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GOODSGOODS

今年は、ミッフィーショーを毎日
開催！ミッフィーと歌に合わせて
一緒に踊ったり楽しい時間を過
ごしましょう。

ミッフィーと思い出の1枚を撮ろう。

6/21はミッフィーのお誕生日。
みんなで祝うイベントでは、ミッ
フィーが登場！参加型ゲームも。

場所／　アムステルダム広場14G

オランダの旗を持って木靴を履
いたミッフィーは、日本ではハウ
ステンボスでしか会えない特別
なミッフィーです。
価格／ 3,000円

ふわふわのカステラ生地の中に
はカスタードとチョコレートが
入っています♪お土産に人気の
商品です。
価格／ 950円

GOURMETGOURMET

9G

8G
14G

①公式InstagramかTwitterをフォロー 
②場内で「ミッフィー」の写真を撮って
＃ハウステンボス＃ミッフィーをつけて投稿しよう！
③　   スーベニアのスタッフに提示すれば
「ハウステンボス30周年 ミッフィーポストカード」が手に入る。

ミッフィーの形の酢飯ごはんに
かわいいお花型の具材を盛り付
けました。
和風スープもついています。
価格／1,500円（単品1,200円） 販売店舗／　ナインチェ5G

販売店舗／　ナインチェ5G

ナインチェカフェ5G

受付／　ナインチェ5G

場所／　ナインチェ前5G

場所／　アムステルダム広場14G
場所／　アムステルダム広場14G

ロード・レーウ、
ピノキオ、　　 とっとっと、
ソーセージワーフ、　　 ダム、
アムステルダムガーデンレストラン、
カフェデリ プリュ スキポール

・かくれミッフィーをさがそう

・ミッフィー花時計

雨でも安心！

5G

毎日
開催

ダブル
チャンスで
豪華賞品も！

毎日
開催

その他のイベント・グルメ・
グッズの情報はこちらから

check！

他にもイベントがたくさん

今年のメインスポット　   パサージュでは、
グッズ・グルメ・体験すべてが楽しめます。

今年は場内8店舗で楽しめる 30周年グッズやミッフィーマンスグッズが登場！

9D

2H
2H

2H

2H

ミッフィーショー

ベーシックミッフィー
ぬいぐるみ

ナインチェ　
かすてらまんじゅう

かわいい映えグルメを
味わおう

ミッフィーマンスSNSキャンペーン

バースデーお花ずしセット

ミッフィーにあいにきてね
～ミッフィーのフォトサービス～

ミッフィーのお誕生会
開催日：6月の土日・6/21

　パレス ハウステンボス20K

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”

ドラマティック・レビュー
「天空の恋歌」

　ミューズホール5D

チームハート

「Legendary Story
～王家を継ぐ者たち～」

チームフラワー

※天候やその他の事由により開花時期は変動する場合があります。

初夏の花の街 ～バラとあじさいの祭典～ 

フラワーパサージュ初夏Ver.フラワーパサージュ初夏Ver. ゆりゆり

場所／　パサージュ5G
あじさいやゆりなど季節の花で彩
る幻想的でロマンティックな空間。

美しいゆりの甘く芳しい香りに
包まれる。

フラワータウンフラワータウン華やかなショー華やかなショー
あじさいの街をもっと楽しむあじさいの街をもっと楽しむ

カラフルでアーティスティックなフラ
ワーが彩る人気のフォトスポット！

※過去の様子※過去の様子

歌劇団やエンターテインメントチーム、
ちゅーりーによる心躍るステージを！

14G場所／　アムステルダム広場

14G場所／　アムステルダム広場

場所／　付近 アトラクションタウン12D

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。

ハウステンボスの３０年展
写真で振り返る

「ハウステンボスのバラ」画・名嘉睦稔

沖縄を代表する木版画家 名嘉睦稔氏
が手掛ける約90点もの作品で、「花」と
「光」を楽しみませんか。

名嘉ボクネン展
-美ら花、美ら光-　　　6/27月まで

6/25土～

6/27月まで

初夏のこの時期は花と光の
幻想的なコラボレーションが
場内を埋め尽くす

ヨーロッパの街並みの中で
美しく色づくあじさいを
巡りませんか？

あじさいロード
場所／　近く パレス ハウステンボス
宮殿へと向かう参道では色や形が異な
るあじさいを見比べながら散策を楽し
める♪近くにはあじさいマーケットも！

21K

ライトアップされた街並みとともに
あじさいも光に照らされて輝く。

夜のあじさい
場所／　パレス ハウステンボス21K

広場にある王冠
内花壇にはピンク
の色で可愛らしい
オリジナル品種の
あじさい「ハウス
テンボス」も！

場所／　ホテルヨーロッパ
クラシカルホテルも、
あじさい一色に。

1I

あじさいのホテル

場所／　アムステルダム広場
あじさいが溢れる広場で
ティータイムをしながら
ミュージシャンの
生演奏を楽しめます。

14G

花の広場check！

まるで建物が動いているような不
思議な映像イリュージョン。季節限
定の演出をお見逃しなく！

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
落ちる広大なイルミネーションは圧巻。

場所／　アートガーデン5E

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／　光のファンタジアシティ～
　アムステルダムシティ間の運河

ヨーロッパの街並みと
あじさいが一緒に見られるのは
ハウステンボスならでは！

あじさいの運河
MAPF

MAPG

までまで

6/26sun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

各施設の営業情報

7.8fri.2022 5.30mon.

ちゅーりーのLINEスタンプ配信中check！
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



Palette of garden 入浴剤
（チューリップ、ローズ、あじさい）
各400円
ハウステンボスの旅の想い出をゆったりと
バスタイムで振り返るのもおすすめです。
販売場所／      アンジェリケ

ミッフィーカチューシャ
1,900円
ハウステンボスオリジナルデザインの
ミッフィーカチューシャが新登場！
ミッフィーと一緒にハウステンボスを楽しめます♪
※6月中旬発売予定
販売場所／　ナインチェ

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

いちごクリームサンド
1,100円
福岡県産のあまおう苺を使用。苺の香りと甘
酸っぱいふんわりクリームをお楽しみください。
販売場所／　　　　　　　　　　総合売店10A 7D5A 9G 3I

いちごミルク餅
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／　　スキポール5A 10A5A 9G 3I

3G

エディブルフラワーキャンディ
350円
食べられるお花「エディブルフラワー」をとじこ
めたレモン風味の可愛いキャンディです。
販売場所／      アンジェリケ3G

Palette of garden グラス
（チューリップ、ローズ、あじさい）
各1,000円
ぽってりとした形が可愛いタンブラー。
淡いパステルカラーがポイントです。
販売場所／      アンジェリケ3G

5G
10A 7D5A 9G 3I

3A 5G

ちゅーりーマスコットキーチェーン
Ⓐちゅーりー　1,800円
Ⓑちゅーりーガール　2,200円
Ⓒベビーちゅーりー　1,600円
バッグやポーチに付けてちゅーりーと一緒に
お出かけしよう。お友達とお揃いで持つのにも◎。
販売場所／      リンダ、      クート、
　　　　　総合売店

アソートクッキー
フラワーアート缶
1,100円
ピンクの花々が可愛い！ときめくフラワーアート缶
にクッキーを詰め込みました。
販売場所／　　　　　　　　　　 総合売店10A 7D5A 9G 3I

14D

ローズカステラ
1,200円
バラの香りがふんわり優しく香るカステラ。
販売場所／　　カステラの城

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

グッズ GOODS

7G 7G

長崎県時津産巨峰ワイン
2,800円
少しグレーがかった淡いルビー色が美しく、濃縮
度が高いフレッシュ感のあるワイン。生ハムフ
ルーツや春らしいフレュシュないちごを使用した
デザートにも相性ばっちりです。
販売場所／　　ワインの城、　　九州の城、
　　
　　　　　　　　 

はなかんむり あじさい
1,600円
人気のはなかんむりにあじさいが登場！
初夏限定のはなかんむりで可愛く
写真撮影をしよう♪
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

数量
限定

3A2A

10A 7D5A 9G 3I
3G 20K

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
ぬいぐるみとマスコットが登場！お祝いのバルーン
を持っています。
販売場所／　ナインチェ5G

Ⓐ

Ⓑ

数量
限定

総合売店

　魚壱
長崎名物「五島うどん」つけ麺と
ミニ海鮮丼膳
長崎名物「五島うどん」を、炙った鯛のあらで出汁をとった
特製つけ汁でお召し上がりください。お花のようなミニ海
鮮丼までついてくるお得な一品です。　価格／1,800円

2H

　悟空

プリンセスマンゴーの完熟プリン
佐世保産プリンセスマンゴーを使用した濃厚な甘みの
プリン。ココナッツミルクソースをかけると味の変化を楽
しめる2度おいしい一品です。　価格／650円

2H

その他の初夏の
グルメ＆スイーツ
メニューをcheck！

　タワーシティテラス
島原ポークソーセージのフラワーバーガー
地元島原産ポークソーセージで彩りあるお花をイメージし、
食べごたえはもちろん、見た目もかわいらしい一品です。
価格／800円（フライドポテト付）

2H

　花の家　じげもん豚の庭園風蒸し
野菜パウダーを練り込んだ生地の中に地元の豚ひき肉を
閉じ込め、バラの花のように仕上げた蒸し料理。胡麻ドレッ
シングとポン酢でお召し上がりください。　価格／1,500円

8I

　カフェデリ プリュ　

ごろごろピーチパブロバ
メレンゲをふっくらサクッと焼いた生地にクリーミィな生
クリームとベリー＆ピーチをトッピング。ベリーの甘酸っぱ
さとアイスクリームが、夏にぴったりのデザートです。　
価格／1,500円

2H

　チーズワーフ2F
長崎ブランドトマトのカプレーゼ
～初夏の香り～
地元の野菜をふんだんに使用し、色鮮やかな初夏のお花
畑をイメージしました。ブッラータチーズとご一緒にお召し上
がりください。　価格／1,500円

11D

　ガーデンレストラン　
ハウステンボスブルーベリーの
フレンチトースト
人気のフレンチトーストにハウステンボスで収穫したブ
ルーベリーをふんだんに使用した贅沢な一品です。
価格／1,200円

14G
　エルマーソ

フラワーパンナコッタ
濃厚なパンナコッタを華やかなエディブルフラワーで
彩った、爽やかな初夏を感じさせる一品です。
価格／650円

2H

数量
限定

数量
限定

数量
限定

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。

※提供時間/11：30～14：30（13：30ラストオーダー）

※店休日がございます。公式WEBページをご確認ください。

鉄板焼 （完全予約制）

日本料理

祝祭御膳（月替わりの御膳）…4,500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

…4,000円（税込・サービス料込）

…1,200円（税込）
アンカーズラウンジショップにて販売中。

※提供時間/12：00～17：00

…2,000円～（税込・ サービス料込）
※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/17：30～21：30（20：30ラストオーダー）

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 ～6/30まで～6/30まで

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。

マンゴーとメロンを使用した贅沢な
フローズンカクテル …各1,500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）

長崎の恵みランチコース…3,100円

（税込・サービス料込）ファーストサマーブッフェ …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

※イメージ※イメージ


