
1day コース （税抜）（ランチ付）

（ランチ付）

（ランチ付）

5回選択コース 30,000円
  6,000円

（税抜）

（税込）85,000円お得な年間コース（全17回）

1講座 コース （税抜）  2,500円

年間入園フリーパス 友の会 ゴールドカード付（お買物・お食事が 5%off）

年間入園フリーパス 友の会 レギュラーカード付（お食事が 5%off）

◆ いつでも１講座から入校可能 

2018 蓼科本科 4月開校！！ ゴールデンウィーク

カルチャースクール

今年は英国園芸を
蓼科で学びましょう

バラクラ ガーデンセンターまでお申込み・お問い合わせください

ケイ山田主宰

講師陣

ケイ山田
スクール主宰
英国園芸研究家

山田 裕人
スクール校長
バラクラ代表

キム・パリッシュ
ガーデンデザイナー
チェルシーフラワーショー審査員

マイケル・ホーランド
「チェルシーフィジック
ガーデン」教育責任者

オールドローズの美しい季節に、短期間で英国園芸をマスターできます。

special

6月21日（木）～6月25日（月）第28回 バラクラ フラワーショー期間中

18,000円（税抜）お得な5日間コース
・5日間の入園料、講習費含む（材料費 別途）　修了証授与

1day コース （税抜） 4,300円
・入園料、講習費含む（材料費 別途）

グランドガーデンセミナー 蓼科で英国留学体験
ケイ山田の英国式コンテナガーデン、
首都圏で学べます

新規スクール生募集！！ プランツセミナー

定員20名予約優先ポール・ウィリアムス
コンテナガーデンの第一人者。
エレガントな色彩と、テクスチャーの組み合わせを大事にしています。

植物をテーマにコンテナガーデンの巨匠が、楽しく寄植えを指導します。

京王友の会 京王聖蹟桜ヶ丘教室

NHKカルチャー青山教室 03-3475-1151

朝日カルチャーセンター新宿教室 03-3344-1941

よみうりカルチャー八王子教室 042-622-6211

042-337-2290

よみうりカルチャー昭和記念公園 042-622-6211

 4/24( 火 ) 開始 → 毎月第 4火曜日開講 ( 全 5回 )

 4/21( 土 ) 開始→ 毎月第３土曜日開講 ( 全 3回 )

4/4( 水 ) 開始→ 毎月第 1水曜日開講 

4/6(金 ) 開始 → 毎月第１金曜日開講 ( 全 5回 )

4/17(火 ) 開始 → 毎月第 3週火曜日開講 ( 全 5回 ) 

Paul WiiliamsPaul Wiiliams

4/28 日 ( 土 )～5/6 日 ( 日 )

13:30-14:00　トークレクチャー
14:00-15:00　寄植え実技

全７講座 （税抜）  5,600円
※材料費別途

１講座 （税抜）  1,000円

ハーブ

日　程 寄植え実技

4月28日（土）

ベジタブル

クレマチス

春の草花②　 

オールドローズ

カラーリーフ

春の草花①　　

5月  3日（木）
30日（月）
29日（日）

6日（日）
5日（土）
4日（金） クレマチスの寄植え

カラフルなものと
シックな寄植え

キッチンコンテナ

バラの寄植え

ハーブのコンテナ

ハンギングバスケット

母の日の寄植え

トークレクチャー

4 月～2019 年 3月まで毎月金曜・土曜、月 2回開催
4月 20 日 (金 )・21 日 (土 ) 開校　スプリングセミナー

日 程 11:00～(50分) ガーデナーズワーク 15:00～(90分)　実　技14:00～(50分) 　講　義

20日
（金）

英国庭園とは
ガーデンツアーを通し英国園芸の真髄をお伝えします

スティーブン・アンダートン

英国園芸とは
アンダートン氏の視点から

スティーブン・アンダートン

英国式春の寄植え
英国式寄植えの基礎
ケイ山田／スティーブン・アンダートン

21日
（土）

春の庭の剪定
バラを中心に　基本をお伝えします

スティーブン・アンダートン

アンダートン ’sスタイル
庭の極意　テクニック

スティーブン・アンダートン

アンダートンスタイルの寄植え
英国式寄植えの基礎
ケイ山田／スティーブン・アンダートン

Stephen AndertonStephen Anderton

英国を代表する園芸家。TIMESコラムニスト。スティーブン・アンダートン

初回は初心者にも分かりやすく、解説することで定評のある英国園芸の第一人者です。

 school@barakura.netケイ山田ガーデニングスクール事務局 TEL:0266-71-5555

4 月～7月  ガーデンセンター便り 自
然
に
育
ま
れ
な
が
ら 

楽
し
く



( 茅野市北山栗平 5047 ビーナスライン沿い )

お申込み・各種お問い合わせ先
TEL : 0266-71-5555 (ガーデンセンター直通 ) 
 school@barakura.net

「お庭作りのお手伝い」

お庭のメンテナンス
剪定・施肥・病害虫駆除

バラクラのガーデナーが
お伺いいたします。

3万円～

環境にあった植物の選択
手配・植え込み

樹木・灌木・バラ・宿根草・
一年草・球根を使って
イングリッシュガーデンを
つくります。

10 万円～

エントランス・ゲート・
床のレンガ敷き・塀・植栽・
ガーデンアクセサリー

バラクラの実績から、
総合プロデュースをいたします。
わたくし伊坪までご連絡ください。

まずは無料でご相談できます

植物の庭づくり デザインから施工まで

新チームが発足しました。

「毎週水曜日 花苗が入荷」

「フェンス・アーチのグッドデザイン」展示場がガーデンセンターに
４月下旬にオープン

イングリッシュガーデンにふさわしい
植物をご用意いたします。

070-4077-3719

特色は高品質硬質樹脂製で半永久素材です。デザイン性も優れ欧米で人気のアイテムです。
ご相談により様々なお見積りをいたします。どうぞガーデンセンターにご来場ください。

アーチ¥160,000 本体価格
パネル+柱 1本 ¥54,200 パネル+柱 1本 ¥28,100 パネル+柱 1本 ¥68,700W1524   H2597 D711

バラ苗

※その他、毎週様々な植物が入荷いたします。ホームページのブログをご覧ください。

4/11入荷予定日 5/9 5/16 5/30 6/20 7/4
黄金アカシア バラ苗開花 クレマチス エキナセア ムクゲ

4 月～7月  ガーデンセンター便り
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