市内の菓子店 店舗が

市民の花「バラ」をモチーフに

商品を考案しました。

職人のこだわりと技が光る

珠玉のスイーツを

ぜひご賞味ください。

お買い物はこの
のぼり・フラッグの
店舗で！

23

昭和32年 ローズ・カーニバルの風景
馬車に乗ったバラ娘（ミスローズ）たちが、バラの花束と苗木を配りながらパレードを行った。式場病院では、高松宮
妃殿下、秩父宮妃殿下をお迎えし、当時の市長であった浮谷竹次郎氏が「ローズ・シチー宣言」を行う。

由緒あるバラの街 市川
市川市とバラの歴史は、戦後間もない頃、国府
台にある式場病院の初代院長 式場隆三郎氏が中
心となって院内にバラ園を作ったのが始まりです。

現在、市川市と市川商工会議所は、バラを活用
した商品を提供する一連の取り組みを「いちかわ
バラ物語」と総称して推進しています。その一環と
して、市川パン菓子商工組合の協力を得て、バラ
昭和32年5月には、バラの愛好家によって結成
をモチーフに趣のある美しい和洋菓子を販売して
された「市川バラ会」創立5周年を記念してローズ・
いますので、それぞれのお店自慢の一品をご賞味
カーニバルが開催され、市川市をバラにあふれた
いただき、また、市川土産としてもご利用ください
街にしようと
「ローズ・シチー宣言」
が行われました。
ますようお願い申し上げます。
昭和50年には、バラを市民の花として制定し、鑑
賞できるバラ園を市内の公園に整備するとともに、
市川市長 大久保 博
広くバラの普及に取り組み、平成19年には、市民
の投票によりオリジナルバラ「ローズいちかわ」が
誕生しました。

獏

そして、平成23年からは、花があふれる街「ガ
ーデニング・シティ いちかわ」を目指し、市民と
行政との協働でオープンガーデンやガーデニング
コンテストなどを開催。さらに、日常生活の中で
楽しめるバラなどの花や緑を地域で育て飾ること
により、まちの魅力を高める「美しい景観のまちづ
くり」に取り組んでいます。
2

3

いちかわバラ最中

ローズの休日・ベニエローズ
北海道十勝産の小豆を昔

バラの風味とイメージを

ながらの製法にこだわり

大切に試行錯誤を繰り返

炊き上げた餡を使用。この

し、作り上げた島村特選の

餡に合うよう軟らかく練

バラを彩る和洋菓子2品。

り上げた求肥入りと、栗を

和の「ローズの休日」は蒸

入れた2種類の最中をご用意しました。最中

しパンケーキにバラ餡をサンド。洋の「ベニ

皮はピンクと白の2色ございますので、お祝

エローズ」は、バラの風味を添えたアーモン

い事や会合等、幅広くご利用いただけます。

ドを使ったケーキです。ご賞味ください。

笊峰 月 堂

笳 市川 島村

MAP C-1

市川大野で 50 年。お年寄りから子どもまで、美味
しく食べられる和菓子づくりがモットー。昔なが
らの和菓子と、クリーム大福などの創作和菓子が
楽しめます。
J
R
ロ
ー
ソ
ン

市川市大野町2-786
跏 8:00〜17:00
跪月曜

tel. 047-337-1314

三社宮

市
川
大
野

くすりの
福太郎

本
八
幡

市川市市川4-5-5
跏10:00～18:00 跪水曜
www.ichikawa-shimamura.com

交
番

tel. 047-372-2011

船橋法典▼

お手作り最中

排根
水本
機 1
場

真間川

京成本線

国府台

市川真間蜷

バラの香最中

岡山から直送される備中

白餡にバラの花びらとペー

大納言小豆を使った餡は、

ストを混ぜ込んだピンクの

香ばしい皮と相性ぴった

餡を、食べる時に最中皮に

り。すっきりした甘さが引

詰めて召し上がっていただ

き立ちます。こだわりぬい

きます。バラの香りが引き

た素材を使い、固めに練った餡を上下それ

立つよう甘さは控えています。別仕立ての皮

ぞれの皮にたっぷり入れ、重ね合わせて完

と餡を風呂敷包みでかわいく仕上げており

成。ぎっしり詰まった餡をご賞味あれ。

ますので、ご進物にもいかがでしょう。

笆 御菓子司 望月

笘 大門岡埜

MAP A-2

昭和４年から和菓子一途に、伝統を守りながら美
味しさを追求しています。素材にこだわり、まじ
めに作り続けることが大切。そこから美味しさが
生まれます。
松
戸

市川市市川3-27-20-101
跏10:00～18:00（祝日は17:00迄）
跪日曜、木曜

千葉銀行
SHOP99

1

ローソン

国府台

京成本線
市川真間蜷

MAP B-2

弘法寺参道に創業して 50 年。最高の素材ですべて
を手作りしています。ヨーグルトやアイスクリー
ムにも合う「トーストにぬったらおいしいあんこ
『バラの香り』
」も。
市川市真間2-23-8
跏 9:00～19:00（日・祝日は18:00迄）
http://daimonokano.com

tel. 047-322-0447

京成本

市川
公民館
14

線

市川
真間
蜷

八幡神社
三井住友
銀行
市川駅

蜷

tel. 047-322-5753
4

創業明治 26 年、伝統の味を守りながら、塩麹など
の新しい素材も使い、創意工夫でより美味しいも
のを追求。心に残るお菓子づくりを目指していま
す。
松戸
デイリーヤマザキ

武
蔵
野
線

バラ最中

MAP B-2

5

薔 薇 最中

ちもとバラ最中

粒餡&こし餡

紅白の最中に詰めたのは、

幻と名高い、奈良県の宇陀

くず餅で包まれた梨餡。梨

地域で採れた大納言小豆

でピューレを作り、白餡に

を使用。餡は使う分だけを

練り込んで梨の風味豊か

炊き上げ、最中にぴったり

な餡に仕立てました。最中

白い皮の「粒餡」に加え、皮を香ばしく茶

とした食感、市川産の梨で作った梨餡のほ

色に焼き焦がした「こし餡」も登場。こち

のかな香りと味をお楽しみください。

らは栗の甘露煮を入れた秋冬限定品です。

笙 ヤマザキプラザ市川

笵 真間ちもと

三井住友銀行

市川市市川1-9-2
サンプラザ35ビル1Ｆ
跏7:00～21:00
www.yamazakiplaza.co.jp

tel. 047-369-6338

14
野
村
みずほ 證
銀行 券

264

北口

市川

JR総武線

ダイエー
本八幡蜷

市川ガトーローズ

MAP B-2

昭和 25 年創業、銘菓「手児奈の里」とともに歩ん
できました。店内には喫茶スペースがあり、抹茶
セットを頼めば、販売しているどの菓子とも組み
合わせられます。
セブン
イレブン

市川市真間1-12-5
跏 9:00～19:00
跪第３水曜

国府台

蜷

MAP B-2

創業から続く、素材の美味しさを生かすヤマザキ
ならではの技術。パン、洋菓子や和菓子には一つ
ひとつに職人の心が込められています。

tel. 047-322-2505

東京ベイ
信用金庫
Olympic

京成本線

市川真間
デニーズ
14

ダクワーズ・ローズ/ローズのコンフィチュール
優しいバラの香りのするバ

「ダクワーズ・ローズ」は香

ターケーキの生地に、苺

ばしいアーモンド生地で上

ジャムを入れて焼き上げま

品なローズクリームをサン

した。しっとりした食感を

ド。フランボワーズの酸味が

生かすためバターを多めに

味のアクセントです。
「ローズ

使い、風味豊かな自家製苺ジャムはケーキを

のコンフィチュール」は無農薬・有機栽培の

邪魔しないバランスで入れています。バラの

バラ花弁を使い、優雅な香りに仕上げまし

花をイメージしたおしゃれなお菓子です。

た。華やかな色彩でギフトにもぴったりです。

笞 創作洋菓子 モンペリエ

笨 ファクトリーエザワ

MAP B-2

古いものを守りつつ、新しいことにもチャレンジ。
素材にこだわり、どなたにも喜んでいただけるお
菓子づくりをしています。ケーキや焼き菓子など
種類も豊富です。
本八幡蜷
JR総武線
市川市市川南1-5-17 跪木曜
跏9:00～21:00（日・祝日は20:00迄）
www.montpellier.jp

tel. 047-326-2020

6

な滑らかさに調整します。

だけれど、とてもみずみずしい…しっとり

ザ タワーズ
ウェスト

市川
南口

ザ タワーズ
イースト
ローソン

コイン
パーキング

MAP B-2

素材にこだわり、手間を惜しまず全てを手作り。
カフェスペースではケーキ・お飲物をお召し上が
りいただけます。カラフルなマカロンも人気です。
（Ｐ２台有り）
市川市菅野5-1 跏10:00～19:00
跪月曜、第２・３火曜（祝日は営業、翌日代休）
www.factory-ezawa.com

tel. 047-326-5748

市
川
総
合
病
院

京成

昭和学院
マツモト
キヨシ 51
郵便局
薬局

本線

八幡

7

バラ最中

バラ最中
ほのかな黒糖風味が楽しめ

白餡にバターや卵黄、ロー

る、北海小豆のこし餡を

ズジャムを混ぜ、ほんのり

たっぷり皮に詰めました。

とバラが香る洋風モダン

ボリュームがありながら、

に。市川市をイメージした

くどくない甘さに仕上げて

おしゃれな最中に仕上げ

います。最中に合わせ炊き上げた餡は、サッ

ました。白餡ならではの上品な甘さが味わ

クリした皮が生きる甘みのバランスに。軟ら

える一品です。また、
北海道産の小豆を使っ

かめの餡と黒糖の風味を堪能ください。

た「つぶ餡」も新登場（いずれも要予約）
。

笶 和菓子 蜂の家

筺 越後屋餅菓子店

MAP B-2

こだわりの材料で丁寧に、一つひとつ手仕事で仕
上げています。栗を中心に置き、小倉餡としぐれ
生地で巻いた、風味ある「菓仙」が自信の一品で
す。
東菅野郵便局
市川市東菅野2-1-28
跏 9:00～18:00
跪木曜、第２・４水曜

tel. 047-322-1335

バラ最中

クランチショコラ
フロランタン

マツモト
キヨシ
美容室

八幡

鬼越蜷

市川市宮久保1-8-13
跏 8:30～18:30
跪火曜（祝日は除く）

tel. 047-372-0167

東京ベイ
信用金庫

くすりの福太郎
真間川

51

昭和学院
中学校・高等学校
本八幡

いちかわバラのジェラート

・ローズチョコ
皮に詰めたのは、サクサク

フレッシュな牛乳とバラ

のクランチショコラ。香り

のフレーバーで仕上げた、

が生きる抹茶ショコラと香

他ではあまり見かけない

ばしいミルクショコラを用

上品なジェラートです。口

意しています。幅広い年代

に入れると、ミルクの風味

に食べていただける洋菓子店らしい最中に

とバラの爽やかな香りが広がり、一瞬にし

仕上げました。和と洋のハーモニーをお楽し

て優雅な気分に。サッパリとして控えめな

みください。

甘さが女性の心をつかんで離しません。

筐 ドルチア

MAP B-2

創業 42 年を迎える本店をはじめ、12 店舗を展開し
ています。とろけるモンブランは不動の人気です。
交番

跏 9:00～21:00 跪無休
www.dolcia.co.jp
【本店】市川市八幡3-29-16

tel. 047-326-9429

【南八幡店】市川市南八幡4-15-15

tel. 047-370-8372

8

宮久保商店街にオープンして 30 余年。庶民的な和
菓子を、一つずつ丁寧に手作りしています。大き
な豆大福や餡がたっぷりのどら焼き、芋ようかん
が人気です。
スーパー 市川大野

交番

不二女子
高等学校
京成本線

MAP C-2

美容室
八幡
小学校

八幡

【本店】

不二女子
高等学校
京成本線
鬼越蜷

笄魁

MAP C-2

地元のアイスクリーム専門店。市川産の梨やブ
ルーベリーの他、旬のフルーツをたっぷり使った
ジェラートなど、常時 20 種類を扱っています。
市川市八幡5-1-26
跏11:00～18:00
跪火曜
www.posso.ne.jp/TomsGarden

tel. 047-312-6561

八幡 京 成 本 線

14

北口

本八幡

市川
市役所

JR総武線
下総中山蜷

9

焼ドーナツ バラとモモ

バラロマン
チョコレートで描かれた

スリランカ・エシュロン社の

模様、バラをイメージした

香り高 いバラとモ モ のフ

形 が か わ い い 焼 き 菓 子。

レーバーティーと、ドライ

しっとりした食感で、中に

ローズを生地に練り込み焼

はドライローズとバラの

き上げたドーナツ。ほんのり

ペーストが隠れています。
「香りを出すのに

とバラとモモの香りが広がる、しっとりとした

苦労しました」という言葉通り、ほのかに

食感です。100％天然香料で香り高く、油で

香るバラの優しい風味がクセになりそう。

揚げていないので安心してお召し上がりを。

筍 ワゴン洋菓子店

筌 パティスリーいわき

MAP C-2

季節ごとの旬な素材を使ったオリジナルケーキを
販売しています。写真を表面にプリントする「写
真入りデコレーションケーキ」も好評。

MAP C-2

まるでお菓子の家に入ったかのようなアットホー
ムなお店です。生ケーキは甘さ控えめで、お酒を
使っていないので小さなお子さんにも安心です。

交番
スーパー

市川市八幡6-3-24
跏 9:00～20:00
跪木曜

酒屋
葛飾八幡宮

tel. 047-336-0604

八幡

鬼越蜷

京成本線

バラ最中

市川税務署

tel. 047-336-6946

蜻京成
八幡

金子薬局

鬼越 京 成 本 線

バラ最中
バラ最中専用に炊き上げた

丁寧に炊いた十勝産大納言

紅色きんとん餡。白餡に蜜

小豆の餡で、バラをイメージ

漬けした大つぶの白いんげ

した薄紅色のバラ風味求肥

ん豆を混ぜ込み、京鹿の子

を包みました。求肥は食感

風に仕立てています。豆の

を大切に練り上げています。

食感が残るよう、白いんげんは多めに入れ

小豆つぶが多めに残る口当たりの良い餡と求

ました。あっさりした甘さのピンクの餡と、

肥を、注文いただいてから詰めてお渡ししま

香ばしい皮の味わいをお楽しみください。

す。まろやかな風味を楽しんでください。

笋 若柳

筅 とむら菓子舗

ス
ー
パ
ー

市川市八幡6-13-1
跏 9:00～19:00
跪水曜

tel. 047-334-0948

酒屋

葛飾八幡宮

八幡

京成本線

鬼越蜷

MAP C-2

中山法華経寺山門（黒門）ヨコ、参道沿いの創業
80 年あまりの和菓子店です。黒米で皮を、枝豆の
きれいな緑色の餡で作るずんだ大福が人気です。
中山法華経寺

市川市中山4-7-16
跏 9:30～18:00
跪水曜

tel. 047-334-2882

たちばな寿司
鬼越

蜷

MAP C-2

四季の花々や自然にちなんだ季節感あふれる、お
茶席で供されるような上生菓子が自慢です。オー
ソドックスな和菓子も素材にこだわり、創意工夫
しています。
交番

10

ふれんど書房

市川市北方2-12-2
跏 9:00～19:00
跪水曜、第３火曜

京成中山

京成本線

14

11

バラのサブレ

ローズパイ
サックリとした心地よい

自家製のパイ生地をバラ型

食感の一口サイズがうれ

で抜き、優しい紅茶の香り

しいサブレは、生地にドラ

が する砂 糖 をたっぷりか

イローズが練り込まれ、口

け、じっくりと焼き上げまし

に入れると、ほのかなバラ

た。ほのかな紅茶の香りと

の香りがふんわりと広がり優雅な気分を味

豊かな甘さが口いっぱいに広がります。何層

わえます。ご家族やご友人と楽しむティー

にも折り重ねられたパイ生地ならではの、サ

タイムのお供に、ぜひご利用ください。

クサクした軽い食感をお楽しみください。

筵 洋菓子工房 レザン

筴 欧風菓子マフィーユ

MAP C-2

2000 年にオープン。旬の果物を使った生ケーキ
は、季節ごとの味が楽しめます。栗がまるごと入っ
たアーモンドクリームをパイ生地で包み焼き上げた
「渋皮マロンパイ」も絶品。
セ

tel. 047-303-0003

大野小学校

松戸

蜷

市川市南大野1-3-23
跏 9:30～19:00
跪日曜、月曜（クリスマス・年末等は変更有り）

ブ
ン
イ
レ
ブ
ン

船橋蜷

180

大野中央病院

バラ香るラスク、マシュマロ他

MAP C-3

いつでも気軽に、幅広い年齢層が食べられる街の
ケーキ屋さんを目指しています。生ケーキではサ
バランが、焼き菓子ではクッキーが人気です。
JR総武線

市川市鬼高3-11-12
跏10:00～20:00
（土・日・祝日は19:00迄）
跪水曜（月１回不定休有り）

下総中山

西船橋蜷

クリー
小
ニング屋 栗

CoCo
壱番屋

原
小
学
校

セブン
イレブン

tel. 047-379-0518

パリッ薔薇もなか・薔薇ブッセ

ラインナップは４品。ロー

餡と皮が別仕立ての手詰め

ズハーブが香る「シフォン

最中。
いつでもできたてを味

ケーキのラスク」
、果物の

わっていただけます。バラの

ピューレをドライローズ

香りがほのかに残る薄赤色

で香り付けた「マシュマ

の餡には、白小豆と白隠元

ロ」
、バラのリキュールで煮たクランベリー

をほどこし、緑茶にはおすすめの一品。コー

入りの「ケーク」
、ローズエッセンスが華や

ヒーには、ちょっとおしゃれな薔薇ブッセを。

かな「クッキー」です。いずれも優しい味。

バラの香りとクリームチーズが美味です。

筥 マロニエ洋菓子

筧 菓匠 京山

オープンして 44 年。生ケーキと焼き菓子を中心に
製造・販売しています。世代を超えて誰からも愛
されるベーシックな味で、店主の人柄も商品に表
れています。
東山魁夷
記念館

市川市若宮3-23-11
跏 9:00～19:30
跪月曜、第１火曜

tel. 047-336-6828

中山小

パン屋

法中
華山
経
寺

59 ローソン

京成中山

かどや

法宣院
浄光院
東中山蜷
京成本線

MAP B-3

完熟すると莢（さや）が黒くなる、丹波黒莢大納言小
豆など素材にこだわり、
丁寧な手作業で作っています。
３種の餡が選べる手詰め最中・武蔵鐔が人気です。
【妙典店】市川市富浜2-5-3
跏 9:30～19:00 跪火曜

tel. 047-359-8888

【行徳店】市川市行徳駅前2-10-14
跏 9:00～18:00 跪無休

6
ライフケア

行徳

蜷

MAP C-2

行
徳
小

妙典

東西線
マツモト
キヨシ

tel. 047-397-8718

【妙典店】
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バラのカービング&和っ菓

バラ最中・焼チョコ
減農薬、有機栽培にこだ

果物などに花や動物を彫り

わった貴重な北海道産健

出す「カービング」。佐藤店

康小豆
（品種はエリモ小豆）

長はコンテスト入賞経験も

をじっくり時間をかけて

あり、スイカやメロンに美し

丁寧に炊き上げています。

いバラを咲かせます。記念

また、ブラウニーチョコレートに、くるみ

日のサプライズにいかが?（1週間前に予約

をたっぷりと入れて焼いた、しっとり食感

を）ローズペーストとジャムを使ったドーナッ

の「焼チョコ」も新たに加わりました。

ツ状の焼き菓子「和っ菓」も評判です。

筰 季彩菓庵 しげつ

筬 ボン・クラージュ

MAP B-4

妙典を代表する洋菓子店。工房はガラス張りで、
パティシエたちの真剣な表情がうかがえます。
「お
菓子の市場」をイメージし、ケーキやクッキーが
次々とショーケースに登場！
東西線 原木中山蜷

宮内庁新浜鴨場のお茶菓子として承った人気の
「行徳焼（どら焼き）
」は、ミルク餡、つぶ餡の他、
マーガリンとつぶ餡が一緒に入ったケーキどら焼
きの 3 種類あります。
南行徳 東西線
蜷

行徳

妙典

市川市妙典5-14-31
跏10:00～20:00
イベント等で変動）
跪水曜（祝日、
www.bon-courage.jp

三井住友銀行

市川市行徳駅前4-19-2
跏10:00～18:30
跪木曜、第３水曜

公行
園徳
駅
前

市川南
消防署

セブン
イレブン

郵
便
局

tel. 047-395-9207

グクッキー7枚の詰め合わ
せ。バラ（ローズエッセン
ス入り）
、デージー、カー
ネーションと、カップケー
キなどをかたどっています。花々を描いたオ
リジナルの箱もかわいいので、ギフトにはも
ちろん、自分用のアクセサリー入れにも。

筱 hana

MAP B-2

土谷さん姉妹が母と営む、ホームメイドの菓子店。
絵本作家の祖父・柚木沙弥郎（ゆのきさみろう）さ
んが、クッキーやボックスのデザインを手掛けて
います。センス抜群！
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イオン
イオン

ウエルシア

「ガーデニング・シティ いちかわ」オリジナルキャラクター

公益財団法人

女性に喜ばれるアイシン

tel. 047-727-9157

イオン
シネマ

tel. 047-318-6300

ローズクッキーボックス

市川市真間2-19-1
跏10:00～18:00
跪日・月・祝日・8月
www.hanahomemade.com

MAP C-3

京成本線

三井住友銀行

デイリー
ヤマザキ
市川
真間
蜷
八幡
神社
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JR総武線

市川市花と緑の
まちづくり財団
当財団は、広く市民等と協働し、
緑地保全と花と緑の推進によって、
花と緑のまちづくりを進め、美しい
都市景観と温かいコミュニティの形
成、持続可能な地球環境の保全に
寄与することを目的とした財団法人
市川市緑の基金の精神を引き継ぎ、
平成25年４月に誕生いたしました。
「市民の花バラ」の歴史と文化を広
く市民に紹介し、ガーデニング講
座の開催、自治会・ボランティア等
と協力した花壇の整備等の事業を
実施しております。

問い合わせ先
市川市国府台三丁目９－１
（里見公園内）
☎047-318-5760

クロロ と バララ

市川市にずっと前から住んでいる、市の木クロマツと市民の花バラの妖
精です。花とみどりで人の心をつなぎ、みんなと一緒に「潤いとやさしさ
あるまち」をつくるお手伝いをしたくて姿を現しました。

クロロ

市内のどこかに住むク
ロマツの妖 精。バラの
妖精とは一番のお友達

バララ

花壇に住む「ローズい
ちかわ」のピンク色を
したバラの妖精

「ガーデニング・シティ いちかわ」とは
潤いとやさしさのある身近な庭のようなまちを、市民や事業者の皆さま
との協働によりつくる取り組みです。ガーデニングは個人の心身の健康や
生きがいづくりに役立つほか、花とみどりでまちに彩りが生まれ、美観が
保たれる効果があります。また、人の交流や地域活動が活発になることで、
安心安全なまち、活力あるまちにつながります。市川市は、市民や事業者
の皆さまの活動を支援し、連携・協働することで「住んでみたい」
「住み続
けたい」と実感できるまちづくりを推進していきます。

市川
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美しい姿と芳香が楽しめる、市川 市内の主なバラ園をご紹介します

全96種
約1000株

市内を歩くと、
バラ園を併設した公園や施設にめぐり合います。その華麗な

姿や甘い香りが最盛期を迎えるのは、春バラは５月下旬、秋バラなら10月

下旬です。各バラ園に咲き誇るバラは250種以上もあります。それぞれの美

しさをのんびり愛でながら、あなたのお気に入りを探してみませんか？

大町公園（大町284）

MAP
D-1

公園南端のバラ園は市内最大で、動植物園や自
然観察園と共に一帯の観光で重要な存在。白亜
のアーケードにレンガの歩道、石造りの水路も
備え「チャールストン」
「アンジェラ」などが
咲きます。

全14種
約120株

大洲防災公園（大洲1-18）

MAP
B-2

姉妹都市であるドイツ・ローゼンハイム市から
贈られた「マリア リサ」や同国のバラ、市川市
オリジナルの品種「ローズいちかわ」が中心。
その周囲をラベンダーなど31品種の宿根草が彩
ります。
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全112種
約700株

里見公園（国府台3-9）

MAP
A-2

市内で最も歴史ある公園。西洋庭園内にバラ園
があり、噴水を中心にフロリバンダ種（四季咲
き中輪系）を配置したクラシックなスタイルで
す。ドイツのバラを集めたコーナーやレンガの
バラ棚も特徴的。

全64種
約520株

広尾防災公園（広尾2-3）

MAP
A-4

梅林や藤棚があり、一年を通して花に親しめる
公園。
「リンカーン」
「チャイコフスキー」
「カ
トリーヌ ドヌーブ」
「ビクトル ユーゴー」
、さら
に「プリンセス ミチコ」といった著名人の名が
付いたバラも。

全62種
約450株

須和田公園（須和田2-34）

MAP
B-2

深い緑の奥にバラ園があり、トンネルやポール
を配して立体的に観賞できます。
「ピンクパン
サー」
「パパメイアン」他、新しい大輪系の名
花を楽しむことができます。

全46種
約260株

南行徳公園（相之川4-1）

MAP
A-4

人 工 の 築 山 に 水 が 流 れ る 人 気 の 公 園。 全 長
570mの園路は散歩やジョギングに最適で、道
沿いにバラのトンネルと花壇が大小10カ所あり
ます。
「パローレ」
「ツル マリア カラス」
「サハラ」
が代表的。

全８種
約50株

芳澤ガーデンギャラリー（真間5-1-18） MAP
B-2

「百樹園」という和風庭園内のギャラリー。以
前から咲いていた「ノイバラ」や「ニュードーン」
はそのまま活かしながら、日本原産の「ハマナ
ス」や自然の姿が美しい修景バラも植えられて
います。

全28種
約130株

駅前公園（湊新田2-4）

MAP
B-4

行徳駅近くにあり、地域の貴重な緑を提供し、
憩いとやすらぎをあたえ、多くの市民に親しま
れている公園。このバラ園には、
「マーガレッ
トメリル」
「ホワイトクリスマス」などの香り
の良いバラが多数あります。
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市川地域ブランド協議会

※筱・筬は平成27年度から参加したお店です。

TEL. 047-377-1011

市川商工会議所内
市川地域ブランド協議会事務局

市川商工会議所・市川市・市川市商店
会連合会・市川市農業協同組合・市川
市行徳漁業協同組合・南行徳漁業協
同組合・市川パン菓子商工組合

「市川地域ブランド協議会」は、市川の
資源を活用し、市民はもとより国内外
からも注目される「市川ブランド」に発
展させることを目的としています。商標
登録された「市川の梨」のロゴマーク
を作成し、市川の梨を使った商品、料
理などをPRするとともに、アサリや海
苔などの特産物や歴史、文化といった
豊富な地域資源を掘り起こして市川を
発信し、市川の街の活性化、観光促
進に繁げたいと思っています。皆さま
のご理解、
ご協力をお願いいたします。

掲載 店 ＭＡＰ

