
パスポート対象施設

1 シューティングスター
長さ300m！ 丘の上から滑空するジップライン。

2 恐竜の森
脱出成功率1％!?ミッション遂行型ゲーム。
※未就学児は要保護者同伴

2 天空の城
日本最大級の空中大冒険。
※混雑時には整理券を配
布する場合がございます。
※身長110cm以上、小学
生以上、小学生は要保護者
同伴※飲酒時利用不可

13 石焼き＆カフェ／モンアミ 11：00～
石焼きトルコライス1,280円

14 音楽と花に溢れる アムステルダム広場
⚫ホテルシェフ監修 ガーデンレストラン＆カフェ
季節野菜のワンプレート（ホテル特製パン付き） 1,500円

⚫ガーデンバー カクテル 800円～

2 24時まで アムステルフェーン
居酒屋／按針 17：00～24：00
カラオケクラブ／パロット 19：00～24：00
Dining Bar／カフェ ド ハーフェン 18：00～24：00
Café & Bar／GRAND CAFÉ 12：00～24：00

ショップ

3 フラワー雑貨／キューケンホフ
花柄モチーフの雑貨やバッグなど。

3 アート雑貨／Art shop Muse
「生活の中でもっとアートを楽しむ」様々な商品を取り揃え。

3 花と香りのお店／アンジェリケ
花柄の雑貨や香水など。
自分だけの香り袋体験コーナーも。

5 ヨーロッパ風のアーケード「パサージュ」
⚫ハウステンボス公式グッズ専門店／LOGO NEW
⚫キャラクターショップ／クート
⚫ファッション・アクセサリー／ソルスィエール
⚫世界の文具・靴・鞄／Pencils
⚫アジアの雑貨／クロントン
⚫真珠アクセサリー販売＆制作体験／グリッター
⚫オリエンタルショップ／VSO
⚫ バラ雑貨・ボディケア商品、輸入雑貨／ローズテラス
⚫美容室／ズコジュリアン（2F）

6 チーズの城
国内・輸入チーズがズラリ。大人気店のスイーツも
⚫「ラフレシール」チーズケーキ　⚫「タンテアニー」アニー
おばさんのチーズケーキ　⚫「ヘクセンハウス」バウムクー
へン　⚫「ミルキーパラダイス」カフェ
食べ比べて選べる！ 14：00/17：00

アートガーデン

ハーバータウン

アムステルダムシティ

フラワーロード

パスポート対象施設

2 ジパング探偵倶楽部  ※

（初回のみ、2回目以降有料）
ハウステンボスの街中を舞台にした謎解きゲーム！

6 ゲームミュージアム   
日本初のゲームの常設ミュージアム。
※一部ゲーム利用有料・年齢制限あり※条例により、13才未
満のお客様は17時以降、16歳未満のお客様は18時以降、要
保護者同伴。18歳未満のお客様は、22時以降はご利用にな
れません※一部コーナーを除く　協力：週刊ファミ通編集部

9 ザ・ヴァーチャル 
最新VRアトラクションを集めた専門館。仮想現実世界へ！
⚫VRリズムアトラクション Airtone
⚫未来手裏剣道場 HANZO
※8歳以上、13歳未満は要保護者同意

10 GO&GO!!スナイパーゲーム 
リアルなエアガンで射撃体験できる人気アトラクション。
※10歳以上

14 ポルセレインミュージアム   
約3,000点の有田焼が並ぶ「磁器の間」や古伊万里も。

20 パレス ハウステンボス
（特別展会場のみ有料）
オランダにある宮殿の外観を忠実に再現。
美術館やイルミショーが人気。
黄金の館 ※車椅子でのご利用不可
壁も天井もすべてが金色！

そのほかの施設・乗り物

12 ジュラシックアイランド行き乗船受付
（乗り場は15マリンターミナル）

12 ベイサイドカヌー
要予約 有料：大人2,000円/名（60分）
集合場所：ウォーターマークホテル前桟橋
予約・お問い合わせ　TEL.0956-27-0290

2 水陸両用観光バス ダックツアー（午後便）
要予約 TEL.0956-27-0360
大人（中学生以上）2,500円、3歳～小学生1,800円、
2歳以下500円（お席の確保はございません）
※午前便は10ショッピングモール（いきなりステーキ前※場外）
※3/30は午前便のみ運行
※予告なく場所の変更や運休の場合がございます。

レストラン・カフェ

5 バーガーハウス／ビッケンビッケン 
佐世保バーガー認定店
ビッケン・スペシャル・チーズバーガー 850円

5 手打ちピザ／イタリアン・バール・ピノキオ
ご当地メニュー レモンステーキロールピザ700円

5 屋台／やきとりほんだ 11：00～
やきとり各種160円～ /炙りチーズ串300円～

6 らーめん二男坊 11：00～
半熟煮玉子らーめん 820円

8 和食処／花の家
長崎定食 1,680円
（11：00～14：00）
長崎和牛三昧膳 2,980円
（11：00～14：00／17：00～）

11 シーフードワーフ・ダム 佐世保バーガー認定店
長崎和牛バーガー 980円、伊万里黒毛和牛極上バー
ガー 1,380円

11 海軍カレー＆もっちりパンケーキ／
レオンハート 10：00～
長崎県産フルーツデコレーションパンケーキ 1,800円

13 ソレイユ
カキ焼き 1,280円、海鮮バーベキューメニューも

14 海鮮と陶器の城 11：00～15：00／17：00～
サーモン家族丼 2,000円、
長崎刺盛 1,980円（ご飯とみそ汁付）

15 シーフードレストラン／レッドロブスター
11：00～15：00／17：00～
ロブスターテール黄金焼き&カットステーキ2,690円 

18 ウォーターマークホテル長崎・ハウステンボス
メインダイニング／エクセルシオール
⚫ ランチ1,000円～
⚫ ディナーブッフェ4,000円

ショップ

3 総合売店／シーブリーズ
菓子、飲料、酒類、チーズ、雑貨、日用品と幅広く品揃え。
【モーニングマーケット】早朝営業（宿泊者特典）ご出発前
のお買い物に。毎週土・日・月 開園1時間前にオープン

4 RAINBOW WATER
国内では2店舗だけ。天然石と麻のブランドショップ。

13 バラと多肉植物のお店／ローズ・ド・マルシェ
各地から集めた良株がいっぱい！

14 海鮮と陶器の城 10：00～
窯元直販！有田焼の作品から日常使いの器まで品揃え。 
長崎の銘酒も。バラのマグカップ（4色） 3,996円

16 場内唯一のドラッグストア／ココカラファイン 
寒さ対策用品、医薬品、化粧品、幼児食と幅広く品揃え。

そのほかの施設・乗り物

2 ミュージアムモーレン
風車の中に入って、その仕組みを見学できます。

レストラン・カフェ

1 花畑のカフェ CAFFEST
花畑に囲まれたオープンカフェ。
チーズソフトクリーム 450円

ショップ

1 チーズ農家／ブールンカース
オランダ直輸入の
チーズやワインなど
取り揃え。

INFORMATION  ご案内

施設のご利用について

妊娠中の方ご利用可可

■VR施設のご利用にはVR専用マスクの着用が必要（各VR施設で無料配布）

車椅子の方ご利用可可 ※車椅子の方：乗り換えまたは付き添い者の
同伴が必要、または一部制限がございます。

地図記号について

●ポーターサービス
●ヤマト運輸窓口充電器（有料） 200円／30分 ※一部対象外

　機種あり

化粧室 車椅子対応
ベビーシート設置化粧室

コインロッカー
300円～500円

授乳室 ATM（現金自動引出機）
～21：00喫煙所 灰皿設置場所

以外は禁煙です

車イスのお貸し出しベビーカーのお貸し出し

パークバス停

3輪ベビーカー 1,000円（フィッツ入国店●❹のみ）、
幼児向けB型     400円、
レインカバー（レンタル・3輪タイプのみ）200円

第2駐車場↓
第4駐車場↓

↓第1駐車場

ホテルオークラ
JRハウステンボス

路線バス乗場

団体バス駐車場

場内ホテル手荷物預かり所
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フラワーロード

フォレストヴィラ

アムステルダムシティ

ハーバータウン

アドベンチャーパーク

アトラクションタウン

アートガーデン

テーマパークゾーンへご入場の際はハウステンボス
入場券が必要です。

ハーバーゲート（営業時間中のみ通行可）

ハーバーゾーン

テーマパークゾーン

タワーシティ

スリラーシティ

出国（スキポール）

・観光バス受付（ハウステンボス観光）
・トヨタレンタリース長崎

入国（ウェルカムゲート）

中央インフォメーションセンター

ジュラシック
アイランド

ウインズ佐世保

シーブリーズ

ワインの城ワインの城

お菓子の城お菓子の城

カステラの城カステラの城

スーベニアスーベニア

海鮮と陶器の城海鮮と陶器の城

アドベンチャーパーク

5 ミューズホール

11 14
アンブレラストリート

14 スタッドハウス
（花時計）前

1人乗り

ファミリー

カナルクルーザー

ウェルカム（入国）発

タワーシティ発
約15分
間隔で運航

日没後のウェルカム発の便は別途料金が必要
※最終運航は、閉園15分前 ※ペット不可 
※ホテルヨーロッパ宿泊者専用便有り。（入場
券類の提示が必要）

※3時間以上のプランもございます。※ファミ
リータイプは日没以降、入国店10台／港町店
5台限定となります。

レンタサイクル（自転車）

1時間：   500円　3時間：1,500円

1時間：2,000円　3時間：3,500円

飲酒時利用不可
入国店　 、港町店　4 2
レンタサイクル「フィッツ」

パスポート対象施設

1 ドムトールン展望室   ※

高さ105mのシンボルタワー。地上80mに展望室あり。

そのほかの施設・乗り物

1 ドムトールン 
プレミアムスカイラウンジ   
（デイタイム 1,000円、ナイトタイム 2,500円）
ラウンジからハウステンボスを一望。ワンドリンク付。

レストラン・カフェ

2 ビッケンビッケン
ご当地メニュー スペシャルバーガー 850円

2 ステーキ・ハンバーグレストラン／
ロード・レーウ 11：00～15：00／17：00～
ご当地メニュー 佐世保名物！ レモンステーキ 1,680円
数量限定 国産牛使用自家製ローストビーフ丼 1,980円

2 人気No.1レストラン ピザ＆パスタ／ピノキオ
ピノキオ特製ポテトとベーコンのピザ1,300円

2 イタリアンレストラン／プッチーニ
フェトチーネ オリジナーレ 1,570円

2 長崎洋食／とっとっと
ご当地メニュー ミックストルコライス 1,450円

2 ちゃんぽん専門店／悟空
ご当地メニュー
長崎ちゃんぽん 1,050円、皿うどん（細麺・太麺） 1,050円

2 ラーメン専門店／メイファン
メイファン特製ラーメン 単品 1,300円

2 カフェ／カフェデリ プリュ
数量限定 幸せ運ぶメルヘンパフェ 900円 テイクアウトＯＫ

2 韓国家庭料理／チェゴヤ 11：30～15：00／17：00～
石焼カルビ丼（スープ付） 1,800円

2 さまざまなグルメが集結 フードコートテラス
⚫佐世保バーガー 
⚫冷たいデザート 
⚫マルモ水産（カキ焼き） 
⚫  ）クンリド（luoslaS
⚫バハマンケバブ（ケバブ） 
⚫うどん（五島うどん・讃岐うどん）

パスポート対象施設

1 Dライブシアター  
】）!リドンバ（!maerD GnaB【

巨大スクリーンで大迫力のライブ映像を体感！

2 VRの館  
日本最大のデバイス・コンテンツ数を誇るVR体験施設。
※混雑時には整理券を配布する場合がございます。
※8歳以上、13歳未満は要保護者同意

3 踊る！450°空間VR バハムートディスコ 
（コンティニューする場合は300円/回）
世界初の体感型音楽アトラクション。

3 VR-KING 
世界最高！最長！最速！のレール
コースターをVRで再現。
※8歳以上、13歳未満は要保護
者同意 ※身長130cm以上、体
重90kg未満 ※飲酒時利用不可

4 ホライゾン・アドベンチャー・プラス
  

800トンの水が、大洪水の猛威を再現。

5 MUSE HALL   
一日中、本格的エンターテインメントが鑑賞できる。

6 ロボットの館   
ロボットステージやショップ、操縦体験コーナーも！

6 Kirara   
「もしも月がなかったら」。大迫力映像シアター。

8 恐竜ランド   
恐竜バスケット
楽しい恐竜も登場するデジタル玉入れアトラクション

みんなの恐竜
描いた絵が巨大スクリーンで動き回る！
※ペーパークラフト購入は200円

10 ショコラ伯爵の館／
伯爵とおちる恋のVR 
チョコレートがテーマの展示やアトラクションを楽しもう。
※館内アトラクション利用にはカカオチケット（有料）が必要。
※一部コンテンツは8歳以上、13歳未満は要保護者同意

14 I.S.ラビリンス～光と音の迷路～ 
足を踏み入れたら…そこは300年後の宇宙空間。

14 スーパートリックアート   
錯覚の世界を観て触れて、おもしろ写真を撮ろう！

14 フラワーアイスカフェ  
（ドリンクは有料／1グループにつき1ドリンク要注文）
マイナス10度の異世界カフェ！

そのほかの施設・乗り物

ゴンドラ
（中学生以上 1,000円/ホテル
ヨーロッパ・ホテルアムステルダム・
フォレストヴィラ宿泊者は800円）
街並みを眺めながら運河を遊覧。

1 ワンダーホイール
次世代乗り物やドローンの操縦を体験！販売も。
●体験／30分 1,000円　
●レンタル／1時間 2,000円・2時間 3,000円
予約・お問い合わせ　TEL 080-6436-3774
※初回レンタルには講習料30分 1,000円＋ライセンス料 
1,000円が必要
※体重40～120kg ※16歳以上 ※飲酒時利用不可

6 世界初公開！高さ約9m！
実寸大パトレイバー

レストラン・カフェ

8 カフェテラス／エバーカフェ
佐世保バーガー認定店  佐世保バーガー 750円

8 カフェ／MUSE DELI&CAFÉ
ラクレットチーズドッグ 800円

8 カフェ／ビランジ
パイ各種 300円～

8 シェフショップ フジイ
佐世保バーガー認定店  佐世保バーガー 680円～

9 変なレストラン 11：00～15：00／17：00～
日本初！ロボットシェフが腕をふるうレストラン！

9 ソーセージ専門店／ソーセージワーフ
ソーセージワーフ特製カレー 1,300円

10 3/15 OPEN!
クレープ＆タピオカ／ディッパーダン
クレープ売上日本一の行列ができる専門店が長崎初
出店！

11 チーズフォンデュのお店／チーズワーフ
1F/カフェ 2F/本格チーズ料理
11：00～15：00／17：00～
ワーフフォンデュ（1名様）2,000円※注文は2名様より

14 チョコラテリア／チョコレートハウス
チョコレートフォンデュ（2～3名様分） 2,600円

15 バーベキューテラス／コリーダ 11：00～
長崎和牛特選盛り（2人前）6,980円

ショップ

1 ハッピーポップコーン
30種類以上から選べるポップコーン専門店。

7 総合売店／フォンデル
各種お土産のほか、季節商品などもご用意。

11 チーズショップ／チーズワーフ ※レストラン併設

限定スモークチーズ等、専門店なので品揃えも豊富！

12 キャラクターショップ／スループ 
ご当地キーホルダー等、お土産に最適な品揃え。

14 カステラの城
オリジナルから文明堂コラボまで人気商品を取り揃え。
食べ比べて選べる！ 12：30/14：30/16：30

14 チョコレート専門店／チョコレートハウス
チョコレートやクッキー、ケーキなどを販売。

15 みつばち牧場
大自然の恵み 純粋完熟蜂蜜を販売。

パスポート対象施設

2 釣りアドベンチャー  
（コンティニューする場合は300円/回）
圧倒的巨大スクリーンで釣り体験！オリジナルグッズも販売。

5 健康の館  
（健康検査は2回目以降900円/回、
一部有料検査は各700円/回）
アトラクション感覚で楽しく健康チェック！健康食品を販売。
※中学生以上

5 ヒーリングラウンジ  
（初回のみ、2回目以降500円/回）※中学生以上
水琴の音を聞きながらリクライニングソファでゆっくり休憩。

11ドラゴンワールドツアー  ※

ドラゴンが案内する世界旅行で感動のVR体験！
※8歳以上、13歳未満は要保護者同意

11 カルーセル（メリーゴーラウンド）   ※

お子様にも大人気！テーマパークの定番！

14 ギヤマンミュージアム   
世界各国からガラス芸術品を集めた美術館。

レストラン・カフェ

5 ミッフィーと一緒に 
体に優しい低アレルゲンカフェ／
ナインチェ・カフェ 11：00～
カレーセット 1,600円

7 ハングリーキッチン
スタミナステーキ 1,550円

8 ダム 佐世保バーガー認定店
キングダムバーガー800円

タワーシティ

パスポート対象施設

3 クレイジーハンマーキング  
※小学生以上
高さ20mの巨大なハンマーゲーム。

8 ドームシューティング360   
アジア最大！日本初！ドーム型シューティングゲーム。

そのほかの施設・乗り物

2 白い観覧車  
有料/600円
観覧車から眺めるイルミは最高！

4 ホースランド 10：00～16：00
要予約 有料
アンティークの馬車に乗って、街を散策。
◼散策馬車（出会えたら乗車可） 500円
◼馬車ツアー（乗合） 大人1,500円　小人 1,000円
予約・お問合わせ　TEL：080-2792-3636

6 ヘリコプター遊覧飛行 10：00～17：00
要予約 有料 場内やうず潮で有名な西海橋、九十九
島を空中遊覧！（定員3名） 3分/11,000円ほか
予約・お問合わせ TEL：080-1544-2052

レストラン・カフェ

7 光のカフェ＆バー
場内最大のイルミスポッ
トを一望！

ル1,000円

ショップ

1 フラワーショップ／ブルームウィンケル
苗や球根、ガーデニンググッズなど。

パスポート対象施設

2 テディベアキングダム   
世界のメーカーベアやアーティストベアを数多く展示。

2 ジパング探偵倶楽部  ※

（初回のみ、2回目以降有料）
ハウステンボスの街中を舞台にした謎解きゲーム！

ショップ

3 テディベアショップ／リンダ
テディベア専門店。限定品が豊富！

5 総合売店／スキポール
場内最大の総合売店！人気商品を多数品揃え。
お土産を買うならココ！

5 ペアジュエリーショップ／デュカス
カップルのためのジュエリーショップ。

場外の施設とお店

1 人気お土産専門店 ベスト３
ベスト商品を取り揃え。入場せずにお買い物できます。

1 ViTO
ジェラート 420円～

1 豆柴カフェ NEW    有料
かわいい柴犬たちと触れ合いながらのコーヒータイム。
大人（13歳以上） 880円、小人（6～12歳） 580円。
※6歳未満は利用不可 ※豆柴と触れ合えるのは20：00まで

1 フォトコーナー／D.P.E.
撮った写真をすぐプリント！カメラや電池も販売。

6 ローソン
ハウステンボスにいちばん近いコンビニエンスストア。

6 みなみ風整骨院 10：00～
疲れた足にマッサージを。10分1,000円。

6 レッカーアイス 11：00～
角煮まんじゅう400円、岡山白桃ソフト450円。

8 DOG BOX 11：00～
ワンちゃんグッズを取り揃え。ペット入店可のカフェも。

10 ハウステンボスショッピングモール
⚫長崎ちゃんぽん リンガーハット NEW
⚫カステラ本家 福砂屋
⚫岩崎本舗／角煮まんじゅう
⚫EISAN（免税店）／ブランドグッズ、コスメなど
⚫いきなりステーキ（10：00～）

変なホテル ハウステンボス

季節の花々と、三連風車がお出迎え！ 緑あふれるハウステンボスの庭。夜はイルミのメインスポットへ！

ウェルカムゲート（入国）とフェアウェルゲート（出国）
ゲートの先に広がるのはヨーロッパ風の別世界！出国前には空港のようなおみやげエリアでショッピングを楽しんで！

シンボルタワーの足もとにはおいしいグルメが大集結！

お子さまに大人気のアミューズメントや深夜まで営業しているカフェなども。

アトラクションタウン 体験型アトラクションが充実。アクティブに楽しむならこのエリア！ ハウステンボスの海の玄関。最新ゲームアトラクションから美術館まで楽しみかた多彩な港町。

スリラーシティ
パスポート対象施設

1 監禁病棟  ※4歳以上
コワさ倍増！あなたは56段の階段を登ることができるか！？

1 ダンジョン・オブ・ダークネス
～闇の迷宮～ 
最新ARシステムを装着して魔王と戦え。
※8歳以上、13歳未満は要保護者同意

1 スペースインベーダーギガマックス20
  ※

超巨大画面で最大20名同時プレイ！
（日没から約30分後～）

3 日本初！※ サモナーバトル ※常設施設として
最新ARシステムで圧倒的臨場感のバトルを体験！
※8歳以上、13歳未満は要保護者同意

4 デジタルホラーハウス  ※4歳以上
タブレット端末を使った日本初のホラーアトラクション。

4 Amazing Journey INFINITY
  

驚きの旅の世界を体験できる映像アトラクション。

6 VR心霊百物語 廃病院 
最新VR技術で恐怖の心霊スポット体験。
※8歳以上、13歳未満は要保護者同意

6 日本の怪談屋敷  ※4歳以上
「四谷怪談」・「耳なし芳一」など怪談の世界を再現。

6 愛のホラーハウス  ※4歳以上
二人の愛で闇の恐怖を乗り越えよう！ ※2名1組で入館。

7 日本初！※ VRホラーハウス 
※常設施設として
VRとギミックが融合した
新感覚のホラーアトラク
ション！
※8歳以上、13歳未満は
要保護者同意

そのほかの施設・乗り物

1 弱虫ペダル GLORY LINE 
長崎ステージ in ハウステンボス
ここだけのスペシャル展示とオリジナルグッズ販売。スタ
ンプラリー（500円）参加者には限定グッズプレゼント。

7 スリラーファンタジーゲームセンター

レストラン・カフェ

2 ステーキ・ハンバーグレストラン／
ペッパーランチダイナー
ペッパーレモンステーキ（ライス付） 
1,500円

ショップ

5 マリン雑貨／フィギュアヘッド
海と帆船をモチーフにした模型・輸入雑貨が勢揃い。

3 ザ・メイズ
世界最大級！ツリーハウス型の5階建て巨大迷路。
※未就学児は要保護者同伴※飲酒時利用不可

4 どうぶつトロッコ
親子で楽しめる手動トロッコ。

5 ふわふわランド  
エアー遊具がいっぱい！ 
全天候型で雨の日も遊べる！
※小学生以下は要保護者同伴

5 チャイルドカート
子ども向けの楽しいゴーカート。 ※14kg未満

アドベンチャーパーク
※自然の森を活かしたつくりとなっているため、段差など足元が整備されていないところがございます。

誰もが主人公になれる、冒険の舞台！

6 天空レールコースター 疾風
日本初！高さ11mから森の中を
滑り抜けるレールコースター。
※混雑時には整理券を配布する場
合がございます。※小学生以上、身
長110cm以上、体重90kg未満※
飲酒時利用不可

レストラン・カフェ

1 健康レストラン AURA 
11：30～14：00／
17：00～
開放的なレストランで
ヘルシーなお食事を。

2 アドベンチャーパーク デリ＆カフェ
軽食やスイーツなど、遊んだ後の休憩に！

動きやすい服装でご利用ください。
【かかとのない靴（サンダル・ミュールなど）・スカート
不可。シューズ・ズボンのレンタルあり（500円）】

購入全商品の
お預かりOK

※イベント開催時、一時的にエリアを封鎖することがあります。その間、一部施設はご利用いただけません。
ホラー好きなら大満足！ 怖いものが苦手な人も楽しめる！ 世界最恐エリア。

7 ワインの城
人気の九州ワインから海外銘醸ワインまで。
飲み比べ1,000円～、グラスワイン500円～

7 お菓子の城
国内外から集めた心躍るお菓子が勢揃い。
食べ比べて選べる！ 15：00

7 九州の城
美食の宝庫・九州の特産品をご提供。
食べ比べて選べる！ 14：00/17：00

8 グラスアート／びーどろ
ガラス工芸品や楽しい和雑貨など。

9 総合売店／スーベニア
ホテルの目の前。人気のお土産品や酒類・おつまみも。

9 スタジオ／フォトジェニック
民族衣装やドレスを着て撮影を。

9 ベネチアングラス体験工房＆万華鏡／カレイド
ベネチアングラス制作体験も実施。

10 オランダ民芸品／
オランダの館
ヨーロッパ雑貨のお店。
木靴絵付け体験 1,350円～

12 ヨーロピアンヴィレッジ
お手頃メニューいろいろ！
⚫KURAGE CREPE（クレープ）　⚫プロースト（ドリンク）　
⚫CoCo（佐世保バーガー）　⚫ ）んどう島五（IKABUST

13 ディック・ブルーナショップ／ナインチェ
世界最大級の品揃え!オリジナルミッフィーは人気No.1。


