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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

「GROWING ILLUMINATION」、今年の冬は 11/10（土）より開催い

たします。ファミリーやカップル、写真撮影と様々な方にお楽し

みいただける装飾となっています。光のクリスマスツリーや、ラ

イトアップされた冬のガーデンをぜひご覧ください。

11/10（土）より冬のイルミネーションスタート
新潟産コシヒカリ“キラキラコシヒカリ”は農薬成分数、化
学肥料の使用量を地域基準の半分以下に抑えた特別栽培米
です。そのおいしいお米の新米が入荷します。ぜひ、実りの
秋の料理と共に、おいしいお米を堪能しに来てください。

キラキラコシヒカリ新米登場！

 
11/2（金）～ 11/4（日）は「秋のコケ玉展」を実施いたしま
す。11/4（日）のみ、コケ玉製作教室を開催しますので、ぜ
ひお気軽にお越しください。また、11/24（土）～ 11/25
（日）には「秋の洋らん展」を開催します。こちらもお楽し
みに。

11 月の見どころ展示会
清心女子中学・高等学校のお姉さんたちが、ハンドベルクリ
スマスコンサートを開催します。優しくて美しい音色をみん
なに聴かせてくれますよ。パパやママも癒されに来てくださ
いね。待っています♪　詳しくは中面をご覧ください。

モコモコの毛
春に毛刈りをしたアルパカとヒツジの毛をスタッフが
洗ってきれいにしました。この毛を使ってコースターな
どの製品にします。みなさんも「どうぶつものづくり」で
「もこもこコースター作り」を体験してみませんか？開
催日などは中面へ。

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）

 10月：
 11月：

動物ふれあいセンターに準ずる

10月: なし
11月 :なし

10月：なし
11月：なし

10月：なし
11月：なし

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  

＜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（10 月 1日以降～ / 11 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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センター

集いの広場P

第２駐車場P

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

 9日（火）、23日（火）
13日（火）、27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

　　ウィンターイルミネーション
オープニングミニイベント開催決定！！

日時：11月10日　
イルミネーションの入園料が割引になるオリジナルランタン作りなど
楽しい体験をご用意してお待ちしています　

0 歳からのコンサート

新潟県にプランツギャザリングが入ってきてからまだ 5年。
プランツギャザリングとは花束のように根付きの植物を組
み植える新しい寄せ植えの技法です。出来上がりから美しく
持続するのが特徴です。講座の詳細は中面をご覧ください。


