
※写真はイメージです。  ※表示価格は消費税を含む税込み価格です。価格は予告無く変わる場合がございます。 

蓼科バラクラ
カフェ・レストラン、べーカリー＆ショップのご案内

8/11（金・祝）～13（日）
❶ 11:00～
❷ 15:30～ （ 各回 約30分）

8/14（月）～15（火）
❶ 11:00～
❷ 15:30～ （ 各回 約30分）

会　場：庭園内イベントホール
入園料：800円
コンサート チケット（ドリンク券付）540円

会　場：庭園内イベントホール
入園料：前売1,000円・当日1,200円
コンサート チケット（ドリンク券付）540円

会　場：庭園内イベントホール
入園料：前売1,500円・当日1,800円

会　場：庭園内イベントホール
入園料：800円
コンサート チケット（ドリンク券付）540円

会　場：庭園内イベントホール
入園料：800円
コンサート チケット（ドリンク券付）540円

会　場：庭園内イベントホール
入園料：前売1,000円・当日1,400円

カブラレス
軽快なラテンのリズムをお楽しみください

“緑陰のクラシック”

6/22（木）～6/26（月）
・バグパイプの演奏：エントランス、ガーデンにて随時
・ハープの演奏

バラクラ フラワーショー

7/1（土）～7/9（日）オペラウィーク

スペインフェア

ヴァイオリン ソロ

ジャズウィーク

バラクラの収穫祭

❶ 11:00～
❷ 13:30～ 
❸ 16:00～ 

ロンドン、NYなど世界で活躍のオペラ歌手が初来演
アマンダ・ゴールドソープ・ホール

8/16（水）～8/27（日）
❶ 11:00～
❷ 13:30～
❸ 15:30～ （ 各回 約20分）

Let’s sing & dance！　ジャズ・ポピュラー・ゴスペル・ポップス
マルレーヌ・ヒル

Healing Music2017

〒391-0301  長野県茅野市北山栗平5047　TEL.0266-77-2019　9:00～18:00　入園料 大人：500円～1,800円　中学生以下：無料

バラクラ 友の会
年会費1,500円

Audrey Finnemore
オードリー・フィネモア

Steve Duffy
スティーブ・ダッフィー

Cabrales
カブラレス

10/4（水）～10/9（月・祝）
❶ 11:00～
❷ 14:00～ 
❸ 15:50～ （ 各回 約30分）

天高い青空の下、英国女王陛下の軍楽隊。クインテット編成で演奏。

16th
ロイヤルマリンズバンドの演奏会

The Royal Marines Band
350年に渡り、英国の歴史とともに歩んできた
世界最高峰のブラスバンド

Tokosumi Megumi
徃住（とこすみ）めぐみ

Amanda Goldthorpe-Hall
アマンダ・ゴールドソープ・ホール

※演奏内容・時間は都合により変更する場合がございます。 ※表示価格は消費税を含む税込み価格です。

※全席自由席となります。開場は、開演 30分前よりお席をお取り頂けます。

（ 各回 約20分）

❶10:00～ ❷ 12:00～
❸14:40～ ❹16:00～

❶・❸・❹：約 20分
❷：約 30 分

初来演

初来演初来演

Marlene Hill
マルレーヌ・ヒル

好 評

◆英国伝統のホームメイドの焼き菓子・オリジナル紅茶・ジャム
　キッチン雑貨・直輸入菓子もございます

◆園内に2つのレストラン
バラクラカフェは気軽にお食事をされたい方や、優雅にティータイムを取りたい方にお勧め。英国カント
リースタイルのランチや、オリジナルシチュー、庭園を望みながらアフタヌーンティーをお楽しみ頂けます。

ベーカリー ショップ

バラクラ カフェ&レストラン
&

英国伝統のアップルパイ 2,808円

アフタヌーンティーセット

アフタヌーンティーランチ
1,620円2,700円

バラクラ シチュー セット 1,080円

バラクラ伝統の
オリジナル缶入り紅茶

972円

英国直輸入の焼き菓子
972円

ベーコン＆エッグタルトセット

カフェ＆レストラン
（庭園入口）

庭園内 レストラン
ジャルディーノ

ドリンク付  1,404円

1,080円
ドリンク付  1,404円

高タンパク・低カロリーのヘルシーメニュー。
バラクラ伝統の味です。

ガーデンを望むテラス席で
優雅なティータイムを
お過ごしください。

手摘みのケニア茶葉
茶葉が対流するピローティー
ミルクティーにぴったりです。

創業1865年 名門菓子店
ボッサム、バラクラ一番人気。
バラクラ ティーとともに。

ふわふわ玉子とベーコンと野菜のキッシュ。
シェフ渾身の逸品です。

Tel.0266-71-5510

Tel.0266-71-5511

通信販売も承ります

検 索蓼科高原バラクラ
ギフト詰め合せはご予算
に応じてお菓子、紅茶、
ジャムなどを組み合せて
ご用意致します。お気軽に
ご相談くださいませ。

イベント期のランチ営業
やグループツアーやパー
ティーなどで20名以上で
ご利用になれます。

1
アリスの庭 バラ（サー・ポール・スミス）：6月中旬1

エントランスのバラ （キフツゲート）：7月初旬

緑陰の庭 （フロックス）：8月

2

3

マイナスイオンの庭（宿根草・ダリア）：8月

4 5

3 4 5

ダリアの庭：10月6

2

3

5

徃住 めぐみ4

6

Friends of BARAKURA
バラクラ友の会

※季間営業となります。営業日をご確
認ください。詳しくはレストランまで。

JAZZ

Tel.0266-71-5555

寄植えワークショップのご案内
◆3,240円  20分で楽しめます
お申込み・お問合せは バラクラ ガーデンセンター

とこすみ

◆2 ◆5～ はコンサートチケット（ドリンク券付）540 円が必要です。ランチ・セット券の方もコンサートチケットとしてご利用頂けます。



8/11（金・祝）～13（日）

❶ 11:00～
❷ 15:30～ （ 各回 約30分）

8/14（月）～15（火）

❶ 11:00～
❷ 15:30～ （ 各回 約30分）

会場：庭園内イベントホール

会場：庭園内イベントホール

会 場：庭園内イベントホール

会場：庭園内イベントホール

会 場：庭園内イベントホール

会 場：庭園内イベントホール※スペシャル ブッフェランチを
　庭園内 レストラン
　ジャルディーノにてご提供。

※7、8月の音楽イベントのご観覧にはティー券（540円）が必要です。
　もしくはランチ券、アフタヌーンティー券をお求めください。

※ ・ はティー券、ランチ券、アフタヌーンティー券をお求めください。 友の会 会員の方も必要です。

Attention

カブラレス

6/22（木）～6/26（月）

・バグパイプの演奏：エントランス、ガーデンにて随時

・ハープの演奏

バラクラ フラワーショー

7/1（土）～7/9（日）
❶ 11:00～
❷ 13:30～ 
❸ 16:00～ 

ロンドン、NYなど世界で活躍のオペラ歌手が初来演

アマンダ・ゴールドソープ
ホール

8/16（水）～8/27（日）
❶ 11:00～
❷ 13:30～
❸ 15:30～ （ 各回 約20分）

Let’s sing & dance！　ジャズ・ポピュラー・ゴスペル・ポップス

マルレーヌ・ヒル

Cabrales
カブラレス

10/4（水）～10/9（月・祝）
❶ 11:00～
❷ 14:00～ 
❸ 15:50～ （ 各回 約30分）

天高い青空の下、英国女王陛下の軍楽隊。クインテット編成で演奏

16th ロイヤルマリンズバンドの演奏会

Megumi  Tokosumi 
徃住  めぐみ

※演奏内容・時間は都合により変更する場合がございます。  ※表示価格は消費税を含む税込み価格です。

（ 各回 約20分）

（ 各回 約20分）
❶10:00～ ❷ 12:00～
❸14:40～ ❹16:00～

ガーデンに響く 迫力のバグパイプの演奏

驚きの声量は感動の嵐を呼びます

最高のパフォーマンス、拍手鳴りやまぬ

Audrey Finnemore
オードリー・フィネモア

The Royal College of Music を 卒業後、約 20
年間オーケストラで活躍。
クラシックからポピュラーまで心に響くブリ
ティッシュサウンドをお楽しみください。

Steve Duffy
スティーブ・ダッフィー

10 歳でバグパイプの練習をはじめ、16 歳で Guards Depot 
PipingSchool （Her Majesty’s Scots Guards）に入学し Pipe 
Major の Angus MacDonald 及び Dixie Ingram の指導を受
ける。数々の国家・軍隊の催しに参加、英国女王誕生パレー
ド、歴史的な Beating Retreat Horse Gurads パレード、国
王主催晩餐会、エディンバラ・ミリタリー・タツー、ロイヤル・
トーナメントなど。

曲名：べサメ ムーチョ、キエンセラ、コーヒールンバ、ボラーレ　他

350 年に渡り、英国の歴史とともに歩んできた世界最高峰のブラスバンド  
The Royal Marines Band。伝説のトップスター ジョン・イエッツが再び来演。
（予定）

曲目 : マーチ、ジャズ、クラシック、ポップス、映画音楽、スタンダードナンバー

曲目 : バッハ  無伴奏ヴァイオリンの為のソナタ  ト短調より、
　　  タレガ   アルハンブラの思い出　他

Marlene Hill
マルレーヌ・ヒル

ロイヤル・マリンズ・アソシエーションバンドの
ジャズシンガーとして世界各国で活躍。

ジャズ、バラード、ポップス、ゴスペルと幅広いレパートリーです。
1920年～1930年代のNY・コットンクラブをテーマにした

ミュージカルショーに好評出演中。

曲名：ビリーホリデー、ABBA、ホイットニー・ヒューストン
ナットキンコール、ゴスペル　他

1

2

3

5

6
アマンダ・ゴールドソープ・ホール女史が初来園。
大迫力のオペラを爽やかな初夏のガーデンで。
アフタヌーンティーの合間に、お聴きください。

Amanda Goldthorpe-Hall 
アマンダ・ゴールドソープ・ホール

The Royal Academy of Music in London を 卒 業 後、
コンサート・セッション・ナイトクラブ歌手で、ハン
プシャー州フリートを拠点に、国際的に舞台や指導で
活躍。ロンドンのウエストエンド劇場で多方面のジャ
ンルで活動しているミュージカル・パフォーマーであ
り英国の25 名の Estill Voice Training マスター認証教
師の一人。

和歌山市出身。1987年ウィーン国立音
楽大学入学、大学院修士課程修了。中
央ヨーロッパ諸国に約25年滞在。現在、
ハリスコ・フィルハーモニック管弦楽団

第2バイオリン副首席奏者（メキシコ）。2000年オスロに於いてティ
ナ・ターナーが出演したノーベル平和賞コンサートでノルウェー国立
放送管弦楽団の一員として出演。2009年映画『のだめカンタービレ最
終楽章』のウィーンロケにてオーケストラのメンバーとして出演。 

キューバ人音楽家。現在サックス、ギ
ター、ボーカルを担当。
2005年より東京ディズニー・シーにて
演奏。TV・CMソングにて活躍中。花王、

資生堂、カネボウ、マンダム、ホンダなどTVでお馴染みのCMの作詞・編曲・ボーカ
ルを担当しています。

オペラウィーク

軽快なラテンのリズムをお楽しみください 徃住 めぐみ4 “緑陰のクラシック”

スペインフェア ヴァイオリン ソロ

とこすみ

ジャズウィーク

年間のイベントが楽しめる
パスポート

※入会日から1年間ご入園無料。
　但し6月開催 フラワーショー期間のみ、
　当日料金の半額のご優待。

レギュラー 年会費 1,500円

※入会日から1年間いつでもご入園無料。
　通常入園招待券 5枚付。

ゴールド 年会費 5,000円

Friends of BARAKURA
バラクラ友の会

Friends of BARAKURA
バラクラ友の会

GOLD CARD

バラクラの収穫祭

◆3・◆2 ◆4 ・◆5
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