
お花で彩られたフロートやキャストが場内を巡る

歌劇団や和太鼓チームなどによる春の心躍る
ショーも必見！

アーティスティックなお花で彩られた
スポットで写真撮影

広大なヨーロッパの街並みを
色とりどりのチューリップが彩る
心ときめく季節

花の街の祝祭 2022.2.26sat. ▶5.6fri.

※天候その他の事由により開花状況は変動する場合がございます。

※4月中旬～順次、初夏の花に切り変わります。

※4月中旬～順次、初夏の
　花に切り変わります。

オランダの春を代表するキューケンホフ公園を
イメージした花壇も新登場！

詳しくは裏面をcheck！

　場所／　アムステルダム広場14G

　場所／　アムステルダム広場14G 　場所／　付近 アトラクションタウン

アトラクションタウン～
                      

フラワーパサージュ
Spring Ver. 場所／　パサージュ5G

ヨーロッパ調のアーケードがチューリップ
（3月）やカーネーションなど春の花に包
まれる幻想的な空間に

12D

※画像はイメージ※画像はイメージ

MAPD
MAPG

21K　場所／　パレス ハウステンボス前庭

　場所／　付近 バスチオン2D

ハウステンボスが命名したオリジナル品種
10万本が咲き誇る

　場所／　ホテルヨーロッパ1I

ホテルヨーロッパのロビーでは
チューリップの作品を展示

王冠と蝶のモニュメ
ントが目印のフォトス
ポットではチューリッ
プも一緒に楽しめる

アムステルダムシティ

鮮やかなチューリップが出迎える異国情緒あふれる街並みを満喫♪鮮やかなチューリップが出迎える異国情緒あふれる街並みを満喫♪
　場所／　フラワーロードMAPB

見頃/3月中旬～4月上旬(予定)

華やかなステップで春をお祝い！

フラワータウン

メイポールダンス

春の華やかなショー

フラワーパレード

※公演スケジュールは公式WEBサイト
にてご確認ください

レビュー HTB

天 鼓

力強い和太鼓などを融合した新たなエンターテインメント

料金／プレミアム席 1,000円・SS席 500円　※公演スケジュール・タイトルは都合により変更す
る場合がございます ※公演スケジュールは公式WEBサイトにてご確認ください

歌劇ザ・レビュー ハウステンボス
歌劇を超える“LIVE歌劇”

ハッピークラシカル
～春夏秋冬の奏～

ファンタジー
ミュージカル孫悟空

　ミューズホール5D

4/11■月
千秋楽

チームハピネス

チームハート新作チームハート

エッシャー
と

オランダ展 
世界有数のエッシャー

コレクションによる異次元体験

4/10日
まで

4/23土
スタート

3/19土
スタート

チームシャイン

4/15■金スタート

6/27■月まで

まるで建物が動いているような不思
議なマッピング。季節限定の映像を
お見逃しなく！

場所／
　アムステルダム広場花時計前14G

夜空からアートガーデンへと流れ
落ちる広大な景色は圧巻

場所／　アートガーデン5E

光り輝く街並みとチューリップが織り
なす幻想的な世界。昼とは違う景色
に魅了されること間違いなし。

場所／場内各所

楽しげな曲に合わせて
チューリップが輝くショーを毎夜開催！

場所／ フラワーロード

日本最長85ｍ！軽快な音楽に合わ
せて光の噴水が躍動する、迫力の
ショー

場所／　フラワーロード横運河2B

約700本の傘が頭上を彩るアンブ
レラストリート。この時期だけの特別
な装いに♪

約700本の傘が頭上を彩るアンブ
レラストリート。この時期だけの特別
な装いに♪

場所／　アトラクションタウン11D

場所／　パレス ハウステンボス20K

場所／
　パレス ハウステンボス20K

世界有数のエッシャーコレ
クションをはじめオランダ
にまつわる9，000点もの
収蔵品から選りすぐりの作
品を展示。

M.C. エッシャー「滝」1961年

「ハウステンボスのバラ」画。 名嘉睦稔

All M.C.Escher works
©Escher Holding B.V.
-Baarn-the Netherlands

開業30周年記念として、ハウステンボスの歴史や
懐かしの風景、お客様から募集した写真の展示
を行います。

場所／　パレス ハウステンボス20K

沖縄の風景などを光と花々を「裏手彩色」を施した木版画で
表した約90点もの作品を楽しみませんか。

場内で見つけた「春」を写真に撮ったら

をつけてTwitterまたはInstagramに投稿
してね！投稿を　　お菓子の城のスタッフ
に提示すると全員に素敵なギフトが♪さ
らに、「ちゅーりー」を見つ
けて投稿すると抽選で豪華
賞品がもらえる！

ハウステンボスの３０年展
写真で振り返る

夜まで春らしさ満喫！
イルミネーションも春ver.に変わって登場

まばゆい光が辺りを優しく包む、
ロマンティックな夜
ロマンティックな夜
ロマンティックな夜
ロマンティックな夜
ロマンティックな夜

詳しくはこちらをCheck！▶

#ハウステンボス #フラワーフェスティバル

名嘉ボクネン展-美ら花、美ら光-

探偵テンボスに春・初夏の新コースが登場！華や
かな季節の中でみんなと謎解きで盛り上がろう！

探偵テンボスと
謎じかけの王国

#フラワーフ
ェスティバ

ル#ハウステ
ンボス

場所／　謎解き探偵事務所12D

MAPB

7G

4/10日
まで

4/10日
まで

イベント情報などリアルタイムでお届け!

twitter Instagram

LINE

500円分クーポン
プレゼント！

お友だち登録で

今日から使えておトク♪

記載内容は予告なく変更となる場合がございます。詳しくはWEBサイトをご確認ください。

  本日の
ショースケジュール

各施設の営業時間

5.6 fri.2022 2.26sat.

ちゅーりーのLINEスタンプ配信中check！
ハウステンボス

マスコットキャラクター
ちゅーりー

※画像はすべてイメージ



ルーク＆ルーナ カチューシャ
各1,800円
ハウステンボスの新キャラクター
ルーク＆ルーナのカチューシャ♪
他にも6種類あるのでペアや
モチーフ違いのコーデも楽しめます。
販売場所／      クート、      リンダ、　　　
　　　　　総合売店

ルーク＆ルーナ ぬいぐるみ
大：4,000円
小：2,500円
ハウステンボスの新キャラクター
ルーク＆ルーナのぬいぐるみ。おなかと足裏の
チューリップモチーフがチャームポイント。
販売場所／      リンダ、      クート、
　　　　　総合売店

ハウステンボス30周年
ミッフィーぬいぐるみ
Ⓐぬいぐるみ 3,800円
Ⓑマスコットキーチェーン 各1,900円
ハウステンボスの30周年を記念したミッフィーのぬい
ぐるみが新登場！お祝いのバルーンを持っています。
販売場所／　ナインチェ、
　　　　　総合売店

ショッピングの城 公式SNSをチェックハウステンボス通販 ショッピングの城
おうちでもハウステンボスのおみやげが買える！
定番から季節限定商品、歌劇ザ・レビューハウステンボスの
グッズまで！そのほか、ギフト商品も取り揃えています。

商品情報やお得なキャンペーン情報を配信しています。

InstagramFacebookTwitter

3A2A

グッズ GOODS

チューリップサブレ
6枚入り： 650円
12枚入り： 1,200円　
良質なフレッシュバターをたっぷり使い、
可愛いチューリップの形に焼き上げました。
販売場所／　　　　　総合売店10A 7D5A 9G 3I

10A 7D5A 9G 3I

3A

ちゅーりーチョコマシュマロ
600円
可愛いちゅーりーのイラストがプリントされたチョ
コマシュマロ。7種類の絵柄が入っています。
販売場所／　リンダ、      LOGOショップ、
　クート、　　　　　　　　　　総合売店
※販売予定：3月中旬

10A 7D5A 9G 3I

10A 7D5A 9G 3I

5G

5G

はなかんむり チューリップ
1,600円
チューリップの花かんむりはこの春限定！
フォトスポットで可愛く写真撮影しよう♪
販売場所／      ナイアンローデ、      リンダ、
      アンジェリケ、      パレスショップ、
　　　　　総合売店
※画像はイメージ

10A 7D5A 9G 3I

10A 7D5A 9G 3I

3G

30周年シュフォンボブチーズケーキ
1,300円
ハウステンボス王道のチーズケーキが30周年
のパッケージになって登場！2層仕立ての濃厚
なチーズケーキにレモンの風味を加えてすっき
りとした後味にこだわりました。
販売場所／      チーズの城、
　　　　　　　　　　 総合売店10A 7D5A 9G 3I

6G

20K

13G

10A 7D5A 9G 3I

3A 5G 10A 7D5A 9G 3I

10A 7D5A 9G 3I

3A

3A

5G

5G

ちゅーりー ぬいぐるみ
1,800円
リニューアルしたちゅーりーの
ぬいぐるみは思わず抱きしめたくなる可愛さ。
販売場所／      リンダ、      クート、
　　　　　総合売店

30周年記念キーホルダー
800円
ステンドグラスのように奥が透けるカラフルな
リングキーホルダーは記念に買ったり、
お土産に渡しても◎
販売場所／　LOGOショップ、
　　　　　総合売店

10A 7D5A 9G 3I
7G

チーズケーキ （heerlijk）
2個入：    500円
4個入り：1,000円
コクのあるクリームチーズを使ってしっとり
焼き上げました。クリームの酸味と香りづけのレモンが
ほんのり効いた食べきりサイズのチーズケーキです。
販売場所／      お菓子の城、
　　　　　　　　　　 総合売店 10A 7D5A 9G 3I

ストロベリータルトクッキー
12枚入り：  800円
21枚入り：1,300円
いちごチョコをたっぷり使用した
キュートなハートの形のタルトクッキー。
販売場所／　　　　　　　　　　 総合売店

いちごみるく餅
600円
いちご風味のピンクのお餅に、やさしい
味わいのミルククリームが入っています。
販売場所／　　　　　　　　　　 総合売店

Ⓐ

Ⓑ

5G

数量
限定

　ピノキオ
蛤とカブのクリームリングイネ　
春色3色のソース
はまぐりの旨みとかぶの優しい苦みが特徴のクリームリン
グイネに、赤黄のパプリカとかぶの春色３色のソースで彩
りを添えました。　価格／1,800円

2H

　ダム　タマゴの花咲くフラワーバーガー
ふわふわのピンクバンズの中に、目玉焼きの花が咲いた
見た目がかわいいハンバーガーです♪　価格／1,000円

8G

　ソーセージワーフ

帰ってきたスリーベリーバーガー
サクサク生地に挟んだベリーいっぱいのショコラドーム
に、あつあつのソースをかけて味わうスイーツバーガー。
価格／700円  ドリンクセット800円

9D

　ショコラ夫人の旧邸　
ショコラ夫人のいちご畑モンブラン
ショコラ伯爵と夫人の思い出のお花畑を、旬のいちご
やエディブルフラワーで演出した、大人気モンブランの
新メニュー。　価格／1,800円  ドリンクセット1,950円

7G

その他の春グルメや
ストロベリーフェア
メニューもcheck！

　花の家　桜熟成サーモンづくし【松・竹】
独自の味付けと桜の葉で臭みを消し旨味を凝縮させた
サーモンを堪能できる季節感たっぷり4品と、【松】は白味
噌仕立ての鍋、【竹】は浅蜊の味噌汁が楽しめます。
価格／【松】3,000円 【竹】2,000円

8I

　とっとっと　
たっぷり苺とミルクセーキのクレープ
長崎名物ミルクセーキと苺をたっぷり使用したスペシャ
ルなクレープ。甘いひとときをお過ごしください。　
価格／1,000円

2H

　チーズワーフ
雲仙島原鶏とカマンベールの焼きカレー
～春野菜添え～
柔らかく風味豊かな島原鶏と焼いたカマンベールが相性
抜群！この春限定のイチ押しメニューです。
価格／1,650円

11D

　ビッケンビッケン

いちご姫ソフト
福岡県産「あまおう」を使用
した贅沢なソフトクリーム。
フレッシュいちごといちご
ソースをトッピング！
価格／500円

5I

GOURMETグルメ

HOTEL RESTAURANTホテルレストラン

ホテルヨーロッパ1I

ホテルアムステルダム1G

フォレストヴィラ1J

フランス料理 デ アドミラル

※提供時間/17：30～20：30
※ディナー帯のみ、男性の方は必ずジャケット着用にてご利用ください。

鉄板焼

日本料理

長崎卓状会席…17,000円（税込・サービス料込）
※提供時間/17：30～20：30

※提供時間/11：30～14：00
※提供時間/17：00～23：30

Hommage～オマージュ～コース
（税込・サービス料込）…16,000円

※イメージ

…4,000円（税込・サービス料込）
※提供時間/12：00～17：00

…各1,800円～（税込・ サービス料込）

※提供期間/～4/24まで
※提供時間/17：30～23：30

戎座コース…25,000円 
（税込・サービス料込）

※提供時間/17：30～20：30

湖畔の森のカジュアルレストラン 2J トロティネ
カジュアルランチブッフェ

大人（中学生以上） …2,300円
小人（小学生以上） …1,600円
幼児（4歳以上） …700円

ウォーターマークホテル18I

※イメージ

※イメージ ※貸切日等でご利用いただけない場合がございます。

フラワーカクテル2種 …各1,200円
（税込・サービス料込）

オークラウンジワインサロン＆バーレストラン ア クールベール
（税込・サービス料込）

（税込・サービス料込）

花咲くランチコース …3,100円

（税込・サービス料込）春の菜食ブッフェ …6,000円

※イメージ

※イメージ

※提供時間17：30～19：00／19：30～21：00
※小人割引あり

※貸切日等でご利用いただけない
場合がございます。

ディナービュッフェ…4,800円（税込・サービス料込）
エクセルシオール

フェアカクテル…1,000円～
（税込・サービス料込）

スピンネーカーバー

※イメージ

※イメージ


