に参加。2021 年に以前新人公演で演じた「ロミオとジュ

リエット」キャピュレット夫人を再演、同年「柳生忍法帖/モアー・ダンディズム！」にて宝塚

歌劇団を退団。 
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麻央 侑希（Mao Yuki） 

宝塚歌劇団出身。2008年初舞台。 『ノバボサノバ』『The Lost Groly』新人公演主演。 

バウホール公演『アルカサル』W 主演ドンペドロ役。 2018 年宝塚歌劇団台湾公演に

出演。 2019年 10月退団。 

卒業後は『ルシッド』（ドンサンシュ役）、『春風外伝 2021』（徳川吉宗役）、夜明けのうた

（主演 緑川典子役）、バニーガール（主演 松岡麗役）、罠（フロランス役）。女役も男

役もマルチに演じる 

 

 

 

 

 

◆「ホテル日航つくば」について 

筑波山を望む、 四季の自然もお楽しみいただける国際都市「つくば」の中心に位置する洗練された次世代型ホ

テル。 ビジネスはもちろん、 レジャーや観光の拠点にもなるホテルです。 国際都市にふさわしく多様な会議施

設をはじめ、 和・洋・中のレストラン施設も充実。 贅沢なひとときと忘れられないステイをお約束します。 また、 

当ホテルは、 SDGs の活動に賛同し「育てよう SDGs の木」という取り組みを推進しています。 小さく芽吹いた

双葉が、 お客様、 地域、 社員からの栄養を受けながらたくさんの取り組みの枝葉を備えた大樹となるよう、 

私どもは多くの方に支えられた大きな“SDGsの木”を未来のために育てていきます。  

所在地：〒305-0031 茨城県つくば市吾妻 1-1364-1  TEL：029-852-1112（代） 

ホテル公式サイト ： https://www.nikko-tsukuba.com/  

育てよう SDGsの木 ： https://www.nikko-tsukuba.com/sdgs/  

 

報道関係者の方からのお問い合わせ先 

ホテル日航つくば 広報担当 横川 ／ 滝川 

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻 1-1364-1  TEL : 029-853-8112 

一般の方からのお問い合わせ先 

ホテル日航つくば TEL : 029-852-1112（代表） 


