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デイキャンプ場受付

https://uminaka-park.jp/ うみなか 検索

092-603-9005

G5

G6

●車いす、電動カート、ベビーカーを無料で貸し出ししています。
　各ゲートにてお気軽にお声かけください。(数に限りがございますので御了承ください)

障がい者

フラワーミュージアム

カナール

クリスマスローズ

ナノハナ

ニホンスイセン

バラ

季節の花

季節の花 季節の花

季節の花

400円（延長料金70円 ／30分）
250円（延長料金30円 ／30分）

700円
400円

3時間まで 1日乗り放題

●身体障害者手帳および療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示された方は
入園料と駐車料金が無料になります。また付添人1名は入園料が無料になり
ます。なお、貸自転車などについては、本人および付添人1名の利用料金が通
常の半額になります。園内バスは本人のみ無料となります。詳しくはお問い合
わせください。

■交通のご案内自然体験・環境学習遊びのコンテンツがいっぱい！ 四季折々の花々

動物とふれあう

景色を楽しむ

■関連・周辺施設について■花こよみ

●氏名：国土交通省 九州地方整備局 国営海の中道海浜公園事務所長 森口 俊宏　●名称：海の中道海浜公園　●所在地：
福岡市東区大字西戸崎18-25　●種別：展 示（動管第E2902050 号）販売（動管第E2902049 号）　●登録年月日：平成19
年6月25日　●有効期限の末日：平成34年6月24日　●動物取扱責任者：安武 正文

子供の広場
広い園内には、魅力的な遊具がたくさん！

ちびっこ広場 ちびっこすくすくスペース（子供の広場管理棟内）

ゴーカート ミニSL機関車

H5.6、I5

K2

■ふれあい動物舎
モルモットを膝の上にのせて抱っこできます。
毎日開催10：30～12：00、13：10～15：00 ■プレーリードッグ

広い園内には、花の見どころがたくさんあります。
季節毎にうつりかわるフラワーリレーをお楽しみいただけます。

H5 花桟敷（はなさじき）
潮見台

H6

E6
L3

ワンダーワールドI 4

うみなかライン
うみなかライン

2017 年 4 月にリニューアルオープン。展示
テーマを従来の「対馬暖流」から「九州の海」に
一新。「しぜんと、しぜんに。」のスローガンの
もと学びの海にプラスして癒しの海を提案す
ることで日常にうるおいを提供しています。

客室すべてがオーシャンビュー。眼下には紺碧の
プールと緑のガーデン、その先には博多湾のオー
シャンブルーが広がるリゾートホテル。お食事、
パーティ、ウエディングのほか、会議やセミナー
などの会場としてもご利用いただけます。

モーターボートやヨットの保管、マリンジェ
ット、ウエイクボードが楽しめるマリーナ。
テニスは全天候型オムニコート 14 面・ハー
ドコート 4 面でログキャビンやナイター設備
もあり、大会やテニススクールも開催してい
ます。

■園内バス（夏季と冬季は運休します）
1日フリーパス券（3歳以上一律）
1乗車毎につき（3歳以上一律）

500円
200円

450円 290円
210円

1,550円
520円
260円

中学生以下

歳
歳

ご
）行試のみの度年03成平（。すまし定改を料園入りよ日1月4年03成平※

福岡市の野外活動拠点施設。カッター教室、野
外調理、キャンプファイヤー、自然観察など幅
広い活動を行っています。子ども会などの団体
やご家族でもご利用いただけます（要予約）。

パノラマで楽しめる施設です。海の中道の
砂浜、松林の白砂青松を一望でき、晴れの日
には遠く津屋崎や相ノ島が望めます。

美しい海岸線を楽しめる他、ハマナデシコな
ど海浜植物もご覧いただけます。

ワンちゃんがノーリードで遊べる広場です
（有料）。ご利用の際は、鑑札、狂犬病予防注
射済票が必要です。すべてのワンちゃんと飼
い主の皆様が楽しい時間を過ごせるよう、
ご協力をお願いします。

大芝生広場の奥に広がる小高い丘の広大な
花畑です。春には青のネモフィラ、秋にはピ
ンクのコスモスが一面に広がります。

子供の広場の中央にあり、春と秋の年2回季
節の花で彩られます。花壇内には、舗装され
た散策路が設けられ、どなたでも散歩を楽し
むことができます。

マツボックリやドングリ、剪定枝など、園内
で採れた自然の材料を使って工作体験を楽
しむことができます。木工作が無料で楽しめ
大好評です。

「屋根のない花の美術館」を
テーマに、１０の異なるエリア
で構成された空間です。四季
折々に移り変わる花壇の表情
を楽しめるほか、ガーデニング
のヒントやフォトスポットが盛
りだくさんです。

4,000㎡の敷地の中に様々な
品種約1,600株のバラがあり、
春と秋には美しい花とともに素
敵な香りを漂わせます。5月上
旬～6月中旬、10月下旬～11月
中旬が見頃です。

大人用、子ども用、補助輪付き、電動アシスト付き、
2人乗り、子ども乗せ自転車があります（有料）。
子ども用ヘルメットもあります。広い園内をまわる
のに最適です。自転車の持ち込みもOKです。

海辺の芝生で目の前に広がる博多湾と福岡
の街並みを眺めながらバーベキュー。多目的
トイレ、炊事棟もある日帰りデイキャンプ場
です。バーベキュー用品などのレンタルもあり
ます（有料）。事前のご予約をおすすめします。

ゴーカートやミニ
SL機関車など有
料の遊具がそろい
ます。ワンダーシ
ャトルには、レスト
ランと休憩スペー
スがあります。

苗木から森を育て利用することで、人と自然の関わりや雄大な自然の流れを体
験する「一（いち）からの森づくり」を行っています。水辺や畑では、里山の環境
を利用した自然観察や農体験のイベントも行っています。
イベントの詳細は、HPをご覧ください。

歳21（”ンリポんわふ“もぐらじく。すで庫宝のび遊るれふあが性感の達もど子
以下のみ利用可）、遊べる噴水、水辺のトリム、じゃぶじゃぶ池は無料です。
イスや木陰などから、お子様を快適に見守ることができます。

「動物たちとふれあえる自然動物園」が
テーマの開放的な動物園です。カピバ
ラ、カンガルー、ボリビアリスザル、フラ
ミンゴなど約50種500点の動物たちが
のんびり暮らしています。
ふれあったり、エサをあげたりすること
で、動物たちの生き生きとした姿を間近
で感じることができます。
動物の森レストハウスにある「アニマル
ミュージアムショップ」では、動物グッズ
のほか、ソフトクリームなどを販売して
います。

夏の間、期間限定でオープンする「サン
シャインプール」。チューブの中を滑り
降りるドラゴンスライダーをはじめ、流
水プールやユニバーサルデザインのウ
ォータージャングルなど、ユニークな
6つのプールで人気を呼び、シーズン
には多くの来場者でにぎわいます。

H30.4現在

※天候等によって開花時期が前後することがあります。
※フラワーミュージアムおよびシンフォニーガーデンでは、年間を通じて様々な花を楽しむことができます。

各施設の位置について
施設名称の前に記載している【アルファベット・数字】は、裏面地図上の各施設位置を示しています。
座標の横軸はアルファベット、縦軸は数字で表しています。

公園ホームページ
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ちびっこすくすく
スペース（ ）

遊べる噴水

ゴーカート

日本の
名車歴史館

障がい者用専用駐車場

森のトリム

芝生広場

インフォメーション

35

いのちの池

ドッグラン

里の家
（活動拠点施設）

( 冬季休業期間あり）

博多湾パノラマ広場

海の中道駅口

サンシャインプール前

水辺のトリム

大芝生広場

28

※ピクトの位置はあくまでも目安で、場所が離れている場合もございます。

園内バス停

海の中道駅口水辺のトリム
海面からの高さが10mまたは7m以上の場所に立てています。動物の森展望台
（E3）、子供の広場「子供のとりで」（H5）、西口広場（G7）にあります。その他の場所
についても順次設置を進めています。
避難が必要な津波時の避難場所として、また、ランドマーク（目印）としてご活用
ください。

※3 月～6 月及び 9 月～11 月の
　公園開園日に運行します。
※繁忙期やイベント実施のため、ルート
変更や運休になる場合があります。大芝生広場

サンシャインプール前

園内バス

博多湾
パノラマ広場

園内の移動には園内バスやレンタサイクルのご利用も便利です。
また、車いすや電動カート、ベビーカーを無料で貸し出しております
のでゲートスタッフにお声かけください。

海の中道海浜公園のユニバーサルデザインの取り組み
すべての人が安心して楽しく利用できるように、木陰の創出やベンチの配置、情報提供・案内サイン等の工夫をしています。
「もっとこうしたらいいのに」とお気づきのことがあれば、ご意見をお聞かせください。
今後もよりよい公園サービスを提供できるようスタッフ一同努めてまいります。


