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動物ふれあいセンター
新潟市中央区清五郎 345 番地 1　
tel.025-283-1192  fax.025-365-1400

こども創造センター
新潟市中央区清五郎 375 番地 2　
tel.025-281-3715  fax.025-281-3725

キラキラマーケット
tel.025-384-8487 (JA 新潟市直売所 )  
025-383-8718 ( フレンズ ) 

キラキラレストラン
新潟市中央区清五郎 336 番地　
tel.025-280-1325  fax. 025-281-3201

キラキラガーデン､情報館
新潟市中央区清五郎 336 番地　
tel.025-384-8732  fax.025-384-8736

食育・花育センター
新潟市中央区清五郎 401 番地
tel.025-282-4181  fax.025-282-4987
園芸相談専用  tel.025-282-4187

4 月 1 日からキラキラガーデンは 1年を通して無料で
ご入園いただけます。
4月中旬頃からが見ごろのチューリップガーデンはもち
ろんのこと、四季のガーデンをぜひお楽しみください。

ガーデン、入園無料になります！
ステーキ食べ放題のブッフェプラン、ご好評をいただい
ております♪牛ステーキをはじめ、チキン、フランクフ
ルトと焼きたてお肉がいくらでも食べられる！スタミ
ナつけて春を楽しみましょう！

好評！ステーキ食べ放題！
キラキラマーケット　JA新潟市直売所は改装を行い、
4月からリニューアルオープンします！
3月は改装工事等でご迷惑をおかけしますが、春からの
リニューアルを楽しみにお待ちいただければ幸いです！

直売所リニューアルオープン！

花育ランド【季節の植物を使ったミニスワッグ作り体
験】ではいくとぴあ食花で育てた植物などを使って、長
く楽しめるスワッグ ( 壁飾りタイプの花束 ) を作りま
す。参加費 300 円　先着順　なくなり次第終了です。

4/29~30 春いくフェスタの見どころ
ものづくりひろば入り口に水色の箱を発見。
 そぉっと開けてみると…なんと中にはかわいい〇〇の
親子がいました！中身が気になる方は、こども創造セン
ターへ遊びに来てくださいね。

箱の中身はなんだろな？ 3月・4月は出産ラッシュ！！
ヒツジとヤギの赤ちゃんが産まれそうです！
出産予定日は動物ふれあいセンターでご確認くださ
い！
運が良ければ、出産に立ち会えるかも！？

利用案内 INFORMATION

●新潟駅南口バス乗り場1番線から
S7 スポーツ公園線「市民病院方面行」→いくとぴあ食花前下車すぐ

B1萬代橋ライン (BRT)「青山方面行」→市役所前にて S1 市民病院線乗換
→鳥屋野潟公園前又は東京学館前下車 徒歩約 15 分

●新潟駅万代口バス乗り場0･1番線から

お車でお越しの場合

バスでお越しの場合

● 高速道路新潟中央インターから5分
● 新潟バイパス（国道8号）女池インターから10分
● 亀田バイパス（国道49号）姥ケ山インターから5分

駐車場案内
● 420台●90分まで無料、90分以降6時間まで30分100円、6時間以降24時間
1000円　いくとぴあ食花の各施設が主催する有料体験や、レストラン、ガーデン
(※ガーデンの無料開放期間を除きます)を利用した場合は、当初の90分無料に加え、
さらに90分間無料となり、合わせて最長180分の駐車料金が無料となります。
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TOPICS各施設からのお知らせ

<料金（税込）>●入会登録料 …1,000円 / 頭（年度更新）
●一般開放 …無料●貸切り  …1 時間 1,000円（分単位の貸切り不可）

3月：13日(火)
4月：

動物ふれあいセンターに準ずる

3月：なし
4月：なし

3月：なし
4月：なし

3月：12日(月)～17日(土)
※3月の休業日は JA新潟市直売所のみ。
※3月の休業日は変わることがあります。その際は店舗掲示、
　ホームページで告知させていただきます。

4月 :10 日（火）・24 日（火）

食育･花育センター 9：00～17：00 

キラキラマーケット 10：00～18：00

キラキラレストラン 11：00～21：00 （最終入場19：30）※平日16：00～17：00入店不可

多目的広場 9：30～16：30 （受付9：00～）

こども創造センター 9：00～17：00  

食と花の交流センターエリア
動物ふれあいセンター 9：00～17：00  

＜ブッフェ料金 ( 税別 )＞●大人 (中学生以上 )…男性 1,800 円・女性 1,600 円
●中人 (8 歳 ~小学生 )…1,000 円●小人 (3~7 歳 )…800 円●3歳未満…無料
＜ステーキ食べ放題＆ブッフェ 料金 ( 税別 )＞●大人 (中学生以上 )…男性 2,200 円・女性 1,900 円
●中人 (8 歳 ~小学生 )…1,300 円●小人 (3~7 歳 )…900 円●3歳未満…無料  

情報館（ガーデン入園口） 9：00～17：00 

施設名 利用時間・料金（記載のないものは入場無料） 休業日（3月 11 日以降～ / 4 月）・備考

ドッグラン会員の登録をしていただくことにより、
「多目的広場」のご利用が可能になります。
※貸切りやイベント時等、一般のお客様への開放が
　できない場合があります。
【お問合せ】動物ふれあいセンターTEL 025-283-1192

食育・花育センター園芸相談は毎週火曜定休

キラキラガーデン 9：00～17：00 （最終入園受付16：30）
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www . i k u t o p i a . c om
最新情報はいくとぴあ食花公式HPをご覧ください4 月 29 日（日祝）、30 日（月振）は春いくフェスタ！GW到来！公式 SNS も随時更新！

https://www.facebook.com/ikutopia （いくとぴあ食花）
https://www.facebook.com/kirakiramarket （JA 新潟市直売所）
https://www.facebook.com/Niigata.greenplaza （フレンズ）

https//:www.twitter.com/ikutopia （いくとぴあ食花）
https://twitter.com/kirakira_nigata （キラキラレストラン）

4 月はいよいよチューリップの季節！今年はなんとチューリップの期間中もガーデンを無料開放いたします！

＜ガーデン入園料金＞ 無料

「JA新潟市直売所」は、3 /12(月)～17(土)にかけて内装工事のため休業を予定しております。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒こ理解のほどお願い申し上げます。
3/18(日)より営業を再開いたします。
なお、フラワ ーショップ「フレンズ」は通常営業いたします。

10日（火）・24日（火）

今年度よりキラキラガーデン日中完全無料開放！！


