
カーネーション（アート作品展）

大人気の花かんむりとアクセ
サリーをつけて春のハウステ
ンボスを楽しもう！

Spot

Gourmet
& Goods

期間中には季節の花をモチーフにした
グッズやグルメが登場！

心はずむショーが盛りだくさん！
楽しい催しで春の訪れを祝います

軽やかなステップで
春の到来を祝うダンス♪

歌劇団の華やかなステージに
心躍る！

ミュージシャンの生演奏など様々な
パフォーマンスを毎日開催！

色とりどりの生花を使ったパレードで
祝祭ムードを体感！

メイポールダンス

歌劇団によるレビューショー ステージショー

生花のフロートが走るミニパレード

Event

メイン会場／　花の広場（アムステルダム広場）14G

季節に合わせて
花が変わる「花の広場」で

可愛く写真を撮ろう♪

＃お花ガール
インスタグラムキャンペーン

フルーツ冠のフレンチトースト
場所／　ガーデンレストラン
フレッシュな長崎県産苺をたっ
ぷり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

宮殿の3階では高さ
約3mの虹のカーネー
ションが色鮮やかに
広がります♪
他にもフォトスポット
が登場！

コチラも
CHECK！

※イメージ

5/5■水まで 場所／　パレス ハウステンボス20K

詳しくは裏面をcheck！

＃ハウステンボス＃お花ガールをつけて
Instagramに投稿すると豪華賞品をGET
できる大チャンスが♪
詳しくはWEBサイトをcheck！

写真を撮ったら…

に参加！

※公演スケジュールは公式WEBサイト
にてご確認ください

※画像はイメージ

レイングッズブランド「Wpc.TM」との
コラボレーション

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

※「まぼろし千本桜」は4/10まで ハウステンボス歌劇学院7期生の初舞台公演も行います。

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

リアルとデジタルが融合する最先端の新エリアを体験しよう！！

銀河へ飛び立とう
　宇宙のファンタジア1F

光の花を作る秘密の研究所
　フラワーファンタジア1F

リアルではありえない
海の中の感動体験
　海のファンタジア4F

©SQEX

光と遊ぶ・楽しむ！
　アスレチックファンタジア5F

音と光のシンクロ体験
　カロヨンファンタジア3F

5/5■水
まで
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Impressionnistes
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

九州初公開の作品ばかり!
印象派で有名なクロード・モネの「睡蓮」も展示。

場所／　パレス ハウステンボス20K

音と映像の幻想体験
　アートファンタジア6F

光
白銀の世界
純白に輝くチャペルと10,000個
のクリスタルをまとったツリーが
織りなす白銀の世界。
一瞬で白銀に
包まれる点灯式は
見逃せない！

純白に輝くチャペルと10,000個
のクリスタルをまとったツリーが
織りなす白銀の世界。
一瞬で白銀に
包まれる点灯式は
見逃せない！

場所／アムステルダムシティ
点灯式の時間／日没後

MAP

G

頭上を彩る約1,000本の傘たちが
春verになって登場！

ショーの時間／日没後 15分毎

幅66ｍの広大な光の滝から
まるで舞うように色とりどり
の花が降り注ぐ

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／　アートガーデン5E

夜空に高く噴きあがる幅約
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

スプリングライト

場所／　　近く11D 14D

この春だけのスペシャルなエンターテインメント

5.7fri.20214.5 mon.

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。

2021 4.5mon.→5.7fri.

表紙は 2/1-2/26 号のレイアウトに戻していただけないでしょうか？
また今回は桜をイメージとしたデザインに制作をお願いいたします。

本日のショー
スケジュールをチェック

各施設の営業時間を
チェック



お
し
ゃ
れ

をし
て場
内を満喫♪

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ひろがります♪
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
のパッケージです。
販売場所／　　　　　総合売店

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

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

フラワーリキュール 1,700円
きれいな花がボトルの中に舞い込んだ
インテリアリキュール。
販売場所／　ワインの城、
　　　　　総合売店10A 7D5A 9G

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

●Ⓑ

●Ⓒ

エディブルフラワークッキー・
フラワーチョコレート
200円～
色鮮やかなお花のお菓子はプレゼントにも喜
ばれること間違いなし。
販売場所／　アンジェリケ3G

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10A 7D5A 9G 3I

10A 7D5A 9G 3I

フラワーフェスティバルベア
ぬいぐるみRente 2,800円
リバティプリントがとってもキュートなベア。
販売場所／　リンダ、
　　　　　総合売店

3A
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

●Ⓐ花かんむり 1,600円
パステルカラーの花かんむりを
つけて春の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、首周りが春のお花で華やかに♪
販売場所／　アンジェリケ、
　　　　　総合売店

3G
10A 7D5A 9G 3I

7Lucky Tulips ブーケ
小：1,000円
大：1,800円
小さくて可愛い木製のチューリッ
プはお部屋に飾ると一気にお
しゃれに。
販売場所／　オランダの館、
　　　　　総合売店

10G
10A 7D5A 9G 3I

フェアリーちゅーりーぬいぐるみ
1,700円
肌触りが良いふわふわのちゅーりーちゃんと
一緒におでかけしよう！
販売場所／　クート、
　　　　　総合売店10A 7D5A 9G 3I

5G

●Ⓐ

　ピノキオ 花時計のピザ
花時計をモチーフに旬の野菜とクリーミーな味わいの
濃厚ブッラータを丸ごと1個使用した絶品ピザ。
価格／2,200円

2H

　チーズワーフ 
花のチーズレモンリゾット
専用の削り器で削ったチーズはまるで花
びらのよう。レモンの酸味とパンチェッタの
旨味が堪らない！　価格／1,400円

11D

　花の家 
●㊧『花日和』膳
長崎産桜鯛の料理4種や長崎和牛ロースト
ビーフなど一膳で様々な料理が味わえます。
価格／2,000円（桜チョコ羊羹付き）
提供時間 11：00～14：00

●㊨桜チョコ羊羹と世知原茶セット
和菓子好き必見！桜型が可愛いチョコ羊羹。
地元の世知原茶とともにお楽しみください。
価格／600円

8I

　花の家 
さくら羊羹
和菓子好き必見！ 桜型のかわいい
洋館の下には、長崎県産の苺で仕
込んだ餡が
価格／600円

　ショコラ夫人の旧邸
お花畑のモンブラン
口溶けの良い和栗と甘
酸っぱい苺のアイスの組
み合わせは一度食べれば
やみつきに。
価格／1,800円

7G

　魚壱
オニオンフラワー 
和牛ローストビーフ丼
丸ごと１個のタマネギを使用したオニ
オンブロッサムと和牛のローストビー
フをのせた食べ応えある丼。
価格／1,500円

2H

　ロード・レーウ
ローストビーフサラダ花飾り
ローストビーフを花に見立てた、味はもちろ
ん見た目も楽しめる一品。
価格／1,800円

2H
　ソーセージワーフ
フラワーショコラバーガー
サクサク生地にフルーツと花を包み込ん
だショコラカップ。あつあつのソースをかけ
て召し上がれ♪
価格／850円

9D

　ダム エビカツさくら色バーガー
サクサクのエビカツと特製のタルタルソースは
相性抜群！ バンズは可愛い桜色♪
価格／800円

8G

限定10食 限定10食

数量限定
　悟空
苺の杏仁豆腐パフェ
甘酸っぱいフルーツ、滑ら
かな杏仁豆腐と、食べ進め
るほど味も食感も変わる食
べ応えのあるスイーツ。
価格／800円

2H

数量限定
　地中海レストラン エルマーソ
春の恵み 花のパエリア
花をモチーフに、旬の野菜をとシーフードで彩り鮮やか
に仕上げたボリューム満点の一品。  
価格／1,800円（お1人様） ※画像のパエリアは2名様分

2H

　　ソーセージワーフ 
灼熱!チーズ溢れる和牛ダブルバーガー

アツアツの鉄板に和牛を挟んだボリューム満点のバーガーが
登場！目の前でかけるチーズソースは豪快。　価格／1,800円

9DNE
W

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

※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

※急遽告知なしに営業内容の変更あり

※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・サービス料金込）
※GW期間（4/29～5/5）の夕食の営業形態は変更
になる場合がございます。

（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）

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

ストロベリーカクテル2種
…1,300円

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

…1,500円～（税込・ サービス料込）
※4/18～は九州産ストロベリーフェア


