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【協力】国立科学博物館、日本チョコレート・ココア協会、新潟県菓子工業組合、株式会社ブルボン、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、株式会社美松、
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【主催】新潟県立植物園　【共催】BSN新潟放送 【協賛】 株式会社小川組／
越後天然ガス株式会社

新潟県立植物園内にて開催！
会場：新潟県立植物園（新潟市秋葉区金津）

国際総合学園・都市緑花センターグループ
新潟県立植物園指定管理者：

TEL.０２５０‒２４‒６４６５

左記および上記教室参加希望の方は
以下にお電話ください。
お申込み先

観賞温室企画展示 人と植物のかかわり2

＝第１部コーヒー物語＝ 深くて広いコーヒーの世界絶賛開催中!!

［日時］10月9日(水)　13：30－15：00　［定員］15名
［参加費］500円　［講師］丸山真也(当園職員)

［日時］10月20日(日)　13：30－15：30　［定員］20名　［参加費］500円
［講師］森田竜義(新潟大学名誉教授）

［日時］11月13日(水)　13：30－15：00　［定員］15名　［参加費］500円
［講師］笠原優奈(当園職員)

［日時］10月13日(日)　10：30－12：00　［定員］10名
［参加費］2,000円　［講師］波多野 奨（にいがたコーヒープロジェクト）

［日時］10月20日(日)　10：00－12：00　［定員］10名
［参加費］2,000円　［講師］田中 大介

［日時］11月17日(日)　13：00－15：00　［定員］２0名　［参加費］500円
［講師］尾畑 暠英(日本チョコレート・ココア協会顧問・
　　    元森永製菓株式会社研究所技監)

［日時］10月20日(日)　10：30－12：00　［定員］15名
［参加費］2,100円　［講師］セニョール・カカオ(ロメロトレード)

coffee and

chocolate story

新潟県立植物園

［日時］10月26日(土)・11月10日(日)
　　　10：00－12：00
［定員］15名　［参加費］2,100円
［講師］セニョール・カカオ(ロメロトレード)

まで
絶賛開催中！

11/17●日

令和元年10月6日● 9：30～16：00日

毎年恒例となったオオオニバス試乗体験を今年も開催
します！葉っぱ一枚の上に乗り、水上に浮かぶ、なんとも
不思議な体験をしてみませんか。
※植物の生育状況により試乗いただくオオオニバスが
　レプリカになることもございますので、ご了承ください。

明日自慢したくなる？
植物園職員による
『植物ミニ講座』

植物園職員が、それぞれの得意分野を
活かしつつ、植物の豆知識を盛り込んだ
とっても楽しい『植物ミニ講座』を開催
します！

普段見ることのできない、植物園の施設
の裏側や、植物を育てている栽培温室を
見に行こう！ひょっとしたら、観賞温室を
ご覧いただくより、面白いかも!？

植物園の秘密の
エリアを覗き見よう！

『バックヤードツアー』

植物で、もっと楽しむ！
『植物クラフト体験フロア』
これもおまつり恒例！植物を使ったさまざまなクラフト体験
(木工体験、苔山、多肉ボトル、ハーバリウム、グリーンインテリア
など)ができるフロアを用意します！

植物園のおまつり恒例！
『古本市場』

地域の本屋さんなどの協力で、懐かしくて、珍しい古本た
ちとの出会いの場を用意しました！きっとお気に入りの一
冊とであえるはずです。

さらに！

秋のお庭を彩るきれいな
草花販売を実施します！秋
の定番の花や、みたことな
い花などがきっとみつかり
ます！
楽しい草花との出会いを！

『秋の草花マーケット』

地球上の最後の楽園といわれている、中米の
国、コスタリカ共和国をご存じですか。世界中
の生物種の５％もが生息するといわれる自然の
王国コスタリカで、自然を守り、自然と生きてい
る人々のドキュメンタリー映画を届けます。

今年は最後の楽園のお話です
『特別映画上映会』

［時間］１回目10:00～   2回目13:00～
［会場］秋の植物園まつり本部テント

［時間］9:30～16:00　［会場］花と緑の情報センター脇テラス

［時間］9:30~16:00　［会場］観賞温室第３室２F

［時間］14:00～　［会場］観賞温室第２室脇の水辺

［時間］9:30～16:00
［会場］エントランス広場

［時間］15:00~16:00
［会場］花と緑の情報センター２F研修室

［時間］1回目11:00~    2回目13:30~
［会場］植物園内各所

温室入館者全員に
チョコレート＆
コーヒープレゼント！
※なくなり次第終了します。
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おいしいものももちろん楽しめるコーナーも用意して
います！おいしい時間もゆっくりお過ごしください。

食欲の秋も楽しもう！
『いろいろキッチンカー』
［時間］9:30~16:00　［会場］エントランス広場
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2 秋を楽しむ彩りは
いかがですか。

イベント
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葉っぱの力で水に浮く!?
『オオオニバス試乗体験』

大盤
振る舞い！

中学生以下の方はダブル振る舞い！

チョコ＆バルーン
プレゼント！

先着
100名様

まつり

※各イベントの開催時間、受付時間などは、「新潟県立植物園のホームページ」でご確認ください！

・NPO法人お山の森の木の学校
・新潟農業・バイオ専門学校
・flower & garden 風花*kazabana

出展団体 ・みどりデザイン研究所
・*nori-bou*
・ジャパンハーブソサエティ新潟支部
・YODEL-GARDEN

※イベント内容および時間は変更になる場合がございます。予めご了承ください。



県立植物園・新津美術館・新津鉄道資料館の3館割引実施中！
温室入館の際に、新津美術館、新津鉄道資料館の半券をご提示いただくと、団体料金で入館でき
ます。また、当園のスタンプを押した入館券提示で他の施設を団体料金でご利用いただけます。有
効期限はスタンプの日付から一年間。詳しくは各施設の係員にお尋ねください。注）新津美術館の
観覧券は展示によって料金が異なります。 大　人 200円

150円シルバー
（65歳以上）

高校生・学生 100円

無 料小・中学生

＊１ 現在、熱帯ドーム（観賞温室第１室）は改修工事および植栽リニューアル
を行っており、2020年3月中旬まで閉鎖しております。この入館料金は、こ
の改修工事および植栽リニューアル期間中の「特別料金」となります。ご了承
ください。なお、閉鎖しているのは、観賞温室第１室のみです。他の観賞温室
（観賞温室第２室、観賞温室第３室）は入館可能です。
＊２ 団体料金等、詳細については、植物園のホームページをご覧ください。

●入館料金 ＊１ 2020年3月中旬までの特別料金
休館日

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
10月 11月

6
13
20
27

3
10
17
24

日 月 火 水 木 金 土
12月

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
39

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

温室開館時間／9:30～16:30（入館締切16:00）観賞温室利用案内 観賞温室休館日

J R

駐車場無料：300台収容

信越線古津駅下車徒歩約25分※新津駅東口より左記バスが運行しています

磐越自動車道新津I.Cから国道403号で三条／加茂方面へ約15分

（新潟方面から）国道49号から茅野山I.Cを国道403号加茂／新津方面へ約20分

高速道路

一般道路

交通アクセス

区バス
新津駅東口から「新津駅西口」行き「美術館・植物園前」下車徒歩1分
＊路線・時刻表は、新潟市秋葉区ホームページをご覧ください。
https://www.city.niigata.lg.jp/akiha/torikumi/kotsu/kubus/unchin.html

指定管理者 国際総合学園・都市緑花センターグループ

情報発信しています

NIIGATA
COFFEE
GOOD TIME
FES. 2019
コーヒー＆カカオマルシ

ェ

10月1日はコーヒーの日。に
いがたコーヒープロジェクト

では、企画展「コーヒーとチ
ョコレート」の開催に合わせ

て、‶コーヒー＆カカオマルシ
ェ”をテーマに開催します。

同時
開催

2019.10.6 9:30-
16:00

あまり知られていませんが、三
条・燕地域では、コーヒー器具
を製作している会社が数多くあ
ります。今回は株式会社シン
ドーの個性的な形の「バートド
リッパー」の販売とドリップ体験
講座を開催します。

コーヒー器具の販売と
抽出体験コーナー

コーヒーとストリートカルチャーを融合した「PRIMAL COFFEE.」。国内のロースターの豆を使用し、それぞれの
個性を多くのお客様にご紹介します。世界水準のコーヒーとラテアートを是非お楽しみください！当日は、東京 
国分寺の「Life Size Cribe」の豆を使用。 オススメのフランスドッグは新潟初登場！

PRIMAL COFFEE コーヒー販売 ロメロトレード

新潟県立植物園
温室前エントランス広場場所

AKIHA COFFEE Hub
コーヒー販売

コーヒー

日

〒956-0845 新潟市秋葉区金津186番地　
TEL.0250（24）6465 FAX.0250（24）6410
http://botanical.greenery-niigata.or.jp

2016年に日本初のスペシャルティ
コーヒーの認定を受けた沖縄県国
頭村安田の「アダファーム」から当
園に提供されたタネから育てた鉢植
えを販売します。植物園での栽培試
験を経て、立派に育った鉢植えを、
ご自宅でぜひ育ててみてください。

アダファーム コーヒーノキ特別販売

新津駅前にある、おしゃれで、おいしいコー
ヒーを提供することで人気のカフェ。今回の
一押しが「ペルー マチュピチュ インカワシ」世
界遺産天空都市マチュピチュがあるクスコ地
区産のコーヒー豆で、レモンやグレープフルー
ツの様な黄色い柑橘系の華やかな甘い酸味
の中に、コクや苦味がバランス良くそなわった
非常にクリーンな味わいが特徴です。

「自ら試し、感動した商
品しか取り扱わない」を
モットーにコスタリカ出身
セニョールカカオが中米の魅力を発信中！一度試したら
クセになる体にもやさしいファインカカオとチョコレートを
ご用意してお待ちしています♪

古町にある古民家イタリ
アン armonia（アルモニ
ア）がキッチンカーで出
店。日本を一周した料理
人が、新潟の旬のオーガニック食材を使い、添加物を一
切使用しない、体に優しい食事とスイーツを提供します。

COFFEE

CACAO

EVENT 01
EVENT 02

温室内のカフェ「にいがたコーヒーラボ」では、「ホリウ
チおやつ」のカカオニブとオートミールが入ったざくざく
食感のクッキーや焼き菓子、自家製酵母ベーグルを販
売。「カフェゲオルク」からは、カカオニブを使ったビス
コッティや秋限定のタルトなどを販売。

EVENT 03

「にいがたコーヒープロジ
ェクト」とは

「美味しいコーヒーと美し
い緑のある街“にいがた”」

をテー

マに、コーヒーノキ栽培・コ
ーヒー焙煎・コーヒー抽出

専門

家が集まって結成したプロ
ジェクト。“にいがたコーヒ

ーラ

ボ”の運営や各種セミナー
などを開催しています。

ライブイベント EVENT 05

静寂を奏でるピアノと、優しく力強い歌声で、心に
そっと寄り添う言葉を届けている。TeNYテレビ新潟
「夕方ワイド新潟一番」の番組テーマソングを担当。

岡村　翼

ギターと詠う17歳。新潟出身。新潟を中心に活動
中。10代の瑞 し々い感覚で日常を歌にします。透き
通る歌声の中の芯のある歌声を聴いてください。

コダハルカ

Joselyn Villalobos（ジョセリン・ビジャロボス）
コスタリカ生まれの25歳。20歳から日本語を学び始め、現在文部科学省の奨学生として今年４
月に来日。趣味は、ギターを弾くことと歌うこと。その他に様 な々スタイルのダンスを得意とする。 今
回ご紹介するダンスは、コスタリカの伝統的な踊り（Biletípico）とSwing Criolloというものです。 
Swing Criolloはとても楽しい踊りなので一緒に踊りましょう！　¡Pura Vida!
Instagram→@jo5svf　Youtube→joschannel10

一家全員音楽ファミリー、民族音楽などの
ワールドワイドな音楽をお届け。

コダハルカファミリー

新潟市出身の15歳シンガーソングライター。
日常の出来事や喜怒哀楽をギターとともに
唄います。カフェやライブハウスなど、新潟を
中心に活動中。

小島　りさ

チョコレート

EVENT 04フード

スイーツ

特設ステージでのライブイベント

いわむロックキャラバン2020 EVENT 06

終わったばかりのいわむロックFESTIVAL2019。 台風の影響により1日中止に。
フラストレーションを発散させたいいわむロックメンバー。 そのエネルギーを、来年の開催に向け
て、すでにスタートした「いわむロックキャラバン隊」
さあ、いわむロックFESTIVAL2020がはじまります。

※イベント内容および時間は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※各イベントの開催時間、受付時間などは、「新潟県立植物園のホームページ」でご確認ください！


