祝 福のばらが︑あ なた を お 出 迎 え ︒

■ 3月22日
［木］
527日
［火］
■ 日本橋髙島屋 8 階

特設会場 ※最終日は午後 6時閉場。

イベントステージ ◎華やかなローズアレンジメントを著名フローリストがお教えします。
3.22［木］

3.23［金］

3.24［土］

3.25［日］

香田早智子

午前

（スタジオ ハナしずく）

11時〜

（江口美貴
フラワーサロン・
ミキ アートスクール）

江口美貴

シェーン・コノリー

1時〜

デモンストレーション

デモンストレーション
＆ 体験レッスン

デモンストレーション

デモンストレーション
＆ 体験レッスン

午後

デビッド・オースチン
・ロージズ

清水さゆり

デビッド・オースチン
・ロージズ

秋篠野安生

デモンストレーション

日本アーティフィシャル
フラワー協会

デビッド・オースチン
・ロージズ

シェーン・コノリー

相良豊美

村上久恵

午後

3時〜
午後

4時〜

（フラワースクール ローズガーデン）

トークショー

村上敏
（京成バラ園芸）

（アンジェリックフルール協会）

トークショー

増田恵

（フェアリーフラワープロデュース青山）

デモンストレーション

デモンストレーション

深野俊幸

（プティ ボヌール）

（カントリーハーベスト）

デモンストレーション

（コーディネーション アカデミー ジャパン）

トークショー

トークショー

デモンストレーション

デモンストレーション

島 栄子・石川味季

シェーン・コノリー

3.27［火］
大谷ともよ

（華夢フラワーデザインスクール） （クール ヴェルジュ）

デモンストレーション

デモンストレーション

午後

2時〜

3.26［月］
いしいあみ

シェーン・コノリー

デビッド・オースチン
・ロージズ

体験レッスン

田島由紀子
（パ・ド・ドゥ）

デモンストレーション

トークショー

体験レッスン

デビッド・オースチン
・ロージズ

神保 豊

デビッド・オースチン
・ロージズ

（神保 豊のフラワーデザインスクール 秋桜花）

トークショー

デモンストレーション

トークショー

（レピスドゥ ラ ヴィ）

デモンストレーション

デモンストレーション

※イベントステージで行う体験レッスンの受付は、各日午前10時からステージ前で先着順にて承ります。定員になり次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。定員/１６名 体験レッスン料/1,050円

ベストフラワーアレンジメントショップ ◎憧れのフローリストが開く「夢のお花屋さん」へいらっしゃいませ。
3.22［木］

3.23［金］
午前10時〜午後2時

ローラン・
榎戸公江
ボーニッシュ （日本手作りプリザーブドフラワー協会）

（ローラン・B
ミニデモンストレーション ＆
ミニ体験レッスン午前11時〜／
アーティザンフローラル
by ハマフローリスト） 正午〜／午後1時〜

1日店長

3.24［土］

3.25［日］

3.26［月］

シェーン・コノリー 川崎景太
1日店長
ミニデモンストレーション

午前10時〜午後2時

飯田孝子

中澤成美 （ブライダルフラワー
クレール）

（マミフラワーデザインスクール） （ワンダーフラワーズ）
ミニデモンストレーション ＆
1日店長
ミニ体験レッスン午前11時〜／午後1時〜

午後2時〜午後6時

砂村正子

3.27［火］

午前10時〜午後2時

ミニデモンストレーション ＆
ミニ体験レッスン午前10時45分〜／
午前11時45分〜／午後12時45分〜

午後2時〜午後6時

午後2時〜午後6時

川島桜之

和気雅美

（ニーナ ニーニョ）
（フローラリュクス ニューヨーク フラワースクール）
ミニデモンストレーション ＆
ミニデモンストレーション ＆
ミニ体験レッスン 午後 2時30分〜／午後3時30分〜／ ミニ体験レッスン午後2時30分〜／
午後4時30分〜／午後5時30分〜
午後3時30分〜／午後5時〜

（エレガンスプリザーブドフラワー協会）

ミニデモンストレーション ＆
ミニ体験レッスン午後3時〜／午後5時〜

※ベストフラワーアレンジメントショップで行うミニ体験レッスンの受付は、各日午前10時からショップ前で先着順にて承ります。定員になり次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。
定員/５〜６名を予定 ミニ体験レッスン料/1,050円 ※ミニ体験レッスンは各日共３０〜６０分を予定しております。詳しくは、当日受付にてご確認ください。

英国を代表するフローリスト シェーン・コノリー氏と、国内外の一流アーティストによる華やかなばらの祭典。

デビッド・オースチン・ロージズ
特別販売
多くのフローリストから
「理想のばら」
として愛される、
イングリッシュ・ローズ。このデビッド・オースチン氏
が 手 が けたイングリッシュローズの 苗 木を販 売
いたします。

■ 3月22日
［木］5 27日
［火］■日本橋髙島屋 8 階特設会場《 入場無料 》※最終日は午後6時閉場。
後援＝駐日英国大使館 貿易・対英投資部 協力＝ヴァージン アトランティック航空、
フォーシーズンズプレス、
日本ばら切花協会、
（株）
ミナ、市川バラ園、
ローズファームケイジ、
サントリーフラワーズ
（株）
、
日比谷花壇 日本橋髙島屋店

記憶に新しい、
2011年英国ロイヤルウエディングのブーケを手がけた、

●

鉢苗（1鉢）

京成バラ園芸特設ショップ開設
ショウゴ エレガン（切花・1本）

会場を祝福の息吹で満たします。併せて、
国内外のアーティストによる

800円

華道家・假屋崎省吾氏の名前を冠したばらの
切花。
シックなラベンダーピンク色の大 輪 花は、

フラワーアレンジメントの展 示や、ばらの苗 木などを販 売します。
シェーン・コノリー氏

セントクリストファーガーデン
ティーサロン開設

特設ショップ開設

優雅なアフタヌーンティーをどうぞ。
英国王室とゆかりの深い
〈ロイヤルクラウンダービー〉 スコーンと紅茶で、
自由が丘で人気の〈セントクリストファーガーデン〉
の
のテーブルウエアが登場。優美なばらのモチーフ
メニューを会場でお召しあがりいただけます。
が 人 気 の、
『 ポジー 』シリーズを揃えてお 届 け
いたします。
【営業時間】午前10時30分〜午後7時30分（ラストオーダー午後7時）

3,950円から（送料込み） 〈ポジー〉
ティーカップ＆ソーサー
（16cm）
〈ポジー〉
プレート

※会場で受注後、
産地からお届けいたします（お持ち帰りはできません）。

会期中、
ばらの苗木や切花を販売するショップ
が会場にオープンします。

シェーン・コノリー氏が日本橋髙島屋に来場。氏の華やかなキャリアが、

ロイヤルクラウンダービー

10,500円
7,350円ほか

「日本ばら切 花 協 会」

ばらの品種展示
展示
約230種のばらを一堂
一堂
に 取り揃 えまし た 。
新しいばらとの出会い
会い
を、会 場 で お 楽し
しみ
ください。

※最終日は午後5時30分まで
（ラストオーダー午後5時）

（ロイヤルブレックファースト）
、
Cream Tea（スコーン2個、紅茶1ポット
ストロベリージャム、
クロテッドクリーム）
1,600円

販売コーナー開設
会期中、
RHSJ英国王立園芸協会日本支部
のオリジナル商品などを販売するコーナー
が会場にオープンします。
［コロニー］
リードディフューザー
（クラシックローズ、
200ml）

3,990円

美しくもどこか神秘的です。

※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。※天候・交通事情等により、
販売開始時刻が遅れたり、
販売を中止する場合もございます。あらかじめご了承ください。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

