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2022年4月5日 

報道関係者各位  
 

１年で最もバラが咲き誇る「トップ オブ ピーク」が到来 

春のシーズンイベント 

『カラー オブ スプリング』開催 

バラ園初アトラクション“バラのメリーゴーランド”が誕生 
 

２０２２年４月２２日(金)～６月１２日(日) 

春バラの見頃は５月上中旬～６月上中旬を予想しています 

   
京成バラ園芸株式会社(本社：千葉県八千代市、社長：諸川良太)が運営する京成バラ園では、４月２２日～ 

６月１２日の期間、春のシーズンイベント『カラー オブ スプリング』を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１,６００品種、１０,０００株のバラが咲き誇る、日本屈指のバラのテーマパーク「京成バラ園」では今春、１年の中で

最もバラが咲き誇る「トップ オブ ピーク」を迎えます。中でも春にしか見ることの出来ない「バラのアーチ」群は、パ

ークを見下ろすことのできる「バラの小路」に連なっており、バラ園全体を眺めながら、無数のバラの下を通り抜ける

ことができるこの季節ならではの楽しみです。そのほか、ボリュームアップした「アーリーローズ」に加え、バラの香りに

包まれた幻想的なメリーゴーランドがバラ園初のアトラクションとして誕生。昨年秋大好評だった執事のお茶会なども

復活し、様々な限定イベントとともに、関東最大規模の春バラをお楽しみいただけます。 

 

 

一足早くバラを開花させる「アーリーローズ」（早咲かせのバラ）が登場します。今年は昨年よりも大きな株で育て、

数も増やしました。よりボリューム感満載の春バラを関東エリアでいち早くお楽しみいただけます。 

 

 

 

（１） 関東イチ早い！早咲かせの春バラ「アーリーローズ」がボリュームアップで登場 
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大温室に、バラの香りに包まれるフォトジェニックで幻想的なメリーゴーランドが誕生！ 

京成バラ園初のアトラクションとなるメリーゴーランド「ブリリアント ツリー」は、３名乗りの可愛らしいメリーゴーランドで

す。アートの花や果実、鉱物に彩られた世界の中、ゲストは回転する木馬にまたがり、シャボン玉が飛び出すリボル

バーを操ります。またAir Aroma Japan協力の元、バラの香りが楽しめるディフューザーが設置され、バラの香りとシ

ャボン玉に包まれた幻想的な体験が楽しめます。 

 

【会場】 ローズガーデン「大温室」（手前） 

【乗馬料】 １名７００円 

※常設展示 ※別途入園料が必要です。 

※乗馬可能日のみ。日程はイベントWebページで案内致します。 

【プロデュース】 株式会社オフィスミゴト 

【作品制作】 株式会社オフィスミゴト／メリ～ゴーランド研究所 

 

 

 

昨年秋、追加販売をするも完売となった人気企画をスケールアップして開催 

バラに囲まれた庭園の中央エリアで、期間限定のガーデンパーティーを開催

します。声優事務所「賢プロダクション」や「劇団ひまわり」に所属し、普段は

声優や舞台俳優として活躍する若手の演者たちが“執事”として、訪れたゲ

ストをもてなします。会場までのエスコート、ケーキやお茶の給仕、ゲストとの

おしゃべりなど普段は接することの出来ない演者との楽しいお茶会です。スイ

ーツの他に、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、今回初の特典として、執事の特製名刺のプレゼン

トもあります。 

 

 

 

【開催期間】４月２２日(金)～６月１２日(日)の土日祝日 

GW 期間４月２９日（金・祝）～５月５日（木・祝）も開催 

【時間】 １１:００～１６:００ ※悪天候時は事前中止の場合あり。 

※中止の場合は前日１７時までにイベント Web ページでご案内します。 

※開催中の悪天候の場合は開催場所がガラス温室内に変更となる場合がございます。 

※当日のご参加も可能ですが、事前予約のお客様を優先とさせていただきます。 

【事前チケット購入方法】イベント Web ページで４月８日（金）PM１２:００より販売開始 

【料金】 １名２,５００円(税・サービス料込) ケーキ、ドリンク、執事の特製名刺付き 

※別途入園料が必要です。 

【企画プロデュース】株式会社オフィスミゴト 

【出演】賢プロダクション 劇団ひまわり ほか 

（３）声優たちが執事になりゲストをもてなすバラと執事のお茶会「リザーブド ローズテーブル」開催 

（２） 京成バラ園に初のライド系アトラクションが誕生！ メリーゴーランド 「ブリリアント ツリー」 

※本画像は初期コンセプトデザインです。実際の作品は制作過程で大きく変更となります。 

※写真は昨年の様子です。ケーキの内容や提供ブランドは変更の可能性もございます。 
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声優や舞台俳優の「声」と「表情」 (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。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です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【場所】 ガーデンパーティー開催エリア付近(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】 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 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会場】 ローズガーデン「大温室」 （奥） 

【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) 

 

（４） ライブアニメーション 執事長「吉良義央（きら よしひさ）」 

（５）好評につき、今春も展示！直径 6m のキラキラ空間「光とバラのインスタレーション」 
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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６時３０分開園 

日程：５月１４日(土)・１５日(日)・２１日(土)・２２日(日)  ※雨天中止(公式SNSでお知らせ) 

内容：整形式庭園限定で早朝のローズガーデンをお楽しみいただけます。 

春バラに包まれ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  

日程：５月３日(火・祝)・２８日(土)・６月１１日（土） １０：３０～ 

内容：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) 

場所： ローズガーデン「整形式庭園」中央の噴水 

 

 

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 

 

渡辺三絵子 花の水彩画展 

日程：５月１０日(火)～１５日(日) 時間：１０:００～１７:００ ※最終日は１５：００まで 

主催：渡辺三絵子    

内容：京成バラ園のバラや花々を描いた作品・原画・リトグラフ 約５０点を展示し販売いたします。 

                  

黒川千代 押し花展 

日程：６月３日(金)～５日(日) 時間：１０:００～１７:００ ※最終日は１５：００まで 

主催：ふしぎな花倶楽部インストラクター 黒川千代    

内容：可憐で奥深い押し花の作品を、約３０点展示いたします。  

 

京成バラ会春のバラ展 

日程：５月１４日(土)・１５日(日) 時間：１０:００～１７:００  ※最終日は１５:００ まで 

主催：京成バラ会 

内容：京成バラ会会員が愛情を込めて育てたバラを展示いたします。是非お気に入りのバラを見つけてください。 

 

出店情報 

 

カラー オブ スプリング期間中、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。  

※写真はイメージです。掲載内容は予告なく変更になる場合があります。 

 

【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 

 ４月２９日(金・祝)～６月５日(日) 
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 【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：咖喱屋リリー ※移動販売車 

販売：本格タイ風カレー  

4 月 24 日(日) 

5 月 7 日(土)・14 日(土)・15 日(日)・21 日(土) 

  

●出店名：The eggman ※移動販売車   

販売：だし巻き卵ドック 

5 月 7 日(土)・21 日(土)6 月 4 日(土) 

 

●出店名：モクメウマ ※移動販売車   

販売：米粉クレープ 

4 月 29 日(金・祝)・5 月 15 日(日)・17 日(火) 

 

【ローズガーデン外 出口付近 ※無料ゾーン】 

 

●出店名：Small Axe※移動販売車   

販売：ハンバーガー 

5 月 12 日(木)・19 日(木) 

 

その他アクセサリーや生花の販売、ワインやかき氷の出店も予定。 

詳しくはイベント Web でご案内します。 

 

 

 

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 

交   通：【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：４月２２日～６月３０日…９:００～１８:００  

*季節により変更します。 

*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：期間中は無休 (季節により変動。荒天時を除く)  

駐 車 場：７００台 

５月１日～６月１５日 

３０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。(最大６０分まで適用可能) 

入 園 料：４月２２日～６月３０日 

大人(高校生以上)１,５００円、障がいのある方１,２００円、中学生以下無料 

         ※中学生以下は保護者の同伴が必要です 
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※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/  

 

※入園前に検温します。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/ 

 

 
 
 

 

＜お問合せ先＞京成バラ園 TEL：０４７－４５９－０１０６ 

（４月２１日まで…１０：００～１７：００ ／ ４月２２日～６月３０日…９：００～１８：００） 

 

 最新の開花状況、イベントサイト 

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

 

 


