国際海浜エントランスプラザには、8,000 ㎡を超える多目的広場
（サッカー場）
とテニスコート４
面が備えられています。
多目的広場は毎年 J リーグのキャンプに利用されるほど本格的な天然芝
のグラウンドになっており、
毎日多くの方々にご利用いただいています。
有料施設は夏期には午後７時まで利用が可能です。
Welcome to Kokusai Kaihin Entrance Plaza. There are multi-purpose area (mainly uses for soccer) and four
tennis courts. Multi-purpose area is equipped with nature turf, well-known spring camp ground for
professional soccer club team.
Toll facilities are available until 7:00 p.m. in the summer.

有料施設料金表

国際海浜エントランスプラザ
Kokusai Kaihin Entrance Plaza

Toll facilities

■多目的広場
（サッカー場）
・１時間／一般：840 円 児童･生徒
（高校生以下）
：420 円
・利用時間／ 9:00 〜 17:00
（5 月から 9 月までは 9:00 〜 19:00）
・休場日／毎月第 1･第 3 月曜日
（祝日の場合その翌日）
、
年末年始
（12 月 29 日〜 1 月 3 日）
■Multi-purpose area (Soccer ground)
･1 hour /Adults:830yen Children:420yen (fewer than high school student)
･Utility time/AM9:00 〜 PM5:00(AM9:00 〜 PM7:00 from May to September)
･Closed/Every 1st and 3rd Monday of each month (If 1st and 3rd Monday is a national holiday, the following day)
Year-end and New Year holidays (December 29th to January 3rd)

■テニスコート
・１時間／一般：630 円 児童･生徒
（高校生以下）
：310 円
・利用時間／ 9:00 〜 17:00
（5 月から 9 月までは 9:00 〜 19:00）
・休場日／毎月第 1･第 3 月曜日
（祝日の場合その翌日）
、
年末年始
（12 月 29 日〜 1 月 3 日）
■Tennis court
･1 hour /Adults:620yen Children:310yen (fewer than high school student)
･Utility time/AM9:00 〜 PM5:00(AM9:00 〜 PM7:00 from May to September)
･Closed/Every 1st and 3rd Monday of each month (If 1st and 3rd Monday is a national holiday, the following day)
Year-end and New Year holidays (December 29th to January 3rd)
テニスコートは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの
スポーツ振興くじ助成金で整備しました。

■有料貸出し
・レンタサイクル／ 1 時間100 円
・マレットゴルフ／ 3 時間200 円
（クラブ１本、
ボール１個）
■Rental
･Bicycle /100 yen per an hour
･Mallet golf/200 yen per three hours

交通アクセス

Access

・電車／ JR 日豊本線蓮ヶ池駅下車、
駅から徒歩約 35 分
・車／県道 11 号線をフローランテ宮崎方面に向かい、
山崎町交差点を東に入る。
宮崎駅より車で 15 分。
・バス／宮崎交通⑱シーガイア線 フローランテ宮崎下車 徒歩５分
･15 minutes from Miyazaki station by car.
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Welcome to Kokusai Kaihin Entrance Plaza!
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Visitor info

■5 月〜 9 月 ……9:00 〜 19:00

■May~Sept.…AM9:00~PM7:00

■10 月〜 4 月…9:00 〜 17:00

■Oct.~Apr.…AM9:00~PM5:00

■車いす貸出［２台（無料）］

■2 wheelchairs are available for free.

■休園日……なし

■Open all year around

県立阿波岐原森林公園
管理事務所
Prefectural Awakigahara
Forest Park

イオンモール宮崎
AEON MALL Miyazaki

宮崎港
フェリーターミナル
Miyazaki port ferry terminal

国際海浜エントランスプラザ（管理事務所）
〒880-0836 宮崎市山崎町浜山 414-1 TEL：0985-32-1369 FAX：0985-32-1380
E-mail：plaza@mppf.or.jp
URL http://www.mppf.or.jp/entrance̲plaza/

Kokusai Kaihin Entrance Plaza(Administration oﬃce)
414-1 Hamayama Yamazakicho city of Miyazaki, Miyazaki 880-0836, Japan
TEL:+81-0985-32-1369 FAX:+81-0985-32-1380

大淀川

Oyodo river

Minamimiyazaki station

指定管理者 MParks+PHOENIX
（一般財団法人 みやざき公園協会・フェニックスリゾート株式会社）
Designated Administrator MParks+PHOENIX（Miyazaki Parks Association･Phoenix Seagaia Resort）

国際海浜エントランスプラザは総面積 21.4 ヘクタールの広
さがあり、北エントランスと南エントランスに分かれていま
す。
花と緑に彩られた芝生広場や涼しげなせせらぎ水路、噴
水広場、天然芝の多目的広場、テニスコート、1999 年に宮崎
で開催された「グリーン博みやざきʼ 99」で評判を呼んだ英
国式庭園など、
国際リゾート地にふさわしい公園です。
This 21.4 ha park is known as public resort amenities including lawn
ﬁeld, ﬂowerbeds, fountains, waterways, multi-purpose area of
natural turf, tennis courts and The British Garden.

英国式庭園
英国式庭園は、1999 年にイギリスのトップガーデンデザイナー
のロビン・ウィリアムス氏によってデザインされた庭園で、英
国を代表する４つの本格的ガーデン（コテージ、シーサイド、
フォーマル、
メドゥ）
で構成されています。
庭園の中央にあるガーデンハウスも同時に設計されたもので、
古くからの英国の人々の生活感あふれる佇まいにするために、
様々な建築技術を駆使して造られました。

メドゥガーデン

■Dimension/21.4ha
■Tennis court/4coats
■Multi-purpose area/8,250 ㎡
■Water amenity/1 fountain, 1 water stream(Seseragi-brook)
■The British Garden/2,155 ㎡
Formal garden,Cottage garden,Meadow garden,
Seaside garden,Garden house
■Mallet golf course/4 course

Old well

コテージガーデン
ガーデンハウス

The British Garden is designed by Robin Williams who is the top of British
garden designer, for ʻThe National Urban Greenery Fair Miyazaki 1999ʼ.

Garden house

Fountain

フォーマルガーデン
Formal garden

日時計
Sundial

フォーマルガーデン
Formal garden

パーゴラ

※令和元年度より、北エントランスの指定管理者が変わりました。
北エントランスについてのお問合せは以下までお願いいたします。

Pergola

阿波岐原森林公園市民の森 管理事務所
〒880-0835 宮崎市阿波岐原町産母 128 TEL:0985-39-7308 FAX:0985-39-7328

シーサイドガーデン
Seaside garden

※From the April 2019, the designated manager of the north side zone
has changed. For inquiries regarding the nort side zone, please contact:
Shimin-no-mori(Administration oﬃce)
128 Yabo Awakigahara city of Miyazaki, Miyazaki 880-0835, Japan
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South side zone
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シーサイドガーデン
Seaside garden

英国式庭園

The British garden

マレットゴルフコース
Mallet golf course

North side zone
Cherry blossom area

Cottage garden

南エントランス

Tennis court

噴水広場

コテージガーデン

Parkw

テニスコート

Fountain area

shimin-no-mori

噴水

Cottage garden

北エントランス
阿波岐原森林公園
市民の森

Art Sheep

古井戸

The British garden
■総面積／ 21.4ha
■テニスコート／ 4 面
■多目的広場／ 8,250 ㎡
■親水施設／噴水 1 箇所、
せせらぎ水路 1 箇所
■英国式庭園／ 2,155 ㎡
フォーマルガーデン、
コテージガーデン、
メドゥガーデン、
シーサイドガーデン、
ガーデンハウス
■マレットゴルフコース／ 4 コース

ヒツジ

Meadow garden

フローランテ
宮崎

多目的広場

Florante Miyazaki

Multi-purpose area

Flower area

彫刻の広場

Sculpture area

迷路

Maze area

Ｐ
約 300 メートル

管理事務所

せせらぎ水路

Administration oﬃce

Seseragi-brook

About 300 m

英国式庭園 駐車場入口
Entrance for The British Garden

英国式庭園 駐車場
Parking for The British Garden

メドゥガーデン
Meadow garden

北側ゾーン
（噴水広場）

テニスコート

North side zone(Fountain area)

Tennis court

アカンサス モリス

クレマチス アーマンディ

Acanthus mollis

Clematis armandii

ガーデンハウス
ガーデンハウスでは紅茶が楽しめるほか、イギリスの雑誌やガー
つるバラ

デニングの本なども用意されており、英国情報の発信拠点になっ

アンジェラ

Rosa ʻAngelaʼ

ています。
お茶を飲まない方も気軽にお立ち寄りください。

カフェ利用時間／ 10:00 〜 16:30（オーダーストップ／ 16:00）
定休日／不定休

Garden house
Enjoy your calmness time in the garden house with our special
tea! We always look forward to seeing old and new friends!
Open: 10:00~16:30
Close: Irregular
多目的広場

Multi-purpose area

ブッドレア

Buddleja davidii

モッコウバラ
Rosa banksiae

ジキタリス
Digitalis cv.

