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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

キラキラガーデンの秋バラが 10 月に見頃を迎えます。年
月を重ねるごとに株が立派に成長して、どんな様相になる
か楽しですね。キラキラガーデンは日中の期間は無料で入
場できますのでこの機会にぜひ御覧ください。

秋バラが見頃です！
きのこやさつま芋など秋の味覚を使ったメニューが登
場いたします。ぜひ、秋を感じに来てください。店内から
はキラキラガーデンのイルミネーションがご覧になれ
ます！

秋の味覚が登場！
今年も JA農業祭の季節がやってきました！振る舞い餅つき
や飲食コーナーが盛りだくさん！豪華景品の当たる恒例の
大抽選会も実施いたしますので、当日は会場までお越しくだ
さい！お待ちしてます！！

10/20（土）は JA 農業祭！

いくとぴあ食花では「秋の収穫感謝祭」を開催いたしま
す。食育花育センターでは「食花あきまつり」も開催♪
さつまいも掘り（雨天中止）や新米五平餅づくり、オリジ
ナルふりかけづくりなど秋の味覚を楽しめるようなイベ
ントが盛りだくさん！ ぜひ遊びに来てください！

10/7（日）は秋の収穫感謝祭！
朝夕は寒さを感じる程冷えることもあり、日中との温度差が大き

い季節です。風邪をひくなど体調を崩しやすいので、体調の変化

に注意しましょう。センターには手洗い場があるほか、出入り口

に消毒液を設置しています。手洗いとうがいを行いましょう。

秋は卒業シーズン
今年の春に産まれたヤギとヒツジの子ども達。元気に大
きく育ち、卒業の時期がやってきました。
あたたかく見守っていただきありがとうございまし
た！お母さんのヤギとヒツジは次の繁殖の時期に入り
ます。来年の春も楽しみにしていてください！

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）

 9月：
10月：

動物ふれあいセンターに準ずる

 9月:なし
10月 :なし

 9月：なし
10月：なし

 9月：11日（火）
10月：9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（9月 1日以降～ / 10 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10/7（日）秋の収穫感謝祭開催 ! おたのしみに！！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）

＜ガーデン入園料金＞ 無料

11日（火）25日（火）
9日（火）、23日（火）

イベント案内 EVENT

平成30年度8大イベント
ANNUAL SCHEDULE

●4/29（日祝）・30（月振）
●7/21（土）・22（日）
●8/25（土）・26（日）
●9/23（日祝）
●9/29（土）
●10/7（日）
●12/23（日祝）・24（月振）
●3/3（日）

春いくフェスタ
夏休みこどもまつり
キラキラフェスタ
動物ふれあいフェスタ
とやの物語連携イベント
秋の収穫感謝祭
クリスマスフェスタ
春花・舞花

冬のイルミネーションにむけて準備中です！


