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ひたち海浜公園から発信する旬な情報

色鮮やかな花々が繋ぐ、春のフラワーリレー
3月19日（土）～5月15日（日）

開幕！

待ちに待った春到来！国営ひたち海浜公園では、色鮮やかな花々によって彩られる春のフラワー
リレー「Flowering2016」を開催します！
スイセン、チューリップ、ネモフィラをはじめ、園内各所でバトンを繋ぐように次々と咲き誇る
花々によって創り出される風景は、まるで“自然が描く名画”のよう。
また、イベント期間中は、春を満喫できる様々なイベントや、この時期ならでは期間限定グルメ・
お土産などが登場します。
ひたち海浜公園の春の楽しみ方は十人十色。暖かな陽気の中、あなただけの“春の楽しみ方”を
探してみてはいかがでしょうか？
お問い合わせ先
国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

広報課 広報係

服部・浅沼・安蔵

〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼 605-4
TEL：029-265-9001（報道関係者の方は 029‐265‐9004・9005 迄） FAX：029-265-9339
ホームページ http://www.hitachikaihin.jp “ひたち海浜公園”で検索。

ひたち海浜公園 春の楽しみ方 その 1

5/5（月祝）【小人のみ】、5/15（日）は入園料無料日！

～花めぐりを楽しむ～

※駐車料金等は別途必要

開催期間：3月19日（土）～4月8日（金）
約１ha の松林の下、絨毯のように敷き詰められた約 550 品
種 100 万本のスイセンが幻想的な世界を創り出します。一
面に広がる色と香りのシンフォニーをお楽しみください。
開花時期：3月下旬～4月上旬
品種数：約550品種
植栽本数：約100万本
植栽場所：スイセンガーデン、スイセン見本園

開催期間： 4月9日（土）～22日（金）
カラフルなチューリップが、メルヘンな世界を創り出します。また、
同じ場所で早咲きと遅咲きの球根を組み合わせて植えているため、
時間とともにデザインが変わるさまをお楽しみいただけます。
開花時期：4月上旬～中旬、品種数：約270品種
植栽本数：約26万本、植栽場所：たまごの森フラワーガーデン
品種数
今年は過去最多となる270品種のチューリップが登場！
過去最多！ 新たに植え替えを行った原種エリアの品種もぜひご覧ください。

開催期間：4月23日（土）～5月15日（日）
みはらしの丘一面を、450万本のネモフィラが埋め尽くしま
す。ライトブルーの可憐な花と空と海とが織りなす日本最大
のパノラマシーンは圧巻！一歩足を踏み入れるとそこは
360度見渡す限り青一色の世界、まるで空中散歩をしている
ような錯覚に陥ります。
開花時期：4月中旬～5月上旬
植栽本数：約450万本、植栽場所：みはらしの丘

今年は昨年より 2 日多い、計 10 日間。

早朝開園 朝露に煌くネモフィラの姿をぜひご覧ください。

4月29日（金祝）～5月8日（日） 7:30より開園

ナノハナ

ヤマザクラ

黄色のナノハナと青色のネモフィラ
との饗宴は必見！

はるか頭上で咲く花が、青空のキャ
ンパスを美しく彩ります。

ポピー&リナリア

ポピー

開花時期：4月上旬～5月上旬
植栽本数：約50万本
植栽場所：みはらしの里

開花時期：4月中旬
植栽場所：ヤマザクラ巨木林

開花時期：5月上旬～6月上旬
植栽本数：約44万本
リナリア 開花時期：5月下旬～6月中旬
植栽本数：約36万本
植栽場所：大草原フラワーガーデン

～花イベントに参加しよう！～

ひたち海浜公園 春の楽しみ方 その 2

フラワリング 2016 期間中のイベント詳細は、同封の「そよかぜ通信 2016 春号」、または HP をご覧ください。
期間中毎日開催！

花鑑賞がもっと楽しくなる！

花めぐりスタンプラリー

ひたち海浜公園花講座

お花たちからのお手
紙が届きました！花
と笑顔があふれる園
内を散策しながら、春
を彩るお花のスタン
プを集めよう！

定員 各回30名
時間 ①10:30～、②13：30～

スイセン・チューリップ・ネモフィラ、それぞれ
のスペシャリストが各花の魅力や鑑賞ポイントに
ついて、わかりやすくお教えします。

◎スイセンの魅力
日程 4/3（日）
場所 テラスハウス
協力 日本水仙協会
宮田 潤二郎

日時 3/19（土）～5/15（日） 9：30～17：00
場所 園内各所（ラリーカードは各ゲート等に設置しています）
公園をもっと知りたいあなたに♪

◎チューリップの秘密

パークアテンダントガイドツアー

日程 4/16（土）
場所 たまごの森
※雨天時 テラスハウス
協力 富山県花卉球根
農業協同組合
石村 大

花や園内の見所の紹
介を聞きながら、パー
クアテンダントガイ
ドと一緒に春の景色
をお楽しみください。

◎ネモフィラが丘に
咲くまで

日時 3/1（火）～5/31（火） 期間中の土日祝
①10：00～ ②13：30～ （雨天中止）
受付 西口・翼のゲート前 アテンダントブース
定員 各回10名、協力 パークアテンダントガイド

日程 4/23（土）
受付 テラスハウス
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～春のグルメに舌鼓～
青一色の世界をお土産に持って帰ろう♪

ネモフィラあめ
5本入り 450円

NEW！

フラワリング 2016 期間中のグルメ情報は、
同封の「おいしい食べ歩き MAP」、または HP をご覧ください。

ネモフィラのお土産セレクション
NEW！

ネモフィラ

ネモフィラクッキー
15個入り 850円

ペロペロ
キャンディー

NEW！

300円

nemo soap
～ネモフィラ石鹸～
あめ職人による手作り！パ
ッケージはひたちなか海浜
鉄道とのコラボなど、数種類
ご用意しました。

地物にこだわっています♪ オリジナルドーナツ

常陸野バインベリー
ドーナツ 400円
NEW！

600円

ブルーのマーブル
模様はネモフィラ
をイメージして作
りました。

常陸野ほしいも
ドーナツ 350円
大人気！

ネモフィラの形に焼き上げた、
手作りクッキーです。

２大 NEW グルメスポットをご紹介♪
★海浜公園屋台村
日替わりで様々なケー
タリングカーが登場！
広場の木陰には食事に
ぴったりな休憩スペー
スをご用意します。

★常陸野みやげ市場
地元ブランド苺「バインベ
リー」を練り込みました！

地元ひたちなか市は干しい
も生産量日本一！

県内各地から厳選した“茨城の逸品”を中心に、思わ
ず買いたくなってしまう土産品が大集合！
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～花を好きになって、その想いを発信しよう

～

ラブ フラワー プロジェクトとは？
人びとの心を癒してくれる花々。
草花を大切にする想いを、一人でも多くのお客様と共有したい。
花と笑顔あふれる公園を、お客様とともに作っていきたい。
そんな思いから、昨年の秋にこのプロジェクトを立ち上げました。
この春も、草花を大切にする想いを公園から発信します！

「LOVE FLOWER ACTION」始動！
この春から、ラブフラワープロジェクトの一環として、
参加型イベント「ラブフラワーアクション」を始動します！
【ラブフラワーアクション参加方法】
①スイセン、チューリップ、ネモフィラなどの花畑の前で♡ポーズをして、
記念撮影をしよう！
②その画像をFacebookやTwitterなどSNSに投稿！
③SNSを通じて、本公園の花の魅力や「ラブフラワープロジェクト」を知
っていただき、多くの人と花を大切にする想いを共有しよう！
※詳しくは、HPをご覧下さい。

家族や友達と一緒に、LET’S ACTION！
もちろんお一人でのご参加もOKです♪

お客様に快適に過ごしていただくために…
フラワリング2016期間中、各花畑までのご案内と
して、園路上に「道しるべPOP（日本語版&英語版）
」
を設置します。
道しるべを辿っていけば、迷わずスムーズに見たい
花畑まで行けますよ♪

広い園内でも迷わず目的地へ行けます

園路動線案内でスムーズに花畑へ♪

ゲート入口表示

ゲート～花畑間誘導表示

いつでも最新情報をご覧いただけます！

海外からのお客様にお楽しみいただくために

HP・SNS によるリアルタイム情報発信

訪日外国人観光客への各種取組み

春の花々の開花状況やゴー
ルデンウィーク時期の駐車
場空き情報、オススメ迂回
ルートなどをHPの特設ペ
ージやSNSでリアルタイム
情報発信！公園の“今”を
皆様にお伝えします。

プレスリリース

公式HP・SNSをチェック！

次 号

予

・増加する訪日外国人観光客に向けて、多言語ガ
イドマップを作成。HPからもダウンロードが可
能に。
・初めてお越しになる方でも快適に園内で過ごし
ていただけるように、お問い合わせの多い洋式
トイレやWi-Fiスポットの場所、トイレの使用方
法などの情報をHPで発信します！

定

スイセンまもなく見頃！

