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本件に関する報道関係の方からのお問い合わせ先

「いちごさん」 PR事務局 (Make .合同会社内) 担当：五十嵐

TEL：03-4400-6946 staff@makepr.pro

mailto:staff@makepr.pro
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「いちごさんバス」について

ご挨拶

この度は、「いちごさんバス」メディア先行バスツアーにご乗車いただき、心より感謝申し上げます。

「いちごさんバス」は、デビューから2年目を迎えた佐賀県の新ブランドいちご「いちごさん」のPR
として、1月15日（水）～19日（日）の5日間、東京都内注目の新名所を巡り、バスの車内でいちご
狩りやアフタヌーンティーなどが楽しめる、いちごスイーツづくしの体験型バスツアーです。

旬な「いちごさん」を味わえるスペシャルなツアー
5つのポイントとは？

ポイント①SNS映えが満載！

いちごを連想させる真っ赤な2階建てロンドンバス、バスの車内でいちご狩り、「いちごさん」を贅
沢に使用したスイーツ満載のアフタヌーンティーなど非日常体験が楽しめる「いちごさんバス」は
SNS映えする事間違いなし！すでにSNSでも話題となっています。

ポイント②前売り券はわずか45分で完売！15日からも当日券ゲットでまだ間に合う！

事前に用意した前売券は、わずか45分で完売するなど、運行前から女性を中心に多くの話題を集め
ていました。そしていよいよ、本日1月15日11時出発の第1便より運行を開始いたします。「いちご
さんバス」は、5日間限定1日5便計25便で運行、各便には当日券（1日30席予定）をご用意しており、
先着順でお買い求めいただくことも可能ですので、今からでもご乗車いただけます 。

ポイント③佐賀県名物「気球型スイーツスタンド」に盛られた5つのスイーツ＋ブレンドティ！

「いちごさん」は、「さがほのか」以来20年ぶりとなる佐賀県が開発した新ブランドいちごです。
県・JA・生産者が一体となり、7年の歳月をかけ、1万５千株の中から選びぬいた自信作。中まで
真っ赤できれいな円錐形をしていること、そして甘みと酸味のバランスがよく、とてもジューシー、
食べた後の鼻に抜ける爽やかな香りも特長です。佐賀県名物イベントの熱気球の形をしたスイーツス
タンドには、ロイヤルガーデンカフェ青山のシェフが「いちごさん」の魅力を最大限に引き出した5
つのスイーツが並べられ、オリジナルアフタヌーンティーも一緒に味わうことができます。オリジナ
ルブレンドティーの入った「いちごさんタンブラー」はお持ち帰りいただけます。乗車記念としてプ
レゼント付きはうれしいですよね！

ポイント④注目の新名所を巡る！35分間のツアー付き

今回のメディアツアーはミニコースとなりますが、明日からの一般バスツアーでは、「いちごさんバ
ス」乗車後、東京オリンピック・パラリンピック開会式が開催される「新国立競技場」、「表参道ヒ
ルズ」や「ラフォーレ原宿」、外国人に人気の「スクランブル交差点」、昨年オープンしたばかりの
「スクランブルスクエア」前を通る約35分間の走行を予定しております。真っ赤ないちごさんバス
の中から見る注目スポットは格別です。

ポイント⑤乗車できなかった人も安心！タイアップカフェで同じメニューが楽しめます。

もしチケットが手に入れられなかったとしてもご安心ください。1月15日(水)～1月28日(火)の計14
日日間、ロイヤルガーデンカフェ青山にて「いちごさんアフタヌーンティー」3,600円ペアセット
（ひとり1,800円）を提供しているので、「いちごさんバス」のメニューと同じものをお楽しみいた
だけます。
※バス乗車券、いちご狩り体験、オリジナルタンブラーは付いておりません。



3

一般いちごさんバスツアー概要

■当日券概要

■販売場所 ：ロイヤルガーデンカフェ青山 入口前

■販売数 ：1日30席予定
各回3組6名＋臨時便

■料金 ：￥7,600(1組2名) オリジナルタンブラー付き

■販売時間 ：2020年1月15日(月) 10:00～17:25

■注意事項

・1回で1人が購入できるチケットは3組6名まで

・10::00より、5回(＋臨時便)の全ての当日券を販売、売切れ次第終了

・現金のみでの取り扱い

・チケット購入後のキャンセルは不可

・友人へのチケット譲渡は可能。

・天候等やむを得ずイベントが中止になった場合、返金を行う

・当日券

イベント名 ：いちごさんバス

実施日程 ：2020年1月15日(水)～1月19日(日) 計5日間

実施時間 ：11:00～18:30 ※1日5回（+臨時便1回）

発着所 ：ロイヤルガーデンカフェ青山（東京都港区北青山 2-1-19）

実施内容 ：①いちご狩り体験

②いちごさんアフタヌーンティー

③バス都内巡り

販売価格 ：7,600円ペアチケット（ひとり3,800円）オリジナルタンブラー付き

バス体験者数想定人数 ：400名（16名×5回×5日間想定)

■いちごさんバス

■いちごさんカフェタイアップ

カフェタイアップ ：2020年1月15日(水)～1月28日(火) 計14日間

実施内容 ：いちごさんアフタヌーンティー

販売価格 ：3,600円ペアセット（ひとり1,800円）



・銀座線「外苑前駅」徒歩５分
・半蔵門線・銀座線「青山一丁目」徒歩7分

ロイヤルガーデンカフェ青山

実施会場
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青山一丁目駅

■会場基本情報

■アクセス

外苑前駅

住所 東京都港区北青山2-1-19

営業時間 11:00～23:00

定休日 無休

席数 180席
（テラス席44席、2階席64席を含む）

客層 20～30代女性、学生、OL、カップル

実績 タイアップ実績多数あり
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いちごさんバスツアー内容

❶ロイヤルガーデンカフェ青山集合

❹写真を撮る

インスタ映えするスポットを写真に撮ってSNSに投稿。

❷いちご狩り体験 (15分)

イチゴ狩り開始の15分前にロイヤルガーデンカフェ 青山前集合。

ロイヤルガーデンカフェ青山で、いちごさんバスにご乗車いただく。

バスの中で、イチゴ狩りを楽しむ。

❸アフタヌーンティー&都内バスツアー (通常40分)

※メディアツアーでは約10分程度の周遊となります。

いちご狩りでとったいちごをお皿に乗せたら、

アフタヌーンティセットの完成。

アフタヌーンティーをお楽しみながら都内を巡る。

❺ロイヤルガーデンカフェ青山にて降車
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いちごさんバスツアールート（一般ツアーコース）

1周約35分間

- 発着所 -

ロイヤルガーデン
カフェ青山

表参道交差点

宮益坂上

スクランブル交差点

ラフォーレ前交差点

ロイヤルガーデンカフェ青山を発着所として、

青山～表参道・渋谷をメインにしたコースを周遊。
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ロンドンバスイメージ

■バス 外装

「いちごさんバス」は、デビュー1周年を迎えた佐賀県のいちご新ブランド「いちごさん」を、より多くの

人々に味わっていただくために開催される5日間限定の体験型バスツアーです。装飾された2階建てのスペシャ

ルロンドンバスで、1階ではバスの車内でいちご狩りを楽しむ事ができ、2階では、ロイヤルガーデンカフェ青

山のシェフが「いちごさん」の魅力を最大限に引き出したスイーツづくしのオリジナルアフタヌーンティーを

味わうことができます。さらに話題の新名所巡りも付いており、「いちごさんバス」に乗車するだけで、体験、

観光、食の3つを一度に楽しむことができます。「いちごさんバス」は一日５便の運航を予定しており、価格は

3,800円（税込）、ツアー申込は事前ネット販売と、当日券の2種類をご用意しております。旬な「いちごさ

ん」を味わえるスペシャルなツアーを是非ご体感ください。

■1Fパース

■2Fパース



いちごさんアフタヌーンティー

：¥7,600 ペアセット
（いちごさんオリジナルタンブラー付き

+いちご狩り&バス巡りサービス）
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いちごさんアフタヌーンティー詳細

気球型のスイーツスタンドにスイーツを乗せて提供

※ロイヤルガーデンカフェ青山”店内”では、いちごさんアフタヌーンティーを ¥3,600 （ペアセット） で提供

（オリジナルタンブラー、いちご狩り&バス巡りサービスは、付きません。 ）

ゼラチンの入ったいちごソースを使用、

アーモンド風味のパンナコッタ

❶いちごさんのパンナコッタ

カスタードクリーム・ホイップクリーム

・いちご・いちごソースのクレープ

フレンチスタイル

❷いちごさんのクレープ

カスタードクリームのタルトに

ゼリー状にコーティングした

いちごをのせたタルト

❸いちごさんのタルト

ミニクロワッサン＆いちごさんソース

（いちごダイス入り）

＊火を通さずに調理しいちごさんの

素材を活かしたソース

❹クロワッサン いちごさんソース ❺いちごさんのロマノフ

オレンジのリキュールでマリネした

いちごにクリームをのせた商品

●オリジナルブレンドティ

ロイヤルガーデンカフェ 青山で

提供している紅茶

アールグレイとセイロン茶葉をブレンド

※「いちごさんオリジナルタンブラー
に紅茶を入れて提供
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シェフプロフィール

9

1994年 ドイツで料理人見習いとして勤務開始

1998年 スイス、チューリッヒで勤務

1999年 ドイツ、ミュンヘン勤務（2つ星レストラン）

2000年 ドイツ、リッツカールトン（2008年３つ星レストラン）オープニングスタッフ

2002年 南アフリカ ニューヨークタイムズ紙により世界ベストレストラントップ７に選出

レストランに勤務

2003年 スイス、サンク トモーリッツ（２つ星レストラン）に勤務

2005年 シュタインゲンベルガーホテルアカデミーにてドイツ料理人マイスター資格取得

オーバーバイエルン最優秀成績賞受賞

2007年 日本、東京 グランドハイアット東京内レストラン勤務

2011年 ハイアットホテル マニラへ移動

2012年 ロイヤルガーデンカフェ青山勤務

現在に至る

デニス バクサ

Dennis Bacasa



10

いちごさんとは

「いちごさん」は、2018年秋にデビューした新しいいちご。佐賀県では
「さがほのか」以来、20年ぶりの新ブランドです。

佐賀県・JAグループ佐賀・いちご生産者が一体となり、
7年もの開発期間を経て、15,000株もの中から選び抜かれた自信作です。

●名前の由来
日本中の人に、長く愛されるいちごとなることを願って。呼びやすくて
覚えやすい、清々しさとインパクトを合わせ持つ名前を目指しました。

●ロゴデザイン
「いちごさん」の深い紅色や形のうつくしさ、すっきり優しい甘さを、
品質の高さを約束するラベル仕立てで表現。ロゴデザインに浮かぶ
シルエットは、まっすぐ芯のある女の子をイメージし、
風になびく髪をすっとした姿は、おいしさへの誇りと自信を表現しています。



FAQ ・ 注意事項
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Q.当日のバスツアー参加はできますか
A.当日券を販売いたしますので、チケットをお求めいただければご参加いただけます。※数に限りあり

Q. 1人でのバスツアー参加は可能ですか
A.いちごさんバス（ロンドンバス&アフタヌーンティーセット）は２名様分のペアチケットでご用意致しております。

おひとりさまでのご参加も歓迎致しておりますが、2名様分の料金がかかりますこと、ご了承くださいませ。
※座席の都合上狭くなっております。予めご了承ください。

Q.いちごさんの販売はしていますか
A.タイアップ店舗・バスツアーにおいてのいちごさんの販売はございません。

Q.タバコは吸えますか
A.バス内、カフェ内共に禁煙になります。

Q.駐車場はありますか
A.イベント専用駐車場のご用意はございません。近隣の駐車場のご利用をお願い致します。

Q.アレルギー食材に関して教えてください
A.すべてのメニューに小麦、卵、乳製品が含まれます。予めご了承ください。

Q.集合時間に遅刻した場合、どうすればいいですか
A.出発時間に間に合わず、ご乗車できなかった場合でも返金できません。あらかじめご了承ください。

集合場所・集合時間（乗車時間の15分前）には、余裕を持って集合してください。

Q.ペットは同伴可能ですか
A.ペットの同伴はご遠慮いただいております。

Q.子供連れで参加しても良いでしょうか。
A.未就学児連れのお客さまのご入店はお断りさせて頂いております。未就学児以上の方は、ひとり3,800円がかかります。
13歳未満（12歳以下）の方で本イベントに参加をご希望の場合は、保護者の方と一緒に参加してください。

Q.クローク（荷物預かり）はありますか？
A.クロークはございません。お荷物はお受けできかねますのでご了承ください。

Q.座席は指定できますか？
A.事前の座席指定は承っておりません。当日の先着順となりますので、参加者全員お揃いの上、
集合場所までお越しください。

・チケットの転売行為は固く禁止します。目的の如何を問わず、転売行為を発見した場合、

当該チケットは無効となり、代金の返金及び入場はできません。

・飲食物の持ち込みはご遠慮頂いております。

・イベント内容は予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。

・出発日当日の天候や道路状況・故障などの理由で到着が遅れる場合があります。

万が一、到着が遅れた場合の補償はできませんので、予めご了承ください。

・近隣のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

・ロイヤルガーデンカフェへの直接のお問い合わせはご遠慮ください。

・バスの座席は2名掛けで、横幅約90cmと狭くなっております。予めご了承ください。

・貴重品など車内にお持込のお荷物の管理にご注意ください。万が一、

盗難・紛失・減失・棄損があった場合の補償はできかねます。

・やむを得ない場合、予告なく中止となる可能性がございます。予めご了承ください。

その際、チケットは返金致します。

・気球型のアフタヌーンティースタンドにセットするいちごを、お一人様あたり1～3個収穫していただく予定です。いちごの生育状況によ

り数量は変動致しますので、予めご了承ください。

・「いちご狩り体験」における苗の持ち出しは、種苗法上固く禁じられており、違反した場合、10年以下の懲役もしくは1千万以下の罰金、

またはこの両方が科せられます。

注意事項
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お問合せについて

本件に関する報道関係の方からのお問い合わせ先

「いちごさん」 PR事務局 (Make .合同会社内) 担当：五十嵐

TEL：03-4400-6946 staff@makepr.pro

いちごさんに関するお問い合わせ先

佐賀県 産業労働部 流通・貿易課 荒平、信原 TEL：

0952-25-7252（受付時間 平日 9:00ｰ17:00） E-mail: 

ryuutsuu-boueki@pref.saga.lg.jp 

関連素材について
※下記URLよりダウンロードください。
※当日夕方以降、下記URLにアップされます。

http://bit.ly/2tbpSS3

MEMO

mailto:staff@makepr.pro

