イ
タキ
会
の
友
特典

タキイ友の会と
植物園とのタイアップ！

タキイ友の会会員証の
ご提示で、タキイと提
携の植物園ですてきな
！
特典が受けられます

友の会広場 ガーデニングフォーラム
みんなの街の憩いの場

●特典を受けるには：植物園受付にてタキイ友の会会員証を提示ください。
入園料が
…割引されます。

特典内容

記念品がプレゼント
…されます。

植物園情報

その他の特典を
…受けられます。

※友の会会員様および同行者（一部を除く）が特典対象者となります。同行者の人数制限は下記の各植物園
の注記をご確認ください。特に記載のない場合、人数制限はありません。
※有効期限外の会員証は特典対象とはなりません。
※会員証の不携帯は本特典の適用外となります。また、ご入会直後のため会員証が未着の会員様に関しても、
本特典の適用外となります。会員証の到着をお待ちいただき、本特典をご利用願います。ご入会のお申し
込み後、約１週間で会員証をお届けさせていただきます。
※他の割引とは併用できません。
※提携の植物園や特典内容は変更になる場合があります。ご了承ください。
※本特典は植物園来園当日に現地にて適用されます。後日弊社での特典のご用意はできません。
※本特典の有効期限は８月末日までとなります。以降の特典については次号をご確認ください。

８月

大阪市立大学理学部附属植物園

伊豆シャボテン公園

水戸市植物公園

大阪府交野市私市 2000

静岡県伊東市富戸 1317-13

茨城県水戸市小吹町 504

☎ 072-891-2059



●8月上旬

ヤマユリ

オニバス、ステビア、

●8月中旬

タカサゴユリ、
ベニバナトキワマンサク
●8月下旬 ナンバンギゼル、
ツリガネニンジン
記念品をプレゼント ※同行者人数３名様まで

☎ 06-6912-0055

大阪府大阪市鶴見区緑地公園 2-163

9/10まで

咲
 くやこの花館オリジナルグッズ
（ポストカード等） ※同行者人数４名様まで

尼崎市都市緑化植物園 緑の相談所
☎ 06-6426-4022

兵庫県尼崎市東塚口町 2-2-1
●夜咲く香る植物展

7/22〜7/31

季
 節の花もしくは野菜の種子
（季節により、対応できない場合あり）

※同行者人数４名様まで

六甲高山植物園
☎ 078-891-1247

兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲 4512-150


●8月上旬〜下旬 イワタバコ
●8月中旬〜9月上旬 ヒゴタイ
●8月下旬〜9月中旬 ヒダカミセバヤ
620円→ 520円 ※同行者人数３名様まで

神戸フルーツ・フラワーパーク
☎ 078-954-1010

兵庫県神戸市北区大沢町上大沢 2150


●8月上旬〜下旬 ビンカ、
ポーチュラカ、ベゴニア
園内花壇中心の案内（事前予約必要）

※同行者人数10名様まで

和歌山県植物公園緑花センター
☎ 0736-62-4029

和歌山県岩出市東坂本 672



●8月上旬

アメリカフヨウ、
サルスベリ、ヒマワリ、ハス
●8月上旬〜下旬 サルビア、ベゴニア、
ハイビスカス、エキナセア、
イッサイサルスベリ
記念品をプレゼント ※会員様ご本人のみ

☎ 029-243-9311

大人（中学生以上）2,300円→ 2,070円
小学生 1,100円→ 990円
幼児（４歳以上）400円→ 360円

※同行者人数４名様まで

名古屋港ワイルドフラワーガーデン
ブルーボネット
☎ 052-613-1187

7/26〜8/6

大人 300円→ 270円
小中学生 150円→ 135円
65歳以上 200円→ 180円
障がい者（付添人 1名）200円→ 180円

※同行者人数４名様まで

オリジナル一筆箋 ※会員様ご本人のみ

とちぎ花センター
☎ 0282-55-5775
●食虫植物展

7/26〜8/28

と
 ちはなちゃんドーム入館料
大人 400円→ 320円 小人 200円→ 160円

※同行者人数５名様まで

ぐんまフラワーパーク
☎ 0120-1187-38

群馬県前橋市柏倉町 2471-7

京都府立植物園

●ギボウシフェスタ 8/21まで
●ダリアフェスタ 7/23〜10/30

☎ 075-701-0141

京都府京都市左京区下鴨半木町
●第25回
●第57回

●食虫植物展 7/23〜7/31
●サギソウ展 8/2〜8/7
●おもしろい植物展 8/13〜8/21

栃木県栃木市岩舟町下津原 1612

愛知県名古屋市港区潮見町 42
●食虫植物のふしぎ展

咲くやこの花館
●虫を食べる植物展

☎ 0557-51-1111

食虫植物展 7/22〜8/7
朝顔展 7/29〜8/2

一般 200円→ 160円 高校生 150円→ 120円

※会員様ご本人のみ

花の種袋 ※同行者人数４名様まで

三陽メディアフラワーミュージアム

（千葉市花の美術館）

☎ 043-277-8776

宇治市植物公園

千葉県千葉市美浜区高浜 7-2-4

☎ 0774-39-9387

京都府宇治市広野町八軒屋谷 25-1
●オオオニバスの葉に乗ろう

8月下旬

大人 500円→ 400円 小人 250円→ 200円

※同行者人数５名様まで

●グリーンカーテン見本展
●食虫植物展 8/9〜8/14
●変化朝顔展 8/20〜8/30

9/11まで

ラベンダーの香り袋（プチサシェ）

※同行者人数４名様まで

ガーデンミュージアム比叡

渋谷区ふれあい植物センター

京都府京都市左京区修学院尺羅ヶ谷四明ヶ嶽 4

東京都渋谷区東 2-25-37

☎ 075-707-7733



●8月下旬まで
●9月下旬まで
●10月上旬まで
●11月下旬まで

クレオメ
スイレン
ルドベキア
バラ

1,030円→ 930円 ※同行者人数３名様まで

わち山野草の森
京都府船井郡京丹波町坂原シヨガキ 5

●夏の山野草展 7/21〜7/24、8/4〜8/7
●立秋の山野草展 8/25〜8/28

大人 310円→ 210円 小人 210円→ 110円

※同行者人数5名様まで

大阪府立花の文化園
☎ 0721-63-8739

大阪府河内長野市高向 2292-1

8/9〜8/21

［2
 ～11月］
大人 540円→ 440円 高校生 220円→ 120円
［12月・1月］
大人 330円→ 230円 高校生 130円→ 30円

※同行者人数４名様まで



●8月上旬

食虫植物

記念ハガキセット（3枚組）
事
 前申し込みで
園内ガイド実施（30分～1時間）
、
季節のハーブティー（5～9月期間のみ）

※同行者人数10名様まで

夢の島熱帯植物館

☎ 0771-84-2041

●不思議植物展

☎ 03-5468-1384

※中学生以下は無料

☎ 03-3522-0281

東京都江東区夢の島 2-1-2

●今を生きる古代魚類と熱帯の不思議な

生きものたち 7/20〜8/28
オリジナルポストカード

※会員様ご本人のみ

箱根町立箱根湿生花園
☎ 0460-84-7293

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 817



●8月上旬
●8月中旬
●8月下旬

ヤマユリ
サギソウ、レンゲショウマ
オミナエシ

700円→ 600円 ※同行者人数5名様まで
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宮交ボタニックガーデン青島

北九州市立白野江植物公園

とっとり花回廊

☎ 0985-65-1042

福岡県北九州市門司区白野江 2丁目

鳥取県西伯郡南部町鶴田 110

●エアプランツ展

●8月上旬〜下旬

（県立青島亜熱帯植物園）
宮崎県宮崎市青島 2-12-1

8/1〜8/19
詳細は下記のTopicsをご参照ください。
●トロピカルフルーツ展 8/20〜8/31
カ
 フェメニュー
宮崎県産完熟マンゴースムージー Ｌサイズ
20％割引（カフェは祝日を除く毎週火曜日休）

☎ 093-341-8111

☎ 0859-48-3030



ユリ、ナツズイセン、
オミナエシ、キキョウ、ヒゴタイ
一
 般 200円→ 160円 小中学生 100円→ 80円

※会員様ご本人のみ

●サマーフェスタ 8/28まで
●食虫植物展 8/28まで
●ハイビスカス展 8/1〜9/11

大
 人 1,000円→ 900円 小中学生 500円→ 450円

※同行者人数８名様まで

北川村「モネの庭」マルモッタン
☎ 0887-32-1233

※同行者人数５名様まで

●催しは主催者の都合で変更されることがあります。事前にお申し込み、お問い合わせのうえ、お出かけください。
●弊社とのタイアップを希望される場合は、通販係「はなとやさい」催し物情報担当までご連絡ください。

高知県安芸郡北川村野友甲 1100
●フラワーパレット〜夏の章〜

8/31まで

一
 般 700円→ 630円 小中学生 300円→ 270円

※会員様ご本人のみ

s

ic
Top

南国の花々がお出迎え。トロピカルな夏を満喫しよう！

「根がない」「水がいらない」
エアプランツの不思議を探る

エアプランツ展

8 月 1 日（月）〜 8 月 1 9 日（金）
宮交ボタニックガーデン青島
（県立青島亜熱帯植物園）
宮崎県宮崎市青島2-12-1

☎ 0985-65-1042

カ
 フェメニュー
宮崎県産完熟マンゴースムージー Ｌサイズ
20％割引（カフェは祝日を除く毎週火曜日休）

※同行者人数５名様まで

↑リニューアルした大温室。

県立青島亜熱帯植物園が3月にリニューアル。「宮交ボタニックガーデン青島」
の愛称で、四季折々の花々が出迎えてくれます。
8月に開かれる「エアプランツ展」は“本当に根がない？エアプランツの不思議”
と題して、エアプランツの特性を紹介します。展示されるのは代表的なチランジア
「キセログラフィカ」「イオナンタ」「カプットメデューサ」「ウスネオイデス」
「キアネア」など、約20種類。8／14（日）には講習会（※要事前予約、定員に空
きがある場合は当日参加可能）、8／13（土）・14（日）には販売会も催されます。
乾燥に耐え、限られた水分の中で生育するために身につけた能力など、特殊な環
境で生きていくための植物の知恵を中心に、小学生の方にも分かりやすく説明。夏
休みの自由研究などに役立ててみてはいかがでしょう。

↑チランジア「キセログラフィカ」。

アクセス
★宮崎自動車道「宮崎 I. C. 」より国道 220 号を日南（青島）
方面へ、車で約15分。（専用駐車場はありません）
★ＪＲ日南線「青島」駅より徒歩約5分。
〈入園料〉
無料
〈開園時間〉
午前８時30分〜午後5時
（大温室は午前9時〜午後5時）
〈休園日〉
年中無休
（大温室は祝日を除く毎週火曜日休館）
〈ホームページ〉http://mppf.or.jp/aoshima/

記施設についてのイベント情報、開園日時、ア
●ほかにもたくさんの植物園があります。ぜひお出かけください。 ※下
クセス等は、各施設までお問い合わせください。

施設名
都道府県名
福井総合植物園プラントピア
福井県
草津市立水生植物公園みずの森
滋賀県
おふさ観音
奈良県
大阪市立長居植物園
大阪府
万博記念公園
大阪府
服部緑地都市緑化植物園
大阪府
池田市緑のセンター
大阪府
大阪府営大泉緑地花と緑の相談所
大阪府
神戸市立森林植物園
兵庫県
兵庫県立淡路夢舞台温室「奇跡の星の植物館」 兵庫県
西宮市北山緑化植物園
兵庫県
中央公園パークセンター
兵庫県
兵庫県立フラワーセンター
兵庫県
明石市立花と緑の学習園
兵庫県
姫路市立手柄山温室植物園
兵庫県
島根県花ふれあい公園「しまね花の郷」
島根県
岡山市半田山植物園
岡山県
広島市植物公園
広島県
やまぐちフラワーランド
山口県
高知県立牧野植物園
高知県
福岡市植物園
福岡県
響灘緑地グリーンパーク
福岡県
フラワーパークかごしま
鹿児島県
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電話番号
0778-34-1120
077-568-2332
0744-22-2212
06-6696-7117
06-6877-7387
06-6866-3621
072-752-7082
072-251-0871
078-591-0253
0799-74-1200
0798-72-9391
06-6411-8714
0790-47-1182
078-924-6111
079-296-4300
0853-20-1187
086-252-4183
082-922-3600
0820-24-1187
088-882-2601
092-522-3210
093-741-5545
0993-35-3333

施設名
豊平公園緑のセンター
百合が原緑のセンター
茨城県フラワーパーク
国営ひたち海浜公園
国立科学博物館 筑波実験植物園
ポピーの里 館山ファミリーパーク
清水公園 花ファンタジア
京成バラ園
国営武蔵丘陵森林公園 都市緑化植物園
川口市立グリーンセンター
東京都板橋区立熱帯環境植物館
東京都立神代植物公園
神奈川県立フラワーセンター大船植物園
国営越後丘陵公園
新潟県立植物園
富山県中央植物園
チューリップ四季彩館
砺波チューリップ公園
富山県花総合センター
花と幸せのテーマビレッジ ハイジの村
国営アルプスあづみの公園
花フェスタ記念公園
安城産業文化公園デンパーク
東山動植物園

都道府県名

電話番号

北海道
北海道
茨城県
茨城県
茨城県
千葉県
千葉県
千葉県
埼玉県
埼玉県
東京都
東京都
神奈川県
新潟県
新潟県
富山県
富山県
富山県
富山県
山梨県
長野県
岐阜県
愛知県
愛知県

011-811-6568
011-772-3511
0299-42-4111
029-265-9001
029-851-5159
0470-28-1110
04-7125-3030
047-459-0106
0493-57-2122
048-281-2319
03-5920-1131
042-483-2300
0467-46-2188
0258-47-8001
0250-24-6465
076-466-4187
0763-33-7716
0763-33-7716
0763-32-1187
0551-25-4700
0263-71-5511
0574-63-7373
0566-92-7111
052-782-2111

