
◦北陸自動車道 中之島見附I.C.から2km（車で3分）　◦JR見附駅から1.2km（車で5分）
◦ 見附市コミュニティバス「産業団地・イングリッシュガーデン」下車、徒歩5分
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みつけイングリッシュガーデンみつけイングリッシュガーデン MEG CAFE 511MEG CAFE 511看板

400M➡

アクセス

　MEG CAFE511（メグカフェゴーイチイチ）では、花と
緑に囲まれた癒しの時間を皆様にご用意します。
　こだわりの紅茶やコーヒーをはじめ、自家製の焼き
菓子とともにお食事メニューも充実です。
　また、みつけイングリッシュガーデンのお土産も多数
ございますので、こちらもお楽しみください。

定休日 無休（12〜３月は火曜定休）
12/31〜1/2は休み

住所
新潟県見附市新幸町5番11号

（みつけイングリッシュガーデン
第１駐車場内 ）

TEL 0258-94-4274

営業
時間

10：00〜21：30 （LO 20：30）
ランチ 11：00〜17：00
ディナー 17：00〜21：30

⃝紅茶・コーヒー 385 円〜
⃝ローズレモネード 550 円　
⃝MEGランチプレート 1,200 円〜
⃝ティラミス to お花 550 円〜
⃝焼きたてピッツァ（直径約 32cm） 1,408 円〜

MENU （税込）

※一部メニューのテイクアウト承ります。
　価格は異なりますので、店舗へご確認ください。

◦開園期間：4月〜11月　◦開園時間：午前8時40分〜日没　◦入園料：無料
（草花の管理協力金としてひとり100円程度の寄付をお願いします）

開園情報

シーズン毎の表情を楽しんで
　イングリッシュガーデンは、英国の歴史と文化が育んだ
癒しと安らぎのある自然風な景観です。
　この庭はオリジナルなデザインの中に伝統的なイング
リッシュガーデンの手法を受け継ぎ、この地の環境にあ
わせて創っています。
　1000種を超える植物が織りなす光景は、春、夏、秋、冬
とシーズン毎に表情を変え、見る人達に感動と安らぎを
与えてくれます。
　庭の楽しみ方はさまざまです。景観として眺める、植物
の多様性を楽しむ、香りを楽しむ、光や影を楽しむ、そして
何も考えずベンチに座って、心をリラックスさせる―。
　御来園の皆様、どうぞごゆっくりお過ごしください。

市民ボランティアが支える庭、みつけイングリッシュガーデン
　市民ボランティア団体「ナチュラルガーデンクラブ」は平成17年に設立されました。会員
数113名（うち、メンテナンスサポーター会員34名）で運営しています。このガーデンがオープ
ンする前からケイ先生からご指導いただき、講習会等で勉強を重ね、技術習得をしてきまし
た。みつけイングリッシュガーデンに植栽する花苗の選定や植栽管理をしています。
　オープン当初は土壌も悪く、思うように植物が育ちませんでした。本で見るようなイング
リッシュガーデンに近づくには、年月が必要なことを知りました。
　夏の暑さ、冬の寒さの作業の中にも草花の成長を楽しみ、また来園者の皆様に喜んでいた
だくことを目標として日々のメンテナンス作業を行って
います。現在では全国的な園芸雑誌にも取り上げられる
ほどに。新潟県の観光スポットへと成長したことを、私達
もうれしく思っています。
　園内は一年を通して宿根草、一年草が美しく咲いてい
ます。この庭の手入れは、私達ボランティアの生きがいで
あり、又、出会った人たちとの交流の場でもあります。

ナチュラルガーデンクラブ　会長　矢嶋　トモ子
Photo by Y.Kihara（ナチュラルガーデンクラブ会員）

ケイ山田
英国園芸研究家・
ガーデンデザイナー
（みつけイングリッシュ
ガーデンデザイン監修）

◦飲食は決められたスペースでお願いします。
◦園内は全面禁煙です。
◦ ペットを連れての入園はご遠慮ください。
◦ 自転車・バイクでお越しの方は、園内への乗り入れ

は禁止です。
◦ 観光バスでお越しの場合には、駐車場準備の都合上、 

事前に見附市地域経済課（TEL.0258-62-1700㈹） 
までご連絡ください。

ご利用にあたってのお願い

MEGランチプレート

ローズレモネード

ティラミスの果実

Instagram

Facebook

〒954-0076 新潟県見附市新幸町35番地
TEL 0258-66-8832　/　080-2161-4285
MAIL englishgarden@city.mitsuke.niigata.jp

H P

MEG CAFE511（メグカフェゴーイチイチ）



MEG CAFE 511 + Store
　（ランチ、見附のお土産）

みつけイングリッシュガーデン
2021  年間イベントスケジュール

Information Map

  ４/17（土） 〜  ５/５（水・祝）  
チューリップフェア
チューリップやスイセンなど、球根花とバンジービオラとの饗宴。

  ５/５（水・祝）   ガーデンこどもDAY！
こどもが楽しめるイベントがもりだくさん！

  ５/22（土） 〜  ６/６（日）  
フラワーフェスティバル
ガーデンが最も美しい季節。
バラでいっぱいのロマンチックな園内をお楽しみください。
土日には、園内ガーデンツアーやガーデンのお花を使った
イベントなども開催。
５/29（土）ケイ山田さんによる植栽実演会

  ６/13（日）   11：00〜12：00 初夏の植栽会
園内に草花を植栽します。どなたでも参加できます。

  ８/21（土）   夕暮れ音楽会
一年に１日だけの特別な夜。キャンドルで灯された園内で心地
よい風に吹かれながら、生演奏やダンスをお楽しみください。

  10/２（土） 〜  10/10（日）  オータムフェア
ダリアなどの宿根草と一年草が
色鮮やかなガーデンをつくりあげます。
バラの実を使ったクラフトイベントも好評です。
ハロウィンで装飾された園内をお楽しみください。
10/2（土） ケイ山田さんによる植栽実演会

  10/10（日）  ハロウィンこどもDAY！
仮装したこども達には何かいいことがあるかも…?！
ファミリーで楽しめる1日。

  11/３(水・祝）   秋の植栽会
春に花咲く球根や花苗を園内に植栽します。
どなたでも参加できます。

コルチカムアリウム

チューリップ

サルビアレウカンサユリ

マロニエ

サンザシの実バラの実（ローズヒップ）アナベル

バラ エトワール・デ・オランダ・クライマー

ダリア

エレムルスフリチラリアペルシカ

ペニセタム

ジギタリススイセン

ルドベキア

バラ ブラッシュ・ランブラーフリチラリアツンベルギークリスマスローズ

※都合により変更となる場合があります。ホームページ等でご確認ください。

チューリップフェア

オータムフェア ハロウィンこどもDAY！

フラワーフェスティバル

夕暮れ音楽会

３月中〜 ４月上〜 ４月上〜 ４月下〜 ４月下〜 ４月下〜 ５月上〜 ５月中〜 ６月上〜 ６月上〜

６月上〜 ７月上〜 ７月中〜 ７月下〜 ８月上〜 ９月上〜 ９月下〜 10月上〜 10月上〜 10月下〜

第１駐車場

福祉車両乗降場

アイアンゲート
（正面入口）

※赤字は飲食可能なスペースです
　子ども広場、ガゼボ（東屋）
　ガーデンテント

園内にはごみ箱を設置しておりません。
ごみのお持ち帰りにご協力ください。( ）

ボーダーガーデン

第２駐車場

ナーセリー（育苗施設）子ども広場

ガーデンハウス
（管理棟）

第３駐車場

ウェディング
ガーデン

ガーデンテント

アナベルロード
バラのアーチ

バラロード

芝生広場

ガゼボ（東屋）
池

バラのパーゴラ

メドウガーデン

バンドハウス

展望台（ガゼボ）と 
ロックガーデン


