
2,000品種100万本の優美なバラが咲き誇る
アジア最大級のバラの街を旅しよう♪

＃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

に参加しよう♪

場所／　近くの運河
初夏の風にのせて甘い香りが漂う運
河沿いはゆっくりとお散歩するのにも
おすすめ

7G 場所／　パレス ハウステンボス
森の中に佇む宮殿ではたくさんのバラ
たちがお出迎え♪ 絵に描いたような
美しい景観にうっとり

21K

場所／　ホテルヨーロッパ
クラシカルな最高級ホテルのロビーは
この時期だけ気品溢れるバラと香りに
包まれます♪

1I場所／　アムステルダム広場
ヨーロッパの街並みと華やかなバラに
囲まれながらゆったりとしたティータイ
ムを満喫

14G

バラの運河バラの運河 バラの宮殿

花の広場 バラのホテル場所／　アートガーデン
2,000品種のほぼすべてが集まるバラの
メインスポットはどこを撮ってもSNS映え！

1E
グランドローズガーデン
バラの世界権威、アラン・メイアン氏も絶賛した

※写真は過去の様子

※イメージ

ローズ
マーケットも
開催中！

お気に入りのバラを
お家で育てて
楽しもう♪

歌劇団の華麗なステージや
生花であしらわれたフロートのパレード

には心がはずむ！

ハロー！スプリングショー
華やかなショーで広場が賑やかに

場所／　アムステルダム広場14G

噴水広場がまるで絵本のような世界になって登場！
広場内ではジャイアントフラワーなど、

いたるところにフラワースポットが盛りだくさん♪

フラワータウン
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

※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～

シャイニングレビュー
～春のカンパネラ～

チームハピネスチームシャイン

　ミューズホール5D

5/9■日
千秋楽

場所／　花の広場（アムステルダム広場）14G

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

場所／パレス ハウステンボス前参道

あじさいの運河

あじさいロード

5/29土スタート

Impressionnistes
©Amgueddfa Cymru ‒ National Museum Wales

クロード・モネ《睡蓮》1906年
ウェールズ国立美術館所蔵

ミレーやコローの自然描写からモネやルノワール
の色彩のきらめきなど、名画の数々を最後まで
お楽しみください。

場所／　パレス ハウステンボス20K

5/10月まで

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。

ナポレオン、永遠の夢5/13■木スタートチームハート

音楽やショーで賑わう花の広場では
色彩豊かなあじさいが咲き揃う♪

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

宮殿へと向かう参道をお散歩しながら
お気に入りのあじさいを見つけよう♪

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

※写真は過去の様子

スプリングライト

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

建物の壁紙に次々と映し出される
迫力の映像イリュージョン！
魔法によって開かれる花の扉は
華やかな花で咲き広がる♪

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

街のイルミネーションとともに
バラも幻想的にライトアップ！

ナイトローズ
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

5/22土スタート

5.30 sun.2021 5.8sat. 5.30 sun.202120212021 5.8sat.

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



●Ⓐ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 10A 7D5A 9G 3I

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。『香るバラ』はロサ・ダマッセナの生花を
使用し、贅沢な香りに満たされます。
販売場所／　ワインの城、
　　　　総合売店10A5A

7G
9G 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10A 7D5A 9G 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 10A 7D5A 9G 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

フラワーシュフォンボブ
1,300円
ふんわりスポンジと生地の2層仕立てのチー
ズケーキ。フラワーフェスティバル期間限定
のパッケージはパステルカラーで気分も上が
るデザインです。
販売場所／　　　　　総合売店10A 7D5A 9G 3I

10A 7D5A 9G 3I

●Ⓐ

エディブルキャンディー 
小200円・大300円
食べ歩きでも楽しめるエディブルフラワー入りの
キャンディはSNS映え抜群のアイテム！
販売場所／　アンジェリケ3G

おしゃれをして場内を満喫！

バラのカタチの入浴剤
350円
まるでバラのような入浴剤。
色とりどりの7色のバラからお
気に入りのバラを見つけよう！
販売場所／　アンジェリケ、
　スキポール

3G
5A

バラの香りで
贅沢なリラックスタイム

デスクまわりを

明るく彩る♪

バラ祭におすすめ！

ローズミッフィーぬいぐるみ 2,900円
マスコットキーチェーン 1,600円
真っ赤なローズをイメージしたワンピースはとても
ミッフィーにぴったり♪ぬいぐるみの後ろには可
愛い刺繍が！
販売場所／　ナインチェ13G

ローズベア2021 愛花 2,600円
ずっと抱きしめたくなるような、ふわふわのローズ
ベア。首元のフリルとカメオがチャームポイント♪
販売場所／　リンダ3A

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

●Ⓑ
　ショコラ夫人の旧邸
お花畑モンブラン
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～

　とっとっと クロックマダムプレート
フランスで愛されるクロックマダムをとっとっと風にアレン
ジ！ カリッとした厚切り食パンの上にチーズと卵がとろ～
りとした絶品のワンプレート。
価格／1,300円

2H

　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

　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

　エルマーソ 花ぱっちょ
長崎の魚介や野菜を鮮やかに盛り付けた
海鮮サラダはこの時期にぴったり！
価格／1,700円

2H

　花の家 バラの庭園風ちらし寿司
ハウステンボスのバラ園をイメージした見た目
華やかなちらし寿司は初夏の季節に合った
さっぱりとした味わい。長崎県産の鯛の味噌汁
と一緒にどうぞ！　
価格／1,800円（17：00～茶碗蒸し・天ぷら
付きで2,600円）※提供時間 11：00～14：00

8I

　魚壱
魚壱「華」御膳
新鮮な魚介を使用し華やか
に盛り付けた海鮮丼やサクッ
とした天ぷら、長崎名物の五
島うどんまで全てセットになっ
た豪華なメニューは満足度上
がること間違いなし！
価格／2,000円

2H

　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

　悟空
薔薇のマンゴー杏仁パフェ
バラにとまった蝶 を々イメージして盛り付けた可愛らし
いパフェ。食べ進めるとマンゴーや杏仁豆腐などお楽
しみいただけます♪　価格／850円

2H

　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映えできちゃ
います♪
価格／各350円

2F

数量限定

数量限定

数量限定

数量限定

数量限定

数量限定

10食限定

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 Hotel Europe ホテルアムステルダム Hotel Amsterdam

フォレストヴィラ Forest Villa

1I

ドメーヌ・モンジャール・
ミュニュレ レ・ダム・ユゲット
グラス …1,400円

ボトル …10,000円

※イメージ

1G

1J

湖畔の森の健康レストラン
2J トロティネ

カジュアルランチ 大人…2,300円ほか

※緊急告知なしに営業内容が変更になる場合が
ございます。

※小人・幼児料金あり（税込・サービス料込）

季節のスペシャルディナー     

　 　（メインチョイス）…4,200円
※フルコース　6,000円（税込・サービス料込）

（税込・サービス料込）

※シニア割引、小人割引あり （税込・サービス料込）

（税込・サービス料込）

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。

鉄板焼

戎座コース（ディナー）…25,000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）

※イメージ

ランチコース     …3,100円
ディナーブッフェ …6,000円

（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～

※イメージ

※イメージ

※ご提供時間12：00～18：00

…4,000円（税込・サービス料込）

※イメージ

…1,600円～（税込・ サービス料込）


