
※展開場所により期間・品種は異なります 
※天候その他事由により開花時期は変動する場合があります
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Summer ver.Summer ver.

森のプール

場所／ ベイサイドステージ
チームエキサイトによる華麗な
ダンスショーやタヒチアンダン
スなど毎日開催！

5I

ノンアルコールビール
価格／500円～
子どもも楽しめるこども
びいるも♪
価格／650円

17：00～営業時間終了まで
ラストオーダーは閉店の30分前
夏の暑さをふきとばすキンキーンに
冷えたビールで乾杯

お酒が苦手でも安心！
ノンアルコールビール価格/500円～
子どもも楽しめるこどもびいるも♪
価格／650円

ヨーロッパ調のアーケードも
ひまわりを中心とした夏の花の装飾に

ロープにつかまって水上で
風を切ろう！

お好きな生ビールを3種類
選んで飲み比べ
料金／2,000円

枝豆や唐揚げなど定番の
おつまみからお酒と合う
ニューがたくさん
料金／500円～

直径50ｍの巨大プールや高さ約10ｍ、
全長約70ｍのメガスライダーを楽しめる！

今年はNEWスポットが誕生！
おすすめのひまわりスポットを散策しよう

流れるプールや
ジャグジーなどココロも
カラダもリラックスできる
屋内型リゾートプール

ターザンプール
噴水プールやベビープール、
お子様向けのエアスライダーも♪

7/16からは幻想的な
ナイトプールも楽しめる！

キッズプール

大きなひまわり
柄の可愛いバス

ひまわりの
花かんむりで
お姫様気分に♪

7/16からはSNS映え
ばっちりのナイトプールも！

今年は店内とテラスがランタンの
光に包まれ、ロマンチックに！

ビール祭を楽しもう！

南国感あふれるショー

グリルプレートや唐揚げ
などビールと合うメニュー
がたくさん
料金／500円～

お好きな生ビー
ルを3種類選ん
で飲み比べ
料金／2,000円

ビールによく合う
おすすめグルメ

お酒が苦手でも安心！
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7/16からは幻想的な
ナイトプールも楽しめる！

大きなひまわり大きなひまわり
柄の可愛いバス柄の可愛いバス

ひまわりの

場内にはいろんなところに

ひまわりがたくさん場内にはいろんなところに

ひまわりがたくさんひまわり
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その他のグッズは裏面をcheck！

check！

さらに

サマーナイト花火
約2,000発の花火を楽しもう

場所／ ベイサイドキッチン
営業時間／17：00～営業時間終了まで
ラストオーダーは閉店の30分前
夏の暑さをふきとばすキンキーンに
冷えたビールで乾杯

5I

※小学生以下は保護者（18歳以上）
の同伴が必要です。
※レンタル／タオル（200円）・水着（大
人用：男女1,500円）・浮き輪（無料）
※メガスライダーの利用制限：小学生
以上、身長120cm以上、体重20kg～
100kgの条件をすべて満たしている方
※キッズプールの利用制限：小学生以
上（エアースライダー）
※ターザンプールの利用制限：小学生
以上、身長150㎝以上の条件をすべて
満たしている方

場所／

／

場所／ 近く 
アトラクションタウン
期間／7月下旬～
　　 8月上旬（予定）

場所／場所／ 花の広場14G

    サンビリーバブル     サンフィニティ

場所／ フォレストヴィラ
　      ウェルネスセンター
時間／7/15まで9：00～　
　 　  19：00、
　　   7/16から9：00～
　　   閉園30分前
         ※18：00～19：00は
　　  中間クローズ
料金／600円（土日祝8/6～
　　   15は1,000円）

ベイサイドパーティプレイス
ノンアルコールビール
価格／500円～
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MAPB場所／ フラワーロード場所／ フラワーロード

ガーデンプール

ロープにつかまって水上で
風を切ろう！

ターザンプールターザンプールターザンプールターザンプールターザンプールターザンプールターザンプールターザンプールターザンプールターザンプール

5E場所／ アートガーデン　
時間／7/15まで9：00～19：00
　　 7/16から9：00～閉園30分前まで
更衣室／ タワーシティプラザ3H

2J

2D
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約2,000発の花火を楽しもう約2,000発の花火を楽しもう

サマーナイト花火
約2,000発の花火を楽しもう約2,000発の花火を楽しもう

サマーナイト花火
約2,000発の花火を楽しもう

期間期間
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期間期間

時間

期間期間

時間 20：30～20：4520：30～20：4520：30～20：4520：30～20：45
8/8/8/8/8/6・7・6・7・11111111～15・20・2115・20・218/6・7・11～15・20・21

場所／ ハーバータウン海上MAP I

全10種類
以上！

※直営ホテルご宿泊者は300円（土日祝・8/6～15は500円）
※ナイトプールは18歳以上限定
※直営ホテルご宿泊者は300円（土日祝・8/6～15は500円）
※ナイトプールは18歳以上限定

頭上に広がる約700本の傘がにぎやか
な曲に合わせて光躍るショーは必見。

ショーの時間／日没後 15分毎
場所／　　近く11D 14D

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

海と夏をテーマとした、季節限定の
映像は迫力満点！

場所／ スタッドハウス14G

夏はリズミカルな音楽でプールの噴水と
リンクした演出に！ガーデンプールからの
眺めは壮観。
※7/16～ウォーターキャノンショーと一緒に楽しめます。

場所／ アートガーデン5E

音楽が流れると、広場の中心に佇む
ドームが華やかに光り出す！

場所／ 光のファンタジアシティ1F

※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

場所／
アトラクションタウン6D

この街で過ごす夏の夜は
きっと忘れられない思い出になる。

8D

「Legendary Story
～王家を継ぐ者たち～」

チームフラワー

ドラマティック・レビュー
「天空の恋歌」

チームハート

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
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

歌劇ザ・レビュー ハウステンボス歌劇ザ・レビュー ハウステンボス
歌劇を超える“LIVE歌劇”

ミューズホール5D

8/30■火
千秋楽

新作チームハートチームハートチームハートチームハート 9/3■土スタート

7/16土オープン

キッズ向けの屋内型施設
がこの夏登場！滑り台や
ボールブランコなどたくさ
んの遊具で思いっきり遊
ぼう！

事前予約制※当日空きがあれば予約がなくてもご入場いただけます。

ブラックユーモア溢れる作品で世界を
席巻したバンクシーの作品66点とスト
リートアートの世界を楽しもう。

BANKSY 《Girl with Balloon》
Serigraph on paper

2004

場所／ パレス ハウステンボス20K

歌劇団によるレビューショーやチームエキサイトによる
エネルギッシュなダンスに心躍る！

場所／ アムステルダム広場14G

※天候により制作・展示期間は変更となる場合がございます。
場所／ アトラクションタウン運河沿い

制作／ 7/9（土）～12（火）　展示／ 7/13（水）～ 9/5（月）

9/5月
まで

◀ご予約・
新施設の
詳細は
こちらから
check！

NE
W

ハッピーサマー
SNSキャンペーン
ハッピーサマー
SNSキャンペーン ホテルヨーロッパペア宿泊券やマリエラディ

ナークルーズなど豪華賞品を抽選で最大
20名様にプレゼント！賞品は投稿数に応じ
て増える＆ランクアップ！
みんなで参加してプレゼン
トをゲットしよう！

詳しくはこちらをCheck！▶

❶ハウステンボスで「この夏の思い出」を撮影
❷#ハウステンボス #夏旅をつけてTwitter
またはInstagramに投稿してね！

場所／ アムステルダム広場G

場内中心広場での
ステージショーも見逃せない！

～キッズワールド～ファンタジーフォレスト
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

9.9fri.2022 7.9sat.

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

9.99fri.

※画像はすべてイメージ



数量
限定

ルーク＆ルーナ　
ぬいぐるみ・キーホルダー
Ⓐぬいぐるみ 　各2,800円
Ⓑキーホルダー　各1,300円
季節限定のひまわりの衣装でおしゃれした
ルークルーナのぬいぐるみとキーホルダーが登場。
麦わら帽子がチャームポイント。
※ぬいぐるみは7月中旬発売予定
販売場所／      リンダ、　　フォンデル、　　クート、　　 
　　シーブリーズ、　　LOGO（Ⓑのみ）

花束コサージュ
850円
ボリュームある花束コサージュ。お花とシースル
ーのリボンが胸元を華やかに演出します。
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

ちゅーりー
フォーチュンクッキー
850円
キャラメル風味のクッキーをパキッと割ると
中からおみくじが！ひまわり色のドレスを着た
ちゅーりーちゃんとワクワク運試し♪
販売場所／      リンダ、　　クート、
　　　　　　　　　　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

ハウステンボス30周年ミッフィーぬいぐるみ
3,800円
ハウステンボスの30周年を記念したミッフィーの
ぬいぐるみが登場！お祝いのバルーンを持ってい
ます。※7月下旬入荷予定
販売場所／ ナインチェ

5G

パスタスナック
450円
独自の特殊製法で後味さっぱりカリカリ食感。
豊富なバリエーションで、あきずに楽しめます。
ビールやワインのおつまみにも最適です。 
※７月中旬発売予定
販売場所／　　　　　　　　　　総合売店

はちみつレモンカステラ
800円
はちみつとレモン果汁を使用した爽快感のある
カステラ。レモンのさっぱり感と蜂蜜の濃厚な
甘味がクセになります！※7月中旬発売予定
販売場所／      リンダ、　　クート、
　　　　　　　　　　総合売店

グッズ GOODS

花かんむり　ひまわり
1,600円
夏の花『ひまわり』の花かんむり。涼しげな
レースのリボンで、後ろ姿も印象的に。
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

3A2A 3A

ルーク＆ルーナ　
はちみつドーナッツ
850円
ひまわり衣装をまとったルーク＆ルーナの
はちみつドーナッツが登場！
箱からちょこんとでているお耳がポイントです。
※7月中旬発売予定
販売場所／      リンダ、　　クート、
　　　　　総合売店

9G3I

5G

ハウステンボスカラフルドラフト各種
各650円
ハウステンボスオリジナルのカラフルドラフト。
３種からお好みの味を選ぼう♪
販売場所／　　　　　　　　総合売店、
　　チーズの城、　　チーズワーフ、
　　九州の城、　　海鮮と陶器の城　　

6G 11D
7G 14I

10A5A 9G 3I

数量
限定

数量
限定塩レモンサイダー

350円
鮮やかなカラーとさわやかな味わいが夏にぴっ
たり！渇いたのどを潤す清涼感抜群の1本です。
販売場所／      チーズの城、　　チーズワーフ、
　　ワインの城、　　九州の城、　　お菓子の
城、　　海鮮と陶器の城、
総合売店　

6G 11D

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

14I

7D

ハウステンボス 
30周年ロゴマグカップ各種
各1,600円
30周年のロゴがぷっくりした可愛らしいマグ
カップが登場！ピンク、ローズピンク、ベージュの
3色展開です。
販売場所／　　LOGOショップ、
　　　　　総合売店

5G
10A 7D5A 9G 3I

ハウステンボス30周年ロゴリングノート
650円
30周年のロゴマークを使用したシンプルなノート。
販売場所／　　LOGOショップ、
　　　　　　　　　　総合売店

5G
10A 7D5A 9G 3I

3A2A

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

5G3A
10A 7D5A 9G 3I

10A 7D5A 9G 3I

10A 7D5A 9G 3I
5G3A

5G3A
10A 7D5A 9G 3I

※画像はすべてイメージ
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Ⓐ Ⓑ

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

ソーセージワーフ
ロコモコバーガープレート
さわやかな夏をイメージしたワンプレートバーガー。サイド
ディッシュもついた、食べ応え大満足の充実セット。　
価格／1,300円

9D

とっとっと

長崎かすてぃらケーキ
～ハウステンボス産ブルーベリーを添えて～
長崎名物カステラを可愛いケーキに仕上げました。マス
カットとハウステンボス産のブルーベリーを使用した、長
崎ならではのスイーツをぜひご賞味ください。　
価格／1,400円

2H

その他の夏の
グルメ＆スイーツ
メニューをcheck！

花の家　太陽の花膳
長崎和牛ローストビーフとオリジナル熟成サーモンから選
べ、長崎産じゃがいものポテトサラダや冷やし茶碗蒸しが付
いた豪華な昼食メニュー！
価格／長崎和牛ローストビーフ1,900円、
熟成サーモン1,700円　提供時間／ 11:00～14:00

8I

ショコラ夫人の旧邸

ショコラ夫人の向日葵モンブラン
レモンでショコラ夫人の向日葵畑を表現。中のレモン
シャーベットの酸っぱさは、和栗ペーストとの相性抜群！
価格／1,800円

7G

カフェデリプリュ　
ひまわりのわがままスイーツセット
ひまわりスイーツの３点盛りプレート。マンゴーのひまわり
プリン、レモンのタルト、アイスクリームと夏にぴったりな
スイーツセットです。　価格／2,000円
提供時間／ 11:00～16:30 ※写真のドリンクは別商品です。

2H悟空
サンフラワー～太陽からの贈り物～
自家製杏仁豆腐をベースにジャスミンゼリーとパイナッ
プルでひまわりをイメージしたスイーツと、様々なフルーツ
が楽しめるプレートデザートです。
価格／850円

2H

数量
限定

数量
限定

ロードレーウ　ひまわりの夏野菜カレー
満開のひまわりをイメージしたオリジナルスパイシーカレー。
冷製スープ（ヴィシソワーズ）は、カレーと相性抜群。大人
の贅沢な夏をお楽しみください。※スパイスを抑えたカレールー
へ変更も可能です。 価格／1,800円

2H

ピノキオ
満開！向日葵ピザ
夏を感じる満開の大きなひまわりをイメージしたピザ。お子
様に人気のぐるぐるソーセージをトッピングし、ボリューム
たっぷりのピザに仕上がりました。
価格／1,800円

2H

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
※提供時間/17：30～21：30（20：00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 前日17時までの完全予約制

日本料理

京風会席…10,000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

…4,000円（税込・サービス料込）
※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）

ご予約のお問合せ/TEL：0956-27-0414
※提供時間/17：30～21：30（20：00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

ウォーターマークホテル18I

※貸切日等でご利用いただけない場合がございます。

ブルーコーラルリーフ
パインとヨーグルトのフローズン

（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）

爽やか 夏ランチコース…3,100円

（税込・サービス料込）夏に負けない元気ブッフェ …6,000円

※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…各1,500円
（税込・サービス料込）

スピンネーカーバースピンネーカーバー

…各1,500円

～国産牛ステーキ食べ放題～
サマーフェスタ ランチブッフェ
大人（中学生以上） …2,800円
シニア（65歳以上） …2,500円
小人（小学生以上） …1,400円
幼児（4歳以上） …1,000円




