
チラシ有効期間　5月25日（金）～6月10日（日）
表示価格は税込み価格です

ガーデニング講座について、お申し込みは店頭にて受け付けます。
定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。

イングリッシュローズ

DAVID AUSTIN

フレンチローズ
香りと色合いなら

DELBARD

オールドローズ

OLD ROSE

モダンローズ

MODERN ROSE

ゴールデン
セレブレーション ガートレード ジェキル

スノーグース

大苗 ¥3,980より

新苗 ¥2,980より

大苗 ¥3,980より

バリエガータ
ディ ボローニャプレイガール

シャポー ドゥ 
ナポレオン
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ポール セザンヌ マダム フィガロ

カクテル

ブルー ムーンン

エバー ゴールド
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独特の花形と香りなら

クラシックな雰囲気を楽しみたいなら 四季咲きや大輪が好みなら

大苗 ¥2,980より
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アイス バーグ

イングリ シ ズ

DAVID A STINDAVID AUSTIN
独特の花形と香りなら

128種類のバラが大集結！
  バラの初級者から上級者まで
  お気に入りのバラが
  きっと見つかります。

バラ満開の
ガーデナーズへ
ようこそ！

5月25日（金）
～6月10（日）

チラシ有効期間

 ガーデニング講座

講師:フリーシア・オーガスト
（デビット・オースチン・ロージズ株式会社）      
講習時間:午後3：00～午後4：00頃   
定員数:15名
講習料:税込500円（新カタログ代含む）

バラの新品種の紹介や花後の管理に
ついて生産者としての観点からご説明
いたします。

イングリッシュローズの特徴をスライドを
使って解説しながら場所や環境に合った
イングリッシュローズをご案内します。

講師:松尾正晃（まつおえんげい）
講習時間:午後1：00～午後2：00頃  
定員数:15名
講習料:税込500円

講師:小針雅之（園芸 小針）
講習時間:午前10：30～午前11：30頃 
　　　　:午後1：00～午後2：00頃    
定員数:10名
講習料:税込500円

イングリッシュローズの特徴と選び方6月4日
（月）

バラ新品種と花後の管理6月8日
（金）

山野草の基礎講座6月9日
（土）

イベント情報

一見管理が難しそうな山野草も小針先
生の管理のポイントを聞けば管理がで
きるようになります。

ハーブフェスタ（仮）  
5月27日～6月3日まで
育ててみたい植物として
人気の高いハーブ。
この夏おすすめの品種が多数
入荷予定です。育て方や
利用方法が学べるセミナーも
企画中。お楽しみに！
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表示価格は税込み価格です
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ガーデナーズジャパン
〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂3-3
TEL：073-482-3333
FAX：073-482-3332
営業時間：午前9：00～午後7：00
定休日：毎月第3水曜日
駐車場：100台
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泉南阪和道

至 南紀
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海南東

クラブカード入会受付中！！ 泉南IC 　海南東ICで降りてすぐ。
クラブメンバース特典 阪和道で泉南ICから

海南東ICまで約30分
(渋滞が無い場合）

1.60歳以上の方は植物5％OFF。
2.特典告知サービス。＊メール配信、DM配信など。
3.お誕生日割引。＊植物5％OFF!
4.配達サービス。
    ＊5250円以上お買い求めのお客さまにつきまして
      和歌山市、海南市に限り無料配達いたします。
      上記以外の地域、または5250円以下のお買い求めの
      場合は有料になります。詳しくは店頭でご確認ください。
5.店舗特別イベントの優先案内。
　　＊セミナー、各種イベント、曜日割引生産物の交換会など。
6.キッズスペースのご利用。
7.植物・園芸・エクステリアのご相談サービス。
8.ポイントサービス。
　　＊店舗でのご利用額100円（税込）につき
        1ポイント加算。
　　＊500ポイントが貯まると、
　　  500円分の割引券を発行します。

ガーデナーズニュースVOL
できました。
今回はバラについて、
ちょっと物知りになれる情報
集めてみました。
店頭にて配布中です！

ガーデナーズクラブカードGardener’s NEWS

カフェコーナーより

アクセス

相談サービス。

き

アイスコーヒーはじめました
アイスコーヒーの他
カフェラテ、
カフェ モカ、
チョコレート、
ミルクもあります。

パンと焼き菓子も大好評！

ガーデナ
ーズの

おすすめ

ウェーブ
タイプ

ハンギング
タイプ
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COLEUS GARDEN

プチタイプ

5月25日（金）
～6月10（日）
チラシ有効期間
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コリウスに向くハンギング用資材
コリウスは
挿し木で増やす
栄養系だから長持ち

夏のコリウスガーデン
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各ポット

¥380
3株寄せ

¥1,280

シトラスレモン
ブロンズカンプなど

イエロージグザグ
ブラックマジックなど

プチパイン
ランデブーなど
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ハンギングパートナー
W38cm×D5cm×H52cm
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ピンクドロップ ¥3,480

ハンギングスタンド
W35cm×H180cm
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※植物付も有ります

フラワーバスケット
タワーダブル
Φ35cm×H107cm

¥3,800¥3,800¥3,800¥3¥3,800

フラワーバスケットバス ッワフラワーバスケットラワーバスケットワワフラ ーバス ットフラ ーバス ットフラワーバスケット
ルルルルルブルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルダブルブダブタワーダタワーダダダダダタワタワワワーーーータ ダタワ ダブルブルタワーダブル
07cm011×H×Φ35cmΦ35cm× c35 000Φ3Φ35cm×cm×ΦΦΦΦ HHΦΦ 11Φ35cm×H107cm

¥24,8000

アルカウンベンチ
W119cm×D60cm×H92cm

¥19,800

ローズガーデン ラブチェア
W100cm×D57.5cm×H83cm

ベニカX
ファインスプレー 
1000mℓ

虫と病気に効く

¥980

ハッパ乳剤
100mℓ

天然成分が
原料なので安心

¥480

サプロール
30mℓ

黒星、うどんこ
病の特効薬

¥880

¥1,080 ¥1,080¥24,800

フレスコテーブルセット ホワイト
チェア：W52cm×D70cm×H83cm
テーブル：Φ61cm×H72cm

ラウラウンンド トレリレリスス L
W37cm××H2H210cm

¥2,9800

ローズトレリス
タワーL
Φ14cm×H141cm

バラを病気や
虫から守る薬剤

¥44,800

ガーデンパビリオン カーザ
W230cm×H313cm  ※注文品です

¥39,800

エバーゴールド
アーチ仕立て
W160cm×H200cm  

ローズガーデンに欠かせない資材
大切なバラにおすすめ

¥¥¥228,800

ラバーズーズベベンベンチチ
W1330c0cm×D5×D50cm×H206cm

ローズフード 
1.6kg

有機ベースの肥料

バラの誘引に

スペシャルな肥料で
バラを強く育てます
スペシャルな肥料でスペシャルな肥料でスペシャルな肥料でスペシャルな肥料ででででで料で料肥料肥な肥スペシャルなシシシスペシャルな肥料で料でスペシャルな肥肥料で

すすすすてますてますバラを強く育てますバラを強く育てますバラを強く育てますバラを強く育てますすすすすラを強く育てラを強く育てラを強く育てラを強く育てままままバラを強バラを強バラを強バラを強バラをバババ すを 育育育育 まバラを強く育てますバラバラバラバラを強く育てます

ローズソイル
10ℓ111
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¥8000
ローズフックク

40、60、90
各種サイズ有り

¥980より
ロゼアポット 各種種

各種サイサイズズ有り

ロゼアポット

バラを美しく際立たせる
アーチ、トレリスが充実。


