
11/ 25Mon ～12 / 1Sun

兜町、兜町、兜町、茅場町茅場町茅場町から都から都から都会に植会に植会に植物のあ物のあ物のあるライるライるライるライるライるライるライフスタフスタフスタフスタフスタフスタフスタイルのイルのイルのイルのイルのイルのイルのイルのイルの魅力を魅力を魅力を魅力を魅力を魅力を魅力を魅力を発信す発信す発信す発信す発信す発信す発信す発信す発信す発信するるるるるるるる

11/ 23 Sat ～11/ 24Sun

兜町、兜町、兜町、茅場町茅場町茅場町で働くで働くで働く人々に人々に人々に、癒し、癒し、癒しと休息と休息と休息の時間の時間の時間を提供を提供を提供を提供を提供を提供を提供を提供を提供するするするするするするする

都都都都都都会会会会会でででででででもももももももラララライイイイイイフスタイイルに植物を取り入れたい。
店頭店頭店頭店頭店頭店頭店頭店頭ににににににに並んだ並んだ並んだ並んだ並んだ並んだ商品をただ購入入するのではななく、

そのののののののバババババババッッッッッッックククククククグラウンドまで知った一一品を品を選びびたい。
確確確確かかかかかななななな技技技技術指導導ののもと、自自分だだけけのの作品品をを仕立立てたい。たい。
江戸時江戸時江戸時江戸時江戸時江戸時代、植代、植代、植代、植木市で木市で賑わい賑わいをみせをみせた兜町た兜町・茅場・茅場町で開町で開催。催。

期期期間間間中、毎日日植植物に関するワークショップをを開催、
合合わせてわせて関連作作品の販売をを実実施施ししまます。。

The Botan ica l  Event  in  Tokyo

兜町・茅場町のボタニカルなイベント、カボロ

2019.11/ 23 Sat  ～ 12 / 1Sun

Vol.3

とは

FinGATE KAYABA (フィンゲートカヤバ)
東京都中央区日本橋茅場町1丁目
茅場町駅 (日比谷線 / 東西線) 6番出口徒歩 1分

開催日時   2019年11月23日(土)11:00~18:00

                         　11月24日(日)10:00~17:00

入場料

出展者     品品, TOKIIRO,  BARREL, Feel The Garden, Queue de ranun, 道草,  moss-connect , mossmile, the Farm universal ,
　　　　  garage, ピクタ, 苔むすび,KUMANOMI360, Um Dimm,アクアデザインアマノ, Mosslight-LED , 植物男子, LUFF, 常葉植物園

会場

主催　　 KABOLO実行委員会
共催　　  一般社団法人兜らいぶ推進協議会
協力 　    平和不動産株式会社,株式会社プレココーポレーション,カフェ・カンパニー株式会社, メディアパートナー LOVE GREEN, Botapii

￥500

植物関連KABOLOマーケット

セミナー無料 
ワークショップ 有料(予約制)

2019年11月25日(月)～12月1日(日)11:00~20:00

　　　　　　　　　　 　　※最終日のみ18:00終了

入場料

会場

無料  ワークショップ 有料(予約制)

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
茅場町駅 (日比谷線 / 東西線) ８番出口直通
日本橋駅 (浅草線 / 東西線 / 銀座線) D２出口徒歩５分
カフェ営業時間   平日 7:00 -22:00, 土日祝 9:00-20:00 
tel .03-5623-3105　/    www.cafe-salvador.com

開催日時 

ワークショップ/ 展示販売

〔 ワークショップ/展示販売 〕11/23,24の作品を継続展示、委託販売

〔 植物関連KABOLOマーケット 〕クリエイターが作品を直接販売

お問い合わせ・お申し込み
Tel : 090 -1995-5824（川本）HP : https://www.kabolo.site/



Lecture  〉道草
11/ 23 Sat

11/ 24Sun

11/ 24Sun

Lecture  〉道草  ～身近なコケ植物の生態～
　　   　　16:00~16:45 ( 定員20名) 溶岩石着生 ( 定員12名)

参加費6,600円(税込)
11:15~12:45,13:45~15:15

Lecture  〉Queue de ranun

Lecture  〉 作家 内野敦明氏  10:15~12:15 ( 定員10名)

Lecture  〉kumanomi360 ～TSUKUYOMI～
　　　　 15:00~17:00 ( 定員20名)

Lecture  〉mossmile Lecture  〉moss-connect

11/23, 24  garage 出展！

11/25~12/1 the Farm 出展！

苔テラリウム ( 定員12名)
参加費4,400円(税別)
10:30~12:00,13:00~14:30

15:30~17:00

苔テラリウム( 定員12名)
参加費3,850円(税別)
10:30~12:00,13:00~14:30

15:30~17:00

Lecture  〉TOKIIRO ～植物と人とが共存する未来～
　　　　   13:15~14:00 ( 定員20名)

ガラスコルク ( 定員12名) 
参加費3,800円(税込)
11/25(月) 16:00~17:30

Lecture  〉品品
景色盆栽 ( 定員12名) 
参加費5,500円(税込)
11/30(土) 16:00~17:30

　　　　  18:30~20:00

Lecture  〉アクアデザインアマノ

パルダリウム ( 定員10名)
参加費16,500円(税込) 
11/28(木) 18:00~20:00

11/30(土) 15:30~17:30

　　　　 18:00~20:00

Lecture  〉苔むすび
苔テラリウム ( 定員12名)
参加費4,400円(税込) 
12/1(日) 13:30~15:00

　　　   16:00~17:30

Lecture  〉moss-connect
苔テラリウム ( 定員12名) 
参加費4,400円(税込)
12/1(日) 13:15~14:45

　　　   15:45~17:15

Lecture  〉ピクタ
土を使わないオープンインドアグリーン
 ( 定員12名) 
参加費3,800円(税込)
11/29(金) 18:30~20:00

Lecture  〉Feel The GardenLecture  〉LUFF

放置植物 ( 定員12名) 
参加費8,800円(税込)
11/27(水) 15:30~17:00

11/30(土) 11:00~12:30

Lecture  〉ピクタ ～室内栽培に使用する光源の性質とその利用方法～
　　　　 17:00~17:45 ( 定員20名)

専用の容器×照明機器であるMosslight-LEDコラボ作品の展示 / テラリウムワークショップ

　Mosslight-LEDとは苔植物とLED照明を組み合わせたテラリウムで自然光
が当たらない場所でもLEDの光と水だけで植物を育てることができます。
　ワークショップで作成する作品は、6ヶ月から1年たった頃に美しいコケの
山が出来るものです。レイアウトをして完成ではなくゆっくり育て観察しな
がら成長を見守る作品で、モスライトの中で1日約8時間のLED照明の点灯
と1週間に１～2回の霧吹きでの水やりで一生懸命に生きようとするコケ植物
をサポートします。すると3ヶ月ぐらいでコケ植物が着生し、ゆっくり新しい
葉が増えてきて、1～2年できれいな景色を創り出してくれます。その綺麗な
成長を３６０度回しながら楽しめるオシャレなガラス容器になっています。  

Instagramのフォロワー７万人を越え世界から
注目を集めるMosslight-LEDの照明付き容器を
使用した作品を全国の有名クリエイターが作成。
このコラボ作品を展示販売致します。

11/ 23 Sat

11/ 24Sun

Lecture  〉Queue de ranun 
ガラスコルク( 定員12名)
参加費3,800円(税込)
11:30~13:00/ 14:00~15:30

参加費41,800円(税込)

苔テラリウム ( 定員12名) 
参加費3,800円(税込)
11/26(火) 18:30~20:00

11/30(土) 10:45~12:15 

　　　　 13:15~14:45

12/1(日)   10:45~12:15

クリスマスリース( 定員10名)
参加費5,000円(税込)
16:30~18:00

11/ 25Mon ～ 12 / 1Sun

11/ 23Sat  ～ 11/ 24Sun

お問い合わせ
お申し込み

植物関連KABOLOマーケット

ワークショップ / 展示販売

〔ワークショップ〕

〔ワークショップ〕

〔セミナー〕

〔セミナー〕

（入場料 500円）

（入場料 無料）

（無料）（入場料込）

（入場料込）

（無料）

テラベース ( 定員10名) 
参加費16,500円(税込)
11/27(水) 18:00~20:00

共催「兜LIVE！」は、兜町・茅場町の
"いま"を伝え、にぎわいを作るプロジェクト。
街に関わる様々なイベントを定期開催中！
"

Tel : 090 -1995-5824（川本）
HP : https://www.kabolo.site/

クリスマスリース ( 定員10名) 
参加費5,000円(税込)
11/25(月) 18:30~20:00

Lecture  〉アクアデザインアマノ
パルダリウム( 定員10名)
参加費16,500円(税込)
14:00~15:30,16:30~18:00

石と植物を使ったテラリウム( 定員12名)
参加費3,800円(税込)
11:30~13:00

Lecture  〉ピクタ 

Feel The Garden mossmile


