
営業時間 ： 午前9：00～午後7：00
（4月1日からは午前8：30～午後7：00）

第2駐車場
（100台）

紀州技研様
約100m

第1駐車場
（65台）

ガーデナーズ
ジャパン

公園

タカショー
本社

前8：30 午後7：00）

チラシ有効期間

3月29日（金）
～4月7日（日）

第2駐車場
できました!

ガーデナーズジャパン
厳選のバラがお出迎え。

合計165台の
駐車スペース！

!
台計

金・土・
日・祝限定

第1駐車場に
荷物積込スペースを
ご用意しております。

重い荷物も安心！

新生活スタートにピッタリな
ＮＥＷアイテムが続々入荷中！
プレゼントやお部屋のインテリアに
合わせてセレクトしてください。

観葉植物
コーナーも充実！
大型観葉植物から
スタイリッシュな観葉植物まで
豊富な品揃え！

雑貨コーナーも
リニューアル!
雑雑雑貨貨貨コ ナナ
新商品続々入荷中!!

店舗正面入口
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季節のお花

店内見取図

陶器鉢

宿根草
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店舗西側入口
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麗らかな陽気の日にはオープンテラスで、
お花をゆっくり観たい時は店内で─。
気分によって使い分けて、ごゆっくりと
おくつろぎください。

カフェコーナー
リニューアルオープン!
カカフフェコ ナナカカ
座席数を増設し、専用入口を設けました。

充実の

フードメニ
ュー！

キッズコーナー併設！
お子様も大満足！

ごゆっくりとお茶や

お食事をお愉しみ

ください。ださい。

分けて、ゆっくり

キキキキキッ

ママに
嬉しい！

売場が広くなって、更に買物しやすくなりました!

バラ売場、庭木売場
拡大オープン!
バババララ売売売場場 庭庭庭木木木売売売場
見て選べる200種類の品揃え。

駐車場
入　口

雑貨 観葉
植物

バラ
遊歩道

庭木
売場

バラ
売場

カフェ

取扱い品種の一例を中面に掲載しています。
ぜひ一度ご覧ください。

ガ デナ ズジ

バラ展示
遊歩道
オープン!

まで

4月は毎日営業
営業時間／午前8：30～午後7：00（4月1日～）

■ガーデナーズクラブメンバーの方はガーデニング講座を優先案内いたします。
　ぜひ、この機会にご入会ください。
■講座のお申し込みは店頭にて受け付けます。お気軽にお申し込みください。
■講座は定員になり次第、締め切らせていただきます。

日替わり講習会
オープン1周年記念イベント
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アクセス

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
■ 第1駐車場／65台
■ 第2駐車場／100台（金・土・日・祝のみ）

庭のリフォーム
相談会開催！

どんな相談でも
お気軽にお尋ねください。
経験豊富なスタッフが
ご対応させていただきます。

会員様にはガーデニング講座を優先案内いたします。
　　　　　　 ぜひ、この機会にご入会ください。

ガーデナーズクラブカード新規入会募集中

ガーデナーズ通販サイトのご案内

─ クラブメンバーズ特典 ─
1 配達サービス。
5,250円以上のお買い上げで和歌山市、海南市に無料配達いたします。

2 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ポイント貯まると、500円分の割引券進呈。

3 60歳以上の方は植物のお買い上げ5%OFF

詳しくは、係員まで

春のハンギングガーデンコンテスト
■開催場所／スロープ入口正面
皆さんが製作したハンギングを展示してお互いに交流を図ってみませんか？
優秀作品には賞を差し上げます。
4月10日（水）までに申込書を添えて作品をご提出ください。

ガーデンショーのご案内

■時間／午後3：00～4：00
（どなたでも参加出来ます）
店内にある植物のセリオークションを行います。
価格を決めるのはあなた自身。
※植物の指定は出来ません。 

ガーテンコンサート
■開催日／4月19日（金）午後1：00～2：00・4月20日（土）午後2：00～3：00
地元有志によるコンサートを行います。※雨天中止。
なお、予定につきましては変更になる場合がございますので、ホームページにてご確認ください。

■講　師／薦池紗い子先生
■定員数／各10名
■講習料／植物、鉢など実費
■講習時間
　午前11：00～正午（ハンギング）
　午後1：30～2：30（寄せ植え）

─ガーデンコンテストお申込み─
申込書に必要事項をご記入の上、出展
する作品とともにお申し込みください。

ガーデンショーに出展する作品を
薦池先生のご指導のもと作成。

ガーデンショー用
ハンギング&寄せ植え教室

日

■講　師／芝村幸志先生
■定員数／各10名
■講習料／税込1,000円（材料費込）
■講習時間／午後1：30～3：00
　　　　　　午後3：30～5：00

オリジナルの陶器鉢を製作いたします。
形を作るところまでの講習会になります。

オリジナル陶器鉢を作ろう

金

■講　師／山西恵子先生
■定員数／各10名
■講習料／税込3,150円（材料費込）
■講習時間／午前10：30～正午
　　　　　　午後1：30～3：00

カーネーションを使って、かわいい
プードル犬のかたちにアレンジします。

カーネーションのプードル

火

■講　師／月瀬さくら先生
■定員数／なし
■講習料／税込1,000円（材料費込）
■講習時間／随時（午後1：00～5：00）
★店頭にてアロマオイルの実演販売もいたします。

エッセンシャルオイルを使って
簡単なアロマスプレーを作りましょう。

さわやかアロマスプレー

土

■講　師／阪上友美先生
■定員数／各15名
■講習料／税込2,100円（材料費込）
■講習時間／午後1：00～2：00
　　　　　　午後3：00～4：00

春の植物を使った寄せ植え教室です。
基本的な植え方からお手入れ方法まで。

春の寄せ植え

水■講　師／藤岡成介先生
■定員数／なし
■講習料／鉢、野菜苗など実費
■講習時間／午前11：00～正午
　　　　　　午後1：30～2：30

春の野菜講座。お好きな野菜を選んで、
寄せ植えしてみませんか。

キッチンガーデン寄せ植え

日

■講　師／阪上晋一先生
■定員数／なし　■講習料／無料
■講習時間／午前11：00～正午
　　　　　　午後1：00～2：00
常時店内にいますので、質問はお気軽に。

バラ生産者がお手入れ方法や
品種別の特徴などをレクチャー。

バラのお手入れ方法

木

■講　師／追田千恵己先生
■定員数／各10名
■講習料／税込2,100円（材料費込）
■講習時間／午前11：00～正午
　　　　　　午後1：30～2：30

フレッシュな果実をたくさん使って、
素敵なアレンジメントを作りましょう。

果実を使ったアレンジメント

月

■講　師／小針雅之先生
■定員数／なし
■講習料／無料
■講習時間／午前11：00～正午
　　　　　　午後1：00～2：00

植え替えの必要性やお手入れ方法を
レクチャー＆実演していただきます。

春の山野草の作業実演会

金 ■講　師／薦池紗い子先生
■定員数／各10名
■講習料／税込3,150円（材料費込）
■講習時間／午前11：00～正午
　　　　　　午後1：30～2：30

ハンギングバスケットを使い
春の寄せ植えを行います。

ギフト寄せ植え

土 ■講　師／富山昌克先生
■定員数／なし
■講習料／無料
■講習時間／午後1：00～2：00
★午後3：00からオークションも開催!

趣味の園芸、テレビでおなじみ
トミーこと富山昌克先生の講演会。

春の植物の植え替えと管理

日

ガーデナーズ通販サイトがいよいよ4月1日（月）OPEN!
お店でしか買えなかったガーデニング用品や輸入品等が
24時間・オンラインにてご購入いただけます。

ガーデナーズジャパン 検 索※詳しくはホームページ

日
趣味の園芸、テレビでおなじみトミーこと
富山昌克先生が来店!!

富山先生による
植物のセリ
オークション

ガーデナーズジャパン 検 索詳しくはホームページ
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第2駐車場
（金・土・日・祝のみ）

開催
期間

金 日

─専門スタッフが、あなたの「困った」を解決します─

無料
お見積もり

金 土 金 土庭のリフォーム

相談会
午前10：00～午後4：00

お庭の『困った』
ございませんか？

4月は毎日営業
営業時間／午前8：30～午後7：00（4月1日～）

午後1：30～2：30・4月21日（日）




