
Welcome to Spring Garden

きもち を 贈 る。

　お問い合せ、ご注文はこちらから。

 ウェブサイト http://www.kusakanmuri.com
 電話 03-6415-4193（受付時間 11:00～20 :00）

kusakanmuriでは、ご予算やご要望に応じた注文を承ります。
ウエディング、イベントやパーティー、店舗ディスプレイ、ギフトなど、

お気軽にお問い合せください。

2012 spring

01
草 冠 通 信

vol.

JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン 恵比寿駅西口 徒歩4分
東京メトロ日比谷線 恵比寿駅4番出口 徒歩2分 （グリーンのフラッグが目印です）

〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西1-17-2
tel :  03 - 6415 - 4193
http://www.kusakanmuri.com
open:  11: 00  close :  20 :00
火曜定休

会員カードのご提示で、お
支払い100円ごとに1ポイン
トをプレゼント。次回のお
買物にご利用いただけます。

特典

1

最新情報が満載の「草冠通
信」やメールマガジンをお
届けします。

特典

3

ふだん使いに重宝す
る草冠オリジナルガ
ーデントートバッグ
をプレゼント

特典

2

草冠会員募集中！　〈〈入会金・年会費無料〉〉

会員申込みは、kusakanmuri店頭、あるいは
ウェブサイトにて受け付けております。

海の向こうのクリエイティブ、
フラワー&グリーン、デザインを体験するツアー。
ロンドンの次はオランダの旅も登場。

※詳細はhttp://www.kusakanmuri.com/travel/をご確認ください。

 ［開催期間］
2012年6月17日（日）～6月23日（土）
5泊7日
 ［催行予定人数］
6名～15名

 ［旅行代金（お1人さまあたり）］
1名1室ご利用の場合：
380,000円（予価）
2名1室ご利用の場合：
350,000円（予価）
※燃油サーチャージ別（目安：46,500円）
 ［申込締切予定日］
2012年5月7日（月）

kusakanmuri Travel第2弾のテー
マは「暮らすように旅を楽しみな
がら感性をみがく」こと。10年に
1度開催される国際園芸博覧会
フロリアード見学や、有名フロー
リストでのフラワーレッスンを通
して花のある暮らしを学びます。
オランダの自然の中で行うワーク

ショップや、ダッチデザインが生
まれるアトリエへの訪問を通し、
旅でありながら現地に住んでいる
かのような雰囲気でものづくりを
体験します。 旅の終わりには、普
段の生活を花や雑貨ですてきに飾
れる発想力やデザイン力が備わる
はずです。

花あしらい&雑貨屋めぐりで
感性をみがくオランダ 7日間の旅

kusakanmuri Travel 第2弾 

 ［開催期間］
2012年4月4日（水）～4月10日（火）
5泊7日
 ［催行予定人数］
6名～15名
 ［旅行代金（お1人さまあたり）］
1名1室ご利用の場合：
330,000円（予価）
2名1室ご利用の場合：
280,000円（予価）
※燃油サーチャージ別（目安：50,000円）

 ［申込締切予定日］
2012年2月28日（火）

kusakanmuri Travelの第1弾は、ロ
ンドン在住の編集者・執筆者で、
現地アーティストとの幅広いコネ
クションを持つ寺島彩子さんがご
提案する、クリエイティブな日常
のロンドンを体験する旅。フラワ
ーマーケットやオーガニックマー

ケット、クリエイター自らが運営

するインディペンデントな雑貨店
など、作り手の気持ちが込められ
たモノづくりに触れられるショッ
ピング、穴場の美術館や現地のク
リエイターから学ぶハンドメイド
のワークショップなどを通じて、
新たなインスピレーションが得ら
れる7日間をご提供します。

ロンドンのクリエイティブ、オーガニック、
ハンドメイドに出会う7日間

kusakanmuri Travel 第1弾 

レッスン
1回からでも参加できるフラワーや
ハンドメイドの多彩なレッスンを開催中。
新たに2人のアーティストも加わりました。

http://cuicui-works.com/

イラストレーター sa-koと、フラワーデコレーター erikoによるフラ
ワー&アート制作ユニット。アトリエ 『Onaka-store』を拠点に、子ど
もから大人まで楽しめる花あそびとアートのレッスンを主宰。

Cui Cui

イラストの仕事を通して培った表現力や、日常
に花があふれるオランダへ留学した経験を元
に、子どもから大人まで楽めるアイデアがいっ
ぱいの「花あそび」をご提案します。フラワー
アレンジメントのルールに縛られずに、草花と
異素材を自由な発想で合わせてみましょう。

草花で遊ぶように表現する

A
rtist

http://ameblo.jp/myfairlady-flowers/

『Flower Studio My Fair Lady』 主宰。英国への留学と現地フローリ
ストでの経験をいかし、空間作りまでを意識したロンドン・パリスタ
イルのフラワーアレンジメントを得意とする。

笹原りき

季節の花に触れてリフレッシュするための、和
やかな時間をご提供します。初心者でも少し応
用すれば自宅でも作れるようなアレンジメント
を作るほか、花にあったインテリアやテーブル
コーディネーション、ロンドンのライフスタイ
ルもお伝えします。

空間にあわせた花選びを楽しむ

A
rtist

New Art ist

New Art ist

 トラベル

感性豊かなアーティストたちが、
季節ごとの草花を使った
暮らし方をご提案。

心のこもったハンドメイドの
レッスンも人気です。

Lesson Report

フラワーショップ kusakanmuriより
春の最新情報をお届けします。

kusakanmuriは、都会に生まれた白と緑の小さな「野」。
心のおもむくままに花を摘み、アレンジやラッピングまで自分でできる、
新しいスタイルのフラワーショップです。

出会いと別れの季節でもある春は、花を贈る機会も多くなります。
白とグリーンのナチュラルな草花で、きもちを伝えてみませんか。
定番のブーケ以外にも、リースや小さなアレンジメントなど、
あなたのきもちに寄り添う商品がきっとみつかるはずです。
個性豊かなアーティストのレッスンや、
花がテーマの海外ツアーもご用意しています。



by Yukiko Masuda

まるで野原をそのまま再現したような、立体的なボリューム感が魅力。
壁にかけるのはもちろん、リビングテーブルなどに置いてもすてきです。

30×30×13㎝ Box入り  25,000円（税別）

Arrangement

商 品 企 画 室 S の

ロンドン視察 &

買い付けレポート

L
on

d
on

この春に開催される
ロンドンツアーと雑貨

買い付けのため、

1週間かけてロンド
ンに出張してきまし

た。

この場を借りてその
一部をご報告します

！

ーケットのみずみずしい野菜
や花々、おしゃれなエコバッ

グ、老若男女問わずにアンティーク
ショップで掘り出し物をみつける姿
を多く目にして、流行に流されるこ
となく本当に良いものだけを取り入
れようとするイギリス人の気質に触
れた旅となりました。
　今回最も印象的だったのが、郊外
にある「Petersham Nurseries」とい
うガーデンセンター〈1、2〉。苗を買
い求める地元のガーデナーや、休憩
中のランナーたちでにぎわっていま
した。温室を改造したカフェで食べ

実際に行ってみたい方はぜひツアー
にお申し込みください。
　日曜だけ開催しているコロンビア
フラワーマーケットと近隣ショップ
では、苗がたっぷり入るキャリーバッ
グ〈3〉や、ハサミ、麻ひも、種植え用の
道具、植物用のネームプレートが入
ったお得なガーデニングセット〈4〉

たスイートポテトとジンジャーのス

ープのおいしさといったら！　野菜
のうまみがぎゅっとつまったやさし

い味は、冷えきっていた身体を温め
てくれ、私がこれまでに食べたどの
スープよりもおいしく感じました。
ロンドンツアーでも訪問しますので、

を購入。アンティークショップでは、
前の持ち主が何を入れていたのかを
想像するだけでも楽しい一輪挿しに
ぴったりな陶器の容れ物〈5〉や、ディ
スプレイにしてもよさそうな植物の
描かれた古本〈6〉をみつけました。
　3月上旬から、kusakanmuri 2階の
ショップにて、ロンドンで買い付けて
きた商品を展示販売します。今回紹
介しきれなかった
商品もありますの
で、ぜひご来店く
ださい！

Photo by David Loftus1 Photo by Petersham Nurserie2
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kusakanmur iでは、一年中たくさんのリースを取りそろえています。
中でもアーティストによるリースは、
飾るだけで空間が一気におしゃれに見える万能アイテム。
オリジナルボックスに入れてご提供します。

フラワー＆グリーンパック
お手軽価格で花とグリーンが楽
しめるセット。そのまま水に浮
かべてディスプレイしたり、押
し花にするのがおすすめです。
500円（税別）

WASARAアレンジメント
RARI YOSHIOさんがご提案する、紙でできた食器WASARAを使った新しい
タイプのアレンジメント。持ち運びやすいので、ちょっとしたプレゼントにも
最適です。大きさの異なる３種類からお選びいただけます。
［写真左から］タンブラー 2,000円、ボウル3,000円、コーヒーカップ1,200円（すべて税別）

by Noriko Okamoto

アジサイやユーカリなどのドライ素材をふんだんに使用した、
存在感のある大きめリース。店舗ディスプレイにもおすすめです。

40×40×16㎝ Box入り  50,000円（税別）

30×30×13㎝ Box入り  15,000円（税別）

by Cui Cui

ヘリクリサムやセンニチコウの小花をちらして大きなリボンをあしらった
愛らしいリースは、お子様の誕生祝いにもよろこばれます。

by R ARI YOSHIO

清楚な印象のリースは、ウェディングにもぴったり。トリや葉っぱのオブジェに
アロマオイルなどをたらせば、香りも合わせてお楽しみいただけます。

30×30×13㎝ Box入り  25,000円（税別）

3

4

チューリップとライラックのブーケ
見た目にも華やかなこのブーケは、お祝いご
とや感謝の気持ちを表すのにぴったりです。
ゼラニウムのさわやかな香りにつつまれます。
5,000円（税別）

5

今回の展示会を記念した
アート商品。窓に貼った
り、好きな形に切って紐
を通せば、ラッピングや
バッグのチャームにもな
ります。  ［大］1,200円、
［小］1,000円（共に税別）

 「押し花アートシート」
eriko iwadate × kusakanmuri コラボ商品

─作品づくりで心がけていることは？
感覚です。その時の一瞬の空気感とか気
分とか、そういうものを大事にしています。
─今回の展示会のタイトル「心音」に
こめられた想いとは？
この場所は天井から空が見えていて、と
ても空に近い場所だと感じました。この
空間に自分の作品が自然とリンクしたと
いうか、その時に聴こえてきたのが心臓
の脈打つ音、みえたのが流れおちる液体
のようなものでした。草花という生命が
あり、なおかつ空にも通じているこの場
所でしか感じられないものだったと思い
ます。それをこの場所で表現したいと思
い「心音」をテーマにしました。

Artist Interview

生命力にあふれたコラージュ作品を手がける若手アーティスト、
eriko iwadate。kusakanmuriの空間にインスピレーションを得た

新作を含む作品を展示します。

eriko iwadate「心音」
kusakanmuri Art Exhibition 01

2012年2月22日（水）～3月7日（水）

入場無料

kusakanmuri 2階展示スペースにて

2月24日（金）18:00～20 :00 
レセプションパーティーを行います。
どなたでもお越しください。

マ

春らしい花とみずみずしいグリーンを
ふんだんに使ったアレンジメントやブーケ。
日常のちょっとしたシーンから送別・歓迎のイベントまで、
春の贈りものにぴったりの商品が揃いました。

アレンジメント
ブーケ&

Artis Wreathアーティストリース Bouquet

1984年。東京生まれ。東京在住。糸や
布など様々な素材を使って、ミクス
トメディアでコラージュを制作。
日々新しいものに出会うような感覚
で、自分の中から生み出す。創る。
web›› http://www.f lickr.com/photos/
　　  erikoiwadate/

eriko iwadate

A
rtist


