2015 年 1 月 15 日
報道関係各位
一般社団法人ナレッジキャピタル
株式会社KMO

グランフロント大阪

知的創造拠点「ナレッジキャピタル」

～思いを伝える 14 日間～

「ナレッジバレンタイン」開催のお知らせ
2 月 7 日（土）・8 日（日）はステージイベントを開催
日程：2 月 1 日（日）～2 月 14 日（土）
場所：グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル
一般社団法人ナレッジキャピタル（代表理事：宮原秀夫）
ならびに株式会社KMO（代表取締役社長：間渕豊）は、2月1
日（日）から2月14日（土）の期間、グランフロント大阪北館1
階「ナレッジプラザ」を中心とした各所で、バレンタインイベン
ト「ナレッジバレンタイン」を開催します。
バレンタインデーに合わせて開催する本イベントは「思いを
伝える」をテーマに、大切な人にさまざまな思いを伝えるコン
テンツをご用意します。期間中は、欧米でポピュラーな男性
から女性へ花を贈るイベント「フラワーバレンタイン」を取り入れ、国内外で活躍する3組のフラワーアーティストによる
フラワーアート作品がナレッジキャピタルの各所を彩ります。また、2月7日（土）・8日（日）は、今話題の占い芸人「ア
ポロン」よるトークショーや、日本初のスイーツ学専攻を設立した大手前大学の松井博司教授によるスイーツづくりな
どのステージイベントを開催します。そのほか、お子さまも楽しめる「バレンタインワークショップ」やバレンタイン限定
メニューの販売など、女性から男性にチョコレートを贈るだけではなく、大切な人へ思いを伝える機会をさまざまな形
で提案します。
ナレッジキャピタル流のバレンタインで心温まる 1 日をお過ごしください。

1. 館内を彩る「フラワーアートミュージアム＆スタンプラリー」
「ナレッジバレンタイン」を華やかに盛り上げる演出として、国内外で活躍する 3 組のアーティストによるフラワーアー
トを展示します。また、アート作品を回ってスタンプを集めた方に特製生花もしくはお菓子をプレゼントする「スタンプラ
リー」を実施します。
＜アーティスト紹介＞
① 細沼光則氏(Ｈａｎａｈｉｒｏ代表取締役社長 ・ フラワーアーティスト)
ロンドン・パリにて修業後、プリザーブドフラワーを日本に紹介した第一人者としてイベントやスクール
監修を手掛けるほか、ホテル装飾や店舗プロデュースを担当。2012 年、ハワイ・ホノルルに初の海外営
業所『HANAHIRO U.S.A.』を設立し、国内外で活躍中。
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②

株式会社日比谷花壇・武田桃子氏＆田中利治氏/美術作家・植田志保氏

武田桃子氏(シニアデザイナー)
1994 年オランダ Gouda のフラワーショップ「Blomatelier」にて Diny Blom に師事する。その後、イギリス
London Golders Green にて在住、Brita Wolf に師事。帰国後、株式会社日比谷花壇にてフラワー装飾を
担当。ホテルイベントや講習会などを監修。イタリアのインテリア展示会「ミラノサローネ」やフランスの装飾
展示会「メゾン・エ・オブジェ」などの視察に参加。現在は食空間コーﾃﾞィネイトを活かしたホテルリノベーシ
ョン事業のディレクションを努める。

田中利治氏(シニアデザイナー)
花で空間を変える匠なデザインで、一流ブラインドのイベントやパーティー装飾を多数手掛ける。クリエイター
として「現場主義」そして「ものづくり」がすべての基本である、が信条。
多様化するリクエストやニーズに応えなから同じデザインは二度と作らない。 その積み重ねこそが自身のオ
リジナリティである。

植田志保氏(美術作家)
「色のすること」と冠した抽象的表現を、言葉や絵に置き換え、平面のみにとらわれない表現を発表して
きた。その活動は国内のみにとどまらず、海外にも発展している。意識の輪郭は 色を漂す 魔法へ。

③ＪＯＣＡ（じょうか）氏
個展活動、フォトグラファーとの撮影デコレーション等を多方面で行う。

スタンプラリーについて
開催日時： 2 月 1 日（日）～2 月 14 日（土） 11：00～18：00
開催場所： グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル 2～4 階 イベントスペース各所
参加用紙配布場所： 館内指定場所
プレゼントお渡し場所： ナレッジキャピタル 1 階「カフェラボ」横カウンター
※特製の生花もしくはお菓子がなくなり次第終了

2. ナレッジバレンタインを盛り上げる「ステージイベント」（場所：ナレッジプラザ）
① 今、話題の占い芸人・アポロンによるスペシャルトーク
2 月 7 日（土） 14：00～／16：30～
2 月 8 日（日） 16：30～

(各回 30 分)

＜アポロンプロフィール＞
ガブリエルみきと山崎祐介によるお笑いコンビ。山崎祐介は、手相、算命学、オラクルカードなどさまざまな占い技法を駆使し、
過去現在未来のすべてを当てる話題の占い師。

② ラッピングコーディネーター中尾和香奈氏による「気持ちを一緒に包みこむラッピング体験」
2 月 7 日（土） 11：30～／15：00～

（各回 30 分）

＜中尾和香奈氏プロフィール＞
ラッピングコーディネーター。㈱INAX （現㈱LIXIL）を経て、2010 年にラッピングデザインスタジオ BON
PLIAGE を開設。ライオン「GUEST＆ME」12 ヶ月のラッピング提案、大丸東京店和洋酒ラッピングデザイン
のディレクションを手掛けるほか、カジュアルウエディング用祝儀袋は全国セレクトショップで販売され人気
を博す。ハースト婦人画報社 25ans 公式ブロガー「中尾和香奈の毎日が贈り物」にてブログ執筆中。
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③ 心理カウンセラー栫井利依氏による「心の中から輝くために『内面美人振る舞い講座』」
2 月 8 日（日） 13：30～14:00
＜栫井利依氏プロフィール＞
婚活女性向けの講座を長く開催しており、OZmall 主催で読者向けの婚活講座でも好評を得ている心
理カウンセラー。

④ 「大手前大学スイーツ・ラボ」が提案する新しいスイーツの楽しみ方・味わい方
2 月 8 日（日） 14:30～15:30
・ショコラと柑橘系フルーツによる新感覚スイーツのプレゼンテーション
昨年、宮崎県とのコラボレーション商品を発表し、さらに素材研究を進め、柑橘系コンフィチュールを
完成(製法特許出願予定)。これを活用したショコラスイーツを発表。

・ヘルシー志向スイーツの開発
関西大学とのコラボレーションから生まれた「接着タンパク質」を活用したベジタブルチョコレート。
とろみのあるフレッシュな果汁を加工したボンボンチョコレートを発表。

・スイーツライフへの新提案 スイーツ・ボックスの発表
フレッシュなショコラやスイーツ類を楽しむために従来とは異なるスイーツライフを提案。大手前大
学の学生・企業・行政とのコラボレーションで生まれた「スイーツ・ボックス」を発表。
＜松井博司氏プロフィール＞
大手前大学 総合文化学部 スイーツ学専攻教授。スイーツの学術的体系を整えることに尽力する。
全てに対してアーティスティックな感性で自分の進むべき道を迷わずに歩いてきたが、研究者として
スイーツを、パティシエとして製菓を、シュガーアーティストとして芸術を、そしてなにより学生達に
お菓子作りの心を伝える指導者でもある。

その他、各ステージの間にはアコーディオン奏者「福人氏」によるアコーディオン演奏でステージ
を盛り上げます。

3. 大切な人に想いを伝える「ワークショップ」
① 紙飛行機で大切な人に思いを届ける「空飛ぶサンクスレター」
Ｅメールのアイコンで紙飛行機のシンボルがよく使われますが、本当に「飛んで」メッ

セージを届けることができる手紙ができたらステキではないでしょうか。
「空飛ぶサンクスレター」は、紙飛行機の形状でポストに投函、郵送できる封筒やハガ
キを使って、大切な人へ想いを届けることができます。
会場に設置された巨大ポストを目がけて、想いをつづった紙飛行機を飛ばしてみまし
ょう。まるで自分で飛んできたように相手に届く新しいスタイルのコミュニケーション体験
です。

日 時：

2 月 7 日（土）、8 日（日） 11：00～18：00

場所：

グランフロント大阪 北館 1 階 ナレッジプラザ

参加料：

無料（郵送料は別途必要）

3

② お子さまも、家族みんなで簡単に楽しめる「バレンタインワークショップ」

本物そっくりで見た目もかわいいスイーツデコ作りや、ラッピングコーディネーター中尾和香奈氏プロデュース
によるラッピング体験、ハート形や星形のレザーに模様やメッセージを刻印するレザークラフトなど、お子さまか
ら大人まで、どなたでも簡単で楽しいワークショップです。
＜ワークショッププログラム内容＞
① バレンタインに贈る「スイーツデコ作り」（参加料：300 円）
本物のスイーツにそっくりでおいしそう！見た目もかわいいスイーツデコ。
甘いものが苦手な人へのプレゼントにぴったりです。
② 大切な気持ちを大事に「ラッピング体験」（参加料：無料）
包み紙にちょっとした工夫を加えて、リボンを少しオシャレに結ぶだけ。思いを伝える
大切なプレゼントをオリジナルでデコレーションしてみましょう。
③ 思い出の形を刻もう「レザークラフト体験」（参加料：300 円）
ハート形や星形のレザーに模様を刻印したり、メッセージや名前を彫って、自分だけ
のオリジナルキーホルダーを作ってプレゼントしてみませんか。
④「心を伝える優しい絵手紙」（参加料：無料）
絵手紙は、はがきに絵を描き、文字を書いて真心を込めて贈る「心に贈り物」。
誰かに喜んで貰いたい、そんな優しい気持ちを伝えるために絵手紙を書いて
みませんか。
⑤ 「ふわふわぁ～羊毛でつくるハートのオーナメント」（参加料：300 円）
染色した羊毛を使ってフェルトのオーナメントを作るプログラムです。出来上がった
オーナメントの内側は袋状になっているので、チョコレートを入れてプレゼントすること
ができます。
日 時：

2 月 7 日（土）、8 日（日） 11：00～18：00

場 所：

グランフロント大阪北館 1 階 ナレッジプラザ

※なくなり次第終了

4. 「ナレッジバレンタイン」連動イベントをナレッジキャピタル各所で展開
①

フューチャーライフショールーム各店舗でのバレンタイン企画
「ナレッジバレンタイン」に連動し、ナレッジキャピタル 1 階から 6 階のフューチャーライフショールームの各店舗内で

も、楽しいイベントやバレンタインに向けて学ぶレッスン、また特別メニューなどをご提供します。

実施場所

実施日時

実施概要

4 階 積水ハウス

1/17（土）～2/15（日）

ココロもホッとする「期間限定あったかバレンタインメニュー」

住ムフムラボ

10：00～19：00

・料金：一般 600 円、会員 300 円

2/14（土）、15（日）

Smarpy からのバレンタイン・プレゼント

11：00～16：00

「特別試乗会エントリー受付」
・参加費：

4階

無料

・申込方法： 1/2～2/1（10：00-19：00）にエントリー受付

ダイキン「フーハ大阪」
1/31（土）～2/15（日）の

「ぴちょんくんのバレンタインカード作り」

土日 11：00～17：00

・参加費：無料
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2/8（日）

「ハマビーズでバレンタインチョコをつくろう！」

13：00～14：00

・料金：300 円

3階

・定員：8 組（先着順）

ボーネルンド
あそびのせかい

3階

2/11（水・祝）

「大好きなお父さんへ贈るバレンタインカードづくり」

2/14（土）

・料金：300 円

13：00～14：00

・定員：各回 15 組（先着順）

2/7（土）、8（日）

「バレンタイン３Ｄカード作り」

13:30～16:30

・料金：無料

エナレッジ

②

カフェラボ

・定員：各日先着１００名

バレンタイン限定メニュー販売

バレンタイン限定のスペシャルメニューが登場します。「恋に溺れるアフォガート」や「苺ハートのチョコフォンデュ風
パンケーキ」など、バレンタインにちなんだ甘いデザートやドリンクをお楽しみください。
チョコレートと
へーゼルナッツのホイップラテ
\580
チョコレートとヘーゼルナッツの
ホイップをラテにトッピング。ハ
ートシュガーをふりかけてバレ
ンタインを盛り上げます。

ローズピンク＆
ハイビスカスハーブティー
\580
煎茶をベースに、有機ローズピ
ンク、有機ローズヒップ、ハイビ
スカスなどをブレンドした香り豊
かなハーブティー
恋に溺れるアフォガード
（ローズベリーホイップとソフトクリームのエ
スプレッソがけ）
\580
イタリアのデザート「アフォガード」をアレン
ジ。苺とローズが香るホイップと濃厚ソフトク
リームにエスプレッソをかけて食べる〝溺れ
る″デザート。食用花ベルローズを添えたワ
ンランク上のデザートです。

ストロベリーの
チョコフォンデュ風パンケーキ
\880
たっぷりソフトクリームとチョコレー
トソース、マシュマロをトッピング。
フォンデュのように楽しめます。

デミグラスミートソース・タリアテッレ ～マスカルポーネ添え～
\1,000
カカオを練りこんだ生パスタにデミミートソースをからめ、マスカルポーネをトッピングした贅沢パスタ。

販売期間： 1 月 23 日（金）～2 月 14 日（土） 8：00～23：00（ラストオーダー22：30）
販売場所： グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル 1 階 「カフェラボ」
※価格はいずれも税込み

①

アクティブラボ「バレンタイン！THE Lab 探検クイズ」
アクティブラボの展示コンテンツを一つ一つ巡り、回答するクイズラリーを実施します。今

回、バレンタイン企画としてこども向けおよび大人向けに加え、カップル向けのクイズも用意
します。クイズに回答すると素敵なギフトをプレゼントします。
実施期間： 2015 年 1 月 31 日（土）～2 月 14 日（土） 11：00～18：00
実施場所： グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル 2、3 階 「アクティブラボ」
参加料： 無料
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