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休息コーナーやレストラン、農産物の直売
所も備えた道の駅なんごう。デッキからは
風光明媚な日向灘の景色が望めます。周辺
には、世界三大花木のひとつであるジャカ
ランダが群生する「ジャカランダの森」が広
がります。

34 ジャカランダの森 □住 日南市南郷町贄波3220-24
□☎ 0987-64-3055（道の駅なんごう）
□交 （車）宮崎ICから1時間20分、
　　　 JR南郷駅から15分

ジャカランダの森のすぐ隣で、トロピ
カルフルーツを使用したソフトクリー
ムや地元で水揚げされたカツオ料理
が楽しめます。
マンゴーソフトを
食べながら、のんびり
休憩してください。

道の駅なんごう

□住 南郷町大字贄波
　3220-24
□☎ 0987-64-3055
□交 （車）宮崎ICから1時間20分、
　　　 JR南郷駅から15分

P23

見頃

【ジャカランダ】
5月下旬～
6月中旬

イ
ベ
ン
ト

ジャカランダまつり［5月下旬～6月中旬］

ヒスイカズラ、カエンカズラ、スターフ
ルーツ、ライチ、コーヒー、アテモヤな
ど珍しい亜熱帯性植物の研究機関と
して公開されています。世界三大花木
のジャカランダ、カエンボク、ホウオ
ウボクも植栽されています。

日本唯一の
ジャカランダ

群生林!

夜は
ライトアップされて
幻想的な美しさに

宮崎県亜熱帯作物支場
（トロピカルドーム）

立ち寄りスポ
ット

散った後のジャカラン
ダも一面青紫の絨毯の
ようでキレイ！

散った後のジャカラン
ダも一面青紫の絨毯の
ようでキレイ！

CHECK!
イベント情報を

の森ジャカランダ
日南市には、世界三大花木のジャカランダの群生林があります。
初夏の宮崎を爽やかに彩っています。

立ち寄りスポ
ット

美味

体験
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CHECK!
イベント情報を

見
頃

【チューリップ】3月中旬～4月中旬
【ビオラ】3月中旬～4月下旬
【ダイアンサス】3月下旬～5月下旬

見
頃

【チューリップ】
3月中旬～4月上旬

【バラ】
4月下旬～5月上旬

みやざきグルメとランタンナイト（8月予定）
秋のフローラル祭（10月～11月予定）
イルミネーション・フラワー・ガーデン（12月～1月予定）

国際海浜エントランスプラザ

花と緑、そして青々とした芝生が気持ちのいい
公園。春は「春のフローラル祭」が開催され、
チューリップやバラをはじめ、さまざまな花が
満喫できます。

1 フローランテ宮崎

□住 宮崎市山崎町浜山414-16
□☎ 0985-23-1510
□交 （車）宮崎ICから一ツ葉
　　　 有料道路経由で15分、
　　　 JR宮崎駅から10分

URL：http://hanatabi365.com/

P18

英国人ガーデンデザイナーが手がけた英国式庭園は、松林の中に建つ洋
館・ガーデンハウスのファサード（正面デザイン）が４面とも異なり、その
先にイギリスを代表する4つの庭が広がります。イギリスから取り寄せた
レンガや石畳と調和する庭の佇まいは必見です。

3 英国式庭園

□住 宮崎市山崎町浜山414-1 □☎ 0985-32-1369
□交 （車）宮崎ICから一ツ葉有料道路経由で15分、
　　　 JR宮崎駅から10分

□住 宮崎市阿波岐原町産母128 
□☎ 0985-39-7308
□交 （車）宮崎ICから
           一ツ葉有料道路経由で20分、
　　　 JR宮崎駅から20分

P18

P18

イ
ベ
ン
ト

春のフラワーガーデンショー［3月下旬頃～］

果樹やハーブを植栽した
田園地帯の庭園。

【コテージ】

海沿いの気候と強い日差
しに適した植物を植栽。

【シーサイド】

松林や池など自然を生か
した牧歌的雰囲気の庭。

【メドゥ】

垣根や噴水を配置
してシンメトリーに
造られた伝統的な
整形式庭園。

ガーデンハウスでは庭を眺めながら紅茶やスコーンを楽しむこともできます。

【フォーマル】

有料

イ
ベ
ン
ト

春のフローラル祭［3月～5月予定］

見頃
●ハナショウブ／5月下旬～6月上旬 

●スイレン／5月下旬～8月下旬 ●アジサイ
／6月上旬～6月中旬 ●紅葉／10月上旬～
11月下旬 ●ツバキ／1月下旬～3月中旬 
●梅／1月下旬～2月中旬

29.3haの園内をさまざまな樹木や四季の
花々が彩ります。東園にはイザナキノミコト
がみそぎを行ったといわれる御池（みそぎ
池）もあります。

阿波岐原森林公園
市民の森

2
あ   わ  き が はら

見頃
●チューリップ、パンジー他／3月上旬～4月下旬 ●サクラ/3月

中旬～4月上旬 ●ツツジ/4月中旬～5月下旬 ●アジサイ/5月中旬～
6月下旬 ●ユリ/6月中旬～7月中旬 ●フジバカマ／10月上旬～11
月下旬 ●ラクウショウ／11月上旬

宮崎市街地が一望できる
自然豊かな丘陵地の公園
で、県民の憩いの場所とし
て親しまれています。秋に
はフジバカマの花にアサ
ギマダラという珍しい蝶
が飛来します。

空港から車で30分ほどの距離にある一ツ葉のリゾートエリ
ア。美しい松林の中の4.2kmの道のりはパークウェイと呼
ばれ、宮崎ならではの花木や草花たちが訪れる人びとをお
もてなししています。

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾートに隣接する宿泊
者専用のガーデンエリア｢THE LIVING GARDEN｣。
水辺のソファでピクニックを愉しんだり、焚き火を囲んで
バータイムを過ごしたり、一日中くつろげる屋外空間です。

県立平和台公園7

見頃
●ウミネコザクラ、イペー、メラレウカ、ニオイバンマツリ／3月～

5月 ●ブーゲンビリア、アガパンサス、サンゴシトウ、アメリカデイゴ／6
月～8月 ●キサントステモン、ゴクラクチョウカ、ノボタン／9月～11
月 ●クリスマスローズ、ポインセチア、マルバビスカス／12月～2月

標高約50ｍのウッドデッキか
ら鬼の洗濯板や太平洋を一望
できる宮崎市の代表的な観光
スポット。日南海岸ドライブの
休憩スポットとなっています。

道の駅フェニックス4

南国情緒溢れるフェニックスが立ち並ぶ大
淀川沿いの公園で、四季折々の草花が楽し
めます。川端康成の小説「たまゆら」にも描
かれた夕景は必見です。

8

□住 宮崎市橘通西1-1-1外 大淀川沿い遊歩道 
□☎ 0985-21-1814（宮崎市公園緑地課） 
□交 （車）宮崎ICから20分、JR宮崎駅から10分

□住 宮崎市大字内海381-1 □☎ 0985-65-2773 
□交 （車）宮崎ICから20分、JR宮崎駅から40分

□住 宮崎市下北方町越ヶ迫6146 
□☎ 0985-35-3181 
□交 （車）宮崎ICから30分、JR宮崎駅から20分

P18

P18

P18

橘公園

パークウェイ（阿波岐原森林公園） シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
｢THE LIVING GARDEN｣

見
頃

【ビオラ、パンジー、サルビ
ア、ペチュニア、ポピー、ブー
ゲンビリアなど】年中多種

ガーデンツーリズム
国土交通省が地域の活性化と庭園文化の普及を目的に創設した
「ガーデンツーリズム」登録制度に「宮崎花旅365」が登録されています。

有料施設

宿泊者専用エリア

イ
ベ
ン
ト

FLOWER LIVING ～春のガーデンパーティー～
［2月下旬～5月下旬］
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旅行者を迎える宮崎
の「玄関口」として、郷
土を紹介する各種展
示や催事が楽しめま
す。館内外は、ブーゲ
ンビリアやヤシ類な
ど南国らしい植物で
彩られています。

季節によって様々な顔を見せてくれる花の名所。
春夏秋冬、あなたのお越しをお待ちしています。

宮崎空港の愛称を公募したところ、県内外から3,000件を超える応募がありました。その過半数が、南国イメージだったことと、宮崎空港に咲くブーゲンビリアをシンボルとしておもてなしをしていこうという思いから「宮崎ブーゲンビリア空港」に愛称が決定。情熱が花言葉のブーゲンビリアが皆さまをお迎えします。

9

5

宮崎ブーゲンビリア空港
□住 宮崎市赤江宮崎空港内 □☎ 0985-51-5111
□交 （車）宮崎ICから5分、JR宮崎駅から20分、
　 （JR）JR宮崎空港駅下車すぐ

□住 宮崎市青島1-1-1 □☎ 0985-65-1111
□交 （車）宮崎ICから15分、JR宮崎駅から30分、
　 （JR）JR子供の国駅下車すぐ、
    （バス）JR宮崎駅から青島方面行き45分、
     バス停「こどものくに」下車すぐ

□住 宮崎市青島2-12-1 □☎ 0985-65-1042
□交 （車）宮崎ICから15分、JR宮崎駅から30分、
　 （JR）JR青島駅から徒歩5分

P19

P18

見頃

【ブーゲンビリア】
5月下旬
9月中旬
12月中旬

宮崎空港の愛称が決定!

ここも
CHECK!

鬼の洗濯板と呼ばれる波状岩に囲
まれた島で、亜熱帯性植物が自生
しています。島内には神話に登場す
る神々を祀る青島神社があります。

青島

青島ってこんなところ!

□住 宮崎市青島2-13-1 
□☎ 0985-65-1262（青島神社） 
□交 （車）宮崎ICから15分、JR宮崎駅から30分、
     （JR）JR青島駅から徒歩10分

青島神社
青島の中にあり、島全
体を境内とする神社。
縁結び、安産、航海安
全などにご利益があ
ります。

神話

見頃
●山桜／3月 ●芝桜／3月中旬～4月中旬 ●バラ／4月下旬～5月下旬、10月

下旬～11月中旬 ●カンナ・ノボタン／6月上旬～11月上旬 ●ブーゲンビリア／7月上
旬～10月下旬 ●カンヒザクラ／1月下旬～2月中旬 ●ツバキ／1月中旬～3月中旬

日向灘に面し、バラ園・椿園をはじめ、フェニックス・
ワシントニアパーム・ブーゲンビリア等、南国ムード
あふれる公園です。春には250品種2,000本ものバ
ラが咲き誇る春バラまつりが開催されます。

こどものくに
日本で最初に国立公園に指定されたえびの高原。
高原ならではの四季折々の花々に出会えます。

39 えびの高原

□住 えびの市大字末永1495-5
□☎ 0984-33-3002（えびのエコミュージアムセンター）
□交 （車）えびのICから40分、JRえびの駅から35分

P25

韓国岳から眺める
ミヤマキリシマ
標高差500mの韓国岳
を登ると360度見渡せ
る絶景が待っています!

※登山の前に規制情報を
チェックするなどの安全確
認をお願いします。

えびの高原の豊かな自然をジオラマ
や写真、映像などで紹介。季節の見
どころや登山情報なども提供してい
ます。トレッキングコースの案内も
行っているので、散策前に立ち寄っ
てみましょう。

えびのエコ
ミュージアムセンター

【ノカイドウ】4月下旬～5月上旬 【キリシマミズキ】4月上旬～5
月上旬 【ミヤマキリシマ】5月下旬～6月中旬 【ナツツバキ】6
月下旬～7月下旬 【ススキ】9月上旬～10月下旬 【紅葉】10月
中旬～11月中旬 【霧氷】1月中旬～2月中旬頃

見
頃

野生馬保護
協力金あり

体験

CHECK!
イベント情報を

宮崎県の最南端。野生馬の生息する緑の
草原を、彼岸花が赤く彩ります。

33 都井岬

□住 串間市大字大納字御崎
□☎ 0987-72-1111
　  （串間市役所商工観光スポーツランド推進課）
□交 （車）宮崎ICから2時間、JR串間駅から40分

P23

見
頃

【オキナグサ】3月 【アジサイ】6月
【ヒオウギ】8月下旬～10月上旬
【彼岸花】9月下旬
【リンドウ、タヌキマメ】10月

花の形がタヌキの顔
に見えるタヌキマメ。

登山好きな方
にオススメ!

四季折々 の花ガーデンツーリズム

ヤシと熱帯花木が咲き誇る南国情緒あふれる植物
園です。シンガポール植物園から昭和46年に32品
種のブーゲンビリアの苗木が寄贈されました。姉妹
園として、今も交流が続いており、毎年春にはブー
ゲンコレクションが開催されます。

6 宮交ボタニック
ガーデン青島

P18

イ
ベ
ン
ト

ブーゲンコレクション［4月下旬～］

見
頃

【ブーゲンビリア】4月上旬～5月中旬
【ジャカランダ】5月下旬～6月上旬
【ストレリチア、パラボラチョ】9月上旬～12月下旬
【ストック、アイスランドポピー】1月上旬～3月中旬
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キャンドルや

花火など夜の

イベントも人気春は20万本の菜の花やポピー、夏はサルビアも楽しめます

い こま

【梅】2月上旬 【ソメイヨシノ】3月
下旬～4月上旬 【菜の花】3月中旬
～4月上旬 【アジサイ】6月 【ヒマ
ワリ】7月中旬 【彼岸花】9月中旬

【コスモス】10月中旬～11月上旬 

見
頃

日本遺産に認定された日本最大
級の古墳群に、約2,000本の桜と
約30万本の菜の花が咲き、青空
とのコントラストが多くの花見客
を魅了します。

100万本のひまわり

19 特別史跡公園 西都原古墳群

□住 西都市大字三宅西都原
□☎ 0983-41-1557（西都市観光協会）
□交 （車）西都ICから10分、JR高鍋駅から30分

P20

イ
ベ
ン
ト

西都花まつり［3月下旬頃］

さい と ばる こ ふんぐん

CHECK!
イベント情報を

300万本のコスモス　

西都原古墳群をはじめ、県内で出土した貴重な考古資料など
を収蔵、展示。考古学講座や古代人の生活を体験できるコー
ナーもあります。

□住 西都市大字三宅5670 □☎ 0983-41-0041

立ち寄りスポット

県立西都原考古博物館 体験

四季折々 の花

有料施設

生駒高原といえば「何と言ってもコスモス!」と
いうほど有名です。霧島連山をバックに約100
万本のコスモスが咲き誇る景色は壮観の一言。

4世紀から7世紀頃に築造されたとされる300基以上の
古墳が点在する日本遺産に認定された日本最大級の
古墳群。

42 花の駅 生駒高原

□住 小林市南西方8565
□☎ 0984-27-1919
□交 （車）小林ICから5分、JR小林駅から20分

P25

見
頃

【菜の花】3月下旬～4月中旬 【ポピー】4月中旬～5月下旬
【サルビア・アメリカフヨウ・ヒマワリ等】7月下旬～8月下旬
【キバナコスモス】8月中旬～11月中旬 【コスモス】9月下旬～10月下旬

イ
ベ
ン
ト

コスモスまつり［9月下旬～10月下旬予定］
ポピーまつり［4月下旬～5月下旬予定］

CHECK!
イベント情報を


