
新規会員様募集中

お買い物ついでの
【プチレンタル菜園】 ご案内

　ガーデンファーム イオンタウン名西
はプチレンタル菜園をご契約され

たお客様専用のプライベート
ガーデンです。
緑に囲まれたお庭でゆっくり
とお過ごしいただきながら、
野菜を育てていただけます。
基本的に会員様以外のお
客様のご入場は
できません。
スタッフ巡回日時は一般開
放となり、会員様以外のお

客様でも園内の見学が
可能です。

詳しいスケジュールは屋上ガーデン
ファーム入口掲示板にて

ご確認いただけます。

イオンタウン名西４F屋上

無農薬栽培育てて安心
レンタルプチファームではオーガニック培養土を使用します。
栽培も天然忌避剤などを利用した無農薬栽培を基本として
います。

スタッフの定期巡回・栽培アドバイス付き　

お買い物ついでに気軽に。手ぶらで普段着 OK

６０×６０cm の小区画・短期間から気軽に

作業に必要な道具は無料でレンタルしています。
自動灌水式のプランター仕様なので、水やりの回数は
少なくてすみ、気軽に普段着のまま作業をしていただけます。
お買い物ついでの野菜栽培をぜひ新しいライフスタイルに
してください。

苗が３〜５株ほど植えられる小区画。
１ヶ月単位での短期間レンタルが可能ですので、どなたでも
気軽に始めていただけます。
※ただし、品種によりますが植付けから収穫まで３ヶ月程度
　かかるのが通常です。

専門スタッフが週１～２回半日巡回サービス。栽培方法の
ご案内や疑問点にお答えし、各種アドバイスを行います。
※日程は毎月の巡回スケジュールを発表します。
　確認ください。
※菜園スタッフは基本的には栽培アドバイスのみ行います。
　栽培作業はあくまでもお客様ご自身での作業となります。

こんな方におすすめです！

●園芸初心者！・・・園芸を始めてみたいけれど、

　どうやってよいかわからない方。

●食育に！・・・スーパーで売られている野菜がどうやって

　育つのか知ってますか？夏休みの研究などにも。

●栽培の場所がない方！・・・園芸をする場所がない、

　鉢や土、道具の準備や片付けが面倒な方にもおすすめです。

●忙しい方！・・・忙しくて植物のお世話ができない方！

　会社帰りもちょこっと寄れて便利！

●家族との共同趣味に！・・・料理のランクアップに！

　保育園や学校・子供会、福祉施設等団体でのご利用も！

ご利用の説明

お申込書をご記入の上、スタッフにお渡しください。
（申込書はスタッフ巡回時、もしくは２Fまちコミ教室
カウンターまでお受け取りいただきます。）
※区画が埋まり次第、〆切とさせていただきます。

スタッフ巡回時に、ガーデンファームへお越しください。
※ご都合が悪い場合は、「ガーデンファーム中部事務局」まで
お問い合わせください。
　１．菜園のご案内
　２．ご契約内容のご確認（区画数・コース・期間等）
　３．区画の割当（説明時・申込先着順）
　＊前期からご契約継続のお客様は、同じ区画を優先にご利用
できます。
　４．植付日のご予約
　５．区画レンタル料金・苗代のお支払　
などを行っていただきます。　　　　　

説明の際、現金にて一括払いとなります。
※口座引落をご希望の場合、スタッフにご相談ください。
　１．レンタル料金×ご契約期間
　２．契約期間内の苗代
お支払いの手続きを済まされた時点で、正式なご契約となり
ます。

ご予約いただいたコースの苗を当日にお渡しします。
菜園の使い方やご説明及び植え付け方法を
スタッフアドバイスの元、行います。

申し込み

お支払いについて

植え付け

【問い合わせ先】

〒458-0814

愛知県名古屋市西区那古野町 2 丁目 14-1
なごのキャンパス 3-5( 株 ) プラネット

ガーデンファーム　中部事務局

tel:  080-3549-9242 fax: 052-526-2716

mail:　gfarm-meisei@g-planet.com（名西専用）

営業時間　10：00 ～ 17：00（平日）　　

2021 年 2 月

【場所】
イオンタウン名西の屋上駐車所南側
エレベーターホールＣの左側

LINE 公式アカウン



【開園時間】９：００～１９：００

※スタッフ巡回は週１～２回程度（時期による）

　予定は入り口掲示板、毎月イオンタウン名西HPで公開

【契約期間】
フリーコースの方：2022年3月末日まで

ベーシックコースの方　：2022年1月末日まで

料金に含まれるもの：
野菜苗（フリーコースの方を除く）、菜園農具、忌避剤、区画内の
培養土、肥料、支柱。
※その他資材は別途となります。 　

【利用規約】

1.基本的にお客様の責任の元、すべての栽培作業を行って頂きます。

 （スタッフはあくまでもアドバイスです。）

2.病害虫の発生、著しく作物が悪化した場合、作物が他区画へ侵入した場合は、

   スタッフで手を加える場合がございます。

3.自然災害や害虫により、一部閉園となる場合があることをご承知おきください。

4.栽培している野菜果実の収穫を保証することはできません。

5.ガーデンファームに設置されている鍵の開錠、施錠は決められたルールで厳守して

   いただきます。

6.他のお客様、区画へ迷惑のかかる行為をしないようお願い申し上げます。

7.利用規約及びルールを守って、菜園をご利用ください。

フリーコース　月額￥840（税込）

レンタル料：￥840/月（税込）×12ヶ月＝￥10,080（税込）

年間合計　：　￥10,080（税込）

＊利用期間は年間か半年で、途中からもご契約できます。

ベーシックコース　月額￥1,040（税込）

レンタル料：￥840/月（税込）×12ヶ月＝￥10,080（税込）

野菜苗　　：￥200/株（税込）×10株＝￥2,000（税込）

（苗は年間10株お渡しいたします）

年間でご契約のお客様はレンタル料が2か月分（1,680円）お得

年間合計　：　￥10,400（税込）

＊利用期間は5ヶ月か年間でご契約できます。

ベーシックコース

野菜を育てるのが初めて、
いろいろな種類の野菜を育て見たい方へおすすめです。

野菜苗や種はガーデンファームでご用意いたします。

ミニトマト ロメインレタス リーフレタス

インゲン豆 バジル

玉かぶ ミズナ ミニ大根

ミニニンジン シュンギク

フリーコース
野菜苗や種などはご自身でご用意してください。

お好みの野菜を組み合わせ育てたい方へおすすめです。

4月～8月の野菜

9月～1月の野菜

ベージックコース

ガーデンファームでは、選べる２つのコースをご用意しています。

生活スタイルやお好みにあったコースを選んでいただけます。

ピーマン

コマツナ

育てる自分の手で育てる事に感動！

知る新しい発見に感動！

収穫収穫は何よりの達成感！

味わう食べて感動！

継続野菜作りをライフスタイルに！

豊富なイベント開催！

おうちオーガニック講座開設！

収穫祭

ハンギング
バスケット

製作

ほかのイベントもあります。
開催時間は事前お知らせいたします。

オーガニック（有機栽培）とは
その土地の自然環境を活かし、自然物由来の素材を使って作物を育てること
このためには育てる作物それぞれの特徴を知ることが大切になります。

野菜栽培編（春夏・秋冬野菜各3回） キッチンハーブ栽培編（全4回）

家庭の菜園やプランターで手軽にオーガニック
栽培を実践するノウハウを伝授します。

※詳細情報は別の資料を参照してください



・1区画 ￥10,080（税込）／年 *その他資材は別途料金がかかります。

・契約料に含まれるもの…菜園用具、区画内の培養土、忌避剤、肥料、支柱

・1区画 ￥10,400（税込）／年 *その他資材は別途料金がかかります。

・契約料に含まれるもの…野菜苗、菜園用具、区画内の培養土、忌避剤、肥料、支柱

・ お申し込み後、事務局より送付致します手続き書類に沿って、一括でお支払いいただきます。

・ 一旦納入された契約料等は原則として返金できません。

  1．ご契約希望者の方は、募集要項に同意のうえ、「申込書」に必要事項を記入していただきます。

  2．「申込書」記入後、下記運営受託者（契約者）が指定する方法で申請していただきます。

  3．詳細につきましてはお申し込み後、スタッフからご案内させていただきます。

　1.基本的にお客様の責任の元、すべての栽培作業を行っていただきます。（スタッフはあくまでアドバイスのみです。） □
　2.病害虫の発生、著しく作物が悪化した場合、作物等が他区画へ進入した場合は、スタッフで手を加える場合がございます。 □
　3.自然災害や害虫により一部閉園となる場合があることをご承知おきください。 □
　4.栽培している野菜果実の収穫を保証することはできません。 □
　5.プチレンタル菜園で使用する土・苗・肥料等は、菜園で用意するものを使用し、 他のものを使用することはご遠慮願います。□
　6.ガーデンファームに設置されている鍵の開錠、施錠は決められたルールで厳守していただきます。 □
　7.他のお客様、区画へ迷惑のかかる行為をしないようお願い申し上げます。 □
　8.利用規約及びルールを守って、菜園をご利用ください。 □

＊ 下記の太枠内にご記入のうえ、スタッフへ直接お渡しにてお申込ください。

■ 氏名 ■ ファームネーム 任意

ふりがな ＊区画ラベルに記載するお好きにつけていただける名前です。

＊未記入の場合は氏名を記載致します。

■ 住所

ふりがな
〒 －

■ 電話連絡先（ご本人に直接連絡できる番号） ■ 生年月日 任意

携帯電話 電話
－ － － － 年 月 日

■ Eメールアドレス □ スタッフ記入欄 ＊お客様は記入しないで下さい。

申込日 区画番号

年 月 日
＊メールが届いていない方は、再度記入をお願い致します。

＊Eメールアドレスをお持ちの方はEメールにてご案内致します。 お支払い料金

　 Eメールをお持ちでない方や、使用していない方は電話またはFAXにてご連絡致します。

■ ご利用区画数
希望のコースにご利用区画数とご希望の選択野菜をご記入ください。

区画 区画

〒451-0042　愛知県名古屋市西区那古野町2丁目14-1なごのキャンパス3-5（株）プラネット
株式会社プラネット　GARDEN FARM 中部事務局

Email：gfarm-meisei@gmail.com（名西専用） TEL：080-3549-9242 (受付時間 10：00～17：00 平日）
宛先

□Ａ　フリーコース

Ｂ　ベーシックコース

 4月～8月の野菜（ミニトマト、ピーマン、ロメインレタス、リーフレタス、インゲン豆、
バジル）

9月～1月の野菜（玉かぶ、ミズナ、ミニ大根、ミニニンジン、シュンギク、コマツナ）

FAX送付先 ０５２－５２６－２７１６

名

お問合せ先

2021/2/1

郵送先

＊上記の個人情報は本申込に関する連絡ならびに今後のGARDEN FARMからのご案内のために使用させていただきます。

□

変更のある方のみ

変更のある方のみ

LINE公式アカウント問い合わせ対応中

変更のある方のみ

GARDEN FARM イオンタウン名西 「プチレンタル菜園」
募集要項

契約料

フリーコース

ベージックコース

　　　　　　　　　　　　　　　　申　込　書（本書をご記入後スタッフへ直接お渡しください。）

￥
必須

支払方法

入会手続き

利用規約 ＊ご了承頂いた項目の右側へチェックを記入してください。

必須

姓
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