
                                       ２００７．４．２４ 

         

 

 

 

謹啓 陽春の候 皆様方には

ますますご健勝のこととお慶

び申し上げます。 

ひたち海浜公園では、１２３

品種・３２万本のチューリップ

が「たまごの森フラワーガーデ

ン」を中心に見頃を迎えまし
たのでご案内申し上げます。 

同会場では、「チューリップ

Ｗｏｒｌｄ
ワ ー ル ド

」と題して各種イベント

を５月６日（日）まで開催してお

ります。 

なお、４月１０日付でご案内

させていただきました「待望の

“年間パスポート（駐車券付）”、

いよいよ４/１５（日）から販売

スタート！！」についてですが、

販売開始から９日目となる４月

２３日（月）現在、既に１２９件も

の登録があり、大変ご好評い

ただいておりますので併せて

ご案内申し上げます。 

 つきましては、皆様には御多

忙中のことと存じますが、取材

並びに記事掲載の程よろしく

お願い申し上げます。  謹白 

 

 

 

                                       
 
 
 
 
 
 

 

 

         見頃！チューリップＷｏｒｌｄ
ワ ー ル ド

 好評開催中 

年間パスポート(駐車券付) 好評発売中 について

～季節の花便り～ 

国営ひたち海浜公園

PRESS RELEASE

チューリップ チューリップ 

お問い合わせ先
 

〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５-４ 
ひたち公園管理センター企画課 穂積・田中・森下 
電話（０２９）２６５-９００５ FAX（０２９）２６５-９３３９ 

※お客様問い合わせ電話番号（029）265-9001 

ホームページ http://www.hitachikaihin.go.jp

（撮影：平成 19 年 4月 22 日） 



～チューリップＷorld
ワ ー ル ド

について～ 

 
 

（平成 19 年４月 22 日撮影） 

 

１． テーマ 

西池を挟んでスイセンと対峙するようにチューリップが植えられた「たまごの森フラワーガーデン」

は、スイセンの落ち着いた雰囲気とは対照的に、華やかさ、艶やかさ、そして若々しさが前面に出た、

春萌える力強さでたまごの森に展開されるにふさわしい夢のガーデンであり、色の妖精たちが森に

舞い降りて春を彩るパレットを森に創ったかのような、スイセンガーデンとはまた一味違ったファンタ

ジーの世界を創り出しています。会場では、１２３品種３２万本のチューリップを植えています。 

 

２． 実施期間 

平成１９年 4月２１日（土）～５月６日（日）  16 日間 

 

３． 実施場所 

翼のゲート（西口）～たまごの森フラワーガーデン 

 

４． 主  催 

国土交通省関東地方整備局 国営常陸海浜公園事務所 

財団法人公園緑地管理財団 ひたち公園管理センター 

 

５．期間中のイベント 

（１）チューリップクラフト 

チューリップをモチーフにした押し花クラフト作品を作ります。 

日時：４月２８日（土）～５月６日（日） １０：００～１６：００ 

場所：たまごの森フラワーガーデン 



参加費：キーホルダー５００円、壁かけプレート１,５００円 

協力：パルジュ 

 

（２）大草原！凧作り教室 

広い大草原で風を全身に感じながら自分で作ったオリジナルの凧 

を揚げます。 

日時：４月２９日（日）、５月６日（日） １０：３０～ １３：００～ 

場所：大草原 

参加費：ビニール凧１００円、飛行機凧２００円 

協力：常陸凧の会 

 

（３）チャレンジ･ザ･ガーデニング 

「春季における都市緑化推進運動期間」にちなみ､専門家に教わりながら実際

にガーデニングを体験できるコーナーをはじめ、緑の相談コーナー、花の種等

の無料配布を行い、緑化推進をＰＲします。 

日時：５月４日（金祝） ９：３０～１５：００ 

場所：中央芝生広場（中央サイクルセンター前） 

協力：社団法人茨城県造園建設業協会 

 

 

６．臨時売店 

花やイベントに連携した“食”を楽しめるスペースを提供していま

す。 

【チューリップテラス】 

たまごの森フラワーガーデンやイベントコーナーとの一体的

な演出により、ゆっくりくつろいで食を楽しめるスペースを提供

しています。また、地元茨城の食材を使ったメニューを取り入

れ、お客様が販売スタッフとの会話による交流を楽しめる場と

しています。 

 

７．その他 

春季における都市緑化推進運動期間に伴う入園料無料日のご案内 

 

 
 
 
 
 
 

○平成 19 年 5 月 4 日（金祝）「みどりの日」に開催されるイベント 

「チャレンジ・ザ・ガーデニング」 ※詳細は前述をご参照ください。 

 

○平成 19 年 5 月 5 日（土祝）「こどもの日」に開催されるイベント 

「チューリップクラフト」※詳細は前述をご参照ください。 

 

 

 

春季における都市緑化推進運動期間（４月１日～６月３０日）の一環として、次の

２日間、国営ひたち海浜公園の入園料が無料になります。 

入入入園園園料料料無無無料料料日日日 平成１９年５月４日（金祝）、５日（土祝）※
※5月 5日（土祝）は、小人（小中学生）のみ無料となります。

※駐車料金等は別途必要です。



資料：チューリップガーデンについて 

４月２２日（日）現在のチューリップガーデンの状況 

名　　称 種　　別 開花時期 特　　徴 名　　称 種　　別 開花時期 特　　徴

1 アーリーライト 一重咲き早生 早生 橙色 43 バーニングラブ 一重咲き早生 早生 赤色

2 アドレム ダーウィンハイブリット 中生 橙色 44 バラード ユリ咲き 中生 紫色

3 アフケ 一重咲き早生 中生 桃色 45 バラードゴールド ユリ咲き 中生 黄色

4 アペルドールンズエリート ダーウィンハイブリット 中生 橙色 46 バラードホワイト ユリ咲き 中生 白色

5 アメリカンドリーム ダーウィンハイブリット 晩生 赤色 47 バレンタイン トライアンフ 中生 桃色

6 アラジン ユリ咲き 中生 赤色 48 バンジャルカ ダーウィンハイブリット 中生 黄色

7 アラジンズレコード ユリ咲き 中生 赤・黄色 49 ピンクインプレッション ダーウィンハイブリット 早生 桃色

8 アレグレット 八重咲き晩生 晩生 赤・黄色 50 ピンクスター 八重咲き晩生 晩生 桃色

9 イエロープリシマ フォステリアナ 中生 黄色 51 ピンクダイヤモンド 一重咲き晩生 晩生 鮮やかな桃色

10 イエロープレゼント トライアンフ 中生 黄色 52 フォンテンブロー トライアンフ 中生 紫色

11 インゼル トライアンフ 中生 白 53 プリシマ フォステリアナ 早生 白色

12 エビータ 八重咲き早生 中生 白色 54 プリンセスイレーネ トライアンフ 中生 橙色と赤色

13 オレンジエンペラー フォステリアナ 早生 橙色 55 プリンセスビビ トライアンフ 晩生 赤色

14 オレンジキャッシーニ トライアンフ 中生 橙色 56 ブルーリボン トライアンフ 中生 紫色

15 オレンジワンダー トライアンフ 中生 橙色 57 ベロニカサンソン トライアンフ 中生 橙色

16 オリオールズ ダーウィンハイブリット 中生 桃・白色 58 ホワイトキング 八重咲き晩生 晩生 白色

17 カールトン 八重咲き早生 早生 赤色 59 ホワイトドリーム トライアンフ 中生 白色

18 カプリ トライアンフ 中生 赤色 60 ホーランドグローリー ダーウィンハイブリット 早生 橙色

19 ガブリエラ トライアンフ 中生 桃色 61 ホワイトクリスマス 一重咲き早生 中生 白色

20 ガボール トライアンフ 中生 桃色 62 ホワイトマーベル トライアンフ 中生 白色

21 カボタ トライアンフ 中生 紫色に黄色 63 ホンキートンク その他 晩生 黄色

22 ガンダーズラプソディー 一重咲き晩生 中生 白桃 64 マギール 一重咲き晩生 晩生 白色

23 キャッシーニ トライアンフ 中生 赤色 65 ミッキーマウス 一重咲き早生 早生 黄・赤色

24 クイーンオブナイト 一重咲き晩生 晩生 紫色 66 バレリーナ ユリ咲き 晩生 橙色

25 クラウディア ユリ咲き 中生 紫色 67 モンディアル トライアンフ 中生 赤・黄色

26 クリアウオーター 一重咲き晩生 晩生 白色 68 ヨコハマ トライアンフ 中生 黄色

27 ゴールデンメロディー トライアンフ 中生 黄色 69 ラモラエールバンエグモ フォステリアナ 中生 黄色

28 サケ ダーウィンハイブリット 中生 橙色 70 ランバダ フリンジ咲き 晩生 赤色

29 サンセーレ 一重咲き晩生 晩生 黄色 71 リリーローザ ユリ咲き 中生 紫色

30 ジャズ ユリ咲き 中生 桃色 72 リンファンデンマーク トライアンフ 中生 赤・白色

31 シュナイダーブル トライアンフ 中生 紫色 73 レッドガンダー トライアンフ 中生 赤色

32 スイートハート フォステリアナ 早生 黄色 74 レクレアード 一重咲き晩生 中生 紫色

33 ストロングゴールド トライアンフ 中生 黄色 75 ロザリスト 一重咲き晩生 晩生 桃色

34 セイントパンクラス トライアンフ 中生 黄色 76 ワイルドホフ トライアンフ 中生 白色

35 ソネット ユリ咲き 中生 赤色 77 スワンウイング フリンジ咲き 晩生 白色

36 タイフーン トライアンフ 晩生 赤色 ソネット ユリ咲き 中生 赤・黄色

37 ダブルレディー 八重咲き晩生 晩生 赤色 ペレストロイカ 一重咲き晩生 晩生 桃色

38 テクセルブルース フリンジ咲き 晩生 桃色 ワシントン トライアンフ 中生 赤・黄色

39 デイドリーム ダーウィンハイブリット 中生 橙色 コンプリメント ユリ咲き 早生 紫色

40 ネグリタフェバリット トライアンフ 中生 紫色 ファンシーフリル フリンジ咲き 晩生 桃色

41 バーガンディレース フリンジ咲き 晩生 赤紫 ヤンバンネス 一重咲き早生 早生 黄色

42 ハッピーファミリー トライアンフ 中生 桃色 バレリーナ ユリ咲き 晩生 橙色

※　数字の欄が空白になっている品種は、たまごの森フラワーガーデン以外の園内各所に植栽しています。

□　チューリップガーデン植栽一覧







「年間パスポート（駐車券付）」の概要 
 

１，料金：大人：６,０００円（消費税込） 

２，販売日：平成１９年４月１５日（日）以降の開園日 

３，有効期間：購入日より１年間有効 

４，販売場所：国営ひたち海浜公園内の各入口（４箇所） 

   【 西口 ・ 中央ゲート ・ 南口 ・ 海浜口 】 

５，購入手続き：上記販売場所（４箇所）にて、下記の流れで販売。 

 （１）「年間パスポート（駐車券付）申込書」に必要事項を記入 

 （２）窓口で代金支払い 

 （３）写真撮影（公園側で撮影） 

（４）発行まで多少時間がかかるため、引換券をお渡しし、お帰りの際などに引き替

えます。 
  （※なお、お持ち込みの写真貼付も可能です。ご希望の場合は縦 3.5 ㎝、横 2.5 ㎝の顔写真１枚

を窓口にお持ち下さい。詳しくはお問い合せ下さい。） 
６，特典： 

①購入日から一年間、国営ひたち海浜公園が駐車場利用とあわせて何度でもご利用い

ただけます。※通常の「年間パスポート」の場合、別途駐車料金が必要ですが、次

の割引価格でご利用いただけます。 

    「普通車」通常５１０円⇒４００円、「二輪車」通常２５０円⇒２００円 

②パスポート券どちらかの提示で、記念の森レストハウスの“ハーブティー”、また

はグラスハウスの“有機栽培コーヒー”が５０円割引でご利用いただけます。 
ハーブティー３００円⇒２５０円、有機栽培コーヒー３００円⇒２５０円 

③年間パスポート（駐車券付）をご購入いただいた方には、記念の森レストハウスの

“ハーブティー”、またはグラスハウスの“有機栽培コーヒー”が一杯無料とな
るサービス券をプレゼントいたします。 

 

なお、「年間パスポート（駐車券付）」ご利用にあたっては、下記の注意事項をご参

照下さい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

「年間パスポート（駐車券付）」ご利用上の注意事項 
１）表面に記載されている有効期間中、国営ひたち海浜公園にご本人様 1名の入園また

はパスポート券に記載されている登録車両１台の駐車ができます。ご利用時間は開園

時間内になります。 

２）パスポート券は公園入園や駐車場利用の際、係員にはっきりとご提示下さい。 

３）盗難、紛失、破損等があった場合は、発行元のひたち公園管理センターまでお問い

合わせ下さい。 

４）本パスポート券は、ご本人様または登録車両以外の使用はできません。 

５）本パスポート券の換金、払い戻し、譲渡はできません。 

６）イベント参加費に入園料、駐車料金を含む場合は本パスポート券を利用できません。 

 

駐車場利用について 

１）大型車及び二輪車は、本パスポート券利用の対象となりません。 

２）海浜口駐車場入口にて駐車場自動精算機をご利用の際は、利用料金を一旦お支払い

頂き、海浜口にてパスポートをご提示下さい。領収書と引き換えにご返金致します。 

３）駐車場が満車の場合、ご利用になれないことがあります。予めご了承下さい。 

 



 

 （撮影：平成１９年４月２２日） 


