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                      Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ                

２０２１年 ９月２８日 

京成バラ園芸株式会社 

“３６０度ローズビュー”の特等席へ執事がエスコート!? 

秋のシーズンイベント 

「オータム ローズ ガーデン パーティー」開催 

「不思議の国のアリス」の世界観で特別なひとときを 

２０２１年１０月８日(金)～２０２１年１１月２３日(火・祝) 

秋バラの見頃は１０月中旬～１１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：諸川 良太）が千葉県八千代市で運営する関

東最大級のバラの庭園、京成バラ園では、２０２１年１０月８日（金）～２０２１年１１月２３日（火・

祝）の期間、秋のシーズンイベント「オータム ローズ ガーデン パーティー」を開催します。 

 

［主なイベント］ 

 （１） 【初開催】 ガーデンパーティー「リザーブド・ローズ テーブル」」 

（２） ライブアニメーション 執事長「吉良義央」(きら よしひさ) 

（３） 好評につきバージョンチェンジ！直径６ｍ「光とバラのインスタレーション」 

（４） 早川鉄兵氏制作「アリスの切り絵アート探し」 

（５） 香り高い ７，０００ 株の「アンコール ブルーム」（秋バラの開花） 

（６） ドレスコードは“マスク”！？バラ園主催（共催）としては初のコスプレイベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件の詳細は、次頁の通りです。 

 



2 

 

 

バラに囲まれた特等席で、バラ園初の執事イベントを開催！ 

今年初の試みとして、世界中で愛されるルイス・キャロルの名作「不思議の国のアリス」の世界観

をモチーフにしたお茶会「リザーブド・ローズ テーブル」を開催します。バラを間近で鑑賞できる

特等席のほか、普段は声優や劇団等で活躍する、夢をもった若者たち扮する“執事”がゲストを

エスコートします。特等席では、銀座千疋屋が今回の為に新たに制作した新作フルーツタルトの

ほか、カップの中で花がひらく「バラの紅茶」またはスペシャルティ・コーヒーをお楽しみいただけま

す。 

 

【開催データ】 

日程：２０２１年１０月９日（土）～１１月２３日（火・祝）の土日祝日、バラの開花ピーク時の平日 

※平日の開催日はイベント公式 HPにてお知らせいたします 

 

時間：１１:００～１６:００ ※雨天中止 

※中止の場合は前日１７時までにイベント公式 HPでご案内致します。 

※当日のご参加も可能ですが、事前予約購入のお客様を優先とさせていただきます。 

※購入方法など、詳細はイベント公式 HPでご確認ください。 

 

料金：１名１,９００円（税・サービス料込）※別途入園料が必要です 

※バラ園エントランスで購入できる当日チケット（数量限定）のほかに、 

イベント Web ページから事前に日時指定購入できるチケットの販売開始は１０月１日（金）から

となります。 

※パーティーに参加する執事メンバーのスケジュールは随時公式 HPにてお知らせいたします。 

 

見どころ① 

３６０度ローズビュー。わずか１０cmの至近距離でバラを鑑賞できる特等席 

当バラ園開園以来、最もバラに近い距離にセッティングした特等席をご用意。バラに囲まれたオ

ープンエアな空間で、バラの香りや美しさを感じながら、優雅なひと時をお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 【初開催】 ガーデンパーティー「リザーブド・ローズ テーブル」 
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見どころ② 

バラ園初の執事登場！現役の若手声優・劇団員たちが執事に扮し、お茶会に参加 

現役で活躍する、夢をもった若手声優や劇団員たちが当イベント期間中限定で執事に扮し、お

茶会に参加したゲストをエスコートいたします。特等席へのご案内のほか、飲食の提供やちょっと

したおしゃべりをお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

見どころ③  

「リザーブド・ローズ テーブル」×「銀座千疋屋」とのコラボスイーツを提供 

老舗フルーツの名店「銀座千疋屋」が今回の為に制作した新作オリジナルフルーツタルトをはじ

め、カップのなかで花がひらく「バラの紅茶」、スペシャルティ・コーヒー等をお楽しみいただけます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

声優や舞台俳優の「声」と「体の動き」（まばたき、口の動き、首振り等）をリアルタイムでアニメと

合成する「モーショングラフィックス」技術を使用したデジタルライブパフォーマンス。ガラスに投

影された等身大のオリジナルアニメキャラクターである執事長「吉良義央」（きら よしひさ）が、ゲ

ストをお出迎えします。若手声優や舞台俳優など、様々な表現者が日替わりで演じる、ゲストと

の非接触なライブコミュニケーションを提供します。 

 

 

 

 

 

 

【場所】 ガーデンパーティー入口（レンガ階段前） 

【企画プロデュース】日本あかり博（株式会社オフィスミゴト） 

【キャラクターデザイン／モーショングラフィックス】 株式会社シーズクラフト 

（２） ライブアニメーション 執事長「吉良義央」(きら よしひさ) 

【出演】 賢プロダクション 劇団ひまわり ほか 
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【開催データ】 

日程：10月 9日(土)～11月 23日(火・祝)の土日祝日、バラの開花ピーク時の平日 

※平日の開催日はイベント公式 HPにてお知らせします 

時間：11:00～16:00 ※雨天中止 

※「リザーブド・ローズテーブル」をご利用の方が優先となりますが、そのほかのお客様もお楽しみ

いただけます。 

※中止の場合は前日 17時までにイベント公式 HPでご案内します。 

【場所】 ガーデンパーティー入口(レンガ階段前) 

【出演】 賢プロダクション 劇団ひまわり ほか 

【企画プロデュース】 日本あかり博(株式会社オフィスミゴト) 

【キャラクターデザイン／モーショングラフィックス】 株式会社シーズクラフト 

【声優ブース協力】 株式会社エグゼスタイル 

 

 

 

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、ガラス張りの大温室に直径６ｍのインスタレーション作品を展示します。国宝

「姫路城」や万博記念公園「太陽の塔」を背景にした作品など、数々の大舞台を沸かせてきたイ

ンスタレーションアート集団「ミラーボーラー」制作の本作品は、直径６ｍのドームの中にバラを配

した高さ２．４ｍの卵型のコアオブジェが配され、中央にはバラのモチーフが添えられています。

この春完成した新作が好評につき、秋に向けたバージョンチェンジを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会場】 ローズガーデン「大温室」  

【企画プロデュース】日本あかり博（株式会社オフィスミゴト） 

【作品制作】ミラーボーラ－（MIRRORBOWLER） 

 

 

 

 

（３）好評につきバージョンチェンジ！直径６ｍ「光とバラのインスタレーション」 
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（６）ドレスコードは“マスク”！？バラ園主催（共催）としては初のコスプレイベントを実施 

 

 

切り絵作家・早川鉄兵氏が当イベントのために作成した「不思議の国のアリス」モチーフの切り絵

アート作品が、ガーデン内の風景に溶け込むように、園内のさまざまな場所に登場します。ぜひ、

白ウサギやトランプの兵隊、チェシャ猫など、おなじみのキャラクターたちをモチーフにしたカラフ

ルな切り絵アートを探しながら、ガーデン散策をお楽しみください。なかでも、アリスが物語で使用

する「鍵」の切り絵アートは、なかなか見つからない場所に登場します。 

なお、早川氏のアリス作品初公開を記念して、園内に登場する切り絵アート作品を、アクリル製

のオリジナルグッズとして販売します。スタイリッシュなアクリル作品を数多く制作する「トウメイ」社

による新作でバラ園のギフトショップ「ローズショップ」の特設コーナーにてお買い求めいただけます。 

【開催データ】 

日程：２０２１年１０月８日（金）～ 

１１月２３日（火・祝） 

場所：ローズガーデン内 

 

【オリジナルグッズ販売】 

販売場所：ローズショップ 

 

春バラの開花のアンコールに応える様に再び満開を迎える秋のバラをオーケストラの演奏になぞ

らえ「アンコールブルーム」と呼びます。落ち着いた気候によってバラの香りをいっそう楽しめる秋

ならではの楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界コスプレサミットの日本予選の開催をはじめ、全国各地で豊富なコスプレイベントの開催実績の

あるCOSSAN（株式会社ミネルバ）と京成バラ園による初の共同主催イベントを開催いたします。コス

プレイベントは華やかなイメージとは対照的に黙食ならぬ「黙撮」での撮影、撮影直前・直後の細かい

マスクエチケットの徹底など、コロナ禍において今できる最善のアプローチを目指す「知恵ある運営」を

実施します。特に今回のイベントでは通常のコスプレ撮影に加え、コロナ禍のマスク着用に対する意

識の向上を目指し、マスクをファッションアイテムとして主役においた「マスクのドレスコードフォトコンテ

ンスト」をイベントの一部で実施します（マスクなしでの通常撮影も実施）。日頃、創意工夫をして衣装

を用意するコスプレイヤーたちがマスクに真剣に向き合い、ポジティブなマスクファッションの在り方を

、コスプレイベントを通じて啓蒙します。また、本来、裏舞台となり事務的な空間となりがちなコスプレイ

（４） 早川鉄兵氏制作「アリスの切り絵アート探し」 

（５） 秋バラの特徴は「香り」。香り高い ７，０００ 株の「アンコール ブルーム」（秋バラの開花） 



6 

 

ヤーの入退場時にはバラ園の執事イベントとのコラボにより関係者入口に執事が待機しおもてなしを

実施します。バラ園のオンステージ（表舞台）だけでなく、バックステージ（裏舞台）までもエンターテイ

メントにする他に類を見ないユニークなコスプレイベントを実施します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※イメージ（他会場での開催の様子） 会場内での飲食シーンの撮影は実施予定なし 

 

【主催】 

コスプレイベントCOSSAN（株式会社ミネルバ） 京成バラ園 株式会社オフィスミゴト 

【日時】 

２０２１年１１月２０日 (土) １０:００〜１７:００ (事前予約制) 

【参加費】 

２,８００円 

【参加方法】 

コスプレイベントCOSSANホームページにて募集予定 

 

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  
～バラをよりいっそう楽しむイベント～ 

 
おはようローズガーデン 朝７時開園 

日程：２０２１年１０月１６日(土)・１７日(日)・２３日（土）・２４日（日）  

※雨天中止（公式SNSでお知らせ） 

内容：秋バラ香るさわやかな朝のローズガーデンで、散策や写真撮影など、心安らぐひとときをお過ご 

しください。 

 

 

フローティングフラワー体験  

京成バラ園でしか体験できないスペシャルなサプライズ演出 

「恋人の聖地」でもあるローズガーデン。中央の整形式庭園では 

生花をふんだんに使用したバラ園ならではの贅沢な噴水デコレーションを 

実施します。お花を浮かべる体験もできます。（限定数） 

 

【実施日】   ① ２０２１年１０月２３日(土) １０：３０～ 

② ２０２１年１１月１３日(土) １０：３０～ 

【実施場所】  ローズガーデン「整形式庭園」中央の噴水 
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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 

 
藤川志朗 花のイラスト展 ２０２１秋 

日程：２０２１年１０月１３日(水)～１０月１７日(日) 時間：１０:００～１６:００  

※最終日は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中の藤川さんによる、バラをはじめ 

とする植物のイラストの原画展です。会場では原画の他に、２０２２カレンダー、 

ポストカードなどの雑貨の販売も。藤川氏は期間中、毎日在廊します。 

                  

京成バラ会 秋のバラ展 

日程：２０２１年１０月３０日(土)・３１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：京成バラ会会員が丹精込めて育てたバラを展示します。春バラと一味ちがう、秋バラ 

の落ち着いた花形と色合いをお楽しみください。 

 

オリジナル商品新発売 

 
京成バラ園オリジナル「ローズチョコボックス」 

ロック製菓（八千代市）と京成バラ園のコラボ商品を新発売。バラの模様をあしらったバラの香りの 

ホワイトチョコ入り MIXチョコ BOXをローズショップにて販売します。 

 

 

出店情報 

 
オータムローズガーデンパーティ期間中、さまざまなお店が出店します。 

バラを見ながらの軽食やお土産に、ぜひお立ち寄りください。 

 

※出店日程は天候によりお休みになることがございます。予めご了承ください。 

 

【ローズガーデン内 ガゼボ周辺 ※有料ゾーン】 

●出店名：da Luciano （ダルチアーノ）※移動販売車 

販売：バラの形のジェラート、ローズソルト味のジェラートなど 

２０２１年１０/８(金)～１０/１０(日)・ 

１０/１５(金)～１０/１７(日)・１０/２２(金)～１０/２４(日)・ 

１０/２９(金)～１０/３１(日)・１１/５(金)～１１/７(日) 

 

【ローズガーデン内 自然風庭園芝生広場 ※有料ゾーン】 

●出店名：喫茶ニューフジコ 

 販売：珈琲・ドリンク・焼き菓子  

２０２１年１０/９(土)・１０/２４(日)・１０/３１(日)・１１/６(土)  

 

●出店名：咖喱屋リリー 

 販売：本格タイ風カレー 

２０２１年１０/２３(土)・１０/３０(土)・１１/３(水・祝)・１１/１３(土)・ 

１１／２３(火・祝) 

 

 

その他アクセサリーや生花の販売、ワインやソーセージの出店も。詳しくは公式 HPでご案内します。 
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  ガーデンセンターイベント ※入園料不要  
 

寄せ植えオーダーメイドDay  （無料・予約不要・先着順）  

日程：２０２１年１０月１６日(土)・１７日(日)・２３日(土)・２４日(日)・３０日(土)・３１日(日)・ 

１１月３日(水・祝)・２０日(土)・２３日(火・祝) 

時間：１０:００～１１:３０/１３:３０～１５:００ 

内容：店頭でご購入の草花を、材料費のみでお好みの寄せ植えにいたします。 

※植え込み料無料・材料費（草花・鉢・土）有料  

 

ガーデンセンター販売フェア 
バラ大苗販売開始   

日程：２０２１年１０月８日(金) 

内容：この秋販売開始の新品種５品種を含む約２７０品種のバラ大苗を取り揃えて販売いたします。 

 

多肉・サボテンフェア 

日程：２０２１年１０月１５日(金)～１０月３１日(日)  

内容：人気の多肉植物、サボテンを取り揃えて販売します。 

 

パンジー・ビオラフェア   

日程：２０２１年１０月２２日(金)～１１月１４日(日)  

内容：冬のお庭、ベランダに欠かせないパンジー、ビオラ。人気品種を中心に取り揃えて販売します。 

 

ウインターギフトフェア   

日程：２０２１年１１月１３日(土)～１２月１２日(日)  

 

期間限定チケット情報 

 
WEB限定 バトラーチケット（３,０００円） 

※じゃらんnetで販売 https://www.jalan.net/activity/?ccnt=global_navi 

販売期間：２０２１年１０月８日（金）～１１月６日（土）予定 

ご利用期間：２０２１年１０月９日～１１月２３日の土日祝日とバラがピーク時の平日のうち

１日 

内容：入園料とガーデンパーティー「リザーブド・ローズテーブル」参加費がセットになったチ

ケットです。 

通常３,１００円のところ３,０００円でご利用いただけます。 

 

スーベニア付チケット（２,２００円） 

販売期間：２０２１年１０月８日（金）～１１月６日（土）予定 

内容：入園料と切り絵作家・早川鉄兵による「不思議の国のアリス」作品のオリジナルグッズが

セットになったチケットです。 

 

〈秋得〉スーベニア付 年間パスポート（５,０００円） 

販売期間：２０２１年１０月８日（金）～１１月２３日（火・祝） 

内容：年間パスポート、２名分の招待券、切り絵作家・早川鉄兵による「不思議の国のアリス」

作品のオリジナルグッズがセットになったチケットです。 

 

スマホ限定 前売り電子チケット 

販売期間：２０２１年１０月７日(木)～１１月６日(土) （Pass me!、webket、ジョルダンクーポン等） 

入園可能期間：２０２１年１０月８日(金)～１１月７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。（通常大人入園料１,２００円→９００円） 

購入方法：京成バラ園のホームページから各リンク先にご登録の上、購入ください。 

※カード払いのみ。タブレット端末、PCからの購入はできません。 
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京成バラ園について 
 

名   称：京成バラ園（けいせいばらえん） 

所 在 地      ：〒２７６-００４６  八千代市大和田新田７５５ 

交   通： 【電車】東京メトロ東西線直通 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅より徒歩１５分または 

東洋バス「京成バラ園」下車 

【自動車】東関東自動車道「千葉北I.C.」より約９㎞  

施 設      ：ローズガーデン、ローズショップ、ガーデンセンター、レストラン、カフェ   

面 積      ：５万㎡(ローズガーデン ３万㎡)  

バラ植栽数：１,６００品種、１０,０００株 （秋の開花は、１,０００品種 ７,０００株） 

営業時間      ：１０～１１月…９:００～１７:００  

*季節により変更致します。 

          *ローズガーデンへの入園は閉園の３０分前までとなります。      

   休 園 日      ：会期中は無休 （季節により変動。年末年始、荒天時を除く）  

駐 車 場：７００台 

６０分以内無料、以降３０分ごとに２００円加算（当日最大１,０００円） 

但しガーデンセンター、ローズショップいずれかのお買い物５００円(税込)以上で 

+３０分無料（合計９０分まで適応可能）。 

入 園 料：１０～１１月…大人１２００円、シニア（６５歳以上）・障がい者９００円、中学生以下無料 

 

※イベントは予告なく変更になる場合がございます。 

※最新の開花状況、イベントはこちらをご覧ください  

https://www.keiseirose.co.jp/garden/event 

 

※入園前に検温致します。３７.５℃以上の方はご入園いただけません。その他、コロナ感染防止対

策については、下記をご覧ください。 

https://www.keiseirose.co.jp/garden/info/covid１９/ 

 

このニュースリリースに関するお問合わせは下記までお願いいたします。 

 

京成バラ園芸株式会社 

担当 ガーデン部 見形
み か た

・板垣 

TEL０４７-４５９-０２１４ / FAX０４７-４５９-０３４８ 

e-mail : k-mikata@keiseirose.co.jp  a-itagaki@keiseirose.co.jp 

 

最新の開花状況、イベントサイト 

 https://www.keiseirose.co.jp/garden/event 

mailto:k-mikata@keiseirose.co.jp

