
＃ハウステンボス＃お花ガールを
つけてInstagramに投稿してね！
お花グッズを身につけるか、
お花と一緒に撮影して豪華賞品を
GETしよう♪

＃お花ガール
インスタグラムキャンペーン
＃お花ガール
インスタグラムキャンペーン

※天候その他の事由により開花状況が変動する場合がございます。※写真は過去の様子

噴水広場がまるで絵本のような世界になって登場！ 広場内ではいたる
ところにフラワースポットが盛りだくさん♪

心ときめく幻想的な
アーティフィシャルフラワーの世界

場所／　アトラクションタウンMAPD

詳しくは
裏面を
CHECK！

グッズ
あじさいの季節におすすめ
のグッズも続々と登場！

スイーツ
初夏を感じるスイーツは
気分が上がる！

レインショー
LOVE RAIN ～心は雨のち晴れるよ～

場所／　アムステルダム広場
傘やレインコートなど使って軽やかにステップ♪

心躍るショーを楽しもう!

フラワータウン

場所／　パレス ハウステンボス前参道
宮殿へと向かう参道をお散歩しながら
色鮮やかなあじさいたちを楽しもう♪
期間中にはあじさいマーケットも開催！
お気に入りのあじさいを見つけて

お家で育てよう

あじさいロード

場所／　アムステルダム広場
あじさいに囲まれながらゆったりと

したティータイムを満喫

14G

花の広場

6/27日まで

14G

21K

場所／　・　付近の運河
運河にそって咲くあじさいと
ヨーロッパの街並みは
ハウステンボスならでは

あじさいの運河
9G6F

※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”

まぼろし千本桜
～愛と情熱のフィーバー～

ナポレオン、永遠の夢

チームハピネスチームハート

　ミューズホール5D

Impressionnistes

6月21日はミッフィーのお誕生日
ハウステンボスでは、6月を“ミッフィーマンス”として

楽しいイベントを開催

毎年恒例のミッフィー囲んでの
お誕生会。うさぎの耳をつけて、
みんなでミッフィーのお誕生日
をお祝いしよう。

2日間限定 ミッフィーのお誕生会

※雨天時は場所を変更する場合が
ございます。

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～

場所／　アムステルダム広場

6/1火～
6/30水

14G

みんなの人気者『ミッフィー』と
思い出の写真を撮ろう

※雨天時は、中止とさせていただきます。
※ミッフィーの移動、撮影時は直接の接
触を避け、距離を確保するようにご協力
をお願いいたします。

場所／　ナインチェ前
時間／15：00～15：15

5G

アムステルダム広場ステージでも
歌劇団とHTB天鼓のパフォーマンスをお楽しみいただけます。

場所／　パレス ハウステンボス20K

長崎を拠点に世界を旅するフォトグラ
ファー西澤律子氏が世界各地で撮影した
光と色鮮やかな作品を約200点展示。

西澤律子写真展西澤律子写真展

色と旅するじぶん時間色と旅するじぶん時間
me timeme time

※画像はイメージ

頭上を彩る約700本の傘たちが
初夏verになって登場！

ショーの時間／日没後 15分毎
場所／　　近く11D 14D

夜空に高く噴きあがる
日本最長85ｍの光と水と音楽
のパフォーマンスは圧巻！

場所／
　フラワーロード横運河2B

建物の壁面に次々と映し出される
迫力の映像イリュージョン！

場所／　スタッドハウス14G

幅66ｍの広大な光の滝からまるで
舞うように色鮮やかな花々が降り注ぐ

場所／　アートガーデン5E

レイングッズブランド「Wpc.TM」との
コラボレーション

6/19土、6/20日

光に包まれるあじさいロードは今だけの
特別な景色♪

あじさいライトアップ
場所／　パレス ハウステンボス前参道21K

7.9 fri.2021 5.31mon. 7.9 fri.202120212021 5.31mon.

状況により営業時間の変更や施設・イベントを休止する可能性がございます。予めご了承ください。

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

  本日の
ショースケジュール

各施設の営業時間

今日から使えておトク♪



グッズ

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

GOODS

花想い梅酒 各1,200円
（左から愛らしいもも・香るバラ・ときめくいちご）
ハウステンボスに咲き誇る花 を々イメージした
梅酒。芳醇な梅酒に桃果汁をブレンドした愛ら
しいももは、甘さが広がる女性に人気の梅酒。
販売場所／　ワインの城、
　　　総合売店10A5A

7G
3I

フラワー
フォンダンストロベリー
900円
白いホワイト生地にストロベリーの果実が
入った絶品のフォンダンストロベリー。
販売場所／　　　総合売店10A5A 3I

フラワーボールペン 650円
ボリュームのあるフラワーとボールペンが
一体に。1本でとても華やかな印象を与えてくれます。
販売場所／　アンジェリケ、　　　総合売店3G 10A5A 3I

フラワーストロベリークリームサンド
1,300円
パリッとした食感にふんわりとした福岡産あま
おうの甘い味が口の中に広がります♪
販売場所／　　　総合売店10A5A 3I

●Ⓐ

あじさいベア2021AMANE 3,000円
紫色のソフトな生地で作り上げたベアの首元に
は大きななリボンが♪足裏の刺繍もとっても
キュート。
販売場所／　リンダ3A

ブルームミッフィーぬいぐるみ 3,800円
花かごを持ったミッフィーがたくさんのお花に包
まれるのをイメージした可愛いぬいぐるみです。
販売場所／　ナインチェ13G

ナインチェ 金平糖缶 各600円
３色のカラフルな金平糖缶が登場！ 自分用にも
おみやげにもぴったりの手のひらサイズです。
販売場所／　ナインチェ13G

ぶうけ 1,000円
クッキー生地に甘いクリームを
包んだお菓子はまるで可愛い花束♪
何気ないティータイムのお供にどうぞ。
販売場所／　　　総合売店10A5A 3I

●Ⓑ

●Ⓐ花かんむり 1,600円
パステルカラーの花かんむ
りをつけてハウステンボスを
楽しもう！
●Ⓐフラワーネックレス
 1,200円

●Ⓑフラワーリング
 600円
手元、首周りがお花で華やかに♪
販売場所／　アンジェリケ、　　　総合売店3G 10A5A 3I

●Ⓒ

フラワーマスク（あじさい） 各700円
老舗寝具店「西川」が販売している100回洗えるマスクのハ
ウステンボスオリジナルデザインにあじさい柄が新登場！日本
製、吸水速乾、UVカット97％の機能も備わったマスクです。
販売場所／　アンジェリケ、
　　　総合売店10A5A 3I

3G

フラワーボトル 各1,400円
手のひらサイズのミニボトル。保湿、保冷効果が
高く、おでかけ時のかばんの邪魔をせず持ち歩
きできます♪
販売場所／　アンジェリケ、
　　　総合売店

3G
10A5A 3I

ローズカステラ 1,300円

長崎の老舗 梅月堂の職人が
丁寧に焼き上げたオリジナルカステラ。
上品な甘さとバラの香りがこだわりの逸品。
販売場所／　カステラの城14D

数量限定

　ピノキオ
ピノキオ特製ポテトと
ベーコンのピザ
有田焼の特注窯で焼き上
げた、自家製パンチェッタと
カリカリポテトがおいしい、
人気No.1のピザ。
価格／1,350円

2H
　ロード・レーウ
佐世保名物
レモンステーキ
佐世保名物レモンステーキ
を、地元長崎の醤油にレモ
ンの果汁を入れた自慢の
ソースでさっぱりとした風味
に仕上げました。
価格／1,750円

2H

　ダム 
キングダムバーガー
ベーコンやエッグを豪快
に挟んだボリューム満点
の佐世保バーガー。
価格／800円

8G

　ショコラ夫人の旧邸
お花畑のモンブラン
口の中でふわりと広がる和栗
の甘さとさっぱりとした塩バニラ
アイスが組み合わさった贅沢な
スイーツ。
価格／単品 1,800円
ドリンクセット 1,950円

7G

～初夏のおすすめメニュー～

　ピノキオ Fairy malizia（フェアリーマリッ
ツァ）～妖精のいたずら～
いたずらに倒された植木鉢の中から溢れ出すのは、
可愛い花 と々フルーツをあしらったそのぎ抹茶香るティ
ラミス。妖精の美味しいいたずらを召し上がれ！
価格／900円

2H

　チーズワーフ
バラのレアチーズ
～ピスタチオジェラート
添え～
色鮮やかなお花やフルーツで
彩ったプレート。ほのかに香る
バラの風味のレアチーズは
絶品。
価格／1,000円

11D

　ソーセージワーフ フラワートルティーヤ
たっぷり野菜とソーセージを包み込んだトルティーヤ。
彩り豊かなその見た目はまるで花束のよう！
価格／700円

9D

　ロード・レーウ
海老香る烏賊の花咲く
スープライス
海老の旨味が入った濃厚な
スープと中央にあるターメリッ
クライスは相性抜群！ スープに
は烏賊や野菜のお花が咲い
ている可愛らしい一品。
価格／1,500円

2H

　アムステルダム ガーデンレストラン
フルーツ冠のフレンチトースト
フルーツやエディブルフラワーを使用し花冠の
ようなフレンチトーストに仕上げました！
価格／1,000円

14G

　ダム 梅ささみカツバーガー
梅のタルタルソースとささみカツは蒸し暑い季節で
もさっぱりとした味わいでいただけます。
価格／800円

8G

数量限定

数量限定

数量限定

　エルマーソ 
花のカルパッチョ
新鮮な魚介類と野菜でお花をイメー
ジした彩り鮮やかな海鮮サラダ。
価格／1,700円

2H数量限定

　アムステルダム 
ガーデンレストラン

フラワークレープ
フルーツをふんだんに使用した
もちもち生地のクレープ。お花の
ようなかわいい盛り付けが特徴♪
価格／800円

14G

数量限定

　森のファンタジアカフェ
●㊨桃のフルーツタルト
●㊧ぶどうのフルーツタルト
初夏らしい爽やかな色合いのタルトは
見た目も可愛いくて食べるのがもったい
ない！ カクテルと一緒に頼めばSNS映え
間違いなし♪
価格／各350円

2F
数量限定GOURMETグルメ

HOTEL RESTAURANTホテルレストラン

※イメージ

フランス料理 デ アドミラル

※ディナーのみ、男性はジャケットの着用をお願い致します。また、男性
のハーフパンツ・ビーチサンダルでのご利用はご遠慮くださいませ。
（7～9月はジャケット不要です。）

（税込・サービス料込）

日本料理

長崎卓袱会席（ディナー） …17,000円
（税込・サービス料込）

※その他単品メニューもご用意しております。
（税込・サービス料込）

𠮷翠亭 京風会席 …10,000円～
至福のディナーコース…11,000円～

鉄板焼

戎座コース（ディナー）…25,000円
（税込・サービス料込）

ホテルヨーロッパ Hotel Europe1I

※ご提供時間12：00～18：00

…4,000円（税込・サービス料込）

…1,500円（税込・ サービス料込）

※イメージ

※イメージ


