
2019.2月現在

1990年に日本初の本格的英国式
庭園として、蓼科高原 バラクラ 
イングリッシュ ガーデンを開園。
5000種類を超える植物コレク
ションを日本に紹介。新潟県見附
市のイングリッシュガーデンをは
じめ、数々の公共庭園も手掛けて
います。

◆開園時間／4月～9月・・・・・・・・9：00～18：00
　　　　　　10月・・・・・・・・・・・・9：00～17：00　
　　　　　　11月～3月・・・・・・・9：30～17：00
◆無料駐車場／200台完備
◆一般入園料／（下記は大人当日入園料・中学生以下無料）
　1/ 1㈫～2/28㈭・・・・・・・・・・無料
　3/ 1㈮～3/20㈬・・・・・・・・200円
　3/21㈭～4/18㈭・・・・・・・・500円
★4/19㈮～5/29㈬・・・・・・・・800円
★5/30㈭～6/12㈬・・・・・・1,000円
★6/13㈭～6/19㈬・・・・・・1,200円
★6/20㈭～6/24㈪・・・・・・1,800円

★印は全国コンビニにてお得な前売券を販売中

★6/25㈫～7/15㈪・・・・・・1,200円　 
★7/16㈫～10/ 8㈫・・・・・・・・800円
★10/ 9㈬～10/14㈪・・・・・・1,400円
★10/15㈫～11/ 4㈪・・・・・・・・800円
　11/ 5㈫～2020/1/6㈪・・・・200円

＊障がい者手帳をお持ちの方は上記一般入園料の半額。
＊イベント内容や庭園の状況により変更になる場合があります。

（冬期には休園期間があります）

2019年 総合インフォメーションようこそ！ 癒しと安らぎ 蓼科高原の英国庭園へ

ケイ 山田

自家用車で
お越しの場合

「ケイ山田のオールドローズ
 あふれる庭づくり」

集英社刊
2,000円+税

★茅野駅からバラクラまで タクシー統一料金：3,900円

列車・バスの時刻や料金は変更になる場合がございます。

ご利用日の２週間前までにお申込みください

●詳細はTel.0266-77-2019チケットインフォメーションまでお問い合わせください。

13,800円～17,800円

JR中央本線あずさ号で行く らくらくプラン お帰りも安心
往復のＪＲ（往復限定列車利用）＋バラクラ入園料＋アフタヌーンティーランチ付

“レールでバラクラ” 毎日出発 1名様よりOKJRプラン

お申込み：株式会社 エイチアイティ ヒットツアーズ Tel.03-5413-4701

英国園芸研究家・デザイナー
ガーデニングスクール主宰
英国チェルシーフラワーショウにて3度入賞
東京家政学院大学 客員教授
バラクラ オーナー

中央自動車道諏訪インターチェンジより、ビーナスラインを約25分。
東京方面からは、諏訪南インターチェンジより、エコーライン経由で
約25分。無料駐車場200台完備。

（例）スーパーあずさ５号 ご利用の場合
新宿8:00発→茅野10:06着→路線バス10:20発→バラクラ（バス停名：栗平）10:45頃着

月～金 10：30～17：00（土・日・祝は休業）

路線バス乗り場　アルピコ交通　北八ヶ岳ロープウェイ線西口２番乗り場

四季折々のガーデンを楽しまれる方におすすめ フラワーショー参加＆お買物をされる方におすすめ

レギュラー会員
1,500円

ゴールド会員
5,000円

ご入会のその日から1年間入園フリーパス 特別イベント時含む1年間入園フリーパス
お買物とご飲食5％オフ（※特別イベント時には割引料金）

年中
無休

2019 年間パスポート バラクラ友の会

茅野駅～バラクラ
バス代720円別途（　　　　　　）

Official Guide 2019Official Guide 2019

〒391-0301 長野県茅野市北山栗平5047  TEL.0266-77-2019 

─ SINCE 1990 ── SINCE 1990 ─
英国庭園のパイオニア英国庭園のパイオニア

29周年

ショッピングゾーンは入場無料

自然から教えられるをテーマに本格的な英国庭園を作って
29 年となりました。木々も成長して静けさのある、心休まる
庭となってきました。
この間、英国園芸の素晴らしさを多くの方にご理解いただ
くために、ガーデニングスクールを開校し、英国の著名な園
芸家を招聘し、レクチャーなどを行って参りました。今ではス
クールに参加される生徒も増え、マスター資格をとられた方々
が各地で活動されている姿も、嬉しいこととなりました。
また庭園に植えるにふさわしい様々な植物を紹介し、普及
して参りました。
園芸のみならず、食や音楽など英国文化も小規模ながら本
格的な方々をお招きし、音楽会やレクチャーを行っておりま
す。今後も英国の庭園文化から拡がった、心豊かなライフ
スタイルをお伝えしたいと思っております。

ガーデン
センター
Garden Centre

Shopping Zone Free Admission

Bakery

※フラワーショー期間中(2019.6/20～24)は全施設有料となります

Boutique

Cafe
Restaurant

ベーカリー バラ色の暮し
ブティック

カフェ
レストラン

■特典を得られる施設:（詳しくは蓼科高原バラクライングリッシュガーデンフロン
　トでお尋ねください）北八ヶ岳ロープウェイ、北澤美術館、ガラスの里、ハーモ美術
　館、美ヶ原高原美術館、蓼科テディベア美術館、小斎の湯、音無の湯

Tel.0266-67-2525Tel.0266-69-3109

Tel.0266-67-2626Tel.0266-67-2001
リゾートホテル蓼科ホテルハイジ

蓼科グランドホテル 滝の湯蓼科東急ホテル

おすすめの宿泊施設

バラクラシールメリットキャンペーン

プレゼント

バラクラ入園シールを集めると、様々な優待や特典が得られます
バラクラ入園シールを集めよう！

シール貼付欄：次回以降、入園料が割引になります！

バラクラシールメリットキャンペーン

ケイ山田本人がUPする

kayyamadagardenへ

◆商業用写真の撮影はご相談ください。　◆ペットはケージやお鞄に入れるか、つなぎ場をご利用ください。　　

B A R A K U R A  E n g l i s h  G a r d e n

5047 Kuridaira , Kitayama, Chino-shi , Nagano

バラクラとは、ケイ山田のファッションブランド〔バラ色の暮し〕
の略です。英国庭園であり、バラ園でございません。顧客の
皆さまが〔バラ色の暮しを略して“バラクラ”〕と呼び始めた事が
きっかけで愛称となりました。5,000種類以上の植物コレク
ションを季節毎にお楽しみいただけます。

車で
10分

車で
5分

車で
8分

車で
4分



5月下旬～

アリウム

Barakura English Gardens Information Map 敷地約1万㎡の英国庭園には季節ごとに異なる表情が楽しめる様々なテーマガーデンや施設があります。
園内を散策して、ゆったりとした時間と空間を心ゆくまでお楽しみください。

蓼科高原バラクライング
リッシュガーデンは、バラ
園ではありません。四季
の植物や景観を楽しむ イ
ングリッシュ ガーデンで
す。英国では主流の、一季
咲きオールド ローズを多
く植栽しております。
秋にはローズヒップスを
ご覧頂けます。季節毎の
植物の組み合わせをお楽
しみください。

12月上旬～

クリスマスローズ

2月上旬

スノードロップ

3月上旬

クロッカス

4月上旬～

黄水仙の群生

4月下旬～

フリチラリア
バラクラのシンボルフラワー

4月下旬～

チューリップ
原種～園芸種まで原種～園芸種まで

6月上旬～

クレマチス

6月上旬～

イングリッシュ
ブルーベル

6月上旬～

ロサモエジアイ
深紅の赤が神秘的深紅の赤が神秘的

6月中旬～

アルバーティン
オールドローズの女王オールドローズの女王

7月中旬～

ドロシーパーキンス
パーゴラを飾りますパーゴラを飾ります

7月中旬～

アナベル

8月上旬～

リリー

8月上旬～

ムクゲ

8月下旬～

ダリア

8月中旬～

黄金アカシア

9月下旬～

オータムクロッカス

10月～

ローズヒップス
（バラの実）（バラの実）

11月中旬～

ボストンアイビー

四季の花
ガーデンの表情は1週間で移り変わります。四季折々の植物や景観をお楽しみください。 　※天候により草花の開花時期は異なります。

ケイ山田の感性により、約5,000種類の植物の組み合わせが、デザインされています。
バラクラ ガーデンの様子 検 索

7月下旬～

フロックス

モデルルート

21世紀ドーム
21st Century Dome

フラワードリーム・ボーダーガーデン
Flower Dream Border Garden

庭園入口 神様のくださった庭
《2002年チェルシー・フラワーショーの庭》
Reflections on a Tateshina Meadow

マザーズヒル
Mather’s Hill

メドウ
Meadow

スクリー・ガーデン
Scree Garden

パビリオン
Pavillion

ブルー・ガーデン
Blue Garden

バラのトンネル
Rose Tunnel

バラのパーゴラ
Rose Pergola

睡蓮の池
Pool of Water Garden

バラのガゼボ
Rode Gazebo

（コンサート・レクチャー会場）
泉のある池
Pool with Wall Fountain友の会入会受付

ハーブ・ガーデン
Herb Garden

パティオ
Patio

シンボルツリー
黄金アカシア

プランツセンター
Plants Center ガーデン・センター

Garden Centre

バラクラ ベーカリー
Barakura Bakery

蓼科本店ブティック
Barakura Boutique

イベントホール
Event Hall

NEW
Rose
Garden
造園中

オランジェリー・ギャラリー
Orangery Gallery

スモールレクチャーホール
Small Lecture Hallケイ山田 ガーデニングスクール

月に1度、蓼科で園芸スクーリング
1Dayコース〔ランチ+講義・実技〕
（1,500円ランチ+4,500円＋税）
お問合せ 0266-71-5555

レストラン ジャルディーノ（1・2F）
Restaurant Giardino

アリス イン ワンダーランドの庭
Alice in Wonderland Garden
永遠に愛される
アリスの不思議なガーデン

チケット
インフォメーション
Ticket Information

バラクラ カフェ
Barakura Cafe

カフェ テラス
Cafe TerraceA

B

❸

❹

❺
❷
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※フラワーショー期間中(2019.6/20～24)は全施設有料となります



ハイティープラン
¥2,500＋税～

TEL.0266-71-5510 TEL.0266-71-5555

TEL.0266-77-2019

TEL.0266-71-5511

蓼科本店ブティック

400円＋税ホット or アイス

こだわりの紅茶・コーヒー
ハーブティー・ジュース

500円＋税S

350円＋税～

700円＋税

600円＋税

600円＋税M1,000円＋税
L 1,500円＋税

Country Lunch & Afternoon tea

for Gift & Souvenir

Design inspiration from
beautiful garden 

Garden Centre 

Container Gardening 

Kay Yamada’s Gardening School

スイーツ

カフェレストランでは英国のカントリースタイル
のランチやティータイムのメニューをご用意して
います。ご入園券をお求めいただくと、ガーデ
ンを眺めるテラス席もご利用になれます。

庭園内に佇むジャルディーノレス
トランはケイ山田の内装デザイン
でエレガントに飾られています。
グループツアーやパーティ、ご会食
など様々にご利用いただけます。

英国伝統のホームメイドの焼き菓子、
日本で唯一の専門店。工房で焼きあ
げるアップルパイ・スコーンは人気。
紅茶、ジャム、キッチン雑貨。

オールドローズや宿根草…、イングリッシュ
ガーデン必須の植物が揃っています。本格
的ガーデニング用品、テラコッタ鉢、ガーデ
ンファニチャー、オーナメント、各種苗、資材・
土が豊富にラインナップ。
ケイ山田の体験から生まれた、人気のガー
デンハット、エプロン、シザーケースもオリ
ジナル。

※季節によりメニュー内容が異なります

1,500円＋税

7種類の野菜と豆・チキン使った
トマト味のシチュー

理想的なローカーボメニュー
バラク自慢のスーパー健康食

(マッシュピー付)

英国No.1フライヤー直伝
英国料理白身魚のフライ

本日のサラダ
本日のスープ

ドリンクバー

スコーンセット 600円＋税
450円＋税～ケーキ各種

ベーコン&
エッグタルト

アフタヌーンティーセット

卵と野菜・ベーコンの旨味
英国カントリーキッシュ

英国庭園を望みながら本格的なティータイムを楽しむ

ドリンクバー付

バラクラシチュー フィッシュ&チップス　
2,800円＋税バラクラ伝説のアップルパイ

600円＋税
スコーン4個パック

缶    900円＋税
袋 1,400円＋税

オリジナル紅茶

カフェレストランでの通常メニュー

英国庭園で楽しむ
カントリーランチ&
アフタヌーンティー

英国園芸の植物・オーナメント・鉢・ベンチ

英国式寄植えワークショップ

バラクラWEBショッピングのご案内

https://www.rakuten.ne.jp/gold/barakura/　

お土産やギフトに

庭に咲く植物を、オリジナルプリントに
デザイン、T シャツやプチスカーフなど
女性に人気のファッションアイテムから
雑貨、小物が勢揃い。

2019年は主に「バラ色の暮し 
アウトレット」を出店いたします。
4月19日 (金)   OPEN予定。

パティシエ手作りの焼き菓子
のギフトからオリジナル紅茶、
英国庭園必須のガーデニング
グッズなどバラクラの人気商
品が揃っています。

美しい庭から生まれる
ファッション

ショッピングゾーンのご案内 入場無料ゾーン　 TEL : 0266-77-2019 HP : barakura.co.jp

ベーカリー

□蓼科高原 バラクラ イングリッシュ ガーデン
■京王百貨店新宿店 4階
■京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店 5階
■ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル店 2階

■丸広百貨店川越店 2階
■松坂屋名古屋店 4階
□大丸神戸店 10階
□…ガーデニングショップを併設□バラクラ東京店

　東京都渋谷区千駄ヶ谷1-28-1-B1 Tel.03-3478-7321

ショップリスト

人気NO.1
人気NO.1

ガーデンセンター

ケイ山田ガーデニングスクール 蓼科本校ケイ山田ガーデニングスクール 蓼科本校

〈お申込み・お問合せ〉 バラクラ ランドスケープ事業部

ケイ山田があなたのお庭をデザインします

TEL.0266-71-5555

お庭作りのプラン・お庭のメンテナンスなどお庭作りのプラン・お庭のメンテナンスなど

クレジット決済や、コンビニ前払いがご利用いただけます。

庭園内 ジャルディーノ レストラン

ビギナーでも気軽に英国スタイルの寄植えを学
べます。お好きなサイズでご制作いただけます。
制作された寄植えはお持ち帰りまたはご発送も
承っております。

ご来園の思い出 に。毎日開催 随時受付中。

参加費 3,240 円～/ 材料費込
①11:00～ ②14:00 ご希望によりいつでも

庭園内 オランジェリー ギャラリー

英国園芸第一人者、ケイ山田
が直接指導・監修。29年の
歴史ある庭園で、本格的な英
国園芸を学ぶことができます。

いつでも気軽にスクーリング。1講座から入校可能。

期間限定で、作家作品の展示販売や
ギャラリーとしてもお楽しみ頂け
ます。ご出展のお問合せ・受付は
チケットインフォーメーションまで。

有料ゾーン 有料ゾーン

お問い合わせは TEL. 0266-71-5511

ギフトにも喜ばれます

※予告なく料金やメニューが変更になる場合がございます

月1回（11：00～15：30）開催
1Ｄａｙコース（講義×2・寄植え実技×１）
4,500円（＋1,500円ランチ）
お得な年間コース。4月よりスタート。
5回選択受講コースもございます。



6/20 - 6/24㊍ ㊊

ガーデン開き

馬頭琴の調べ

ハンナ・マイルス

アンディ

フェアリーの住む花”フリチラリア”5,000円＋税  要予約

マンディー・
ダンストール

バラクラ オーナー
ケイ山田

ハーブ専門家
バーバラ・セガル

チェルシーフィジック
ガーデン  教育長
マイケル・ホーランド

TIMESコラムニスト  
スティーブン・アンダートン

プラントハンター
マイケル・ペリー
春の球根A to Z

迫力の
バグパイプ

本場の味
フィッシュ&チップス

マルレーヌ・ヒル

カブラレス 

3/23 - 3/24㊏ ㊐

ガーデニングスクール開講
4/19 - 4/20㊎ ㊏

3/21 - 3/24㊍㊗ ㊐

4月下旬 - 5月中旬

4/19 - 5/6㊎ ㊊㊗

4/20 - 4/25㊏ ㊍

4/20 - 4/21㊏ ㊐

3月  March

4月  April

5月 May

6月 June

蓼科バラクラの春の訪れ

迫力の大地の音色

フリチラリア ウィークス

春のハイライトシーン

英国では妖精が住むといわれるフリチラリアの咲く頃

球根花がタペストリーの様に咲くパラダイスガーデン

5月中旬
クイーン オブ ナイトの美しい頃　

5/30 - 6/12㊍ ㊌
アリウム&クレマチスウィークス

英国式春の寄植え　2日コース 12,000円＋税

ドルギオン

エッグハント開催

13:30～15:00
1日コース 1,000円＋税

ローズウィークス
6/13 - 7/15㊍ ㊊㊗

日本最大級の英国園芸 &ライフスタイルの祭典

ベストシーズンの庭

29th 

8/10 - 8/20㊏ ㊋

8/21 - 8/25㊌ ㊐

7月 July

8月 August
マルレーヌ・ヒル コンサート
庭園に響く迫力のボイス

情熱のラテン音楽

植物のパワーに満ちあふれる

8/23・8/24㊎ ㊏
キャンドルライトナイトディナー
幻想的な真夏の夜

涼しい蓼科高原で、緑陰のイングリッシュガーデンと
サマーミュージックを堪能

キフツゲートが皆様をお出迎えします

クリスマスローズとスノーフレークスの群生が美しい

可憐に咲くフリチラリアと球根花

ラグジュアリーなアフタヌーンティー賞味会

バラクライースター
4/27 - 5/6㊏ ㊊㊗
バラクラヘッドガーデナーから
学ぶガーデニング教室

さまざまな球根花の響演

ロマンティックに
オールドローズが華やぐ時

5 月中旬 漆黒のチューリップ
「クイーン オブ ナイト」が神秘的

この時期にお出でいただいたお客様からよく
「まるでパラダイス」というお声をいただきます。
球根花と木の花が咲き誇り、一遍に春が訪れます。

ジャズシンガー マルレーヌ・ヒルのソウルフルな歌声を。
ポップスからゴスペルまで (8/15休演日 ) 。

カブラレス の弾き語りとサックスによる軽快なリズム

年に一度キャンドルに灯されたガーデンの散策と、

英国でも希少となるイングリッシュブルーベルや
クレマチス、アリウムが美しい季節

オールドローズの中でも、最大のつるバラと
される「キフツゲート」は 7月上旬、そして
バラクラから日本中に広がった「アナベル」、
涼しげに咲く「リリー」などが咲き乱れる夏
のガーデン。英国ガーデン文化の粋、サマー
ボーダーガーデンも見頃をむかえます。
この時期はブッドレアに集まる珍しい蝶も
必見です。

様々な種類のオールドローズが移り咲く頃

原種のバラから始まって木立のバラ、そしてつるバラへ。
一季咲きのオールドローズと植物の組み合わせにより、
イングリッシュ ガーデンの醍醐味をお楽しみいただけます。

朝     時 からのご来場をおすすめします9朝     時 からのご来場をおすすめします9
バラクラフラワーショー

朝のオープニングから一日楽しめる
英国園芸&ライフスタイルの祭典。
ガーデニングレチャー、オペラ、バグ
パイプの演奏。
フィッシュ&チップスや
アフタヌーンティーセットなど。

”Queen of Cake ”ハンナ・
マイルスが来園。女史が
プロデュースするアフ
タヌーンティーのトーク
ショーと賞味会を開催。

10月中旬

8/26 - 10月下旬 ㊊

9月 September
ダリアシーズン

70 種類以上の多種多様なダリアが
咲き乱れます。ケイ山田命名のダリアも。

9/6 - 9/23㊎ ㊊㊗

第４回 
ガーデニングフェア

秋のガーデニングシーズン。
秋植え球根が大量入荷。
秋のガーデニングレクチャー

秋のスター花 ダリアが咲き乱れる

10月 12月  Autumn &Winter  

クリスマス 5デイズ&バザール

ハーベスト フェスティバル2019

秋のグランド
ガーデンセミナー

10/9 - 10/14㊌ ㊊㊗

10/12 - 10/14㊏ ㊊㊗

11/20 - 11/24㊌ ㊐

10/15 -10/31㊋ ㊍- 

第18回バラクラの収穫祭 & 大人気 ! 信州のファーマーズマーケット

冬の英国庭園で楽しむ一足早い大人のクリスマス

10月 October 天高い空の下、
ロイヤルマリンズ バンドの演奏会

英国女王陛下の世界最高峰軍楽隊
ロイヤルマリンズバンドの演奏会と、
華やかな寄植えの芸術展。
収穫の喜びを表現するバラクラ伝統
のガーデンディスプレイも圧巻。
収穫祭は多くのリピーターも集まる、
バラクラ秋の最大級のイベントです。

モダンガーデンデザイン。
デザイン界の巨匠が分かり易く語る

ケイ山田のクリスマスディスプレイ、ワーク
ショップ、コンサート、クリスマス特別ランチな
ど楽しい企画が盛り沢山の 5 日間。年に一度の
全館スペシャルセールも開催。

クリスマスローズが自然群生で咲く唯一のガーデン

園内随所に収穫を称える
ディスプレイを展示いたします

10月下旬～の
落ち葉ハンティングも人気です

バラクラ ハロウィン
紅葉のガーデン

12月中旬以降 3月下旬- 
クリスマスローズの群生

18th 英国女王陛下のロイヤル マリンズ バンド

［ローソン］Lコード：34822  ［チケットぴあ］Pコード：992-088
［スマートフォンチケットサービス］【PassMe!】https://pass-me.jp/
［JTBレジャーチケット］商品番号：0250483

［JTBレジャーチケット］商品番号 ①前売早割：0250478 ②前売：0250479 
                               ③会期中：0250480

全国コンビニでお得な前売券を販売中

［ローソン］Lコード：34888   ［チケットぴあ］Pコード：992-089
［スマートフォンチケットサービス］【PassMe!】https://pass-me.jp/

＊イベントのスケジュール・内容が一部変更になる場合があります。
   詳細はHPにてご案内していております。

ガーデンの年間ハイライト
バラクラはバラ園ではありません

シーズンを通して楽しめる英国庭園です

＊天候により草花の開花時期や庭の情景は異なります。
4,900円＋税  人気イベントにつき早めのご予約を。

TEL. 0266-77-2019
コンサート&スペシャルディナー。

全国コンビニでお得な前売券を販売中

［JTBレジャーチケット］商品番号 
①前売早割：0250481 ②前売：0250482

［ローソン］Lコード：35066
［スマートフォンチケットサービス］
【PassMe!】https://pass-me.jp/　

全国コンビニでお得な前売券を販売中
故ジョン・ブルックス氏
( 大英帝国勲章受賞 )

と
アンドリュー・ダフ


