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「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」にて

2日間限定のスペシャルイベント

「焼酎の里 ガーデンピクニック」を開催！

芝生エリアにレジャーシートやタープを広げて、

お客様オリジナルのくつろぎ空間で、

食と焼酎・ビールを中心とした

さまざまな“霧島体験”をお楽しみいただけます。

「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」にて

2日間限定のスペシャルイベント

「焼酎の里 ガーデンピクニック」を開催！

芝生エリアにレジャーシートやタープを広げて、

お客様オリジナルのくつろぎ空間で、

食と焼酎・ビールを中心とした

さまざまな“霧島体験”をお楽しみいただけます。

焼酎の里　霧島ファクトリーガーデン
霧島酒造直営施設

TEL 0986-21-8111　【受付時間】9：00～17：00

〒885-0093　宮崎県都城市志比田町5480番地
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イベントについて

詳しくはこちら

レジャーシートや

タープなどの持込み

直径２メートルの大鍋は
迫力満点！
今回は、霧島オリジナル塩麹
「霧島黒麹」を使用した
「黒麹スープカレー鍋」が登場します！
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KIRISHIMA BEACH PARKにて、開催予定（9/23-9/25）

日

１杯

2００円
(税込)

※昨年実施した霧島OH !鍋

～黒麹トマト鍋篇～の画像

になります。

※画像はイメージです。

昼からビアガーデン昼からビアガーデン
「霧の蔵ビアガーデン」を昼から実施します！

☎

11：00～15：00

大　人
１名様
※中高生以下のお子様料金もございます。

（
税
込
）

２時間

一般席（ウェブ予約） 芝生席（電話予約のみ）

￥4,0000986-21-8111
※ピクニック用品の貸出は行ってお

りません。レジャーシートなど、各

自でご用意をお願いいたします。

※雨天などの理由による当日の一

般席への変更はお受けできません。

※1グループ（5名様）につき７m四

方のエリアをご用意いたします。

マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022
第５戦都城大会 第23回ビーチバレー霧島酒造オープン【入場有料】

入場
無料

◎飲酒は20歳から。 ◎飲酒は適量を。

◎飲酒運転は、法律で禁じられています。

◎妊娠中や授乳期の飲酒はお控えください。

OK!

飲み放題
食べ放題

※料理の提供は14：45まで

24時間受付中
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霧島 OH！ 鍋

焼酎の里

霧島ファクトリーガーデン
Instagram公式アカウント

はこちら！

１０：００ 11：００ 12：００ 13：００ 14：００ 15：００ 16：００ 17：００

焼酎の里ガーデンピクニック
【会場マップ】

お問い合わせは
麦汁づくり体験
定員：4組／回
所要時間：45分
参加費：無料

ピッツァ作り体験が
できるライブピッツァ
所要時間：30分
参加費：1,000円（税込）

霧島酒造の焼酎造りがエコ活動と

密接に関わっていることを学べる

シアター。産業廃棄物である焼酎

粕が宝に変わる瞬間を実感いた

だけます。�

�

�

�

�

�

�

� 昼からビアガーデン
「霧の蔵ビアガーデン」を

昼から実施します！

メインエリア

都城牛串部隊（牛串他）・黒豚

とんぷきん（黒豚メンチカツ

他）・Monreve（クッキー他）、浅

井万十店（和菓子他）、鶴田農

園（かき氷他）、めんどり家（お菓

子他）、アラカルトキッチンtatsu

（タコス他）、星の駅たかざき

（総菜他）、金﨑製油 あんぱさ

んど（コーヒー豆他）、la mimosa

（アクセサリー他）
※変更になる可能性があります。

●霧島酒造の焼酎粕に関する

体験型環境教室（参加費：無料）

バイオガスで発電して車が走る!?

科学実験を体験して君も「焼酎粕の秘密」を知ろう!

●焼酎の品質判定に必要な味覚・嗅覚の判定体験（参加費：無料）

焼酎の品質判定に必要な味覚、嗅覚の判定体験してみよう!

●酵素の働きでびっくり変身！麦汁づくり体験

（参加費：無料）※9/24（土）のみ

酵素の働きを利用してほんのり甘い「麦汁」をつくってみよう！

●ピッツァ作り体験ができるライブピッツァ

（参加費：￥1,000（税込））※9/25(日)のみ

好きな具材を乗せてオリジナルピッツァを作れます♪

ピクニックサイト

Instagramフォローでプレゼント

本イベントは宮崎県新型コロナウイルス感染防止安全計画・業種別ガイドラインに遵守したイベント運営を行います。

芝生エリアにレジャーシートやタープを持ち込んで、オリジナルの

“くつろぎ空間”を作ろう！ 近隣のアウトドアメーカーが大集合！

木望峰：キャンプ用品の展示／アウトドアショップクレスト：キャンプ用品の

展示・販売／バンショップミカミ：キャンピングカー（テントむしなど）の展示

※テント用ペグは30cm以内のもの

をご使用ください。

※破損等の責任は負いかねます。

※他のお客様とのテント同士の間

隔を空けてください。

※火気の使用は禁止しております。

� KIRISHIMA WALK FACTORY
『焼酎の工場見学』～スペシャルVer～

� KIRISHIMA
ECO FACTORY

『焼酎粕リサイクルプラント

の見学』

霧島酒造が築き上げた焼酎造りの技術と精神に触

れることができる体験型の施設です。

イベント当日限定のクイズ企画を実施いたします。

事前予約制イベントスケジュール

事前予約制（ウェブ・電話）

事前予約制（ウェブ・電話）

事前予約制（電話）

自由見学

2022.9.24 25土 日

【参加方法】

※空きがある場合は当日の参加も可能です。

TEL:0986-21-8111

焼酎の里
霧島ファクトリーガーデン

※本イベントは「霧島秋まつり」とは異なります。　※新型コロナウイルスの感染拡大の状況や悪天候により、内容の変更もしくは中止の場合がございます。

※イベント当日は通常のレストラン営業を休止いたします。

※昨年実施した霧島OH !鍋

～黒麹トマト鍋篇～の画像になります。

※画像はイメージです。

☎

11：00～15：00

大　人
１名様
※中高生以下のお子様料金もございます。

（
税
込
）

２時間

一般席（ウェブ予約） 芝生席（電話予約のみ）

￥4,000

0986-21-8111
※ピクニック用品の貸出は行ってお

りません。レジャーシートなど、各

自でご用意をお願いいたします。

※雨天などの理由による当日の一

般席への変更はお受けできません。

※1グループ（5名様）につき７m四

方のエリアをご用意いたします。

飲み放題
食べ放題

※料理の提供は14：45まで

体　験

体験① 体験② 体験③

～黒麹スープカレー篇～

１杯

2００円
(税込)

こだわりの
店舗が大集合!

●「KIRISHIMA BEER」の販売

●「霧の蔵ベーカリー」によるビールに合うパン販売

●芋焼酎の原料を用いた「焼き芋スムージー」

霧島酒造ならではの“食”が大集合!

マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022
第5戦都城大会 第23回ビーチバレー霧島酒造オープン【入場有料】

24時間受付中

24時間受付中

ご予約はこちらから

イベント当日、Instagramをフォロー＋イベントアンケートをご記入

の方に抽選で「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン レストラン」

お食事券や「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン ショップ」「霧の

蔵ベーカリー」商品券をプレゼントします。

事前予約制（電話）

①「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」Instagram公式アカウントをフォロー＋イベント当日にアンケートを記入

②イベント会場内の総合案内所にてスタッフが①を確認

③抽選箱からくじを1回引いて、当たればお食事券・商品券をプレゼント！

（はずれの場合は、霧島ステッカーを1枚プレゼントいたします。種類はお選びいただけません。）

※ご希望の時間帯をお伝えください。

10：30～ 13：00～ 15：00～

9/25（日）のみ

9/24（土）のみ


