平成３０年２月１６日
各

位
平和不動産株式会社

＜兜 LIVE！イベント＞
－都会で働く人々に向けたボタニカルイベント－
東京植物イベント KABOLO
日本橋兜町・茅場町でワークショップ・トークイベントを開催（2018 年 4 月 16 日～22 日）

平和不動産株式会社（本社：東京都中央区

代表取締役社長：岩熊博之）は、日本橋兜町・茅

場町のコミュニティサイト「兜 LIVE！」のイベントを主催する株式会社 TOE THE LINE（本社：
東京都中央区

代表取締役社長：鈴木万梨子）及びインテリアグリーンメーカーである Feel The

Garden（東京都杉並区：川本毅）との共催のもと、体験型植物イベント『KABOLO』を開催い
たします。

【KABOLO とは】
KABOLO ＝

KAbutocho BOtanical LOunge の略。

兜町・茅場町界隈は、江戸時代中期、植木市で有名で賑わいを見せており、その様子は浮世絵
にも描かれています。この度、植物にゆかりのある地で、植物の魅力を再発信いたします。
「都会でのライフスタイルに植物を取り入れたい。」「店頭に並んだ商品をただ購入するのでは
なく、その背景まで知った一品を選びたい。」「確かな技術指導のもと、自分だけの作品を仕立て
たい。」そんな方の為の、都心で開催される体験型植物イベントです。
【イベントの内容】
・ ワークショップを中心とした体験型植物イベント。インテリアに映える小品盆栽、多肉植物
寄せ植え、苔のテラリウムの作成体験やアロマ蒸留体験等
・ 各ワークショップ講師の作品を中心に質の高い植物や道具類、周辺雑貨を販売
「兜 LIVE！（かぶとらいぶ）」（http://kabuto-live.com/）
兜 LIVE！では、金融街として発展してきた兜町・茅場町の"まち"の魅力を伝え、にぎわい創
出に貢献するプロジェクトを推進しています。定期的にイベントを開催したり、まちに関わる
人々に取材し、情報発信しています。このプロジェクトは、まちに愛着を持っている人と企業で
構成されています。
【本イベントに関するお問合せ先】
平和不動産株式会社 開発企画部街づくり推進室 担当 中島
TEL

03-3661-7771（平日 9：00～17：00）

The Botanical Event in Tokyo 『KABOLO』 Kabutocho Botanical Lounge
【開催概要】
名称

The Botanical Event in Tokyo 『KABOLO』 Kabutocho Botanical Lounge

期間

2018 年 4 月 16 日（月）～22 日（日）

時間

申込方法

1.展示販売（11：00～20：00）
2.ワークショップおよびトークセッション（10：00～20：30 内、予約制）
展示販売は、開催期間中ご自由にご覧頂けます。
ワークショップ及びトークイベントは web 予約制です。（http://ptix.at/OmL9Xa）

登壇者

品品、TOKIIRO、Feel The Garden、リカシツ、常葉植物園、

出展者

LUFF Flower & Plants WORKS、ロイヤルガーデナーズクラブ、きんゆう女子。

共催

株式会社 TOE THE LINE、Feel The Garden、平和不動産株式会社

協力

カフェカンパニー株式会社
CAFE SALVADOR BUSINESS SALON（カフェサルバドル

ビジネスサロン）

東京都中央区日本橋茅場町 1-5-8 東京証券会館 1 階
http://cafe-salvador.com/
・ 全てのワークショップおよびトークセッションにおいて、会場ではコーヒー豆が
本来持つ“風味”を最大限に引き出した完熟豆のみを使ったコーヒーをはじめと
して、素材や鮮度にこだわったジュースや紅茶、ハーブティーをフリードリンク
でご提供いたします。
・ カフェスペースとビジネスサロンスペースにて、植物の展示販売を行っておりま
す。店内でゆっくりくつろぎながら、ご鑑賞いただけます。
会場
＜店内写真＞

ワークショップ
4 月 16 日（月）～22 日（日）の期間中、下記のワークショップを日替りで毎日開催いたします。

◆⾃分で作って楽しむ季節の景⾊盆栽
「景色盆栽」とは、器の中に小さな樹木と苔、砂をレイアウトし、一つの景色を想像しながら
盆栽を創り上げるといったもの。樹木を植えた後に、苔を山や丘、砂を道や川に見立てて配置し、
オリジナルの風景を創ります。ご自宅にお庭がなくても、この「景色盆栽」の中で小さな庭園が
できあがります。
ワークショップを通して、盆栽の基本・景色盆栽とは・景色盆栽の作成・育て方等を学ぶこと
ができます。作成した盆栽はお持ち帰りいただけます。
【実施期間】
・ 4 月 16 日（月）19：00～20：30
・ 4 月 21 日（土）13：00～14：30
・ 4 月 21 日（土）15：00～16：30
【申込方法】
・ 定員 30 名。web サイトからの事前予約制。http://ptix.at/OmL9Xa
【参 加 費】
・ 5,400 円/回（税込）※材料費込。フリードリンク付。
【講

師】品品

小林健二氏

・ 講師プロフィール

長野県小諸市生まれ。有限会社品品代表取締役。造園設計事務所を経験

の後、米国オレゴン州ポートランドで栽景を学び「景色盆栽」を確立する。現在は各所で個
展や景色盆栽教室を開催するほか、テレビや雑誌でも活躍。

http://www.sinajina.com/
《著書》
「あたらしい盆栽の教科書」（株式会社

エクスナレッジ）

「BONSAI×life 小さな盆栽で作る四季折々の景色」（株式会社
「景色盆栽

インテリアに映える小さな自然」（株式会社

エクスナレッジ）

日東書院）

◆多⾁植物の寄せ植え
品のあるベースにお好きな多肉をお選びいただき、アレンジしながら寄せ植えをしていきます。
多肉植物を上手に育てる方法などのお話もありますので、初心者の方も安心してご参加いただけ
ます。ワークショップで作成した寄せ植えはお持ち帰りいただけます。
【実施期間】
・ 4 月 17 日（火）19：00～20：30
・ 4 月 20 日（金）19：00～20：30
・ 4 月 22 日（日）15：00～16：30
・ 4 月 22 日（日）17：30～19：00
【申込方法】
・ 定員 30 名。web サイトからの事前予約制。http://ptix.at/OmL9Xa
【参 加 費】
・ 5,400 円/回（税込）※材料費込。フリードリンク付。
【講

師】TOKIIRO 近藤義展氏、近藤友美氏

・ 講師プロフィール

多肉植物に特化したアレンジを提案する近藤義展、近藤友美とのユニッ

ト。グリーンデザイン・ガーデンデザイン・ワークショップ開催など多岐にわたる活動の中
から、空間( 器) に生きるストーリー( アレンジ) を創作している。

http://www.tokiiro.com/
《著書》
「ときめく多肉植物図鑑 (ときめく図鑑)」（山と渓谷社）
「多肉植物生活のすすめ」（主婦と生活社）

◆苔のテラリウム
都会のマンションや職場でも植物に囲まれた生活がしたい。忙しい毎日なので手入れは最小限
で。出来れば鉢植えのように長く楽しみたい。その解決策として苔のテラリウムを提案していま
す。ワークショップを通して、苔の生態やテラリウムの構造、育て方等を学ぶことができます。
作成した盆栽はお持ち帰りいただけます。
【実施期間】
・ 4 月 18 日（水）19：00～20：30
・ 4 月 21 日（土）10：00～11：30
・ 4 月 22 日（日）10：00～11：30
【申込方法】
・ 定員 30 名。web サイトからの事前予約制。http://ptix.at/OmL9Xa
【参 加 費】
・ 3,800 円/回（税込）※材料費込。フリードリンク付。
【講

師】Feel The Garden 川本毅氏

・ 講師プロフィール

苔のテラリウムワークショップを累計 1,000 名以上に実施。第 19 回国際

バラとガーデニングショー(2017 年) に苔のテラリウム講師として招待される。新宿伊勢丹カ
ルチャーサロン講座開講

等

http://www.feelthegarden.com/

◆アロマウォーター蒸留とアロマテラピー
芳香植物の葉や果実から抽出される精油や蒸留してえられるアロマウォーター（芳香蒸留水）
には、心や体に穏やかに働きかける力があることが知られています。この講座ではリカロマを使
って、家庭蒸留とアロマテラピーを安全に楽しむために、まず覚えておきたい基礎知識を学びま
す。
【実施期間】
・ 4 月 18 日（水）16：00～17：30
・ 4 月 21 日（土）17：30～19：00
【申込方法】
・ 定員 30 名。web サイトからの事前予約制です。http://ptix.at/OmL9Xa
【参 加 費】
・ 4,800 円/回（税込）※材料費込。フリードリンク付。
【講

師】リカシツ

・ 講師プロフィール

2015 年清澄白河にオープンした、「理化学＋インテリア」のアンテナシ

ョップ。取り扱いの商品はプロが使用している理化学製品の他に理化学ガラス職人の作るリ
カロマ( 家庭用アロマウォーター専用蒸留器) や取手付ビーカー等を展開。

http://www.rikashitsu.jp/

トークセッション＜都会の暮らしに植物を取り⼊れる＞
盆栽と多肉植物アレンジ、それぞれの分野のトップランナーである 品品 小林健二氏 と
TOKIIRO 近藤義展氏のトークセッションを開催。「都会の暮らしに植物を取り入れる」をテー
マにお二人の植物への接し方をお話し頂きます。
【実施期間】
・ 4 月 22 日（日）13：00～14：30
【申込方法】
・ 定員 50 名。web サイトからの事前予約制。http://ptix.at/OmL9Xa
【参 加 費】
・ 1,000 円（税込）※フリードリンク付。
【登 壇 者】品品

品品

小林健二氏

小林健二氏

×

TOKIIRO

近藤義展氏

TOKIIRO

近藤義展氏

⼥性限定トークセッション＜きんゆう⼥⼦。植物とおかね＞
きんゆう女子。とのコラボトークセッションでは、植物とおかねの共通点について品品 小林健
二氏 と TOKIIRO 近藤義展氏と考えてみたいと思います。植物のプロから見た、おかね持ちの植
物との付き合い方や、金運の上がる植物についてお聞きします。
女性にとってどのように植物を生活に取り入れたら良いか、今すぐできる実践的なお話も。植
物ともおかねとも関わり方を、楽しく見直しませんか？
【実施期間】
・ 4 月 19 日（木）19：00～20：30
【申込方法】
・ 定員 30 名。web サイトからの事前予約制。http://ptix.at/OmL9Xa
【参 加 費】
・ 1,500 円（税込）※フリードリンク付。
【登 壇 者】
・ 品品

小林健二氏、TOKIIRO

近藤義展氏

【モデレータ】きんゆう女子。編集部
・ モデレータプロフィール

20 代～30 代を中心にした“金融ワカラナイ女子”へ、投資を中心

に身近な家計から世界経済まで、 自ら考え正しい情報をシェアしてアクションするコミュニ
ティ。毎週木曜夜、兜町・茅場町で女子会を開催。 金融リテラシーを上げ、 お金に囚われ
ず自由で等身大に生きることが目標。

https://kinyu-joshi.jp/

CAFE SALVADOR グリーンラウンジ（展⽰販売）
【実施期間】
・ 4 月 16 日（月）～22 日（日）11：00～20：00
※期間中は自由に入場、ご覧いただけます。
【出展者】（五十音順）
■品品

リビングに飾っても映える景色盆栽を展示販売致します。

■TOKIIRO

多肉植物の寄せ植えアレンジを展示販売致します。

■Feel The Garden

オフィスのデスクのでも育つ苔のテラリウムを展示販売致します。

■リカシツ

理化学ガラスと家庭用小型蒸留器「リカロマ」を展示販売致します。

■常葉植物園
プロフィール

エアプランツ(チランジア)の専門店。国

内有数の取り扱い品種数と常時多数の在庫を取り揃え
る。チランジア歴 18 年の栽培経験を活かした品質に自
信。
https://tokiwa-botanical.net/
■LUFF Flower & Plants WORKS
プロフィール

清澄白河にある花と植物の店。ブーケや

アレンジメントをはじめ、ガーデンデザインなど庭づく
りも手掛ける。
http://luff.tokyo/

■ロイヤルガーデナーズクラブ(株式会社タカギ)
プロフィール

散水機メーカーである株式会社タカギ

が手がけるオリジナルブランド。自社製品をベースによ
り愛着を持って使える付加価値商品を提案しています。
http://www.rgc.tokyo/

【ワークショップ・トークセッション・展示販売の内容に関するお問合せ先】
Feel The Garden

担当

川本

TEL090-1995-5824

