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２０２１年 ４月 ８日
京成バラ園芸株式会社
関東最大級のバラの名所、１年で最高のシーズン到来

１，６００品種、１０，０００株のバラが咲き誇り、ガーデンは春一色に

スプリングフェスティバル「It’s so in Bloom！」
新作バラ「ローズヌーボ２０２１」や、３．５ｍのミラーボーラーも登場！
期間：２０２１年４月２３日（金）～６月１３日（日）
春バラの見頃は５月中旬～６月上旬を予想しています
京成バラ園芸（本社：千葉県八千代市、社長：北村 恵喜）は当社バラ園において
２０２１年４月２３日（金）～６月１３日（日）の期間、スプリングフェスティバル「It’s so in
Bloom!」を開催します。
今回の京成バラ園はバラの開花時期に先駆けて、ゴールデンウィーク期間から春の
草花の競演をかわきりにスタートします。また５月の中旬からは例年通り１，６００品種
１０，０００株のバラが咲き誇り、まさにガーデンは春一色になります。
また、３．５ｍのミラーボーラーが登場する「香りと光のアート空間」や、春の草花を楽し
むことができる「７つのミニガーデン」など、様々な催しによって、春の花々が咲く開放感
あふれるローズガーデンをお楽しみいただけます。

エデンの泉から望むローズガーデン

●見どころ① 草花の競演「７つのミニガーデン」

香りと光のアート空間
※写真は過去の作品です。実際の作品は新作となります。

「フラワージェニックな赤レンガ」
赤レンガを借景に一般のバラより一足早く開化するアーリーローズ（早咲かせ）のバラをはじめ、園長が
その時々に見ごろの花をアレンジしながら世話する、バラと草花のフォトスポット
➁「ラベンダーとハーブのシークレットガーデン」
その他、「アルテミスの花園」、「アポロンの箱庭」、「グリーンマリアージュガーデン」、「サフィニアの咲く、
小さな一軒家が童話の世界観を思わせるシャビーシックなお庭。
ファンシーガーデン」、「サフィニアの咲く、ジュビリーガーデン」と合計７つのガーデンがあり、草花とバラの
その他、「アルテミスの花園」、「アポロンの箱庭」、「グリーンマリアージュガーデン」、「サフィニアの咲く、
競演で一層春を満喫していただけます。
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ラベンダーとハーブのシークレットガーデン

アルテミスの花園

アポロンの箱庭

●見どころ➁ 香りと光のアート空間
日本最大級のあかりのアート展を開催する「日本あかり博」とアート集団「ミラーボーラー」がコラボレーションし、
バラ園の大温室に３．５ｍを超える巨大アート作品を発表します。
会場：ローズガーデン大温室
制作協力：日本あかり博（オフィスミゴト）、
ミラーボーラー（ＭＩＲＲＯＲ ＢＯＷＬＥＲ）

●見どころ➂ 新品種４種の「ローズ ヌーボ」と特設ドリンクカウンター
ワインに「ボージョレ・ヌーボ」があるように、バラにも「ローズ ヌーボ」があります。２０２１年春の「ローズ ヌーボ」
は４品種。
・プロローグ ・マカロン ピンク ・マチネ ・パフューム ドレス
※新品種の為、写真の発表は４月２２日（木）メディア内覧会にてお披露目。
また、バラと共に香りを愉しむドリンクをご提供する特設ドリンクカウンターを期間限定で設置。
春バラ鑑賞を引き立てるワイン、紅茶、コーヒーなど、芳醇なドリンクを揃えます。
日程：４月２９日(木・祝)～５月５日(水・祝)、５月８日(土)～６月１３日（日）の土日
時間：土日祝 ９：００～１６：００ 平日１０：００～１５：００
※悪天時は中止となる場合があります
会場：ローズガーデン大温室前

フローティングフラワー
日程：４月２４日（土）・６月１２日（土） 恋人の日
内容：「恋人の聖地」でもある京成バラ園。ローズガーデンの噴水にバラを浮かべて…
ロマンティックなひとときを。

Ｈａｐｐｙを見つけよう！愛のエターナルローズ
日程：４月２３日（金）～６月１３日（日）
内容： 園内の８カ所に咲く、アイアン製のアートローズ。
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フローティングフラワー

ローズガーデンイベント ※入園料のみでお楽しみいただけます
＊入園料のみでお楽しみいただけます
アイルゴー スプリングローズフェスタ～ｆｕｌｌ ｂｌｏｏｍ～
日程：４月２５日（日）
内容：ダンスステージ、謎解きラリー、ハンドメイドマーケット など 小さなお子さまからおじいちゃん
おばあちゃんまでご家族そろってお楽しみください。
謎解きラリーは期間中６月１３日（日）まで開催します。
おはようローズガーデン
予定日程：見頃の土日に開催 ※朝６：３０開園
※開花状況と日程はホームページ、フェイスブックで告知します。
内容：爽やかな朝のローズガーデンで、バラの香りに包まれながら、お散歩や写真撮影など優雅なひとときを
お過ごしください。
ローズガーデンプチガイド
日程：５月１１日（火）～２７日（木） 毎週火曜・木曜限定
時間：９：３０～１０：００（所要時間３０分）
内容：庭園スタッフによる少人数のガイドツアー。春バラの咲くローズガーデンの見どころをご案内します。
希望者多数の場合はお待ちいただく場合があります。
集合場所：ローズガーデン階段下広場
ストリートピアノＬＩＶＥ
時間：１１：００～１１：３０ ／ １３：３０～１４：００
会場：ローズガーデン ガゼボ前
内容：ＹｏｕＴｕｂｅを中心に活躍しているピアニストによるピアノＬＩＶＥ。楽しいフィーリングアレンジをお楽し
みください。
日程・出演：５月１日（土）：みやけんさん（雨天時延期:５月４日（火・祝)）
５月１９日（水）：ヒビキさん（雨天時延期：５月２１日（金）)
６月１２日（土）：ももかしさん＆Ｔｉｎａさん（雨天時延期：６月１３日（日)）
ストリートピアノ一般利用
日程：５月２０日（木）～６月１１日（金）１１：００～１５：００
※イベント開催や混雑状況などにより日程が変更となる場合があります。
（その他のカフェ「パティオ」内 １０：００～１１：００ ／ １４：００～１５：００）
※スプリングフェスティバル期間中は入園料が必要です。
場所：ローズガーデン内大温室（中央の温室）
デザイン協力：エンゼルホームの園児さん、創作ルームＬＡＢＯＲＯ
運営：京成バラ園×ＳＴＲＥＥＴＰＩＡＮＯ ＴＶ（https://streetpianotv.com/）
ＷｉｋｉＷｉｋｉハワイアンＬｉｖｅ
日程：５月２日（日） （雨天延期：５月５日（水・祝)）
時間：１１：００～１１：４５ ／ １３：００～１３：４５
会場：ローズガーデン ガゼボ前
内容：バラのシーズンが待ちきれない陽気なアンティ達のローズガーデンハワイアンライブ。
出演：ＷｉｋｉＷｉｋｉ Ａｕｎｔｉｅｓ
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弾き歩きアコーディオン
日程：５月３日（月・祝)・５日（水・祝）・１５日（土）・２３日（日）・２９日（土）・６月６日（日）
※少雨決行、荒天延期
時間：１１：００～ ／ １２：３０～ ／ １４：００～ 各回２０分程度
内容：アコーディオン弾きのおりこさんが弾き歩きスタイルでローズガーデン内にメロディーを届けます。
春バラとともに心地よい空間を彩るアコーディオンの調べをお楽しみください。
演奏者：アコーディオン弾き おりこさん
狼執事ロード
日程：５月１日（土）・１５日（土）・２２日（土）・２３日（日）・２９日（土）※少雨決行、荒天中止
時間：１１：００～１５：００ 随時登場
内容：スタチューパフォーマンス(彫像になりきる大道芸)でローズガーデンのいたるところに出没します。
パフォーマー：ロードさん

コンテスト *入園料のみでお楽しみいただけます
京成バラ園インスタグラムフォトコンテスト２０２１春
応募期間：４月２３日（金）～６月６日（日） ２３：５９投稿まで
内容：京成バラ園の公式サイトをフォローの上、テーマに合わせて写真を撮り、各部門のハッシュタグを
つけ、インスタグラムに投稿ください。入賞者には賞品を贈呈します。
◇春バラ部門：京成バラ園で、春のバラを撮影したもの。#ケイバラ２０２０春バラ
◇ガーデン部門：この春の京成バラ園のミニガーデンなどのガーデン風景を撮影したもの。
#ケイバラ２０２１春ケイガーデン
◇ゆるりら部門：京成バラ園で癒された瞬間や物、場所などを撮影したもの。
#ケイバラ２０２１春ユルリラ
結果発表：７月５日（月）

展示会 会場：ローズルーム ※入園料のみでお楽しみいただけます
絵手紙展「春のバラと仲間たち」
日程：４月２９日（木・祝）～５月８日（土）
時間：１０：００～１７：００（最終日１５：００まで）
主催：瀧下 むつ子（絵手紙作家）
内容：季節の花々を描いた手紙作品を約７０点展示します。先生と生徒さん５０名の合同展覧会です。
こころが元気になる作品をぜひご覧ください。
渡辺三絵子 花の水彩画 原画＆ジークレー展
日程：５月１０日（月）～５月１６日（日）
時間：１０：００～１７：００（最終日１５：００まで）
主催：渡辺 三絵子（洋画家）
内容：京成バラ園で咲くバラ「ヒストリー」の原画を中心に、新作ジークレー版画の発表とバラエティに
富んだ作品を約４０点展示します。また作品をはじめ、ジークレー版画、絵ハガキも販売します。
京成バラ会 春のバラ展
日程：５月１５日（土）～５月１６日（日）
時間：１０：００～１６：００ (最終日は１５：００まで)
主催：京成バラ会
内容：京成バラ会の会員が丹精込めたバラを約１４０点展示いたします。
京成バラ園芸作出のバラをはじめ、世界のバラの競演をお楽しみください。
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藤川志朗 バラと花のイラスト展
日程：５月１８日（火）～５月２４日（月）
時間：１０：００～１７：００ (最終日１５：００まで)
主催：藤川 志朗 (イラストレーター)
内容：北海道を拠点に園芸誌等で活躍の藤川さんによる、バラと宿根草と野草のイラストの原画展。
約３０点を展示し、会期中に新しく描いた作品も追加されます。会場ではファイルやポストカード
などの雑貨も販売します。藤川さんは期間中毎日在廊します。
ボタニカルアート展～西洋のボタニカルアートの名品をバラの絵を中心に～
日程：５月２５日（火）～５月３０日（日）
時間：１０：００～１７：００ (最終日１５：００まで)
主催：大根 均(オランジェリーコレクション)
内容：１６世紀から１９世紀に西洋、特にイギリス、フランス、イタリア、ドイツなどで制作されたボタニカル
アートを一堂に集めました。Ｂ．ベスラー、Ｌ．フックス、Ｐ．Ｊルドゥテなどどれも数百年を経た
オリジナル作品で、独特の描き方と色彩はそれぞれの時代と地域の文化的特色を現わして
いる歴史的銘品です。
押し花展
日程：６月１日（火）～６月６日（日）
時間：１０：００～１７：００ （最終日は１５：００まで)
主催：黒川千代・飯塚奈賀子 (ふしぎな花倶楽部インストラクター)
内容：自然の色をそのまま残した美しい押し花の世界をお楽しみいただけます。バラや身近な草花は
もちろんのこと、珍しいイチゴや野菜の押し花もぜひご覧になってみてください。
Ｈａｐｐｙ Ｎａｔｕｒａｌ ハンドメイドマルシェ
日程：５月１日（土）・２日（日） １０：００～１７：００
内容：総勢５４組の作家さんがこの３日間に集結します。布雑貨をはじめ、レジン、マクラメ、編み物、
消しゴムはんこ、キッチンカーなど盛りだくさんな３日間！
Ｂｌｕｅ Ｒｏｓｅマルシェ
日程：５月４日（火・祝）・５日（水・祝）９：３０～１６：００
内容：クラフトなどのハンドメイド作品の販売やキッチンカーに加え、お子様でも気軽に参加できる体験
コーナーやワークショップも登場します。ぜひご家族でお楽しみください。

ガーデンセンターイベント ※入園料不要
野菜苗フェア
日程：４月１６日（金）～５月９日（日）
内容：トマトを中心に夏野菜の苗が約１００品種揃います。
ペチュニアフェア
日程：４月２３日（金）～５月２３日（日）
内容：春のお庭に欠かせないペチュニアが約８０品種も。お気に入りを見つけてね！
母の日ギフトフェア
日程：４月２３日（金）～５月９日（日）
内容：カーネーションやミニバラ、アジサイなどの鉢花を母の日に贈りませんか？
地方発送承ります。（送料別途）
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母の日直前！ローズミニマルシェ
日程：５月７日（金）
時間：１０：３０～１４：００
内容：ガーデンセンター屋内売り場にて、母の日のプレゼントに最適なワークショップ（有料）やイベントを
開催！
アジサイフェア
日程：５月１４日（金）～６月６日（日）
内容：今注目の花「アジサイ」。毎年新しい品種が発表され、花型や色の種類が年々増えています。
毎年花を楽しめることから母の日のギフトとしても人気が高まっています。
富田英明先生による寄せ植え実演会
日程：５月１日（土）・３０日（日）
時間：１０：００～１１：３０ ／ １３：３０～１５：００
講師：富田英明さん（ｊｕｎｇｌｅ ｂｅｒｒｙ代表）
内容：５月１日（土） 母の日の寄せ植え実演会
５月３０日（日） ミニバラを使った寄せ植え実演会
店頭でご購入の草花使って、講師が寄せ植えをお作りします。材料費のみ（草花・鉢・土）で
お好みの寄せ植えをオーダーしてください。※植え込み手数料無料
店長のバラのお悩み相談会＆バラの植え付け実演会
日程：４月２４日（土）・２５日（日）・２９日（木・祝）・５月１日（土）～３日（月・祝）・８日（土）・９日（日）・
１５日（土）・１６日（日）・２２日（土）・２３日（日）・２９日（土）・３０日（日）・６月５日（土）・６日（日）
時間：１０：００～１１：３０ ／ １３：３０～１５：００
講師：大川原 清光（京成バラ園 ガーデンセンター店長）
内容：当日ご購入頂いたバラの新苗と用土・鉢を使用して店長が植え付け、管理方法をアドバイス
いたします。園芸相談もお受けいたします。
寄せ植えオーダーメイドＤａｙ
日程：４月２４日（土）・２９日（木・祝）・５月３日（月・祝）・８日（土）・１５日（土）・１６日（日）・２２日（土）・
２９日（土）
時間：１０：００～１１：３０ ／ １３：３０～１５：００
講師：高橋 洋子さん （ハンギングバスケットマスター）
内容：店頭にて選んだお花を、材料費のみ（草花・鉢・土）で寄せ植えにいたします。お好みの花や鉢を
選んで、自分好みの寄せ植えをオーダーしてください。
※植え込み手数料無料 ※予約不要・当日先着受付

おトクに京成バラ園を楽しむ情報
スマホ限定 電子チケット
販売期間：４月１９日（月）～５月３０日（日）
ご利用期間：５月８日（土）～５月３０日（日）のうち１日
内容：スマホからお得なチケットが購入できます。通常入園料１，５００円→１，２００円。
購入方法：電子チケットサイト（Ｐａｓｓ Ｍｅ！）に登録のうえ購入。
カード払いのみ。タブレット端末、ＰＣ端末での購入はできません。
八千代市民割
日程：５月１日（土）～５日（水・祝）
内容：八千代市民の方限定で、５００円でご入園いただけます。
（通常料金：大人券１，５００円・シニア券１，２００円）
対象：八千代市在住・在勤・在学の方は、チケット購入時に、ご住所とお名前の入った証明書をご提示
ください。
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カップル割引 ペアチケット
日程：６月１２日（土）・１３日（日）
内容：６月１２日（土）は恋人の日。恋人の聖地でもある京成バラ園では２日間に限りカップルの方は
通常３，０００円（２名様）のところ１，５００円でご入園いただけます。
千葉県民割
日程：６月１５日（火）
内容：千葉県民の方限定で、７００円にてご入園いただけます。
（通常料金：大人券１，５００円・シニア券１，２００円）
対象：千葉県在住・在勤・在学の方は、チケット購入時に、ご住所とお名前の入った証明書をご提示
ください。

新商品のお知らせ
京成バラ園＆サクマ製菓 限定コラボ商品
ほんのりバラ香るキャンディ「ローズヒップみるく」発売
「いちごみるく」シリーズのご当地商品で企業コラボは３社目、花をイメージしたもの
は初となります。
■商品名 キャンディ ローズヒップみるく
■価格 ３４５円（税込）
■内 容 量 ８１ｇ（個包装を含む）
■販売数 限定７，５００個
■発 売 日 ２０２１年５月１５日（土）
■販 売 所 京成バラ園ローズショップ 千葉県八千代市大和田新田７５５

＜お問合せ先＞
京成バラ園 TEL：０４７－４５９－０１０６ （４月…１０：００～１７：００、５～６月…９：００～１８：００）
最新の開花状況、イベントサイト https://www.keiseirose.co.jp/garden/
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