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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。
公式WEBサイト
はこちら

地図記号について
インフォメーションセンター

●遺失物　●車椅子
●迷子のお預り
●静養室・授乳室

4G1A
救護室（First aid）
10：00～21：00は看護師が常駐。

3G

設緊急時はスタッフに
お尋ねください。

2D 14D 5G 9G 2H

●オストメイト
●車椅子対応
●ベビーシート設置

11D 5E

●車椅子対応
●ベビーシート設置

化粧室

化粧室

化粧室

7G 14G 3H 4I
12I 1K

1A
15D

5C4A 5A 6A

授乳室
13I4G11D1A 5C

13I4G11D1A 5A

充電器（有料） 

※一部対象外機種あり
200円／30分

喫煙所

灰皿設置場所以外は禁煙です

2D 16G
14I

3A 6A 2H
3H

自動販売機
4G 16G

2K
4A 2E 6I
12I

休憩スポット
5E 5G14D 2E 12G

14G 4I 14I16G 2H
2K 3K

ベビーカーのお貸し出し
4G 2I4A

●3輪ベビーカー 1,000円
　（　フィッツ入国店のみ）
●幼児向けB型　　 400円
●レインカバー　　 200円
　（レンタル・3輪タイプのみ）

4A

車イスのお貸し出し
2I4G1A

コインロッカー
300～500円

11D
15I2H7G 14G

1A 4A 5A

ATM（現金自動引出機）
～21：00

4G1A

●ポーターサービス
●ヤマト運輸窓口

6G6A

施設のご利用について

雨天時ご利用可

車椅子の方ご利用可
※乗り換えまたは付き添い者の
同伴が必要、または一部
制限がございます。

妊娠中の方ご利用可
※一部制限がございます。

キッズにオススメ

四

お菓子の城前

「おもいやり」チケットをお持ちの方、障がい
割引料金適用の方は送迎無料

中央
インフォメーション

センター

12A 黄金と水素の湯 
ハウステンボス天然温泉
料金／大浴場 一般600円
（各種パスポートをお持ちの方は割引あり）
時間／金・土・祝前日：
11：00～23：00（最終入場22：00）
上記以外：
11：00～22：00（最終入場21：00）
※ 第3水曜日は定期メンテナンスのため、
18：00～22：00
●場内のお客様：17時～営業終了
まで、場内ホテル前から無料送迎
バスを運行
●場内4ホテル・変なホテルご宿泊者様：
無料送迎バスに加え、11時～ホ
テル専用バスが温泉にも停車
●場外からのお客様：温泉専用駐
車場あり（5時間まで無料）

※ 時刻表など、くわしくはWEBサイトよりご
確認ください。

1D ワンダーホイール
次世代の乗り物を操縦体験
9：00～20：00
※体重40～120kg、16歳以上

2D VRの館
VRで様々な世界を超体験
9：00～20：00
※ 7歳以上、13歳未満は
要保護者同伴
※7歳未満、妊婦の方も見学は可
※混雑時は整理券を配布する
場合がございます。

3D バハムートディスコ 
踊る！450°空間VR
9：00～20：00
※混雑時は整理券を配布
する場合がございます。
©SQEX

3D VR-KING
世界最高・最長・
最速コースター
9：00～20：00
※ 7歳以上、13歳未満は
要保護者同伴
※ 身長130cm以上、
体重90kg未満
※混雑時は整理券を配布
する場合がございます。

4D ホライゾン・アドベンチャー・プラス 

800トンの水が大洪水を
再現
9：00～20：00

5D MUSE HALL
本格エンター
テインメントを
11：30～20：30

6D ロボットの館 ※

ロボットの展示や操縦体験
9：00～20：00
バトルキング
搭乗型ロボットで戦おう！
※未就学児は要保護者同乗 ※飲酒時・妊娠中利用不可

6D Kirara
大迫力映像シアター 9：00～20：00

6D 世界初公開！高さ約9m！ 実寸大パトレイバー

8D 恐竜ランド
9：00～20：00
みんなの恐竜
描いた絵が巨大スクリーンで
動き回る！
※ペーパークラフト購入は210円

10D ショコラ伯爵の館
チョコレートがテーマの展示
やアトラクション
（一部アトラクションは有料）
9：00～20：00
※ 一部コンテンツは7歳以上、
13歳未満は、要保護者同意

14D スーパートリックアート
錯覚の世界で
オモシロ体験
9：00～20：00

ジュラシックアイランド

最新ウォークスルー型
ARシューティングゲームで
恐竜を撃ちまくれ！！
※小学生以上、13歳未満保護者同伴

ジュラシックアイランドへは船で！
出航時間： 9：40、12：20、15：00
所要時間： 約2時間20分

（片道40分＋島での滞在時間60分）
定員：状況により変動あり
受付・乗船場所／ 15I マリンターミナル

アトラクションタウン
アミューズメントと
アクティビティが充実！

アトラクションタウン

2G 釣りアドベンチャー 
圧倒的大画面で
釣り体験！
9：00～20：00

©BANDAI NAMCO Entertainment inc.
開発:バンダイナムコエンターテインメント

5G 健康の館 
健康チェックや健康食品も
10：00～20：00 ※中学生以上

9G フォトジェニック
有料

民族衣装やドレスで記念撮影
10：00～19：00

11G ドラゴンワールドツアー ※

VR×メリーゴーラウンド
9：00～20：00
※ 7歳以上、13歳未満は
要保護者同意

11G カルーセル
（メリーゴーラウンド）

※

お子様に大人気！ 9：00～20：00

14G ギヤマンミュージアム
世界のガラス芸術品が
集結
9：00～20：00

アムステルダムシティ
音楽とショッピングを愉しむ
街の中心！

アムステルダムシティ

1H ドムトールン展望室 ※

高さ105mのシンボルタワー。
地上80mに展望室あり。
※人数制限あり

タワーシティ
シンボルタワーのふもとにはグルメが集結！

ドムトールン展望室 ※

高さ105mのシンボルタワー。

シンボルタワーのふもとにはグルメが集結！

2I ジパング探偵倶楽部 ※

街中を舞台にした謎解きゲーム
9：00～20：00
受付場所：フィッツ港町店

9I ゲームミュージアム 
ゲームの常設ミュージアム
9：00～20：00
※一部ゲーム利用有料・年齢制限あり

10I GO&GO!!
スナイパーゲーム 
リアルなエアガンで射撃体験
9：00～20：00 ※10歳以上

12I ワンピースメモリアルフォトブース 

新世界での数々の
場面を再現した
フォトブースが登場！

© 尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

14I ポルセレインミュージアム 

約3,000点の
「磁器の間」は圧巻
10：00～20：00

15I サウザンド・サニー号クルーズ
乗船受付 
リアルサニー号に
乗ってクルーズ！
船内公開／
9：30～17：00
※時期によって変動あり

© 尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

15I ジュラシックアイランド行き
乗船受付
※小学生以上（13歳未満保護者同伴）

17I ベイサイドカヌー 要予約 有料

大人2,200円/名（60分）
時間／12：00、13：00、14：00
集合場所：ウォーターマークホテル前桟橋
予約・お問い合わせ　TEL.0956-27-0290

ハーバータウン
港町を抜けると、
荘厳な宮殿が佇む。

アドベンチャーパーク
誰もが主人公になれる、冒険の舞台！
※ 自然の森を活かしたつくりとなっているため、段差など
足元が整備されていないところがございます。

アドベンチャーパークは動きやすい服装でご利用ください。
【かかとのない靴・スカート不可。シューズ・ズボンの無料
レンタルあり】

2C 恐竜の森
ミッション遂行型ゲーム
9：00～18：00
※未就学児は要保護者同伴

3C シューティングスター
丘の上から長さ300mを滑空！
9：00～18：00
※小学生以上、体重35～90kg
※混雑時は整理券を配布する場合が
　ございます。

3C 天空の城
日本最大級の
空中大冒険！
9：00～18：00

※身長110cm以上、小学生以上、小学生は要保護者同伴
※混雑時は整理券を配布する場合がございます。

3C ザ・メイズ
世界最大級！5階建て巨大迷路
9：00～18：00
※未就学児は要保護者同伴

4C どうぶつトロッコ
親子で楽しめる手動トロッコ
9：00～18：00
ふれあいどうぶつコーナー 
かわいい小動物がお出迎え。9：00～16：30 
※昼休あり、雨天時見合わせ

5C ふわふわランド

エアー遊具がいっぱい！
9：00～18：00
※ボールプールは休止
※小学生以下は要保護者同伴

5C チャイルドカート
子ども向けの楽しいゴーカート
9：00～18：00 ※14kg未満

6C 天空レールコースター 疾風
高さ11mから
森の中を滑空！
9：00～18：00
※ 身長110cm以上、体重
90kg未満、小学生以上
※混雑時は整理券を配布
する場合がございます。

アドベンチャーパーク
誰もが主人公になれる、冒険の舞台！
※ 自然の森を活かしたつくりとなっているため、段差など

1K パレス ハウステンボス ※

オランダの宮殿を
忠実に再現
9：00～18：00
（17：30 受付終了）
※人数制限あり

2B ミュージアムモーレン 
風車の中で仕組みを見学
9：00～21：00

フラワーロード
季節の花々と三連風車が
お出迎え♪

ウェルカムゲート（入国）と
フェアウェルゲート（出国）
海外の空港のような玄関口！

2A テディベアキングダム 
世界のメーカーベア
など展示
9：00～20：00

2A ジパング探偵倶楽部 ※

街中を舞台にした
謎解きゲーム
9：00～20：00

2E 白い観覧車 
昼は街を、夜は夜景を一望 9：00～21：00

3E クレイジーハンマーキング 
高さ20mの巨大ハンマーゲーム
9：00～20：00
※小学生以上

4E ホースランド 要予約 有料

馬車に乗って街を散策
10：00～16：00
■ 散策馬車（場内で出会えたら乗車可） 500円
■ 馬車ツアー（乗合乗り場： 2E 白い観覧車近く） 
大人1,500円
予約・お問合わせ TEL：080-2792-3636
※天候・馬の体調等により営業できない場合あり

アートガーデン
緑あふれる庭園、
夜はイルミが輝く！

アートガーデン
（入国）と
（出国）

1J    フォレストヴィラ

大人2,200円/名（60分）
時間／12：00、13：00、14：00
集合場所：ウォーターマークホテル前桟橋
予約・お問い合わせ　TEL.0956-27-0290

1I   ホテルヨーロッパ

1G    ホテル
アムステルダム

運航情報や
イベント情報は
こちら

11A   変なホテル 
ハウステンボス



歌劇団も！観覧車も！ゴンドラも！ジュラシックアイランドも！
ぜーんぶコミコミで楽しめる！

18歳以上

22,000円

20,000円

大学生／
専門学生

65歳以上／
小学生～17歳まで

16,000円

15,000円

４歳以上～
小学生未満

12,000円

区分

一般

九州在住

19,000円 14,000円

19,000円

17,000円

16,000円長崎県民
※特定日のご入場・ご入館、割引対象外商品など、特典のご利用には一部制限がございます。
入場した後でも当日なら差額で購入可能 ※新規入会のみ対象

など特典満載

駐車場
特典

アトラクション
遊びホーダイ！

レストラン
 10％OFF

お買い物
5％OFF

ハウステンボス温泉
10％OFF

受付場所／ 会員受付1A 受付時間／オープン～19：00

場

5
受付場所： ウェルカムゲート●（会員受付）　 営業時間：9：00～17：001A

【メディア撮影について】パーク内ではテレビ番組収録やスチール撮影の
際に、お客様が撮影の対象になる場合がございます。それらは世界中のメディ
ア・ホームページをはじめとする広告宣伝媒体に掲載される場合がございます
ので、予めご了承ください。

ハウステンボスからのお願い
●ペット同伴のお客様は、入場の際ご署名いただいた誓約書に違反された場合、ご
退場いただくことがございます。ペットと一緒に楽しい時間をお過ごしいただくために、
ルール厳守のご協力をお願い致します。●無線機、危険物及び他のお客様のご迷惑
になるものの持ち込みや車両（自転車等を含む）の乗り入れは禁止されています。手
荷物の確認をさせていただく場合もございます。●施設や乗り物、イベントは、天候や
その他の都合により一部変更または中止させていただくことがありますので、予めご了
承ください。●アミューズメント施設は、安全のためご利用を制限させていただく場合が
あります。●飲酒されてのアトラクションのご利用は安全のためお控えいただく場合が
ございます。●一部アトラクションは飲酒されての利用は出来ません（飲酒状態で利用
された場合は即刻利用中止とし、料金の返金も一切行いません。）●アミューズメント・
ミュージアム施設、ショー、レストラン、ショップ、バス、船などをご利用になる際は、他の
お客様のご迷惑となる行為（危険行為や割込み、列への合流）をお断りします。グルー
プで行動されているお客様はご入場される皆様全員でお並びください。●ミュージアム
施設の中には、展示替えのため休館する施設があります。●場内で撮影した写真、ビ
デオ等を商業目的でご使用になることはお断りいたします。商業写真の撮影はあらか
じめ、事前の許可が必要です。●施設や場所によっては撮影を制限する場合がござ
います。また他のお客様のご迷惑となる撮影および公衆送信についてはご遠慮くださ
い。●お客様の不注意による事故についてはハウステンボス株式会社及びその他関
連会社は、責任を負いかねます。●衣服の不着用や肌の過度な露出、事前許可のな
い特殊な服装などでのご入場はお断りすることがあります。●場内放送は受け付けて
おりませんので、ご注意ください。●お客様の安全上、場内に監視カメラを設置してお
りますので、予めご了承ください。●衛生上、お弁当などの持ち込みはご遠慮いただい
ております。

オフィシャルスポンサー

提供イベント：3Dプロジェクションマッピング
（THE REVIVAL OF THE DRAGON）

［総合案内ナビダイヤル］ TEL.0570（064）110
〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町

www.huistenbosch.co.jp

ハウステンボスの情報をリアルタイムでお届け！

Facebook Twitter Instagram

おすすめの遊びかた
RECOMMENDED ROUTE

WAONポイントも獲得いただけます。
場内のお買物で電子マネーWAONが
ご利用可能です!

チャージ場所
ウェルカムゲートイオンATM
中央インフォメーションセンターカウンター

1A
4G

（19：00まで）

YouTube

ハウステンボスに
ＬＩＮＥアカウント

登場！
ハウステンボス
と言えばココ

風車と花畑の絶景 
フラワーロード
風車と花畑の絶景 
フラワーロード

MAP

B

ご当地
メニュー

定番スポットから
最新アトラクションまで遊びつくそう！

オランダに実在する宮殿を忠実に再現
パレス ハウステンボス

オランダに実在する宮殿を忠実に再現MAP

K

日本初の1人乗りレールコースター！
天空レールコースター 疾風6C

シンボルタワーから
街並みを一望

ドムトールン1H

佐世保バーガー認定店／ダム
キングダムバーガー 820円

8G

ピザ＆パスタ／
ピノキオ

ピノキオ特製ポテトと
ベーコンのピザ 
1,320円

2H
ステーキ・ハンバーグレストラン／

ロード・レーウ
11：00～15：00／17：00～
佐世保名物！ レモンステーキ 
1,720円

2H

オランダに実在する宮殿を忠実に再現
パレス ハウステンボス

ピノキオ特製ポテトと
ベーコンのピザ 
1,320円

街並みを眺めつつ
優雅にクルージング
カナルクルーザー

乗り場： 4A

季節の花々が咲き誇る新スポット
花の広場

MAP

G

音楽と花にあふれる アムステルダム広場14G

街並みや芸術を
ゆっくり愉しみたい方へ――。

START!

歌劇を超える“LIVE歌劇”
歌劇・ザ レビュー ハウステンボス5D

世界各国の
ガラス工芸が魅了

ギヤマンミュージアム
14G

約3,000点の
「磁器の間」は圧巻

ポルセレイン
ミュージアム

14I

和食処／
花の家

長崎和牛三昧膳
3,100円

8I

街並みを眺めながら
運河を遊覧

ゴンドラ16D

チーズフォンデュのお店／
チーズワーフ

ワーフフォンデュ（1名様）
2,000円
※注文は2名様より

11D

人気アトラクションも
SNS映えスポットも楽しみたい！

全身を使って遊べる
屋外遊具がいっぱい！
アドベンチャーパーク
日本最大級の空中大冒険！

天空の城

全身を使って遊べる

MAP

C

STAR
T!

OOPS!

アクティブコースアクティブコース
日本初！無人島を舞台に
恐竜とARバトル！
ジュラシックアイランド
受付： マリンターミナル15I

雨の日も
傘いらず

カラフルな傘に心躍る
アンブレラストリート
　　近く11D 14D

800tの水を使った大迫力の洪水体験！
ホライゾン・アドベンチャー・プラス4D

長さ300ｍの
ワイヤーロープを
一気に滑り降りる
スリル満点のアトラクション!

シューティングスター3C

キッズコース

小さなお子様連れでも
いっぱい楽しめる☆

圧倒的巨大スクリーンで大迫力の釣り体験！
釣りアドベンチャー2G

MAP

E

ハウステンボスの
夜景を一望

ハウステンボスの
夜景を一望

2ESNS映え間違いなしSNS映え間違いなし
　　近く11D 14D

荘厳な光と音楽のショー荘厳な光と音楽のショー
3K

3,100円

日本最長のフルカラー水上噴水ショー日本最長のフルカラー水上噴水ショー

近く2B 時間／日没～営業終了 各約10分

運河が虹色に輝き噴水が噴き上がる運河が虹色に輝き噴水が噴き上がる
近く7G

船の上で体感！
光と噴水の
運河クルーズ
乗り場／ 4A

夕方
から

昼
から

朝
から

3C

雨の日も
遊べる！

START!

錯覚を利用したユニークな世界
スーパートリックアート14D

長崎名物「トルコライス」
をメインとした洋食店

とっとっと2H

お子様にも大人気！
テーマパークの定番！

カルーセル
（メリーゴーラウンド）

11G

ふわふわ遊具がいっぱい！ 
ふわふわランド 5C

親子で楽しめる
手動トロッコ

どうぶつトロッコ4C

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
開発：バンダイナムコエンターテインメント

※イメージ

※イメージ

カフェ・
ファーストフード

CAFE & FASTFOOD

ホテル
レストラン

HOTEL RESTAURANT

レストラン
RESTAURANT

アムステルフェーン2G

キッズにオススメ～1,000円予算感 3,000円～～3,000円～2,000円

𠮷翠亭
日本料理

11：30～14：00／17：30～21：00
1I

戎座
鉄板焼

11：30～14：00／17：30～21：00
1I デ・アドミラル

フランス料理

11：30～14：00／17：30～21：00
1I アンカーズラウンジ

ティーラウンジ

11：00～21：00
1I シェヘラザード

メインバー

17：00～23：30
1I

ウォーターマークホテル長崎・ハウステンボス 
メインダイニング

12：00～15：00／17：30～20：30
（ランチは12月特定日のみの2部制営業）

エクセルシオール18I

AURA
健康レストラン

11：30～14：00（L.O. 13：45）
1C ア クールベール

レストラン

11：30～14：00／17：30～20：30
1G アムステルダム

ガーデンレストラン・バー

音楽と花にあふれる 12：00～21：00
（屋台は10：00～）

14Gオークラウンジ
ワインサロン＆バー

14：00～23：30
1G

トロティネ
湖畔の森のレストラン

11：30～14：00／18：00～20：30
2J

アドベンチャーパーク デリ＆カフェ
軽食・スイーツ 9：00～18：00

テイクアウト

2C花畑のカフェ CAFFEST
オープンカフェ 10：00～18：00

テイクアウト

1B
低アレルゲン（ドリンク） テイクアウト

ビランジ
カフェ 11：00～16：00

8D

GRILL HOUSE YAKITORI HONDA
やきとり 11：00～17：00

5I
低アレルゲンテイクアウト

ディッパーダン
クレープ＆タピオカ 11：00～18：00（L.O.17:30）

10H
テイクアウト

光のカフェ＆バー
光るカクテルが人気！ 17：00～21：00

テーブル・テラス

7E
（ドリンクのみ）

テイクアウト
ばくだん焼本舗

軽食 11：00～18：00 ※水曜 店休日
11D

タワーシティテラス
様々なグルメが集結 10：00～18：00

テイクアウト・テラス

2H ビッケンビッケン
バーガーハウス 10：00～18：00

5I
テイクアウト・テラス

テーブル・テイクアウト
ロールアイスクリームファクトリー
スイーツNEW 11：00～18：00（L.O.17：30）

15G
テイクアウト
ヨーロピアンヴィレッジ

佐世保バーガー・クレープ・ドリンク 10：00～20：00
12G

テーブル・テラス

ソーセージワーフ
ソーセージ専門店 11：00～21：00（L.O. 20：30）

9D チーズワーフ
チーズフォンデュのお店 11：00～21：00（L.O. 20：30）

テーブル

11D

テーブル
チェゴヤ

韓国家庭料理 11：30～14：30／ 17：00～20：00（L.O. 19：30）
2H

レッドロブスター
シーフードレストラン 11：00～15：00／ 17：00～21：00（L.O. 20：30）

15Iワンピース 海賊レストラン
レストラン 10：00～18：00

6I
テーブル・テラス

シーフードワーフ・ダム
佐世保バーガー認定店 10：00～18：00（L.O.17：30）

11Iプッチーニ
イタリアンレストラン 11：00～21：00（L.O.20:30）

2H
テーブル・テラス

花の家
和食処 11：00～21：00（L.O. 20：30）

テーブル・座敷

8I
低アレルゲン（キッズのみ）テーブル

魚壱
海鮮市場 11：00～21：00（L.O. 20：30）

テーブル・カウンター

2H

とっとっと
長崎洋食 11：00～21：00（L.O. 20：30）

テーブル・テラス

2H
アレルゲン表記

ピノキオ
ピザ＆パスタ 11：00～21：00（L.O. 20：30）

テーブル・テラス

2H
低アレルゲン

ロード・レーウ
ステーキ＆ハンバーグ 11：00～21：00（L.O. 20：30）

テーブル・テラス

2H悟空
ちゃんぽん専門店 11：00～21：00（L.O. 20：30）

テーブル・テラス

2H

テーブル・テイクアウト 低アレルゲン
チョコレートハウス

チョコラテリア 10：00～19：00（L.O. 18：00）
14D

テーブル

コリーダ
バーベキューテラス 17：00～21：00（L.O. 20：30）

15D

テーブル・テイクアウト

テーブル・テラス

ダム
佐世保バーガー認定店 10：00～19：00

8Gショコラ夫人の旧邸
世界のチョコを楽しむ 10：00～20：00

7G
テーブル

ナインチェカフェ
ミッフィーモチーフのメニューが楽しめる 10：00～18：00

5G
テーブル

ダイニングバー カフェ ド ハーフェン
17：30～23：30（L.O. 23：00）

居酒屋 按針
17：30～23：00（L.O. 22：30）

カフェ＆バー GRAND CAFÉ
12：00～22：00（L.O. 21：30）

場外の施設
OUTSIDE FACILITIES

ショップ
SHOP

パサージュ
ヨーロッパ風のアーケード

5G

●Ⓒファッション・アクセサリー
ソルスィエール
10：00～20：00

●Ⓕ真珠専門店 グリッター
11：00～18：00

●Ⓐ ●Ⓑ

●Ⓒ

●Ⓔ ●Ⓕ

●Ⓓ

D.P.E.
フォトコーナー

9：00～17：00
1A TSUBAKI

五島うどん

12：00～17：00（L.O. 16：30）
6A 6A

雨具 紙おむつ
BEST3

人気お土産専門店

9：00～20：00
10Aローソン

コンビニエンスストア

9：00～21：00
みなみ風整骨院

リフレッシュサロン

10：00～18：00
6A

リンガーハット
長崎ちゃんぽん

11：00～21：00（L.O. 20：30）
10A 岩崎本舗

角煮まんじゅう

9：00～21：00
10A変なカフェ

ロボットカフェ

9：00～19：00
7A いきなり！ステーキ

ステーキ専門店

11：00～21：00（L.O. 20：30）
10A 福砂屋

カステラ本家

10：00～18：00
10A

雨具 充電器

●Ⓐハウステンボス公式グッズ
LOGOショップ
10：00～20：00

雨具

●Ⓑキャラクターショップ クート
10：00～20：00

雨具

●Ⓓ世界の文具・靴・鞄 Pencils
11：00～20：00

雨具

●Ⓔアジアの雑貨 クロントン
11：00～18：00

雨具

●Ⓖオリエンタルショップ VSO
11：00～18：00

雨具

10：00～
20：00

10：00～20：00
11：00～19：00

6G チーズの城チーズ専門店
●チーズケーキ タンテ・アニー
●カフェ ミルキーパラダイス

雨具

チーズワーフ
チーズショップ

10：00～20：00
11D

アンジェリケ
花柄の雑貨や香水のお店

10：00～20：00
3G

雨具

九州の城
美食の宝庫・九州の特産品を

10：00～20：00
7G ワインの城

海外銘醸ワインまで揃う

10：00～20：00

7G

お菓子の城
国内外のお菓子が勢揃い

10：00～20：00

7G

雨具

びーどろ
ガラス製品と和雑貨

10：00～18：00

8G スーベニア
総合売店

9：00～21：00

9G カレイド
ベネチアングラス・万華鏡

11：00～18：00

9G
充電器雨具 紙おむつ

オランダの館
オランダ民芸品

10：00～20：00

10G
雨具

充電器薬雨具 紙おむつ
ココカラファイン

ドラッグストア 12：00～19：00
16I14I 海鮮と陶器の城

海産物や有田焼の名品も

10：00～20：00 雨具

ナインチェ
ディック・ブルーナショップ

10：00～20：00

13G
雨具

シーブリーズ
総合売店

9：00～21：00

3I ワンピースお宝ショップ
ワンピースショップ

10：00～18：00

6IRAINBOW WATER
天然石や自然素材の服

11：00～17：00

4I
雨具

リンダ
テディベアショップ

3A スキポール
総合売店

5A デュカス
ペアジュエリーショップ

5A
雨具 充電器9：00～21：00 9：00～21：00 12：00～21：00

ブールンカース
チーズショップ

1B
9：00～20：00

みつばち牧場
蜂蜜・果汁蜜・マヌカ蜜

10：00～17：45

15Dチョコレートハウス
チョコレート専門店

10：00～18：00

14Dカステラの城
オリジナルから名店の品まで

10：00～20：00

14D
雨具

フォンデル
総合売店

10：00～20：00

7D
雨具 紙おむつ

BEST3内 ベーカリーショップ
ホテル監修ベーカリー

9：00～20：00
10A

NEW

ショコラ夫人の旧邸
夫人厳選のチョコレート

10：00～20：00

7G




