ブーゲンビリア
ブーゲンビリアは南国イメージを代表する花で、赤やピンクの鮮や
かな花色が魅力です。昭和46年以降、シンガポール植物園からいた
だいた挿枝をもとに育てたもの8品種を中心に16品種を揃えまし
た。アンブレラ状やアーチ状など、仕立て方を工夫しています。

県立青島亜熱帯植物園

ブーゲンビリア ミセスエバ
Bougainvillea ‘Mrs. Eva’

ブーゲンビリア ジュビリー
Bougainvillea ×spectro-glabra ‘Jublilee’

大温室
Glass house

ブーゲンビリア ダブルホワイト
Bougainvillea ‘Double White’

ブーゲンビリア ピジョンブラッド
Bougainvillea ‘Pigeon Blood’

大温室の南西角で堂々と水を吐くマーライオンは、シンガポール
政府観光局から許可を得て制作し、平成28年3月に設置されま

シンガポール植物園から贈られた3つの品種のラン
昭和40年にシンガポール植物園

した。シンガポールでは風水が重んじられており、この像も現地
と合わせ、
縁起の良い東88度の方向を向いています。

と姉妹植物園締結して以来、平
成19年に天皇皇后両陛下のお名

利用案内

前がつけられた2種類のラン「レ

Visitor info

ナンタンダ アキヒト」と「デンド

開館時間

ロビューム ミチコ」、平成27年に

休館日

毎週火曜日（祝日は除く）

入館料

無料

シンガポールの国花パピリオナ
ンテ（旧名バンダ）ミスジョアキ

9：00 ～ 17：00

Opening hours 9:00~17:00

ムが贈呈されました。

Days closed Every Tuesday(Except national holiday)
パピリオナンテ ミスジョアキム
Papilionanthe Miss Joaquim

Admission fee Free

宮交ボタニックガーデン青島
宮崎県宮崎市青島 2 丁目 12-1
Tel：0985-65-1042 Fax：0985-55-4803
E-mail aoshima@mppf.or.jp
http://mppf.or.jp/aoshima/
Miyakoh Botanic Garden Aoshima

12-1 Aoshima2, Miyazaki city, Miyazaki, 889-2162, Japan
Tel：+81-985-65-1042 Fax：+81-985-55-4803

レナンタンダ アキヒト
Renantanda Akihito

デンドロビューム ミチコ
Dendrobium Michiko

指定管理者

一般財団法人みやざき公園協会

Designated Administrator

Miyazaki Parks Association

大温室について

ソランドラ マキシマ
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Solandra maxima

小さな草本類から大きな花木までがバランスよく揃い、年間を通して彩り
総ガラス張りの温室は、冬でも15℃ 以 上を確保しており、20 ｍ四方の

Strongylodon macrobotrys

2
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トレリス

3

Acalypha hispida

オオバナアラマンダ 赤紫大輪花
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Allamanda blancheƟi

ウェルカムゲート
Welcome gate

Plumeria cv.

ドンべア ワリッキー
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Delonix regia
世界三大花木の１つです。マメ科なので、花後に短い
ものでも30㎝の長さの巨大なマメサヤが付きますが
マメは美味しくないそうです。

Dombeya wallichii
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ペトレア ヴォルビリス
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Petrea volubilis

Mangifera indica
宮崎県の名産物として有名なマンゴーです。こちらの
木は国内でも最大級の大きさを誇ります。ウルシ科な
ので、肌の弱い人などは葉や果皮などに触れないよう
花期：1~3月 に気を付けてください。

メディニラ マグニフィカ
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Medinilla magnifica

紫の部分は萼片であり、その中につく濃い紫の部分が
花です。花の時期は３日ほどと短いのですが、萼片は
その後も残るので長く楽しめます。
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ピンクのシャンデリアのような豪華な花。濃い緑の葉
も美しく、
花色をよく引き立てています。

花期：3~5月

S

W

E

マンゴー
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花期：11~1月
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Crinum ‘Menehune’
宮崎県の県花「ハマユウ」の仲間を集めたコーナーが
あります。黄色や銅色の葉をしたもの、小型や大型な
ど、クリナム属の６品種を集めました。写真はクリナム
花期：周年 メネフネです。

桃色のぼんぼりのような花が下向きに垂れ下がりま
す。花に強い芳香があります。
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クリナム 属

13

タイやハワイでよく見られ、きらきらと輝くように咲く
花には甘い香りもあり人気です。大温室では、白花以
外に、珍しい濃い赤花の品種や黄色葉の品種、背丈が
５品種を揃えています。
花期：6~7月 高くならない矮性品種など、
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ホウオウボク

12

花期：6~8月

プルメリア 属
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Stairs

常緑の低木で、ブーゲンビリアと同じように、赤い花
のように見える部分を苞と呼び、苞の中の紫色の部分
が花です。ほとんど枝分かれせずに成長し、真上を向
花期：周年 いた花を次から次に咲かせ続けます。

花期：周年

Merlion statue

階段

Pavonia intermedia

アラマンダ類は一重や八重があるだけでなく、同じ花
色でも小輪種と大輪種があり、実に種類が豊富です。

マーライオン
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パボニア インテルメディア

11

学名のヒスピダは「剛毛な」という意味をもち、その名
の通りふさふさした花穂が特 徴的です。似たものに
「キャットテール」がありますが、こちらは花穂がもっ
花期：周年 と短く太い別種です。

Trellis
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花期：周年

ベニヒモノキ

3

ライオンの像が設置されています。

回 廊

Theobroma cacao
実が熟すとチョコレートの原料になります。薄紅の小
さな花が幹につきます。

花期：3~4月

中低木では、ブーゲンビリアをはじめ、ソランドラ マキシマやヒスイカズ

Corridor

カカオ

10

つややかな青緑の美しい色の花です。ツル性植物で、
花は房状に垂れ下がります。熱帯雨林の限られた地域
でしか自生しておらず、
絶滅が危惧されています。

つのジャカランダは外苑にあります。）

南西角にはシンガポール植物園との姉妹植物園50周年を記念して、マー

花期：4~5月

ヒスイカズラ
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高木では、世界三大花木のカエンボク、ホウオウボクがあります。
（あと一

ラ、メディニラなど、エキゾチックで美しい花々が揃っています。

亜熱帯・熱帯気候の国々のフルーツの1つで沖縄でも
食べられます。
「ローズアップル」と呼ばれますが、リン
ゴというよりは甘味の少ない梨のような味です。

花期：11~1月

ガーデンには約1600本の植物がぎゅっとつまっています。花木が十分育
見たり、鮮やかな風景を見下ろしたり、新しい楽しみ方ができます。

Syzygium samarangense

直径20ｃｍにもなる大きな花が特徴です。名前のマキ
シマは「巨大な」という意味をもちます。

鮮やかな「トロピカルフラワーガーデン」となっています。

つことができるよう天井の高さは14ｍあり、2階の回廊からは花を間近に

レンブ
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カエンボク

8

Spathodea campanulata

ヘリコニア プシッタコルム

16

Heliconia psiƩacorum

世界三大花 木の1つで、燃えるような赤い花が咲き、
「アフリカンチューリップツリー」とも呼ばれます。

N
W22.5m、H14.7m、L24m、A610㎡

花期：11~1月

花期：4~5月

ヘリコニア類は葉だけでは見分けづらいですが、花に
個性があり、垂れ下がるものや上向きに咲くものなど
形が様々です。
花期：周年

