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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。

〒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
12/29（土）～ 1/15（火）は
お休みをいただきます。

• 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。

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より、最新のおすすめ情報をご案内します。

「日常再編集」とは、目の前にある風景へのちょっとした関心や思い
を、クリエイティブな表現へと編集しなおす行為です。「住み開き」
「KPPL─借りパクプレイリスト」など、ユニークなプロジェクトを
手がける日常編集家・アサダワタルさんに、日常を面白く編集する
方法を学びます。毎日の生活やコミュニケーションをもっと楽しく
するヒントを学んでみませんか。

 ［日時］ 2012年11月30日（金） 19:30～21:00（開場 19 : 00）
 ［講師］ アサダワタル（日常編集家）
 ［定員］ 30名
 ［参加費］ 1,000円（税込）

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

にちじょうさいへんしゅう 日常再編集
 「生きるための編集デザイン」 第5回

Anniversary

Thanks
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2012年12月3日、kusakanmuriは
オープンから1周年をむかえます。
この１年間、白と緑の草花やさまざまなレッスン、
イベントを通じて、多くのお客さまに出会い
 「都会の野原」がだんだんと形づくられてきました。
これからも、kusakanmuriはお客さま同士の
こころがつながる場でありたいと思っています。

1 周 年 の 感 謝 を 込 め て

寒い冬に、あたたかい気持ちを
はぐくむ本をご紹介します。

光がふりそそぐ開放的な空間で、
ゆったりとした時をお過ごしください。

Books

TeaRoom

世界的評価の高い園監督の映画に、
イタリア気鋭の評論家陣が迫った批
評集。この冬は最新作「希望の国」を
はじめ、強烈な個性で描かれる園作
品のさまざまな愛のかたちについ
て、思いを巡らせてみませんか。
定価：2,415円（税込）
ダリオ・トマージ、フランコ・ピコッロ編
（フィルムアート社）

 『カオスの神、園子温』

定価：1,680円（税込）
Spiral Market 監修
（ビー・エヌ・エヌ新社）

日常のお礼から豪華なプレゼントま
で、贈りものに込めた「気持ち」がよ
り伝わるようなラッピングのアイデ
アが得られます。贈る相手を思い浮
かべて、冬のギフトはあなたの手で
包んでみませんか。

 『包む本 気持ちが伝わるラッピング』

野菜のチコリーからつくられた、ノ
ンカフェインのハーブコーヒー。ほ
んのりとキャラメルの香りが広が
る、冬にぴったりのドリンクです。
500円（税込）

チコリーコーヒー （キャラメル）

フラワーショップ kusakanmuriより
冬の最新情報をお届けします。Anniversary

1st

新発売

木枯らしが吹く頃に、白くまぁるいお茶の花

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。

スズランの
ような蕾

　最近すっかり見かけなくなっ
た花のひとつに、お茶の木の花
がある。以前は里山の道端や庭
の垣根などで普通にお茶の木の
白い花を見かけたものだが、宅
地化の波に飲み込まれたのか絶
滅の危機に瀕しているようだ。
落ち葉で焚き火をした思い出と
共に、丸くころんと下向きに咲く

こぼれそうなフサフサ雄しべに白い花びら
2012年11月 新宿御苑

かわいい花を見つける楽しみも、昔話になってしまうのはちょっと寂しい。
　茶はツバキやサザンカと同じ仲間で、秋が深まる頃に白い花をつける。
お茶畑で花を見かけないのは、茶葉が育つように花芽は早い時期に摘み
取られるから。しかし天候異常などで花が咲くこともあるらしい。その
花に含まれるフローラテアサポニンという成分はダイエットや糖尿病に

有効なので最近注目されている。出雲名物の『ぼてぼ
て茶』は、茶の花を入れて煮出した番茶を茶筅で泡立
て、十穀米、黒豆、沢庵、高菜などの具材を入れてお茶
漬け感覚で食べる伝統的な自然食だ。お茶の花の復活
を期待して～、チャチャチャ！

kus akanmuriの最新耳寄り情報をお知らせします！

Topics & News

2013年、新たな年のはじまりに
kusakanmuriレッスンはいかがで

しょうか。12月24日まで10％オフ
キャンペーン中！（詳しくは中面で）

1月～3月の
レッスンカリキュラム
お申し込みをスタート

9月のオープン以降、遠方にお住まいの方
やなかなかお店へ来られない方にもご好評
いただいているオンラインショップ。「気
持ちを贈る、フラワーギフト」を、ぜひご利
用ください。
http://shop.kusakanmuri.com/

贈りものはオンラインショップで

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
レスまでご連絡ください。
 info@ kusakanmuri.com

 「草冠通信」の
設置場所を募集中！



Wreath
Lesson

Pick Up

1周年記念パーテ
ィー

kusakanmuri

会員限定

12月7日
（金）

※新規会員の登録方
法は、

　裏面をご覧くださ
い。

 ［日時］ 2012年12月7日（金）17:00～20:00

 ［参加費］ 無料（会員カードをご
呈示ください）

 ［プログラム］ •ごあいさつ

 • RARI YOSHIOさんによる

  「キャンドルアレンジ
メント」の

  デモンストレーシ
ョン

 •レッスン講師とのご
歓談

パーティーに

ご来場の方には、

ミニリースをプレゼ
ント！

（数に限りがござい
ます）

会員のみなさまに感
謝を込めて、1周年

を記念したパーティ
ーを開催します。

RARI YOSHIOさんによるフラワー
アレンジメントのデモ

ンストレーションや、

レッスン講師とのご
歓談をお楽しみくだ

さい。

ドリンクと軽食をご
用意してお待ちして

おります。

レッスン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。

実ものでつくる冬のリース

ユーカリやペッパーベリー、シルバーブロニ
アなど、やがてドライになる素材をベースに
つくりましょう。シックな雰囲気のリースを
飾って、冬のお部屋を演出しませんか。

RARI YOSHIO 12月7日（金）、8日（土）

感性豊かなアーティストによる、リースレッスンを
ご用意しました。クリスマスに向けてご自身の手で、
リースをつくってみませんか。

多肉植物のクリスマスリース

ぷくっと肉厚でかわいい多肉植物を使って、
ひと味ちがう寄せ植えのリースをつくりま
しょう。寄せ植え、鉢植えのグリーンドクター
として活躍する宮内秀哉さんに学びます。

12月12日（水）宮内秀哉

クリスマスの壁かけスクエアリース

もみやユーカリ、オリーブなどを使い、四角
い形が印象的な壁かけリースをつくりましょ
う。クリスマスにぴったりなかわいらしい
リースに仕上げます。

12月14日（金）松嶋眞理子

kusakanmuriオープン1周年を記念して、キャンペーンを行います。
レッスンの先行予約割引や、はずれなしのくじ引きなど、
たくさんの特典で、みなさまのご来店をお待ちしています！

※ くじ引きは、各キャンペーンごとお一人
さま1日1回限りとさせていただきます。

※ くじ引きは、プレゼントがなくなり次
第終了とさせていただきます。
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気持ちを
編み込む
贈りもの

大切な人と向き合うことの多いクリスマスやお正月に
ぴったりなフラワーギフトをご提案します。

シックで華やかな雰囲気のキャンドルアレンジメント。3つのガラ
スの器に入っているので、別々に飾ることもできます。
7,350円（税込）

冬のおもてなしキャンドル

クリスマスにはリボンをあしらったリース、新年にはお正月飾りとし
て、ひとつで二度楽しめるお得なリースです。
S 15,750円、M 18,900円、L 21,000円（すべて税込）

ハッピークリスマス＆ニューイヤー・リース

1
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さまざまなトーンのグリーンでまとめられた壁かけリース。ユーカ
リやローズマリーがあしらわれているので、香りも楽しめます。
S 4,200円、M 6,300円、 L 8,400円（すべて税込）

聖なるグリーンのリース

まるで森からのプレゼントのような、さまざまな木の実のコラボレー
ションが楽しい壁かけリースです。
S 4,200円、M 6,300円、L 8,400円（すべて税込）

森の木の実のリース

4つのアレンジがひとつのボックスに入った、まるでおせちのよう
なアレンジメント。1マス入りのアレンジもご用意しています。
左 9,240円、右1,575円（すべて税込）

新春フラワーボックス
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12月7日
（金）

12月8日
（土）

12月9日
（日）１周年記念フェスティバル

3日間にわたってお祭りを開催します！
ハンドメイド作品の販売や本のフリーマーケットなど、
お楽しみが盛りだくさん！

※写真は作品のイメージです。

RARI YOSHIO utatane candle THUMB AND 
CAKES

森貴容子

ハンドメイドレッスン講師の
作品がお買い求めいただける

チャンス！

キャンドルや花器など、
素敵なプレゼントがあたります！

kusakanmuri gathering vol.06

花生師  岡本典子さんの
親子で楽しむ
ミニクリスマスツリーづくり

 ［日時］ 2012年12月2日（日）14:30～16 :00
 ［料金］ 2,625円（税込）
 ツリーひとつ分の材料、お菓子、ハーブティー（お子様にはジュース）付き
 ［対象］ はさみが使える、もしくは保護者の補助で作業が可能なお子さま
 ［参加特典］ 岡本典子さんのフラワーレッスン20％オフチケットを差し上げます！

　5歳の息子、3歳の娘を持つ母親で
ありながら、「花生師」として、イベ
ント、テレビ、雑誌の仕事などを手
がけている岡本典子さんに、植物と
触れ合うことの楽しさを教えていた
だきます。
　今回つくるのは、クリスマスに
ぴったりなミニツリー。ヒバで土台
をつくり、好きな実ものや糸を選ん
で飾りつけましょう。親子の思い出
に残るツリーづくりをお楽しみくだ
さい。

『Tiny N』主宰。園芸科を卒業後、英国で約4年間花を学ぶ。
その後、花店勤務などを経て二子玉川にフラワーショップを
オープン。落ち着いた雰囲気の品ぞろえで人気となる。「花生師」
として、イベント、テレビ、雑誌の仕事などを手がけている。

http://www.tiny-n.com/花生師 岡本典子

すべてのリースはドライにしてもお楽しみいただけます。
リースのギフトボックスをご希望の方は、別途以下の代金をいただきます。
 S  630円、M  735円、L  840円（すべて税込）

2012年12月1日（土）～12月24日（月・祝） 
《キャンペーン期間》 

1月～3月開催のレッスン料10%オフ！
まだ会員ではないご家族やご友人を誘って
お申し込みいただくと、共にレッスン料20%オフ！
オンラインショップでのお買い上げ
5,250円（税込）以上で、送料無料！
店頭でのお買い上げ1,050円（税込）以上で、くじ引き1回！
 kusakanmuriメールマガジン読者は、くじ引き1回！
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《キャンペーン内容》 

 ［日時］ 2012年12月7日（金）～12月9日（日）
 12:00～20:00

 ［料金］ 入場無料


