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草 冠 通 信
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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

次回のお買い物か
ら使える、300円分
のお買い物チケッ
トをプレゼント。

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。

フラワーショップ kusakanmuriより
秋の最新情報をお届けします。

〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西1-17-2
tel :  03 - 6415 - 4193
http://www.kusakanmuri.com
open :12 : 00
close :20 :00
火曜定休

• 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

　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 12:00～20 :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。

いそがしい都会の生活では、感覚がにぶくなってしまいがち。
自然の中に身を置くのが効果的なリフレッシュ方法ですが、
人間に本来そなわっている感覚を取り戻すには、
1本の植物でも十分です。
気になる植物を手にとりじっくり観察し、
においをかいでみてください。
不思議と心が落ち着いて、
さまざまな感覚が
目を覚まします。

Sharpen 
the five senses

ホーリーバジル

シソ科

インドでは「聖なるバ
ジル」として親しまれ、
家にあれば病気や不幸
がやってこないと言わ
れています。長く伸び
た花からはすっきりと
したよい香りが。

Holy Bas i l

洋梨

バラ科

寒くなるほどおいしくなる果実。食用
のものは、軸がしっかりしていて張り
のあるものを選ぶのがコツです。

Europe an Pe ar

セルリア

ヤマモガシ科

とがった花びらから、ふわふわの綿毛
がのぞきます。淡く色づく様子から
「ほほを染めた花嫁」と呼ばれるそう。

Ser ru r i a

kusakanmuriの1Fにて、編集デザインをテーマに
さまざまなセミナーやイベントを開催している
amuをご紹介します！

シリーズイベント
「Open Publishing @amu」

アルフォンス・デーケン氏
特別講演「幸せになるための道」

ヒュッゲトーク
「アルネ・ヤコブセン：建築と植物」
～ グリーン・コスモロジー：
緑の空間がもたらす可能性 ～

ソーシャル・ムーヴィーが私たちを変える！
 〈映像〉が人と人を結びつける瞬間とは？

 「生きるための編集デザイン」 第3回

シリーズ「生きるための編集デザイン」は、編集者やデザイナーが行う
狭義の編集デザインの考えを日常生活に広げ、人間の営みや表現をす
ぐれた「形」にしていく試みです。
第 3回は、誰でも応用できる映像編集の力を養います。ソーシャルメ
ディアを通じて映像が新たなコミュニケーションを開く時代です。
「撮る」から「編集する」へ。新しい可能性を見つけてみましょう。

 ［日時］ 2012年9月20日（木） 19:30～21:00（開場 19 : 00）
 ［講師］ 杉原賢彦（映画批評／慶應義塾大学講師）
 ［定員］ 30名
 ［参加費］ 1,000円（税込）

 「生きるための編集デザイン」 第1回
外山滋比古の
「エディターシップ」から学ぶ

イベントのお申し込みは、amuウェブサイトにて受け付けております。
http://www.a-m-u.jp/

イ ベ ン ト 情 報

kus akanmuriの最新耳寄り情報をお知らせします！

Topics & News

9月10日より、kusakanmuriのオンライン

ショップがスタートしました。定番のフ
レッシュリースや季節のアレンジメントが
お気軽にお買い求めいただけますので、ぜ
ひご利用ください。
http://shop.kusakanmuri.com/

オンラインショップがオープン！

ショップや施設など、「草冠通信」
の設置にご協力いただける場所を
募集しています。下記メールアド
レスまでご連絡下さい。
 info@ kusakanmuri.com

 「草冠通信」の
設置場所を募集中！

ビー・エヌ・エヌ新社とフィルムアート社
の書籍を中心に、ものづくり、デザイン、
アート、映画などに関する書籍を取りそろ
えました。希少本も展示しておりますので、
ぜひ 2 Fに足をお運びください。

2Fがブックショップに
生まれ変わりました

フラワーレッスンで配布中の人気コラム。ファンの声にお応えして
 「日常に咲く白い花」をテーマに新連載を開始します！

遠い夏の夜の、白い花

　オシロイバナは、種の白い
粉を“おしろい”に見立てて
遊んだのが名の由来で、原産
地の南米から江戸時代に帰化
した植物だ。紅、白、黄、絞り、
斑点模様など、花は小さくて
も南国的な多彩な色の展開は
モダンアートの領域。雑草と
呼ぶにはちょっと派手で、花

オシロイバナを見るとメンデルの法則を思い出す
2012年8月 世田谷の緑道

壇に植えるかと言われると迷うところ。英語では Four o’clockと呼ばれ、
夕方咲いて朝にはしおれる一夜花だ。夜行性の蛾などの昆虫を惹きつけ
るための色香は、人間さえも惑わすほどに妖艶である。
　秋になれば生け垣の隅などに赤い実をつけるカラスウリの花も、人目
に触れず夜開く。繊細なレースのような白い花は、小さな花火のように

切なく美しい。この植物の根から取ったデンプンは、天
てん

花
か

粉
ふん

として使われたそうだ。子供時代、行水の後に母から体中
真っ白になるほど塗りたくられた粉の香りが懐かしい。

カラスウリの
レース花びら
2012年8月
世田谷の路地裏

文・写真／田中晃二 通称コロリ。1947年、長
崎生まれ。教科書のデザインや女性誌「クロワッ
サン」のアートディレクションなどに関わる。

kusakanmuriが所属するAZグループは、コミュニケーションデ
ザイン企業のコンセント、デザイン／コンピュータ／クラフト関
連書籍の出版社ビー・エヌ・エヌ新社、映像／アートの専門出版
社フィルムアート社、編集デザイン関連のさまざまなセミナーや
イベントを開催するamuなどから構成され、『ふつうの人の、ふだ
んの情報生活をより豊かに』という企業理念のもとに事業活動を
行っています。

〈〈 amuの活動紹介〉〉



kusakanmuriで
見つける

においのステキな草花を束ねたブーケ。
色の変化が楽しいハーブティ。
秋のku sakanmuriでは、みなさまの五感を
とぎすます商品を取りそろえております。

 五感を
とぎすますための
おすすめアイテム

五感がよろこぶ、とっておきのイベント

イベントについてのお申し込み、お問い合わせは
kusakanmuri店頭、ウェブサイト、お電話にて受け付けております。

ふくよかな香りが楽しめる、秋色あじ
さいと秋の草花のブーケ。シックで落
ち着いた雰囲気を演出します。お祝い
の気持ちを贈るのにもぴったり。

ブーケ 8,400円（税込）

秋が香るあじさいのブーケ
01 03

ラトビアで手づくりされた天然素材
100%のキャンドル。置くだけで日常
空間が心地よいハーブの香りで満た
され、自然と心がやすらぎます。

キャンドル 
（大）5,985円  （小）3,570円（ともに税込）

ムニオキャンデラ

ハイビスカスとローズヒップがブレン
ドされた、ほどよい酸味が特長のハー
ブティー。注いだ直後は青紫で、しば
らくすると赤紫へと色が変化します。

ハーブティー 500円（税込）

マロウブレンドハーブティー
04

05

持続可能な社会を目指し、創造的なコ
ミュニティをデザインするためには、
公共の中での「自分（たち）」をとらえ
直す新しい視点が必要です。豊富な事
例でリアルなコミュニティづくりが学
べる本書と五感をフル活用して、生き
方を見つめ直してみませんか。

定価：1,785円（税込）
紫牟田伸子、フィルムアート社編集部 編
（フィルムアート社）

 『クリエイティブ・
コミュニティ・デザイン
関わり、つくり、巻き込もう』

06

kusakanmuriの人気ハンドメイドレッ
スン講師Hello Sandwichによる初の
著書！ マスキングテープやパンチを
駆使したペーパーアイテム、布合わせ
のセンスが光るリボンのヘアゴム、か
わいい写真の撮り方など、日常をキュ
ートでポップに彩るアイデアがたっぷ
りつまった 1冊です。

定価：1,470円（税込）
HELLO SANDWICH著
（ビー・エヌ・エヌ新社）

 『HELLO SANDWICH 
かわいく暮らす、
ものづくりのアイデア帖 』

02

小さい果物や野菜をつめこみ、収穫の
秋をイメージしました。季節をたっぷ
りと味わえるアレンジメントです。
（アレンジに使用されている実は、観
賞用のため食用不可）

アレンジメント 8,400円（税込）

実り豊かなバスケット

Bouquet

01

A r r a ngement

02

C a ndle

03

Book s

05

06

かわいくて、おいしい

THUMB AND CAKESの
アイシングクッキーレッスン

 ［日時］ 2012年10月13日（土）
 16:30開場  17:00開演
 ［料金］ 2,625円（税込）

kusakanmuri gathering vol.04

Kyコンサート
 「フランスの生活に在る、世界の音空間」

フランスを拠点に活動する
日本人とフランス人のデュ
オ「Ky（キィ）」のコンサート
を開催します。エリック・
サティの作品やトルコ民謡
など、即興をベースにした
心地よい音楽をお楽しみく
ださい。

RARI YOSHIOさんが聞き手となり、8月にはアロマセラピーイン
ストラクターの小野光子さん、9月にはアロマセラピストの高橋な
おみさんをゲストにお招きして、アロマの癒し効果や楽しさを学ぶ
イベントを開催しました。実際にアロマミストをつくるワーク
ショップは大好評！ 11月からはアロマに関するレッスンを開催予
定ですので、どうぞお楽しみに。

Her b Te a

04

 ［日時］ 2012年10月21日（日）13:00～14:30／16:00～17:30
 ［参加費］ 5,250円（材料費、税込）
 ［定員］ 各12名

kusakanmuri gathering vol.02,03 レポート

アロマの癒し効果や楽しさを学ぶイベント

 ［日時］ 2012年10月8日（月・祝）
 12:00～20:00
 ［料金］ 入場無料

『HELLO SANDWICH かわいく暮らす、
ものづくりのアイデア帖』出版記念イベント

HELLO SANDWICH FESTIVAL

ハンドメイドレッスンでお

なじみの Hello Sandwich

初の著書の出版記念イベン
トを行います！ かわいく暮
らすためのアイデアがつ

まった展示やギフトラッピ
ングが学べるワークショッ
プ、パーティーなど、Hello 

Sandwichの魅力がたっぷ
り味わえる1日をお届けし
ます。

東京を拠点に活動するオーストラリア人デザイナー／アー
ティスト。彼女のブログでは、彼女ならではの視点から
発見した東京の日常、そしてクリエイティブにまつわる
ささやかな情報が満載。

Hello Sandwich http://hellosandwich.blogspot.com/ http://kyweb.fr

かわいくておいしいと評判
の THUMB AND CAKES

のアイシングクッキーレッ

スン。10月のレッスンテー
マはハロウィンです。おば
けやキャンディモチーフの

クッキーは、プレゼントに
もぴったり！ 毎回すぐに
定員一杯になってしまうの
で、お申し込みはお早めに。

「かわいくて、おいしい」をコンセプトに活動するお菓
子作家。ウエディングやイベント用のギフトをはじめ、
店舗ディスプレイ、書籍・雑誌や企業広告を飾るスイー
ツ制作など幅広く活躍。

THUMB AND CAKES http://thumb-and-cakes.com/

仲野麻紀［サックス、メタルクラリネット、歌］とヤン・ピター
ル［バリトンギター、ウード］によるデュオ。フランスを拠
点に活動中。演奏家は旅し、聴き手はその音楽により旅
をする。それは、～musique vagabonde～ 旅する音楽。

Ky

kusakanmuriで
体験する

〈〈演奏予定曲〉〉
・あなたが欲しい （エリック・サティ）
・ジムノペディ（エリック・サティ）
・ウスキュダラ（トルコ民謡） など

    ワークショップ
 「Hello Sandwichの
  キュートなギフトラッピング」
 ［日時］ 2012年10月8日（月・祝）
 14:30～16:00
 ［参加費］ 1,260円（材料費、税込）
 ［定員］ 15名


