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「生きたばらをつくる」をコンセプトに自然に育つ「WABARA」 
2019年10月 ばらのしなやかな力を身体に取り込む新商品発売  

「ばらの生体水」「ばらの花びら茶」

Rose Universe co., ltd.（ローズユニバース 所在地：滋賀県守山市　CEO：國枝健一）が営むばら農園

「Rose Farm KEIJI」より、「ばらの生体水」、「ばらの花びら茶」2種の新商品の発売を開始します。 

今回は、WABARAが育てる60種にのぼるオリジナル品種のばらの中から、かおり高い品種4種（「美咲」、

「結」、「かおりかざり」、「ゆかり」）とダマスクローズを計5種を原料とした商品を展開します。 

一切加水せず、花びらが含む水分を抽出したローズウォーター「ばらの生体水」。 

花びらの水分を飛ばし成分が凝縮された乾燥花弁からなる「ばらの花びら茶」。 

大切に育てたWABARAを、素材の持つしなやかな力をシンプルにばらの水分と乾燥物に分けました。 

紀元前メソポタミア文明の頃から食用として用いられてきた、ばらの持つリラックス効果、整腸作用、抗菌作

用、抗酸化作用を、滋賀のばら農園ローズユニバースが育てるWABARAからお届けします。 

「WABARA」とは 
「生きたばらをつくる」をコンセプトに、育種家・國枝啓司がてがけたオリジナル品種。流通にあわせた育成を行わず、流
通に左右されることなく、自然に則した育成方法で無農薬のばらづくりを行っています。 

お客様お問い合わせ先 　Rose Universe co.ltd http://www.rosefarm-keiji.net  　　 TEL 077-585-1133
メディアお問い合わせ先　　HOW INC.  E-MAIL　pressrelease@how-pr.co.jp TEL 03-5414-6405
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「ばらの生体水」「ばらの花びら茶」商品詳細　　NEW 
 

「ばらの生体水」「ばらの花びら茶」発売の背景　　　 

概要 
WABARAの花びらが内に持つ水分を取り出したローズウォーター「ばらの生体水」 
水分を飛ばし成分が凝縮された乾燥花弁「ばらの花びら茶」。 
2019年10月に発売を開始する新作は「Rose Farm KEIJI」が育てるばらが持つ力を、ばらの花びらの水分と乾燥物に分け
た2種の商品です。 

製造方法 
無肥料無農薬で育てたばらを手積みし、花びらだけを釜に入れ、特殊な技術により真空下で高い温度に当てることなく
(45°以下) 蒸留・乾燥させ、極めて純度の高いばらの成分を閉じ込めました。品種の作出から抽出まで、すべてを一貫して
自社農園にて行なっています。 

身体から吸収するばら 
ばらは、紀元前メソポタミア文明の頃から食用として用いられ、古代エジプトの女王・クレオパトラ7世も愛したと言われ
ています。古来から、世界中の人々がばらの薬効に注目しており、現代の医学以前には薔薇が人々の健康の大きな支えに
なっていたと言われています。古い医薬を紹介した書「the art of aromatherapy」にはバラの処方と適用が以下のように
記載されています。 
処方：抗鎮静剤/炎症薬/防腐薬・消毒薬/鎮痛剤/収斂材 /胆汁分泌薬/子宮薬 など 
適用：胆嚢炎/結核炎/便秘/抑鬱病・鬱病/不感症/頭痛/不眠症/月経不順/吐き気・悪心/結膜炎/不妊症/子宮の障害/嘔吐　
など     ＊参考文献：薔薇のパルファム　蓬田勝之 著　 

現代ではそれらを科学的に裏付けるような実験も様々な研究機関にて行われています。ローズユニバースでは、2019年龍
谷大学農学部に研究拠点としてインキュベーションオフィスを設立し、和ばらの品種特性による効果効能の研究を進めてい
ます。 

「ばらの生体水」「ばらの花びら茶」開発の背景 
ばらの力と魅力の原点に帰り、古来から美しさと強さの象徴であったばらの力をそのまま体に取り込むことができるよう、
シンプルで根源的な、純度の高い商品を作りました。 
和ばらの4品種「美咲」、「結」、「かおりかざり」、「ゆかり」、そしてダマスクローズ。 
ひとつひとつ個性が異なるばらたちを日々のくらしのなかで、そのものの香りを楽しんでいただくことができます。 
柔らかな野に咲く和ばらと同様に、毎日によりそうものとして、お水や、お茶としてお召し上がりいただき、ばらの力を取
り入れていただきたいという思いを込め、新商品を開発しました。 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ばらの生体水 

内容量：30ml /80ml 各品種 2サイズ展開 

品種 : かおりかざり/美咲/ 結/ゆかり/ダマスクローズ 

価格：30ml  ¥2,700＋税　80ml ￥6,000＋税

ばらの花びら茶 

内容量：各品種×1個  計５個入り 

品種 : かおりかざり/美咲/ 結/ゆかり/ダマスクローズ 

価格：￥２,000＋税 



WABARA Product  
Farmから直接お届けする瑞々しさ、香り、蕾から花ひらく日々のうつろいをお楽しみください。 

WABARA 農園      WABARA 花束　

WABARA 標本箱　　¥5,000    Plants WABARA 園芸苗　　¥3,500   

 Option  

Gift ticket   商品代金＋￥500 

お送りしたい商品をギフトチケットとして発送。贈られた 
方のご都合の良いタイミングで生花でお届けします。 

Message Card   商品代金＋￥500 
WABARAオリジナルのメッセージカード。Thank you、 
Happy Birthdayなどの定型文の他、オリジナルメッセー 

ジも入力可能。組み立て式で立て札としてのご利用もいた 
だけます。 
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摘みたての和ばら、生きたばらの象徴ともいえる伸びやか
な茎葉、季節によってはWABARAと共生する草花をなど
を入れ、WABARA たちの育つファームそのものを箱の中
に再現しました。お受取り後は、表情豊かなWABARAを
自由にいけていただくことができます。 

S サイズ  ￥8,000   L サイズ￥12,000

和ばらと和ばらの枝葉を使って束ねた花束。色合い、品種を指定
しての作成も承ります。Lサイズまでは専用BOXに入れてのお届
けも可能です。そのまま飾れる水桶BOXに入れての発送も可能
です。 

S サイズ  ￥5,000    M サイズ ￥8,00  Lサイズ ￥12,000

多様なWABARAの品種の中から、シリーズや特性などで
切り取り標本箱にしました。通常は「友禅シリーズ」、「葵
シリーズ」、「香りのWABARA」のラインアップ。

ご家庭のお庭やベランダで鉢植え、地植えとして栽培いただける園
芸苗。2019年は10品種が加わりました。 

品種「カゲロウ」「葵～風雅～」「そら」「絃」「環～美空～」
「文」「奏」、「和花」「凛」「旋律」。 



WABARA Members     

WABARAの想い、営みに共感し、ともに育んでく
ださる方へのメンバーサービス。WABARAのお届
けや農業体験などを通じ、生花からローズウォー
ターまでお楽しみいただけます。WABARAを愛す
る方に、WABARAをもっと知りたい方にお勧めの
サービスです。 

・新品種の花束、園芸苗などを先行でお届け 
・お年賀和ばら切花のお届け
・WABARA Farmイベントの参加 
・農園での季節のお仕事体験 
・収穫、しぼりたてローズウォーター体験 
　 などプランに応じてご用意しております。（年間料金） 

WABARA 定期便（10回チケット）
同じ品種であってもWABARAは1本づつ、また日ごとに異なる表情をみせます。そんなWABARAたちが表現する瞬間や季
節や気候によるゆらぎを定期的にお楽しみいただくことができます。チケット制のため、お届け日を自由に設定して楽しむ
ことも、一度にオーダーすることも、贈り物としてお使いいただくこともできます。

Petit Gift / For Home 

ひとつひとつのWABARAの表現をそのままお届けいたします。１輪でも映えるため、プチギフトにも最適です。

WABARA 3  ¥2,000  3本のわばら＋わばらの枝葉 　　 WABARA 1 short  ¥500   　　　            WABARA 1 　￥700 
WABARA 5    ¥3,000  5本のわばら＋わばらの枝葉 
WABARA 10 ¥5,000  10本のわばら＋わばらの枝葉 

HOW TO ORDER

ウェブサイトのオーダーページからご注文ください。https://rosefarm-keiji.net/products
 価格表記は全て税抜価格、送料別途となります。配送は、一部地域を除き対応しています。 

 パッケージは予告なく変更になる場合がございます。お花とフードあわせての発送も可能です。
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わばら花束 
Petit   ¥45,000 S  ¥90,000 M ¥135,000 
L ¥180,000 LL ¥270,000

ある日のわばらの詰め合わせ 
5本のわばらの詰め合わせ  ¥25,000 
15本のわばらの詰め合わせ  ¥65,000 
20本のわばらの詰め合わせ  ¥80,000

PLAN１ ¥20,000    PLAN 2 ¥50,000   PLAN3 ¥100,000

https://rosefarm-keiji.net/products


WABARAとは  

國枝啓司が手がけるオリジナル品種。『生きたばらをつくる』というコンセプトのもと、流通に適合させるための過剰な操

作を加えることなく生みだされる。特長は、花弁の柔らかさ、たおやかな茎葉、優しい中間色の花色。そして、見た目の繊
細さからは想像できないたくましさ。自然に限りなく近い環境で生育されることで、野に咲く草花のように、どのような空
間や花種と合わせても調和を乱さない。生態系のひとつのポジションを担うものとして、周囲のいのちと共生し、次のいの
ちのために身を捧げる。その営みこそが『WABARA』というブランドであり、國枝啓司のクリエイションである。 

関係者プロフィー
ル 

CREATOR 

國枝啓司｜Keiji Kunieda ／育種家 
1956年、滋賀県生まれ。1976年に父である國枝栄一が営む國枝バラ園に就農、栽培技術担
当者として生産に従事する。1981年、ヨーロッパ研修にて学んだ思想や技術をもとに育種
家としての活動を開始し、皇太子殿下、雅子妃殿下に献上した『プリンセスマサコ』や神戸

元町のシンボルローズをはじめとするオリジナル品種の創造に励む。2003年、『Rose 
Farm KEIJI』を設立。2006年に長男健一を事業パートナーに迎える。10年をかけて慣行栽
培から土耕栽培への移行を実現し、『WABARA』ブランドを確立させる。健一に経営を継承
した現在は、ばら作家としての活動に専念している。 

PRODUCER 

國枝健一｜Kenichi Kunieda／WABARAプロデューサー 
1981年、國枝啓司の長男として生まれ、幼少よりばらに親しむ。2年のドイツ留学、一般企
業での就業経験を経て、２５歳で父が営む『Rose Farm KEIJI』に就農。その後、2014年に

『Rose Universe』を立ち上げ、CEOに就任。プロデューサーとして、國枝啓司が理想とす
る栽培環境や栽培手法の確立をサポートする。同時に『WABARA』の思想を体現するプロ
ジェクトや想いを同じくするパートナーとのコラボレーションを世界各国で推進するほか、

琵琶湖の再開発事業や花育プログラムの提供など、生態系の一部を担う『WABARA』のポテ
ンシャルを地球に還元する取り組みも精力的に行っている。 

Rose Farm KEIJI 
2003年、育種家・國枝啓司が設園したばら園 

Rose Universe co., ltd. ｜株式会社 ローズユニバース 
2014年設立。『WABARA』プロデューサー・國枝健一が代表を務める 

WABARA Café 
2016年7月にオープンしたRose Farm KEIJIのコンセプトショップ。WABARAの要素を活用したメニューを展開してい
る。〒524-0041 滋賀県守山市勝部1-13-1（滋賀県JR守山駅から徒歩5分ほど）　INSTAGRAM @wabaracafe 
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WABARA の世界
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