Cuisine

冬

フラワーパークすべてが食卓に

｜

｜

期間限定のランチメニューやスイーツが充実！温室でいただく旬の味覚
花や植物に囲まれた空間で、茨城・八郷の新鮮な食材を味わえる
「レストラン ローズファーム ハ

01.02（日）― 02.14（月）

New

冬景色を楽しむ

ウス」。
フレンチを気軽に楽しめる少し贅沢なフードコートと、天然酵母を使用したパンやドリンク
をテイクアウトできるベーカリーをご用意。1月12日
（水）
から通常営業時間に戻り、
ランチメニュー
の
「束」
プレートは選べるメインとスイーツが充実しました！

2022 Vol.1

冬の味覚が詰まったパイ包みに加え、
あんこうや豚を使ったリゾット、
シェフ特製スイーツなど、暖

冬芽の森と春待つ温室

炉に火が灯されたくつろぎの温室内でゆったりとお食事を楽しんでください。

茨城県・八郷のお米を美味しく頂く
「おむすび」
冬の森散歩のお供にぴったり！

ランチセット￥1,980〜

Shop

レストラン ローズファーム ハウス営業時間
（1 月 12 日〜 2 月 28 日まで）
〈レストラン〉11 時 - 15 時
〈ベーカリー / テイクアウト〉
11 時 - 16 時（ラストオーダー 15 時 30 分）

期間限定で選べるスイーツに！

冬のカフェ新メニュー＆おすすめアイテム

｜

   ｜

エントランスに隣接し、広々とした園内の花々を見渡せるローズファーム カフェでは、季節
のフルーツを使った様々なスイーツやドリンク、
パンなどのメニューが楽しめます。
冬はスープやホットドリンクなど温かいメニューがおすすめ。
お茶の北限である茨城を代表
するブランド茶のひとつ、猿島茶を使ったミルクティに加え、
ほうじ茶ラテも新登場！その濃
厚な味と香りをぜひあじわってみてください。
また茨城の牛乳を使ったソフトクリームは季
節のフレーバーとして茨城のリンゴを提供中。
イチゴやレモンなど、地元の旬のフルーツも
登場予定なので、
この季節ならではの旬の味を楽しんでください。



 

Hot
BUY

猿島茶ほうじ茶ラテ・ミルク
ティ・あま酒￥４１８︑
季節の
ソフトクリーム￥３８７

冬景色を眺めながら、ホットドリンクでのんびりとカフェタイムを

バレンタインにお花を贈る
バレンタインマーケットを開催
2月14日のバレンタインデーに、大
切な人へお花を贈ってみません
か？
世界では「男性から女性へ、家族
から愛する人へ、感謝と共に花を
贈る日」
と認識されています。園内

入園チケット不要のマーケット内にあるギャラリーです

でお花を楽しんだあと、お好きな

ギャラリー情報

花を1輪から選べるマーケットで、

シーズン毎に、花や自然をモチーフにしたアートをお届けす
るギャラリースペース。今回はクリエイター・RARI YOSHIO
さんの「春を迎える」をテーマにした芽吹き、葉の落ちた枝
の美しさを感じる展示。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

感謝の気持ちを込めてぜひお花の
プレゼントを！心を込めて贈った

4 月29 日（木・祝）
「見る」から「感じる」フラワーパークに
リニューアルオープンしました

花は、思い出とともに、心の中で
お花とともに焼き菓子や雑貨など

ずっと咲き続けます。

花を見て楽しむのはもちろん、茨城の土地を生かしたグルメを味わったり、
さまざまなアクティビティを体験したり。五感を刺激して、花と自然との距離が

［開園時間］9:00–16:00（3月から11月は、9:00–17:00） ［休園日］火曜日（祝日の場合は翌平日） ［入園料］大人 900円、子供 300円（小中学生）、未就学児無料 ※シーズン
により異なります（詳しくはホームページまで） ［アクセス］車：常磐自動車道 土浦北 ICから車で約15 分 / 常磐自動車道 石岡小美玉スマートICから車で約 20 分 / 駐車場
900 台（無料） 電車：JR 常磐線石岡駅より路線バスで約 30 分（土日祝日は増便中）/ つくばエクスプレスつくば駅から車（レンタカー）で約 30 分
〒315-0153 茨城県石岡市下青柳 200 番地 お問い合わせ：0299-42-4111

ぐっと近くなるフラワーパークに生まれ変わりました。
www.flowerpark.or.jp/

冬に五感で楽しむ
フラワーパークの見所をご紹介

温室をカラフルに
彩るハンギング

園内のおすすめスポットを紹介します！

Flower Information

旬の花

D
C

B
（15分）

1月上旬〜2月下旬

展望デッキに登れる！
筑波山が見える

ペットと過ごせる
離れのお部屋

（15分）

新春の香り
漂うロウバイ
（10分）

アジサイの谷

（30分）

A

新春に咲く可愛らしい黄花と芳しい香りが華やかなロウバイ

（5分）

A

花の少ない新春に、まるでロウ細工のような光沢のある、艶やかに透き通っ
た黄色い小花を咲かせます。芳しい香りで、季節の移り変わりを感じて。
ロウバイ

B

日本生まれ、冬の健気な
代表花として愛される椿

12月〜3月

冬の森で宝探し
冬芽をみつけて！

万葉集で詠まれた椿。艶やかな厚み

森のブランコ！

のある葉、赤い花と黄色の芯が美し
く、その花が散らずにぽとりと落ちる
風情が人々を惹きつけます。

C

幸せを招く黄色い小花の
福寿草

1月下旬〜2月上旬

幸福と長寿を意味し、新春を祝う花
として愛される福 寿 草。ポカポカと

（10分）

晴れた日にだけ花開く、その特別な
幸せの花に出会って。

D

寒さに耐えて咲く、
冬の女王クリスマスローズ

2月〜3月

自販機

（

エントランスから

） 徒歩での目安時間

冬の寒い時期に咲く、バラに似た花
であることから名付けられたクリスマ

冬の「100の体感」アクティビティ

スローズ。寒さに耐えながら華やか

自然豊かな地域の魅力を再発見できるアクティビティ「100の体感」。
広い園内やフラワーパークの花や植物を使った季節の様々な体感メニューをご用意しています。

に咲く力強い姿に癒されて。

フローリストによる特別アクティビティ［要予約］

国内初！

●BOX の中にピンクペッパーのリースをギュッと入
れてつくります by la renoncule
●冬の森のツリークライミング by TreeFrog OutDoor
●草木染羊毛と紡ぎ糸で寅づくり by なかのいくこ
●冬の花のひょうたんランプを作ろう by かぶきん堂
●心と身体をほぐしてくれるウィンターバームづく
り by Aroma 空

ドローンでフードデリバリー！

イメージ

国内の商業施設では初となる、
ドローンを活用したフードデリバ
リーサービスを、この 2 月から開
始します。当面は、レストラン
ローズファーム ハウスのドリン
クメニューやサンドイッチを、山
頂の花やさと山サークルロッジ
まで空輸します。
（詳細は順次ホームページにて更
新します）

地域の魅力を体感するアクティビティ［要予約］

インフォメーション常時開催アクティビティ
●季節のボタニカルリース作り
1. 男性にもおススメ！フラワーバレンタインに花束をつくろう／ 2. 春の香り
を束ねるミニブーケづくり／ 3. ハンギングバスケットづくり

●ボタニカルアロマミスト作り
●ボタニカルポストカード作り

ローズクリエイター木村さん特別講演「バラの冬剪定」
●つるバラの剪定と誘引
1/15（土）10 時・13 時［￥2,000］
よい芽を伸ばして、よりよい花
を春に咲かせるための冬剪定
を座学と実技で教わります。
●木立バラとシュラブローズ
（半つるバラ）の剪定
1/22（土）10 時・13 時［￥2,000］
バラをもっと深く知るスペシャ
リ スト か ら 学 ぶ 剪 定 の レ ク
チャー。ご自分で育てている
「鉢バラ」の持ち込みも可能。
＊事前予約優先、お申込みは WEB にて

