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バラ園感謝祭 3/20(金・祝)～3/29(日) のご案内
いつも京成バラ園をご利用いただき、ありがとうございます。 

日ごろのご愛顧に感謝を込めて、
通信販売ではバラの大苗 (4.5 号角鉢 )( セレクト品種 ) を 40％引きにて販売いたします。

また、ガーデンセンターでは、鉢バラや肥料をはじめ
春の草花や園芸雑貨をお得な価格でご提供するほか、

3/29( 日 ) には植物や雑貨など目玉商品がいっぱいの店長オークションも開催いたします。
ローズショップではバラの切花とバラの雑貨 ( 限定品 ) をお得な価格にてご提供します。
春バラの開花に備えた、バラの鉢替え＆病害虫対策セミナーも開催いたしますので、

ぜひご来店ください。

3/20( 金・祝 )～ 3/29( 日 )
友の会会員様
ご来店特別セール

バイオゴールドのバラ用肥料
セレクション薔薇 3.8kg

＊ピンクのDM封筒 1枚で、
　10袋までとさせていただきます。
＊お会計前に封筒をご提出ください。
＊他の割引とは併用できません。

京成バラ園 大感謝祭

4,400円 ➡ 3,000円（税込）

☎047-459-0106（ローズショップ）

千葉県 八千代市 大和田新田755
■営業時間・定休日

☎047-459-3347（ガーデンセンター）

東葉高速鉄道　八千代緑が丘駅下車　徒歩15分

春の寄せ植え1Dayセミナー

GW花まつり

お客様感謝デー

4/11 （土）

4/12 （日）

4/26 （日）

春の寄せ植え1Dayセミナー

GW花まつり

各種情報は
コチラ▶

3～5月

▲Web ▲Facebook ▲Instagram

※画像はイメージです。  ※イベントは予告なく変更になる場合がございます。

ローズフェスティバル2020　20th Anniversary  ～バラにひとめぼれ～
5/8 （金）

6/14 （日）
ローズフェスティバル2020　20th Anniversary  ～バラにひとめぼれ～

カーネーションやミニバラ、
アジサイなどの鉢花を母の日に贈りませんか？送料別途にて地方発送承ります。

4/25 （土）

5/10 （日）
母の日ギフトフェア母の日ギフトフェア

ふれあい
ミニ動物園

新京成
ミニトレインに乗ろう！

Honda Cars 市川
展示会

ジュエリーの
クリーニング

ハンド 
マッサージ
500 円（税込）

ローズガーデン無料開放！

ミニバラの寄せ植え　5,000円 春のハンギングバスケット　6,000円 （同伴見学不可）
10：30～12：00 13：30～15：00お子様と一緒に

参加 OK!

4/19（日）、25（土）、26（日）、
29（水・祝）、5/3（日・祝）、4（月・祝）

春の寄せ植え
オーダーメイドDay

プロから学べる！春のスペシャルセミナー

当日店頭でご購入いただいた材料で寄せ
植えを作ります。   ※植え込み、アレンジ
料無料。材料費別途　講師：高橋洋子さん
（コンテナガーデニングマスター）

5/1
(金）

5/4
(月・祝）

5/5
(火・祝）

5/6
（水・休）

講師：富田英明さん
（jungle berry代表）
11:00～、13:30～
「母の日の寄せ植え」
※セミナーは全て  
60分です

講師：岡井路子さん 
(オリーブ研究家 NHK
「趣味の園芸」講師 )           
11:00～「お庭で楽しむ
オリーブ」、13:30～ 「お
しゃれに楽しむオリーブ」 

講師：村上敏（京成バ
ラ園ヘッドガーデナー、
NHK「趣味の園芸」講師 )
11:00～「バラとクレ
マチス」、13:30～「ア
ジサイの仲間の魅力」

講師：金子明人さん  
( クレマチス研究家、
NHK「趣味の園芸」講師 )
11:00～「クレマチス
の魅力」、13:30～「ア
ジサイを楽しもう！」

春のお庭を彩る宿
根草の苗を取り揃
えて販売します。
10:00～17:00
(3/13（金）は16時まで)

3/13 （金）

4/12 （日）
清楚で可憐な
春の山野草を
集めて販売し
ます。　

バラ園ならで
はの種類豊
富な苗を取り
揃えておりま
す！　

3/27 （金）

4/12 （日）
4/10 （金）

4/18 （土）

5/10 （日）
トマトを中心
に約90品種
の野菜苗が随
時入荷し販売
いたします。         

4/25 （土）

5/6 （水・休）

宿根草
フェア

春の山野草
フェア

バラ新苗
販売開始

野菜苗
フェア

宿根草
フェア

春の山野草
フェア

バラ新苗
販売開始

野菜苗
フェア

営業時間

定休日

3/14（土）～ 4/30（木）

10：00～17：00

5月・6月

9：00～18：00
※ガーデンセンターは4/18（土）より9：00～18：00

3/3（火）、3/4（水）、3/18（水）、6/17（水）

定員：12名様　ご予約：☎047-459-0106
講師：高橋洋子さん（コンテナガーデニングマスター）

大感謝祭3/20 （金・祝）

3/29 （日）
入場
無料

ローズガーデン無料開放！（10：00 ～ 17：00）

素焼き鉢のミルク
ペイント ワークショップ
10：30～12：30
14：00～16：00
500円（税込）他材
料費別途・予約不要

3/26( 木 )、27( 金 )
Gen Saito/テーブ
ルマジックショー
10：00～16：00
鮮やかな手さばきの
トリック、あなたは見
破れますか！？・無料

3/28( 土 )
　 春の寄せ植え 　
オーダーメイド Day
10：00～11：30、　　　      
13：30～15：00　※当日
店頭でご購入いただいた材
料で寄せ植えを作ります。ア
レンジ料無料・材料費別途

3/21(土 )、22(日 )
28(土 )、29(日 )

　　店長の　　
バラミニセミナー
13：30～14：00      
「バラの鉢替え＆病
害虫対策」について
予 約 不 要・ 無 料

3/20（金・祝）、21（土）
22（日）、28（土）

グリーンアドバイ
ザーの園芸相談
10:00～12:00      
13:00～16:00      
予 約 不 要・ 無 料

3/20（金・祝）、21（土）、 
22（日）、28（土）、29（日）

店長のオークション
1回目11：00～12:00
2回目14：00～15：00
掘り出し物や目玉商
品を、オークション
形式で販売！　　　

3/29( 日 )

3/21（土）
22（日） 10：00～16：00

Keisei rose garden × Happy Natural

ハンドメイドparty
Keisei rose garden × Happy Natural

ハンドメイドparty

Takahashi
テキストボックス
中止となりました。ご了承ください。

Takahashi
テキストボックス
中止となりました。ご了承ください。




