
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

「GROWING ILLUMINATION」、今年の冬も 12/23（日）～
12/24（月）の 2日間は開催時間を 1時間延長いたしま
す！寒さも予想されますので防寒対策をしっかり行っ
てから、キラキガーデンへお越しくださいね。

下記日程イルミネーション点灯時間延長します！
夜のレストランからはキラキラガーデンのイルミネーショ
ンが一望できます！イルミネーションを眺めながらの
雰囲気あふれる食事をお楽しみください。
皆様のご来店お待ちしております。

ガラス越しのイルミネーション

 
食育・花育センターで焼いた美味しい手作りマフィン
にかわいくデコレーション♡ 自分だけのオリジナルマ
フィンをつくるよ！ 12/23（日）実施します。詳報はクリ
スマスフェスタチラシを御覧ください。

みんなで楽しくマフィンデコ♡
ものづくりひろばでクリスマスをテーマにカードや絵を描
いてみよう！
お友だちや家族にプレゼントしてびっくりさせちゃおう^^

カピバラゆず湯
カピバラは寒いこの時期のお風呂が大好きです。
そこで、今年も 12 月 22 日の冬至に合わせて「カピバラ
ゆず湯」を行います。ゆず湯でリラックスしているカピ
バラにみなさんも癒されてみてはどうですか？

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）

11月：
12月

動物ふれあいセンターに準ずる

11月: なし
12月 : 11日（火）、31日（月）

11月：なし
12月：31日（月）

11月：なし
12月：31日（月）

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
（ドッグラン）

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  

＜ビュッフェ料金 ( 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＆ビュッフェ 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（11 月 1日以降～ / 12 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
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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

夏のイルミネーションも好評のうちに終了しましたが、11/10（土）より冬のイルミネーションがはじまります ! 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

13日（火）、27日（火）
11日（火）、31日（月）

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

　　　　8大イベント第7弾
　　　クリスマスフェスタ開催

メリークリスマス！

2018 年も残りわずかとなり、早くも年末のご挨拶の時期と
なってまいりました。本年も JA新潟市直売所・キラキラマー
ケットをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
12 月は 2019 年に向けてお正月用品の販売を行ってまいり
ます。ぜひご来店ください！
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　昼の部9：00～15：30 （最終入場15：00）　　夜（イルミネーション）の部16:00～20:00（最終受付19:30）
大人（高校生以上）･･･500 円　小人（小中学生）･･･300 円

年越しの準備はキラキラマーケットで！

※画像はイメージです


