


※トップス基本サイズ
　Ｍサイズ：バスト79～87㎝（98～102㎝）
　Ｌサイズ：86～94㎝（104～108㎝）　

B-① 雪の結晶 フード付きロングコート　素材：ウール100％　カラー：レッド　サイズ：フリー　69,000円+税　
B-② バラのオブジェ 刺繍ロングコート　素材：ウール100％（オリジナル刺繍）カラー：ブラック、グリーン、シルバーグレー　サイズ：フリー　89,000円+税
B-③ オールドローズ刺繍のフード付きロングコート 素材：ウール100％　カラー：紺、グレー　サイズ：フリー　78,000円+税 

お申込み方法：お電話かファックスにて商品番号・サイズ・数量・お名前・お届け先ご住所・お電話番号をおしらせください。商品発送前にこちらからご連絡をいたします。
お支払い方法：コレクト便…代金引き換え払い（商品代金代引き手数料：324円～、送料：648円～が別途必要です）
お振り込み：八十二銀行 茅野支店 普通口座：1028905 光和創芸（株）（コウワソウゲイ.カ）に商品代金と送料をお振込ください。ご入金確認後に商品を発送いたします。
返品・交換について：お届け後、着用されたものの返品交換は致しかねます。商品は万全な状態で発送しておりますが、万が一不備があった場合は交換させていただきます。
※店頭では各種クレジットカードをご利用頂けます。（VISA・Master・JCB など）
　通信販売の場合は、クレジットカード払いのご利用が出来ませんのでご了承ください。

担当：吉田・多田・大竹・酒井・油井TEL. 0266-77-2019 FAX. 0266-77-2819通 信 販 売
お 問 い 合 わ せ

バラ色の暮し 蓼科本店ブティック

あたたかく優しい着心地
カーディガン＆プルオーバー

B-④ カーディガン　素材：アクリル80％、毛10％、ポリエステル10％

カラー：オレンジ、ピンク、ボルドー、レッド　サイズ：フリー

18,000円+税
B-⑤ インナープルオーバー　素材：ポリエステル95％、ポリウレタン5％

カラー：オレンジ、ブルー　サイズ：フリー

15,000円+税　

B-⑥プルオーバー　素材：ポリエステル95％、ポリウレタン5％

カラー：ブルー　サイズ： M、L

13,000円+税

印象的なプルオーバー

手芸が楽しい 軽やかなお洒落コート

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦ ⑧

B-⑦ コート

B-⑧ コート 素材：ポリエステル100％

カラー：オレンジ　サイズ： フリー

36,000円+税

素材：ポリエステル100％

カラー：ブルー　サイズ： フリー

36,000円+税

木枯らしの冬も軽くて温かい
ジップ＆コート

大ぶりジップがアクセント、布を巻き込みません
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Special price　スペシャルプライス Special price　スペシャルプライス

※ボトムス基本サイズ
　Ｍサイズ：ウェスト66～74㎝　Ｌサイズ：ウェスト72～80㎝まで対応

お問合せ
バラ色の暮し 蓼科本店ブティックTel.0266-77-2019

サイズ／トップス基本サイズ　Ｍサイズ：バスト79～87㎝（98～102㎝）　Ｌサイズ：86～94㎝（104～108㎝）　

B-⑨ 配色コート（イタリー製）
 素材：ウール 65％、アクリル 13％、レーヨン 22％

 サイズ：フリー　付属布：絹 100％
 348,000円+税

B-⑬ラッセルレース　ブラウス　
　43,000円+税 B-⑮ネットパッチワーク刺繍　ジャケット　26,000円+税

B-⑱パッチワークモチーフ ベスト　　　
　19,000円+税

B-⑳カットソー チュニックプルオーバー
素材：ウール 100％　サイズ：M・L
32,000円+税

B-⑲スカート
　19,000円+税B-⑯スカート　26,000円+税B-⑭スカート

　　32,000円+税
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B-⑩ジャンパー スカート
素材：ポリエステル100％

カラー：パープル系

グレイッシュピンク系

サイズ：フリー
18,000円+税　

B-⑪ワンピース
素材：ポリエステル100％

カラー：チャコール系

グリーン系

サイズ：フリー
21,000円+税　

B-⑫ケミカルレース
モチーフ付 ストール
カラー：ライトグレー

ライトピンク・チャコール

サイズ：52×224cm
9,800円+税　

B-⑰カットソーレースモチーフ プルオーバー
素材：ポリエステル　カラー：ホワイト

16,000円+税

共に、素材：綿60％・ナイロン30％
ポリウレタン10％
カラー：ブラック　サイズ：M・L

共に、素材：ポリエステル100％　カラー：チャコールグレー
サイズ：M

共に、素材：ポリエステル100％
カラー：ネイビー
サイズ：M

コーディガン　3点とも素材：アクリル80％、ウール10％、ポリエステル10％　サイズ：フリー　25,000円+税
B-㉑
B-㉒
B-㉓

チャコール（左）：刺繍シャツ 18,000円+税 　スカート 23,000円+税 
グレー：（中）プルオーバーバラ柄 9,500円+税 　ガウチョパンツ 16,000円+税 
ライトグレー：（右）カーディガン 18,000円+税 　パンツ 19,000円+税 

アザミモチーフ　ブローチ：ゴールド
サイズ：直径7.5cm　10,000円+税

右：ブローチ

ペンダント　サイズ：直径35cm、チェーン44cm　10,000円+税
　

ペンダント　サイズ：直径35cm、チェーン44cm　7,000円+税　
　

英国伝統の技法とデザインによるアクセサリー

冬のお出かけ 3種の神器は
“バック、ウォレット、スヌード”From  ENGLAND

アザミモチーフ　ブローチ：シルバー
サイズ：直径7.5cm　8,000円+税　

シルバー×石（中心橙・カラフルストーン）サイズ：直径4.5cm　8,000円+税
I ゴールド×石（赤） サイズ：直径3.cm　9,000円+税　

J ゴールド×石（橙） サイズ：直径5cm　9,000円+税
K ゴールド×石（緑） サイズ：直径3.5cm　9,000円+税
L ゴールド（いぶし系）×石（赤）サイズ：直径5cm　8,000円+税
Mゴールド×石（赤） サイズ：直径3.5cm　6,000円+税
N ゴールド×シルバー 　サイズ：直径4.5cm　10,000円+税

イタリアのアルチザンが生む逸品

レースや刺繍、パッチワークやプリントが軽やかさを演出
モノトーンスタイル

色柄が楽しいワンピース＆
ジャンバースカート

ケイ山田と25年間交流を持つイタリアの工房
まさに着る人を至福に誘い、
美シルエットは芸術品です。

柔らかく伸縮があり、
おしゃれで着心地の良いブラウス
＆スカート

スエードタッチの素材に美しく刺繍された
ジャケット＆スカート
スカートはウエストをほっそり見えるように
工夫されたシルエットです

異素材を組み合わせパッチワーク
仕上げにしたベスト＆スカートは、
着まわしの良い一品です。

コーディガンとスカート・ガウチョパンツ・ストレッチパンツの組み合わせ
今年の冬は履きやすいガウチョパンツやストレッチパンツが人気です。

流行のチュニック丈 コーディガン
腰まで包むあたたかさ

B-㉕ウォレット（カード6枚、小銭入れ部分ファスナー開閉）
　　 8,000円+税　サイズ：縦11×横15cm

B-㉖スヌード　6,000円+税

B-㉔樹木柄2 WAYバック
　　 内ポケット3ヶ所　外ファスナーポケット付
　　 12,000円+税　サイズ：縦25×横42×マチ14cm

B-㉗パープル花バック
　　 内ポケット1ヶ所　背中ファスナーポケット有
　　 13,000円+税　サイズ：縦31×横36m

柄の楽しさがお召し頂ける
暖かいチュニック
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★更に店頭ではお目玉商品も
　ご用意しております！

集いの場には座り心地の良い
ベンチを

テラコッタと繊細なグラスファイバーの融合。
劣化せず、アンティークを楽しめる
英国製屋外壁掛け＆オーナメント。

軽量で劣化しない屋外オーナメント

蓼科 ガーデンセンター

蓼科 ガーデンセンターはガーデンアクセサリーの品揃えNo.1

G-①PEANUT CHAIR NEW 12
サイズ：166 x 52.5 x 86cm120,000円+税

G-③GREAT PEANUT BENCH 150

サイズ：166 x 52.5 x 86 cm
70,000円+税

G-②GREAT PEANUT CHAIR
サイズ：83 x 49 x 86 cm54,000円+税

G-⑦Stag and Doe（鹿ペア）

サイズ：85 x 20 x 40 cm
大 :90,000円+税

G-⑨Squirrel（リス）

サイズ：25 x 15 x 20 cm
18,000円+税

G-⑧Hedge Hog（ハリネズミ）

サイズ：10 x 15 x 20 cm
18,000円+税

G-⑪Gun Dog（猟犬）G-⑪Gun Dog（猟犬）

サイズ：65 x 35 x 20 cm
55,000円+税サイズ：55 x 10 x 30 cm

小 :80,000円+税

G-⑫Wonderland Set（マッドハッター・うさぎ・アリス）
各サイズ：75 x 25 x 25 cm90,000円+税

G-⑬Tree Bench（ツリーベンチ）

サイズ：67 × 140×140cm
直径 37cmまでの木に取付できます

90,000円+税

G-⑩Standing Stag（雄鹿）

サイズ：146x 90 x 50 cm
350,000円+税

G-④BENCH with STORAGE BOX

サイズ：93 x 53 x 120 cm

サイズ：38 x 72 cm

サイズ：33 x 40 cm サイズ：33 x 40 cm

サイズ：62 x 62cm

140,000円+税

G-⑤SWEET LOUNGER

サイズ：35 x 65 x 200 cm
110,000円+税

G-⑥STEAMER CHIAR 　　　
　　 STANDARD

サイズ：35 x 65 x 200 cm
48,000円+税

G-⑭Art Noveau
　　Head Planter
19,000円+税

G-⑯Round 100
　　Cherub
38,000円+税

G-⑰Oval 100
　　Cherub
34,000円+税

G-⑮Art Noveau
　　Head Planter

19,000円+税

背もたれがコンパクトになり、軽量
かつ、お値打ちな逸品です。

重厚感のある厚みが増した背もたれと、丸みを帯びたやさし
い曲線が、座った瞬間、あなたを包み込みます。庭のオブジェ
として、素敵なフォーカルポイントになります。

１人用のチェアはベンチ以上に座ったときの一体感を感じることができます。
両手を手すりに預けて無垢材の質感をお確かめください。

不思議の国のアリスに登場する、主人公のアリス、三月ウサギ、マッドハッ
ターの３体セットです。ルイス・キャロルの世界を大切にし、デフォルメ
はせず、イギリスメーカーのデザイナーが忠実再現した逸品です。

庭先の木を囲うように設置できる為、
景観にも実用にも最適なベンチ。ブロ
ンズ加工で錆び防止を施された高品
質なアルミニウム製です。

壁を飾る美しいオーナメントにもなる、愛らしい少女のウォールプランターです。歳月とともに
風合いを増す上質な石膏で作られています。春にはパンジー、夏にはナスタチウムなど王冠の
ように愛らしい花々を寄植えして、四季折々に優しい表情を楽しめます。右向き、左向き、テラコッ
タカラー、オフホワイトカラーが選べます。

100 人の天使と題されたデザインは、情景を連想させる神秘的なデザインが施されています。
ラウンド型とオーバル型２パターン、テラコッタカラー、オフホワイトカラーが選べます。

硬質なチーク材に、腕利きの職人が
絶妙で滑らかなカーブを作り出しま
した。体にフィットする曲線が安ら
かな時を演出してくれます。
ホイール付きで移動も簡単、サイド
テーブルが収納されいてます。

座面下には、高さ約３０センチまでのガーデ
ニンググッズなどを収納できます。収納幅は
約 140cm。急な来客や、見せたくないもの
を隠す収納としてガーデニングシーンで大活
躍。重厚感＆実用性を兼ね備えたベンチです。

手触りのよい美しいフォルムのリクライニ
ング・スチーマーチェア。
チーク材であるにも関わらず折りたたみ可
能、コンパクトに収納ができます。

配送地域、重量、サイズによって運賃が異なります。参考例を目安にスタッフにご相談くださいませ。
（例）70,000 円　+税 GREAT PEANUT BENT 150　東京都 23 区内の場合
　　  10,000 円+税（日時指定はできません。　日時指定の場合は別途チャーター費用がかかり、お見積もりが必要となります。）

家具商品のご配送について 配送地域、重量、サイズによって運賃が異なります。
1梱包サイズ 3辺合計 160cm以内、25kg 以内
東京都 23 区内の場合 1,000 円+税～1,700 円+税
それ以外のサイズは別途お見積りが必要となります。

各種 オーナメントのご配送について

3体セット 送料無料

※上記写真は蓼科ガーデンセンターです。更にお気に入りのものが
　ございましたら、お電話でお問合せください。
　是非、5day’s 期間中にお出かけ頂ければ幸いです。
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¥0

お届けは2017年5月予定となります。
送料別途 1,500円+税／1鉢

セール除外品

左から：ジム・キーリング代表、長男で2代目アダム・キーリング、ケイ山田。

3万円+税以上まとめてお買上げで
Whichford Pottery New Designs
Dimensions are approximate - height by width in cms.  

ウィッチフォードのポットは、英国で1つ1つハンドメイドされています

英国の園芸に貢献したウィッチフォードは
今年40周年を迎えました。 バラクラとも30年近い
温かい交流を続けてまいりました。
このパートナーシップから更にチャレンジが広がります。

G-⑱547BC 

サイズ：22.5 x 57 cm
93,900 円+税

G-⑲546 

サイズ：35 x 41 cm
27,100+税

Larks Ascending 

G-⑳933

サイズ：25 x 36 cm
17,500円+税

Snowdrop Pot

G-㉔Mini 40th Year Celebration Pots

サイズ：10 x 10 cm
4,600円+税

G-㉓397

サイズ：19 x 28 cm
17,400円+税

G-㉒396 

サイズ：18 x 24 cm
12,600 円+税

G-㉑395 

サイズ：14 x 20 cm
8,600 円+税

Aztek Bowl

G-㉕371

サイズ：40 x 47 cm
47,500円+税

G-㉖374 

サイズ：28 x 33 cm
12,800円+税

Spring Planter

イギリスコッツウォルズ地方のウィッチフォード ポッタリーの植木鉢は
植物と庭を引き立てる重要なアイテムです。
ウィッチフォード ポッタリー社は1976 年にジム･キーリング氏によって設立され、
現在も英国の伝統的なクラフトマンシップに基づいた手作りのフラワーポット
を作り続けています。
霜に強く、丈夫で割れにくいのはもちろんの事、細かい気孔が無数に空いていて
植物が新鮮な酸素を吸収できるため根ぐされしにくいのも大きな特徴です。
周辺で産出されるレッド･ブルー･ブラウンの３種類の粘土をブレンドし
2000℃という高温で3日間焼くことで丈夫な鉢が生まれます。また、植物の色を
引き立てる絶妙なテラコッタ色も特徴のひとつです。
英国最高峰のハンドメイドポットの魅力を是非お楽しみください。

バラクラ Gift クリスマスの寄植え

G-33 5,000円 +税

G-34 10,000円 +税

G-35 20,000円 +税

ご自宅用、ご贈答用にオススメです。
5,000円 +税から承ります。

クリスマスの可愛らしい寄植えをご予算に
応じてオーダーメイドで作成します！ クリスマスローズ

力強い聖母マリアをイメージして、ドイツの老舗種苗会社
で作出されたクリスマスローズの新定番。

G-㉛【マリア】左記 寄植え25×33cm 同等ボリューム
G-32 3,500円+税

1,600 円 + 税

クリスマスローズ

装飾的な葉の形やシルバー調の明るい色の葉、その
脈が特徴的です。開花は早く1月頃から3cmほどの
グリーンの花が咲き始めます。

G-㉙【シルバーナイフ】

5,000円 + 税

クリスマスローズ

装飾的な葉の形や葉脈が特徴的です。庭のアクセン
トとして楽しめる遊び心溢れる逸品です。

G-㉚【ブラックナイフ】

3,800 円 + 税

シクラメン

フレグランスシクラメンと呼ばれるほど、ローズの薫りが楽しめるフリル咲き。明
るい玄関に飾れば薫りが広がります。

G-㉗【シクラメン ファルバラローズ】   3,500円+税

シクラメン

爽やかで甘い香りも楽しめます。
珍しい青色系、可憐な一重咲きのシクラメン。

G-㉘【ブルーシクラメン セレナーディア アロマブルー】

5,000円+税

※1. 通販ご利用の場合は、コレクト便もしくはお振込にて承ります。　※2. 全国配送承ります。ただし、別途送料を頂きます。

写真はイメージです

担当：伊坪・海野・宮下・東城
E-mail  gardencentre@barakura.netTEL. 0266-71-5555通 信 販 売

お問い合わせ
蓼科バラクラ ガーデンセンター

配送無料！

配送地域、個数、梱包サイズによって運賃が異
なります。参考例を目安にスタッフにご相談くだ
さいませ。
（例）1鉢 800円+税～、2鉢 1,200円+税～

植物のご配送について

東京都 23 区内の場合¥0

セール除外品

3万円+税以上まとめてお買上げで配送無料！

テラコッタ 最高品質ブランド  ウィッチフォードポタリー 新作受注 2017 年 5 月納品
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バラクラ べーカリー Happy Christmas 2016

ベストセラー 大人のクリスマスケーキ。
もちろんファミリーでも。
3週間お日保ちします。

英国伝統のヴィクトリアン クリスマスケーキ

（小）サイズ  約 650g、直径約 15cm、高さ約 5cm、約 5～6人分
（大）サイズ  約 1,100g、直径約 18cm、高さ約 4.5cm、約 7～8人分

（スクエアは新登場）サイズ  約 450g、縦横約 11cm、高さ約 4.5cm、約 4人分） 

（小）
（大）

（スクエア）

5,000円+税
7,000円+税

3,500円+税

※飾りが変更になる場合がございます

皆様からのリクエストで誕生

ドライフルーツをラム酒に漬け込み、じっくりと焼き上げました。隠し味は生地に練りこんだホワイトチョコ。
英国らしいナッツとドライフルーツがたっぷり入ったケーキは、2008 年より変わらぬ味でご好評を頂いております。

ヴィクトリアン クリスマスケーキ F-⑤シュトーレン

サイズ：約 350g、縦横約 11cm、高さ約 5cm（4人分）3,500円+税
クリスマスのチョコレートケーキNew

チョコレートの深い味わいと、爽やかなオレンジの風味が広がります。
スポンジに入ったアプリコットやプルーンは一度洋酒で煮ており、チョコレート通な大人
のクリスマスケーキです。

サイズ：約 500g、縦約 17cm、横約 11cm　高さ約 6cm（4～5人分）3,000円+税

「昨日より今日」「今日より明日」「明日より…」とドライフルーツやクルミ、スパイスの
風味が日に日に増してくるお日持ちのする逸品。薄くスライスして毎日少しずつお召し上
がりください。

特定原材料
同室で使用しております。オーナメント類は食べられません。

弊社工場では乳製品・卵・小麦粉・ナッツ類をを含む場合は、使用している原材料を表示しています。卵 小麦乳

卵 小麦乳
卵 小麦乳

卵 小麦乳

卵 小麦乳

卵 小麦乳

そば えび かに落花生

（小）
カットイメージ

（大）

（スクエア）

New

New

F-①

F-①

F-②

F-③

F-②

F-③

F-④
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ご家族で温かい紅茶とご一緒に 贈って喜ばれる
バラクラ べーカリーのギフトセットホームメイドのアップルパイ

※12月後半には信州産ふじリンゴとなります。ご了承ください。

サイズ：長さ 約 24cm、幅約 10cm、高さ約 4cm

1本   2,600円+税
人気No.1 紅玉のアップルパイF-⑥

卵 小麦乳

後払いでの注意事項　コンビニ・銀行・郵便局でお支払いいただけます。当店にかわり、後払い決済サービス運営会社のセイノーフィナンシャル株式会社より請
求書が送られます。商品到着と請求書の到着は別になります。請求書発行から 14 日後までにお支払いください。支払期限を過ぎた場合、再度の請求毎に 300 円
の再請求書発行手数料がかかりますのでご注意ください。ギフト注文やプレゼント注文（商品配送先が注文者住所と異なる場合）でもご利用いただけます。ご本
人様確認や後払い決済サービス利用にあたって、お電話・メールにてご連絡させていただく場合がございます。お客さまが当店において登録された個人情報およ
び発注内容は、後払い決済のサービスに必要な範囲のみでセイノーフィナンシャル株式会社に提供させていただきます。与信結果によっては当サービスをご利用
いただけない場合がございます。その場合は、他の決済方法にご変更いただくことになります。商品の配送先を配送業者の営業所止め（営業所来店引取り）また
転送依頼することはできません。サービスをご利用いただいた場合は、上記「注意事項」にご同意いただいたものとみなさせていただきます。

ベーカリー Tel. 0266-71-5510 Fax. 0266-77-2819
通信販売・お問合せは

お支払い方法

お届け・返品等について

お申込み電話 受付時間 9：30～17：00 お申込み Fax 24 時間受付 楽天市場でも受付中

❶先払い（銀行振込） お振込は   八十二銀行 茅野支店 普通口座：1028905　光和創芸 株式会社（コウワソウゲイ.カ）
❷後払い（コンビニ払い）お支払い代金は「商品代金＋送料 648 円（＋クール便 216円）＋決済手数料 324 円（＋銀行振込み・  

郵便振替ご利用の場合はお振込み手数料）」となります。

検 索蓼科高原バラクラ

お届けについて：お届けはご注文後3日、地域によっては4日目以降となります。間際のご注文ですと、お住まいの地域、天候によりご希望の配達日に添えない場合もございます。
食品のため、返品は一切お受けできません。また万が一、商品不良があった場合は交換させていただきます。
お客様からいただいた個人情報については弊社が責任をもって管理いたします。また、弊社の商品サービス情報提供以外には利用いたしません。

返品・交換について：
個人情報について：

1,000円+税
・バラの花びらクッキー 　2枚
オートミール使用、バラの花びら入
・森のビスケット　　　 　2枚
20 年のロングセラー
・ジンジャークッキー　　 2 枚
ジンジャーとブラウンシュガーの
香ばしさが英国伝統の味
・チョコガレット　　　　 2 枚

F-⑦

F-⑨

バラクラ クッキーセット New 人気のケーキを詰め合
せました。お年賀やクリスマ
スプレゼントの交換会にい
かがでしょうか。

お年賀やクリスマスプレゼントの
交換会にいかがでしょうか。

2,500円+税

3,000円+税

1,200円+税

・バラの花びらクッキー　5枚
オートミール使用、バラの花びら入
・森のビスケット　　　　8枚
20年のロングセラー
・リッチフルーツケーキ　3個
ドライフルーツとナッツの入った
フルーツケーキ

バラクラドリームス 焼き菓子セット

F-⑪
900円 +税
ホットでもアイスでも美味しい
ティーバッグ（ピロータイプ）2.7g×20袋入り

オリジナル紅茶

英国老舗菓子店 創業 1865 年 ボッサム社ジャム

オリジナル紅茶缶

F-⑫
1,400円 +税

お土産人気ナンバーワン 　
ホットでもアイスでも美味しい
ティーバッグ（ピロータイプ）2.7g×40袋入り

金の紅茶（お買得パック）

F-⑩ ・バラの花びらクッキー　2枚
オートミール使用、バラの花びら入
・森のビスケット　　　　2枚
20年のロングセラー
・ジンジャークッキー　　2枚
ジンジャーとブラウンシュガーの香
ばしさが英国伝統の味
・パウンドケーキ（ラム）1個
ドライフルーツをラム酒につけた大
人の味
・オリジナル紅茶缶　　　1個
ホットでもアイスでも美味しい　
ティーバッグ（ピロータイプ）
2.7g×20袋入り

バラクラドリームス
焼き菓子セット

2,000円+税
・リッチフルーツケーキ　5個
ドライフルーツとナッツの入っ
たフルーツケーキ

F-⑧ リッチフルーツケーキ詰合せ

この紅茶は並外れた鮮やかさと黄金色を放ち、強い香りが特徴です

バラクラ オリジナル紅茶
20年のベストセラー おみやげ人気No.１

ティーバッグはピロータイプになっており、ティーポットで紅茶が蒸され、より紅茶が出やすく
なり、さらにおいしくなります。イギリスの文化として、朝食に紅茶を飲む習慣があります。
ぜひ、ミルクティーでバラクラ オリジナルティーをお楽しみください。

内容量　227ｇF-⑬

F-⑭ F-⑮

F-⑯

F-⑰ F-⑱

F-⑲

F-⑭ スリーフルーツマーマレード
グレープフルーツ、セヴィルオレンジ、
レモンを使っています。朝の目覚めに
ピッタリの爽やかな味のジャムです。

F-⑮ セヴィルオレンジマーマレード
スペインのセビリア地方の上質なオレ
ンジを使用しています。ビターな大人
の味でイギリスの朝食には定番のジャ
ムです。

F-⑬セヴィルオレンジ＆ウイスキーマーマレード
苦みのない甘さでお子様も召し上がれ
ます。ウイスキーの上品でほのかな香り。

F-⑯ ストロベリージャム
ジャムの王道、甘さ控えめのまろやか
な味。スコーンにクロテットクリームと
共にお召し上がりください。

F-⑰ アプリコット＆ヴァニラジャム
完熟したアプリコットにヴァニラで風味
をつけたジャムです。

F-⑱ ブラックカラントジャム
ビタミン C が豊富に含まれており、ス
プーン一杯のジャムをカップのお湯に
溶いてホットドリンクに。英国人は風
邪も吹き飛ばします。

F-⑲ ラズベリージャム
甘みと酸味のバランスが良く、独自の
製法によりゼリー状に仕上がっていま
す。ホームメイドのケーキにもお使い
ください。

卵 小麦乳

卵 小麦乳

卵 小麦乳

卵 小麦乳

サクサクのパイ生地と紅玉リンゴを皮ごとたっぷり使っているのが特徴。
シナモン、ナツメグ、クローブなどのスパイスがリンゴの甘酸っぱさを引き立て、
大人の味わいとなっております。

手づくりと素材にこだわった究極のアップルパイ。
多くのセレブリティに絶賛を頂いております。

New

New
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12/2（金）～6（火）

12/2（金）〜6（火）5Day’s 期間中に
ご来園＆ご入会をお勧めします

Fa n  Ca rd Fa n  Ca rd

レギュラーカード ゴールドカード ブラックカード

ファンカード のご案内2017  バラ色の暮し イベントガイド 全国一流ホテルでプレミアムコレクションを開催いたします
ファンカード会員様特典 ランチやティーのご招待

東京ドームイベント

ハニー＆レモン風味のローストチキン
バターナッツスコッシュのスープ
パン・紅茶
ミンスパイ　2,160円（税込）

※ケイ山田 トークショー 日時未定

阪急うめだ本店　ケイ山田のファンタジーガーデン
第2回 スプリングフラワーショー 1月4日（水）～9日（月・祝）

ホテルオークラ神戸
「バラ色の暮し
  プレミアムコレクション」
1月11日（水）・12日（木）

第16回東京国際キルトフェスティバル
バラクラ出展
1月19日（木）～25日（水）

恵比寿ウェスティンホテル東京
「バラ色の暮し
  プレミアムコレクション」
2月22日（水）・23日（木）

ホテル日航福岡
「バラ色の暮し
  プレミアムコレクション」
2月14日（火）・15日（水）

名古屋名鉄グランドホテル
「バラ色の暮し
プレミアムコレクション」
1月30日（月）・31日（火） 入会金、

年会費無料、
バラクラ
ご入園優待有

ホテル日航姫路
「バラ色の暮し
 プレミアムコレクション」
1月17日（火）

テーブルウェア・フェスティバル2017
バラクラ出展 ケイ山田 特別展示
1月29日（日）～2月6日（月）

世界らん展日本大賞2017
バラクラ出展 ケイ山田 特別展示
2月11日（土・祝）～17日（金）
※ケイ山田展示「寄植えの芸術展」

テーブルウェア・フェスティバル2017　1/29～2/6 
ご入場割引 バラクラファンカード会員様
通常2,100円→特別料金1,700円

世界らん展日本大賞2017　2/11～2/17 
ご入場割引 バラクラファンカード会員様
通常2,200円→特別料金1,900円
当日券売場にお持ちください。1枚につき1名適用

当日券売場にお持ちください。1枚につき1名適用

キリトリ

年に1度のビッグバザール

冬の英国庭園でクリスマス & ワークショップ’

年に1度のビッグバザール

★ご来場特典

★通販カタログご利用の方 : 会員様特典 

’
蓼科バラクラで ケイ山田 監修のワークショップ

英国家庭のクリスマスランチ

毎日13：00〜14:00

花苗を使ったリース

花苗を使ったリース

ナチュラルなリース作りクリスマス～お正月まで楽しめる華やかな寄植え

3,240（税・材料費込）

5,400円（税・材料費込）
バラクラのエントランスを飾るロザキフツゲーツのローズヒップ、
蓼科の松ぼっくり、モミを贅沢に使っています。
モミはフェイクに無い、爽やかな青い香りがいっぱいに広がります。

新春  寄植えの芸術展
ケイ山田のテーマガーデン
童話「おやゆびひめ」をテーマ

※鉢や植物をチェンジアップされた場合は実費を別途頂戴いたします

寄植え作り

3,240円（税・材料費込）

このイベントは、バラクラファンの皆様へ日頃の謝恩として企画し、
26年が経ちました。
凛とした冬の英国庭園では、クリスマスローズや赤いローズヒップを、
夕刻にはクリスマスイルミネーションをご覧いただけます。
ケイ山田の英国流クリスマスディスプレイやワークショップの他、
英国のメニューを美味しいランチとしてご提供、
クリスマスケーキ・お年賀受注、空くじなしの抽選会 etcもございます。
師走の始まりに、大人の一足早いクリスマスをお楽しみ頂けます。

ハニー＆レモンのローストチキン

シクラメンやカラーリーフなど
の冬に美しく咲くケイ山田セレ
クトの花苗植物を専用のリー
ス型に入れます。製作はどな
たでも簡単。リースは、愛や
永遠の命を表しております。
扉や壁に掛けても良し・テー
ブルに置き中心にキャンドル
を灯して、クリスマスの演出
効果も満点です。
※材料をチェンジアップされた
場合は実費を別途頂戴いたします

クリスマスやお正月シーズンを花と植物で飾る。
ご自宅のどこに置いても調和し、大切な方への贈り物としても最適です。

年末から新年にかけて、家族や親戚・大切な方たちと集う事が多くなります。
“季節を感じるおもてなし”の寄植え、“この１鉢の寄植えがあるからこそ雰囲気がいいね” と、
言わせる温か味ある寄植えを作ってみませんか。
ケイ山田やガーデンセンタースタッフがお手伝いをいたします。赤い実は繁栄、シクラメンは葉の
数と同数の花をつけると言われております。植物と花の特徴と組み合わせを楽しみながら、
世界にたった１つの寄植えを作り、お持ち帰り頂けます。

どの会場でもその時期の新作・逸品をご用意しております。
皆様の欲しい 1 着が見つかるバラ色の暮し プレミアムコレク
ションです。ファンカードのステータスに応じてランチや
ティーをお楽しみください。

ローストチキンは、蜂蜜と檸檬で味わい深くさっぱりとお召し上がり頂けます。
バラクラ畑で収穫したバターナッツスコッシュを体の芯まで温まるスープにい
たしました。クリスマスを祝う英国伝統のお菓子ミンスパイ、ドライフルーツ
とナッツにスパイスがきめて。さて、このミンスパイは、クリスマスから 12
夜にかけて 1 日 1 個食すとその年は幸運が訪れると言われております。土
台のパイは、キリストが眠るゆりかごを表しており、その昔は楕円型で焼か
れていたそうです。

・バラ色の暮しファッション
・バラクラ べーカリー
・バラクラ ガーデンセンターのトータルな
　ライフスタイルショップを展開。
・トークショー、レクチャーもお楽しみに。

蓼科バラクラへのご招待や会員様限定イベントへのご参加、ご優待など、
ステータスによって様々な特典がございます。

＊蓼科高原 バラクラ イングリッシュ ガーデンへのご入園ご優待。
＊ブラックカード会員様及びゴールドカード会員様は入園料無料。
　レギュラーカード会員様は入園料半額、にてご入園いただけます。

12/3（土）・4（日）は
ケイ山田が直接指導

★超お目玉品20～70％オフもございます。
★日替りお買い得商品もございます。
★2017ポスターカレンダープレゼント（3,000円以上のご利用で）
★空くじなしの抽選会（1万円以上のご利用で）

★通販カタログ内の

バラ色の暮し ファンカード会員様は
指定の赤字で割引をさせて頂きます。

通販カタログご利用の際にファンカードのお申込みができます。
この機会に是非ご入会ください。

「バラ色の暮し」ショップ及び、蓼科ガーデンセンター、
「バラクラ イングリッシュ ガーデン」各店舗でご提示ください。

マークが付いているアイテムにつきまして

Fa n  Ca rd

入会金・年会費無料 年間お買い上げ
50万円以上

年間お買い上げ
100万円以上

20%
OFF
20%
OFF
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