
pranning design

01



01 pranning design / シ
ョ
ッ
プ
提
案

ショップ提案

“アタル” ショップを提案し、企画書を作成する

実際にお店を開くことを想定して、今まで学習してきたことを活かしお店のコンセプトや商品展
開を考え、ロゴデザインやリーフレット、チラシなどの印刷物、ショッパーなどを制作しました。

オリジナルの世界観をつくるサボテンの寄せ植えショップ

サボジナル
園芸店や雑貨屋さんで寄せ植えを探すもなかなか自分好みの寄せ植えに巡り会えないという経験はありませんか？
サボジナルとはサボテンとオリジナルを掛け合わせた言葉でお客様ご自身がサボテン、鉢、ピックなどを選び、寄
せ植えをすることで自分だけのオリジナルの寄せ植えをつくることができるショップを企画しました。 

3年次生
2021.9～11（3週間） Ai PsAi



ショップ経緯

当たるショップ 自分の好きなもの・興味のあるもの需要のあるもの

コロナ禍

ただ “ものを買う” のではなく、
“自身が体験し思い出を作る”
傾向が高まっているように思う

体験型のショップは需要がある
のではないか？ コロナでお家時間が増えた

お部屋に緑があることで、明る
くなったり癒されたりする

植物は水やりをしたり成長を楽
しむ事ができ、自分で植えたも
のなら愛情もより一層深くなる

のではないか？

小学生の頃からサボテンや多肉
植物が好きで育てていた

園芸店や雑貨屋さんで寄せ植え
を探すもなかなかドストライク
の寄せ植えに巡り逢えない

自分でサボテンも鉢も選べるお
店があったら好みの寄せ植えが
出来るのではないか？

人と被らないオリジナルティの
ある個性的なものが好き

こだわりが強い、また自分のイ
メージするものやアイデアを取
り入れたものを作りたい

寄せ植えのピックを種類豊富に
取り揃え、自分だけのオリジナ
ルの寄せ植えを作れたら

お客さんがサボテンを選んで、鉢を選んで寄せ植えをするサボテンで見立ての世界を楽しむ体験型のショップ

ターゲット

20 代～40 代女性
20 代～40 代女性に向けて外観やポスター、チラシなどのグラフィックスを制作。
メインは 20 代～40 代だが、鉢やピックなどは子供向けや渋めの物まで幅広い年
代を意識して取り揃える。

ショップの強み

・お客さん自身が寄せ植えをする
　店員のレクチャーのもとお客さん自身に寄せ植えを体験してもらう。

・オリジナルの世界観を作る豊富な鉢とピック
　種類豊富な鉢、定番のものからユニークなものまで数多くのピックを取り揃えている。
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process 企画書を進める

リサーチを行い、どのようなショップにするか考える

園芸店や専門店に行き、商品の品揃えや配置などをリサーチします。
また、インターネットでサボテンや寄せ植えの作品について調べます。

リサーチをまとめアイデアを出し、ショップの概要を考えます。

お店の商品展開やサービスを考える
コンセプトやお店の強み、ターゲットを明確にし、具体的な商
品展開やサービスを紙に書き出し企画を練っていきます。企画
書に必要な制作物をまとめ、制作スケジュールを組みます。

企画書のフォーマットを作成し、
レイアウトを考える
お店のイメージに合わせてイメージカラーやタイトルの
フォントなどを決め、企画書を作成する準備を進めていき
ます。必要な項目を書き出し、ページ数やレイアウトも考
えていきます。

必要な印刷物やパッケージを
デザイン・制作する

制作物

印刷物
・カフェや雑貨屋などに配置するフライヤー
・寄せ植えをされたお客様にお渡しするリーフレット
・店内に配置するサボテンの育て方をまとめたペーパー
・寄せ植えキットに付属する寄せ植え手順の説明書
・ポイントカード

box・ショッパー
・寄せ植えを入れる box とショッパー 
・サボテンの雑貨やジオラマなどを入れるショッパー

ロゴデザイン
サボテンモチーフの雑貨のデザイン・制作
実際にサボテンを購入し、寄せ植えを行う
オンラインショップで販売する寄せ植えキット
( 段ボール箱・サボテンを入れる box・ラベルなどのデザイン )

ショップ提案 リサーチ①FUKUOKA  EFFECT 2021.07.11　

FUKUOKA  EFFECT
○

○お店のあちらこちらに寄せ植えがあり、売られているオーナメントのアレンジの提案にもなるし見ている
　だけで楽しめる
○サボテンがギュッと詰まっているだけで見ていて楽しい
○売られているサボテンは結構大きくてずっしりしているがショップ提案で考えているのはもう少し小さめ
○写真のようにサボテンの種類ごとに分けて、一つづつ取り出せるようにしたい
　→お客さんは寄せ植えしたいサボテンを取っていく
個別に取り出せるように、お客さん自身にサボテンを取ってもらう

○寄せ植えのワークショップやお客さんがサボテンを選び店員が寄せ植えをするお店が多い

  お客さん自身がサボテンを選んで寄せ植えをするショップを作りたい！！！

サボテン
を選ぶ

鉢を
選ぶ

ピック
を選ぶ 寄せ植え▶ ▶ ▶ショップでの流れ

・サボテンや鉢だけの購入も◎
・鉢を選んだ後にサボテンを選び直すことも◎
・ピックは寄せ植え後に付け足すことも◎
・所要時間 20 分～45 分くらい

←こういうの

ショップ提案 リサーチ②ネット調べ/現地取材 2021.07.11　

○アートプランター Echidna (jin) さんの作品。
○サボテンの接木を果物や野菜などの造形作品を使って接いでいる。
○インパクトに残るビジュアルで予想外のピックとか作れたら面白そう！

○千葉県にある SABOTEN MISSILE という多肉植物 , サボテンの専門店
○動物と植物を寄植えにしたジオラマアレンジ（サボテンジオラマ）の提案や、厳選した観葉植物の通販販売
    も行っている
○動物のフィギュアはドイツのメーカーが 1つ 1つ手作業で作っている物で同じ動物でも表情に違いが
○ネットで調べた中では一番理想のショップに近い

ショップ提案 リサーチ⑤伊豆シャボテン動物公園 2021.07.12　

世界で唯一！？サボテン狩りができる場所

○約 1500 種類の世界中のサボテンや多肉植物が栽培されている

　な写真が SNS を中心に話題になっている
○他にはないここだけの体験・思い出ができる
○270 種類以上のサボテンや多肉植物が広がっている
○園内にはギボン亭というレストランでサボテンステーキやサボテング　
　リーンカレーなどといったサボテン料理を食べる事ができる

○サボテンの寄せ植えがメインというよりかはお土産という感じ
○なかなか気軽に立ち寄れる距離ではない

▼

リサーチまとめ　　　　　　　　
○お店を事前に調べて来てくれた方だけでなく、気軽に立ち寄ってもらえる
　ような “ちょっと気になる” ような雰囲気作り
○お店の立地はお洒落なカフェや洋服屋さんが並ぶような通り
　都心の大通りを一本入った路地裏のような場所
○寄せ植えしたサボテンを崩れないようにどう持ち帰ってもらうか？
○サボテンの種類 10～15 は少ないかも
○サボテン料理は興味を引くけど寄植え＋キッチン・飲食スペースは場所を
　とる、サボテンをモチーフとした文房具やインテリア雑貨とかあってもい
　いかも

ショップ提案 サボテンの寄せ植えのショップを作る経緯 2021.07.16　

個人的な理由
○小学生の頃からサボテンや多肉植物が好きで寄せ植えな
　ど集めて育てていた

○二回生の課題でサボテンのポスターを制作して以来サボ
　テン愛が再熱！！！

○園芸店や雑貨屋さんで寄せ植えを探すもなかなかドスト
　 （サボテンは可愛いけ

　ど鉢がいまいちサボテン 3種類のうち 1種類がいまいちなど）

○調べていると動物のフィギア付きの寄せ植えを発見、見
　立ての世界を楽しめたら

コロナ禍
○コロナでお家時間が増えた

○お部屋に緑があることで、明るくなったり癒されたりす
　るのでは

○水やりをしたり成長を楽しむ事ができ、自分で寄せ植え
　したものなら愛情もより一層深くなるはず

○オンラインショップで寄せ植えキットも販売予定

○プレゼントで寄せ植えキットを送っても◎お家時間を楽
　しめる！

当たるショップとは？
○当たるショップ＝需要のあるもの需要の高まっているも
　のだと考えた
○ここ数年デパートやイオンモールなどでお料理教室を見
　かける事が増えた
○料理本を買う・ネットで調べるのではなく、一緒に料理
　のレシピを学びながら作って食べる・交流や会話を楽し
　む体験型のお料理教室
○学生の頃の家庭科の調理実習みたいな雰囲気
○ただ “ものを買う” のではなく、“自身が体験し思い出
　を作る” 傾向が高まっているように思う
○体験型のショップは需要があるのでは？

お客さんがサボテンを選んで、
鉢を選んで
寄せ植えをする
サボテンで見立ての世界を楽しむ
体験型のショップ
を作りたい！！！

ショップ経緯

ターゲット ショップの強み

コンセプト

素人
( ワークショップ )

玄人
( 専門店 )

寄せ植えはせずともピックや鉢
の購入目的でお店に来て欲しい

メインは素人だけどピックや鉢の
豊富さなどから一部の玄人にも興
味を持ってもらえるショップ

・気軽に参加しやすい
・値段 ( 取り扱っている物の単価が )
   安い分クオリティーが低い
・興味や魅力を知ってもらえるきっかけになる
・作品の完成度というよりかは体験・思い出メイン

・専門的な知識は勿論、独自のこだわりがある
・値段が高く、品質の良いものを取り扱っている
・万人受けはしないが、刺さる人には刺さる
   マニアックな店が多い
・お店によってはおたかく入りずらさがある

○20 代～40 代女性
・20 代～４０代女性に向けて外観やポスター、DMなどのグラフィックスを制作
・メインは 20 代～40 代だが、鉢やピックなどは子供向けや渋めの物まで幅広い年代を

○お客さんが寄せ植えをする

○オリジナルの世界観を作る豊富な鉢とピック

選んだサボテンや鉢をお店の人が寄せ植えをする事が多いが、店員のレクチャーのもとお客
さん自身に寄せ植えを体験してもらう

壁一面に広がる鉢、動物や人間のジオラマなど定番のものからユニークなものまで数多くの

サボテンを山や木とし、見立ての世界をつくる事ができる

○寄せ植えを通して、サボテンの魅力や鉢やピックを使った
    アレンジの楽しさを知ってもらうショップ
○寄せ植えを通して、楽しい時間を過ごしてもらい思い出を
    作れる体験型のショップ



フライヤー 148×100mm

リーフレット 182×257mm ペーパー 182×257mm

寄せ植え box / ショッパーデザイン box もショッパーも左から小・中・大の3サイズを展開予定

サボテンモチーフの雑貨

ミニレターセット　330yen

メモ帳　250yen

付箋　380yen

サボテンの寄せ植え

リーフレットや説明書を作成の際
サボテンの育て方や植え替えの時
期や仕方について本やインター
ネットを利用して調べました。

サボテン生産が盛んで実生栽培
（種から育てる栽培方法）の生産
量で全国 No.1 の愛知県春日井市
に行き、サボテンの卸売販売をさ
れている「後藤サボテン」さんの
お店で寄せ植えに必要なサボテン
を購入しました。
サボテンはもちろん鉢やジオラマ
もお店をみて周り集めました。

企画書完成
ショッパーや寄せ植えなどの写真
撮影を行い企画書に配置します。

オリジナルの世界観
をつくる
サボテンの寄せ植えショップ

オリジナルの世界観をつくるサボテンの寄せ植えショップ オリジナルの世界観をつくるサボテンの寄せ植えショップ

Instagram寄せ植えの流れ

サボテンを選ぶ 鉢を選ぶ ピックを選ぶ 寄せ植えをする 完成

× ＝サボテン オリジナル サボジナル

ショプ名のサボジナルはサボテンとオリジナルを掛け合

わせた言葉です。サボジナルでは自分でサボテンや鉢、

ピックを選び、寄せ植えをすることで自分だけのオリジ

ナルの寄せ植えをつくることができるショップです。

ただ “ものを買う” のではなく、“自身が体験し思い出”

を作ることで愛情もより一層深くなるはずです。

〒 604-80××  京都府京都市中京区中之町××-×　TEL 075-708-84××　営業時間 11:00～19:00  水曜日定休　https://www.sabojinaru.com

Instagram

2 年に 1 回を目安に植え替えをしよう

なぜ植え替えが必要なの？

長い期間植え替えせずにいると、水はけが悪くなって根腐れしてしまうことがあります。土の栄養素が減ることで生育が悪くなるため、定
期的に植え替えをする必要があります。 目安は 2年に 1 回で、サボテンの植え替えする適期は、生育期直前の 3～4 月です。

植え替えが必要なサボテン

成長し、鉢が窮屈になって
いると感じたらひと回り大
きな鉢に植え替えましょう。

鉢の底から根が伸び
出してきたもの

水やりをしてもなか
なか水が土に染み込
まない場合

〒 604-80××  京都府京都市中京区中之町××-×      TEL.075-708-84××       営業時間  11:00～19:00  水曜日定休      https://www.sabojinaru.com

サボテンが成長し、鉢が小さくなってくるとひと回り大きな鉢へと植え
替えをしなくてはなりません。
そこで、サボジナルでは寄せ植えをされたお客さんに、植え替えが無料
でできるサービスを行っています。
寄せ植えを持ってショップにお越しくだされば、知識豊富な店員と一緒
に植え替えを行うことができます。植え替えのタイミングについては裏
面に記載しております。

クーポンのご利用にあたって
●クーポンは一度限りの利用となります。
●クーポンは再発行出来ません。大切に保管して下さい。
●ご利用の際はクーポンをお持ちしてご来店下さい。
※寄せ植え料が無料になるサービスです。鉢代などは別料金です。

植え替えのタイミング

サボジナルの引っ越し代無料サービス

多肉植物の一種であるサボテンはユニークで個性的な形が魅力的です。性質が丈夫なサボテンは、ガーデニング初心者にも
育てやすい植物です。サボテンが喜ぶ環境を知り、生き生きとしたサボテンに育てましょう！

感想地帯出身のサボテン は日当たりと風通しが大好き

サボテンの水やり

水は株ではなく土にしっかりあげましょう。
株にかけてしまうと、棘や棘座が密集している
ものは蒸れて腐ってしまうので注意しましょう。

一度にあげる水の量は、針底穴から流れ出るくらいが目
安になります。
底に穴がない器の場合は、鉢の中全体が湿るくらい与えます。入
れすぎた場合は鉢を傾けて余分な水を出し、根腐れを防ぎます。

水やりの頻度は、「土が完全に乾いたらたっぷりあげる」
ということを意識しておくことが大切です。
育成環境によっても異なりますが、春と秋は月 2 回、夏と冬は月
1回程度を目安とすると◎

育てる環境

サボテンが好む環境
よく日が当たる / 風通しが良い / 直接雨当たりのないところ

サボテンにとって悪条件の場所
日が当たらない / 湿度が高い / 風通しが悪い

悪条件に置かれたサ
ボテンは間伸びし、
根腐れし、やがて枯
れてしまうことも…

品種によって異なる育て方や性質を知ろう

約 200 属 2500 種にもなるサボテンの中から主にサボジナルで取り扱っている一部を紹介します。

夏の蒸れに弱く、適度な通風が必要

やや湿気気味を好む 夏の日焼けに注意

紅鷹（べにたか）
太白丸（だいはくまる）

テロカクタス属
3～11 月
春・秋　2週間に 1度
夏・冬　1ヶ月に 1度
難易度　★★☆

品種

属性
成長期
水やり

難易度
育て方

玉翁（たまおきな）
小金丸（こがねまる）

マミラリア属
2～6 月、9～11 月
春・秋　10 日に 1 度
夏・冬　1ヶ月に 1度
難易度　★☆

雪晃（せっこう）

ブラジリカクタス属
3～6 月、9～11 月
春・秋　2週間に 1度
夏・冬　1ヶ月に 1度
難易度　★☆☆

月世界
かぐや姫

エピテランサ属
3～11 月
春・秋　2週間に 1度
夏・冬　1ヶ月に 1度
難易度　★★☆

金盛丸（きんせいまる）
大豪丸（だいごうまる）

エキノプシス属
3～10 月
春・秋　2週間に 1度
夏・冬　1ヶ月に 1度
難易度　★★☆

品種

属性
成長期
水やり

難易度
育て方

緋牡丹（ひぼたん）
緋花玉（ひかだま）

ギムノカリキウム属
3～11 月
春・秋　10 日に 1 度
夏・冬　1ヶ月に 1度
難易度　★☆☆

白桃扇（はくとうせん）

オプンチア属
3～11 月
春・秋　2週間に 1度
夏・冬　1ヶ月に 1度
難易度　★☆☆

金晃丸（きんこうまる）

エリオカクタス属
3～10 月
春・秋　2週間に 1度
夏・冬　1ヶ月に 1度
難易度　★☆☆

夏の暑さに強く丈夫で
育てやすい。とても丈
夫な球形のサボテン。

夏は蒸れるといきなり
腐ることがあるため、
適度な通風が必要。

夏の蒸れに注意すれ
ば、非常に丈夫で育
てやすい。

育てやすいが、蒸れ
と低温に弱いので注
意。長期間花が咲く。

多湿にすると徒長、
通年感想気味に。成
長は緩やか。

丈夫で育てやすいが、
日が弱すぎると徒長
するので注意。

成長が早く、早春から
夏は水をしっかり与え
てよく成長させる。

水が足りないと体がやせ
て倒れるが、支柱をして
水を与えると復活する。

サボテンを育てよう

水やりと育てる環境

種類ごとの特徴

サボテンとはどんな植物？
サボテンは多肉植物の一種です。サボテンとその他の多肉植物との違いは刺座があるかないかです。
性質が丈夫なサボテンは、ガーデニング初心者にも育てやすい植物です。

水やりのポイント
　水は株ではなく土にしっかりあげましょう。
( 株にかけてしまうと、棘や棘座が密集しているものは蒸れて腐ってしまうので注意しましょう )

　一度にあげる水の量は、針底穴から流れ出るくらいが目安になります。
(底に穴がない器の場合は、鉢の中全体が湿るくらい与えます。器の体積の半分くらいの水で、土の中全体が湿ります。
入れすぎた場合は鉢を傾けて余分な水を出し、根腐れを防ぎます。)

　水やりの頻度は、「土が完全に乾いたらたっぷりあげる」ということを意識し
　ておくことが大切です。
育成環境によっても異なりますが、春と秋は月 2回、夏と冬は月 1回程度を目安とすると◎
夏の直射日光には当てないように注意しましょう。
初めてサボテンを育てる方は、水の水分量がチェックしやすい浅めの器がおすすめ！

サボテンが好む環境
よく日が当たる / 風通しが良い / 直接雨当たりのないところ

サボテンにとって悪条件の場所
日が当たらない / 湿度が高い / 風通しが悪い

植え替えのタイミング
サボテンが成長し、鉢が小さくなってくるとひと回り大きな鉢へと植え替えをしなくてはなりません。

2 年に 1 度を目安に
植え替えをしよう！

鉢が窮屈になっていると感じたら　 鉢底からサボテンの根が飛び出していたら　 2 年以上植え替えをしてない場合

水やりをしてもなかなか水が土に染み込まない場合も、水はけが悪くなっ
ている証拠なので、新しい土に植え替えましょう。
土の栄養素が減ることで生育が悪くなるため、定期的に植え替えをする
必要があります。
サボテンの植え替えする適期は、生育期直前の 3～4 月です。

〒 604-80××   京都府京都市中京区中之町××-×   TEL.075-708-84××   営業時間  11:00～19:00  水曜日定休

サボテンを育てよう
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Fa19016　田中ゆりな

オリジナルの世界観をつくるサボテンの寄せ植えショップ
●サボテンは時期によって品数が異なる場合があります
●サボテンやピックのみの購入も行っています

○サボテン（15~20 種類 )
○鉢（約 50 種類）
○ピック (100 種類以上 )
○カラーサンド
○サボテンモチーフのステーショナリー

メインターゲットは 20 代～40 代女性

20 代～40 代女性に向けてポスターや DM などのグラフィックスを制作しています。

またお店の立地は、お洒落なカフェや洋服屋さんが並ぶような通り都心の大通りを一本入った路地

裏を想定しています。

お客さんが寄せ植えをする

選んだサボテンや鉢をお店の人が寄せ植えをする事が多いですが、サボジナルでは店員のレク

チャーのもとお客さん自身が寄せ植えを体験することができます。

オリジナルの世界観を作る豊富な鉢とピック

す。サボテンを山や木とし、あなただけの見立ての世界をつくる事ができます。鉢も幅広い年代の

ショプ名のサボジナルはサボテンとオリジナルを掛け合わせた言葉です。

園芸店や雑貨屋さんで寄せ植えを探すもなかなか自分好みの寄せ植えに巡り合えないという経験は

ありませんか？サボジナルは自分でサボテンや鉢を選び、寄せ植えをすることで自分だけのオリジ

ナルの寄せ植えをつくることができるショップです。

ただ “ものを買う” のではなく、“自身が体験し思い出を作る” ことで愛情もより一層深くなるはず

です。

また、コロナ禍でお家で過ごす時間が増えたと思います。お部屋に緑があることで、雰囲気が明る

くなったり、癒されたりするだけでなく水やりをしたり、成長を観察したりと持ち帰った寄せ植え

が毎日の生活のささやかな楽しみになれたらと思います。

寄せ植えを通して、サボテンの魅力や鉢やピックを使った
アレンジの楽しさを知ってもらうショップ

寄せ植えを通して、楽しい時間を過ごしてもらい思い出を
作れる体験型のショップ

オリジナルの世界観をつくるサボテンの寄せ植えショップ

コンセプト

ショップの特徴

ターゲット / 立地

販売商品

01  サボテンを選ぶ 02  鉢を選ぶ 03  ピックを選ぶ 04  寄せ植えをする 05  完成

カラーサンドとは、カラフルに着色した砂状や小石
状の天然鉱石あるいはガラスなどのことです。
ガラス容器に土の代わりとして使用するのはもちろ
ん、容器全体に敷き詰めるのではなく、部分的に使
うこともできます。ナチュラルな配色のカラーサン
ドで砂漠を表現したり、青色のカラーストーンで川
に見立てたりと種類や色、使い方次第でつくりたい
世界観をよりリアルに再現できます。

カラーサンド

人間ジオラマ　動物　家　雲　看板　きのこ　恐竜
など 50 種類以上のピックの中から選んでいただき
ます。1つ植えにピッタリなサイズのピックから存
在感の

インテリアバークは木や
岩に見立てて寄せ植えを
楽しむことが出来ます。

ピックの種類

獅子王丸　  　緋花玉　  　紅子町　  　太白丸　  　黄金丸　  　紅鷹

かぐや姫　  　白桃扇　  　金盛丸　  　大豪丸　　  太平楽　　  玉翁　など　　

子どもが喜ぶキャラクターものの鉢から個性的なデザイ

サボテンの種類 鉢の種類

●所要時間は 30 分～1 時間程度を想定しています
●寄せ植えの最中にサボテンや鉢の変更も可能です

＋寄せ植え料　
S  300yen　M  500yen　L  800yen
○土 / 石 / ネット代
○レクチャー代
○植え替え無料サービス

○サボテン 1 個　100～500yen
○鉢　100～2000yen
○ピック　80～500pen
○カラーサンド　150yen～

料金設定寄せ植えのイメージ

寄せ植えの流れ

植え替えが無料でできるサービス

サボテンが成長し、鉢が小さくなってくるとひと回り大きな鉢へと植え替えをしなくてはなり

ません。そこで、サボジナルで寄せ植えをされたお客さんは植え替えが無料でできるサービス

を提案したいと考えています。

寄せ植えを持ってショップに来れば、知識豊富な店員と一緒に植え替えを行うことができま

す。このサービスによって、サボテンに限らず植物を育てたことがない方でも安心して購入す

ることができますし、次回の来店のきっかけにも繋がります。

※寄せ植え料が無料になるサービスです。鉢代などは　別料金です。
※一回限りのサービスになります。

折りたたみ式のスタンプカード

ミニレターセット　330yen メモ帳　250yen 付箋　380yen

マスキングテープ　130yen

サボテンの魅力を広げる雑貨

サボジナルでは、レジ横にサボテンをモチーフとした文房具や雑貨などの販売を提案します。

主にマスキングテープやメモ帳など日常で使える商品を取り扱い、モチーフとしてのサボテンの面白さやユニー

クさを寄せ植えとは別角度で発見できる商品を目指します。

スタンプの種類 ( 全 3 種類 )

サボテン 1

サボテン 2

サボテン 3

500yen のお買い物につき 1 つ貯まるスタンプカード

繰り返しお店を利用してもらうため、スタンプカードを提案します。

500yen のお買い物につき 1 つ貯まり、15 個でピック 1 つプレゼント (300yen 相当 )、

30 個貯めると 500yen 分のクーポンを差し上げます。有効期限はありません。

わくわくしてもらえる寄せ植えキットを
目指し外箱にはサボテンのイラストを印
刷しました。土や寄せ植えの道具の包装
にもイラストが描かれたラベルを貼って
あり、オリジナリティのある寄せ植え
キットとなっています。

　　
●ピンセット
●移植ツール
●シリコンブロア
●ミニスコップ
●筆

付属　　
●土
●鉢底土
●鉢底ネット
●水差しボトル
●土入れ

選択　　
○サボテン
○鉢

○ピック
○カラーサンド

寄せ植えキット内容

オンラインショップで寄せ植えキットを販売

より多くの人に寄せ植えの魅力を知ってもらいたい、楽しんでもらいたいという思いから、

サボジナル公式ホームページで寄せ植えキットの販売を行います。

自宅でも手軽に楽しめることができます。自宅で寄せ植えを楽しむことはもちろん、プレゼ

ントとして送っても喜ばれると思います。

寄せ植えキットだけではなく、サボテンやピックのみの販売も行っています。

Mini  Letter  Set
×6 ×6 ×3

Sticky Note
20sheets×4

Instagram

Point Card

〒 604-80××  京都府京都市中京区中之町××-×
TEL.075-708-84××
営業時間  11:00～19:00  水曜日定休
https://www.sabojinaru.com

ご利用規約
●500 円 ( 税抜 ) ごとに 1ポイントとさせていただきます。
●15 個で 300 円相当のピック 1つプレゼント、30 個で 500 円分の商品券
　としてお使いいただけます。
●このカードはご本人様のみご利用頂けます。
●お買い上げの際は、必ずお支払い前にこのカードをご提示ください。
●有効期限はございません。
●カードを紛失された場合は、ポイントは無効となります。

500yen OFF

pick present

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

21 22 23 24 25 26 27 28 29

12 13 14 16 17 18 19 20

引っ越し代について

オンラインショップ

スタンプカード

サボテンをモチーフにした雑貨の販売

シンプルだけどお洒落なショッパーと
box から寄せ植えを取り出す際傾いてし
まわないよう取り出しやすい構造の box。
持ち帰りの際、寄せ植えが動いてしまわ
ないように box の中にはクッション材を
詰める予定です。

お店を事前に調べて来てくれた方だけでなく、気軽に立ち寄って
もらえるような “ちょっと気になる” 雰囲気の外観。

ショップロゴ

立て看板
サボテン

寄せ植え

寄せ植え box もショッパーも左から
小・中・大の 3 サイズを展開予定。

内装

外観

入口

レジ

寄せ植えスペース

寄せ植えスペース

ン
テ
ボ
サ

鉢寄せ植えスペース

ピック サボテン

CACTUS   
GROUP  
PLANTING

CACTUS   
GROUP  
PLANTING

CACTUS   
GROUP  
PLANTING

ショップの外観と内装 寄せ植え box / ショッパーデザイン

商品包装時のイメージ

01
サボジナル周辺のカフェや雑貨屋などに配置するフライヤー
寄せ植えの流れをアイコン化し分かりやすく、キャッチーなフライヤーを制作。
配置するお店はサボジナルのメインターゲットである 20 代から 40 代の客層のお店とします。

02
寄せ植えをされたお客様にお渡しするリーフレット
初心者のお客様でも安心してサボテンを育てられるよう、水
やりの仕方や植え替えのタイミングなどをまとめたリーフ
レットをお渡しします。リーフレットの中には引っ越し代無
料サービスの説明とクーポンが含まれています。

オリジナルの世界観
をつくる
サボテンの寄せ植えショップ

×サボテン オリジナル

01 サボテンを選ぶ 02 鉢を選ぶ 03 ピックを選ぶ 04 寄せ植えをする 05 完成

オリジナルの世界観をつくるサボテンの寄せ植えショップ

寄せ植えの流れ

ショプ名のサボジナルはサボテンとオリジナルを掛け

合わせた言葉です。サボジナルは自分でサボテンや鉢

を選び、寄せ植えをすることで自分だけのオリジナル

の寄せ植えをつくることができるショップです。

ただ “ものを買う” のではなく、“自身が体験し思い出”

を作ることで愛情もより一層深くなるはずです。

〒 604-80××  京都府京都市中京区中之町××-×      TEL.075-708-84××       営業時間  11:00～19:00  水曜日定休      https://www.sabojinaru.com　　　    　Instagram

多肉植物の一種であるサボテンはユニークで個性的な形が魅力的です。性質が丈夫なサボテンは、ガーデニング初心者にも
育てやすい植物です。サボテンが喜ぶ環境を知り、生き生きとしたサボテンに育てましょう！

感想地帯出身のサボテン は日当たりと風通しが大好き

サボテンの水やり

水は株ではなく土にしっかりあげましょう。
株にかけてしまうと、棘や棘座が密集している
ものは蒸れて腐ってしまうので注意しましょう。

一度にあげる水の量は、針底穴から流れ出るくらいが目
安になります。
底に穴がない器の場合は、鉢の中全体が湿るくらい与えます。入
れすぎた場合は鉢を傾けて余分な水を出し、根腐れを防ぎます。

水やりの頻度は、「土が完全に乾いたらたっぷりあげる」
ということを意識しておくことが大切です。
育成環境によっても異なりますが、春と秋は月 2 回、夏と冬は月
1回程度を目安とすると◎

育てる環境

サボテンが好む環境
よく日が当たる / 風通しが良い / 直接雨当たりのないところ

サボテンにとって悪条件の場所
日が当たらない / 湿度が高い / 風通しが悪い

悪条件に置かれたサ
ボテンは間伸びし、
根腐れし、やがて枯
れてしまうことも…

品種によって異なる育て方や性質を知ろう

約 200 属 2500 種にもなるサボテンの中から主にサボジナルで取り扱っている一部を紹介します。

夏の蒸れに弱く、適度な通風が必要

やや湿気気味を好む 夏の日焼けに注意

紅鷹（べにたか）
太白丸（だいはくまる）

テロカクタス属
3～11 月
春・秋　2週間に 1度
夏・冬　1ヶ月に 1度
難易度　★★☆

品種

属性
成長期
水やり

難易度
育て方

玉翁（たまおきな）
小金丸（こがねまる）

マミラリア属
2～6 月、9～11 月
春・秋　10 日に 1度
夏・冬　1ヶ月に 1度
難易度　★☆

雪晃（せっこう）

ブラジリカクタス属
3～6 月、9～11 月
春・秋　2週間に 1度
夏・冬　1ヶ月に 1度
難易度　★☆☆

月世界
かぐや姫

エピテランサ属
3～11 月
春・秋　2週間に 1度
夏・冬　1ヶ月に 1度
難易度　★★☆

金盛丸（きんせいまる）
大豪丸（だいごうまる）

エキノプシス属
3～10 月
春・秋　2週間に 1度
夏・冬　1ヶ月に 1度
難易度　★★☆

品種

属性
成長期
水やり

難易度
育て方

緋牡丹（ひぼたん）
緋花玉（ひかだま）

ギムノカリキウム属
3～11 月
春・秋　10 日に 1度
夏・冬　1ヶ月に 1度
難易度　★☆☆

白桃扇（はくとうせん）

オプンチア属
3～11 月
春・秋　2週間に 1度
夏・冬　1ヶ月に 1度
難易度　★☆☆

金晃丸（きんこうまる）

エリオカクタス属
3～10 月
春・秋　2週間に 1度
夏・冬　1ヶ月に 1度
難易度　★☆☆

夏の暑さに強く丈夫で
育てやすい。とても丈
夫な球形のサボテン。

夏は蒸れるといきなり
腐ることがあるため、
適度な通風が必要。

夏の蒸れに注意すれ
ば、非常に丈夫で育
てやすい。

育てやすいが、蒸れ
と低温に弱いので注
意。長期間花が咲く。

多湿にすると徒長、
通年感想気味に。成
長は緩やか。

丈夫で育てやすいが、
日が弱すぎると徒長
するので注意。

成長が早く、早春から
夏は水をしっかり与え
てよく成長させる。

水が足りないと体がやせ
て倒れるが、支柱をして
水を与えると復活する。

サボテンを育てよう

水やりと育てる環境

種類ごとの特徴

Instagram

サボジナル引っ越し代無料クーポン

2 年に 1 回を目安に植え替えをしよう

なぜ植え替えが必要なの？

長い期間植え替えせずにいると、水はけが悪くなって根腐れしてしまうことがあります。土の栄養素が減ることで生育が悪くなるため、定
期的に植え替えをする必要があります。 目安は 2年に 1 回で、サボテンの植え替えする適期は、生育期直前の 3～4 月です。

植え替えが必要なサボテン

成長し、鉢が窮屈になって
いると感じたらひと回り大
きな鉢に植え替えましょう。

鉢の底から根が伸び
出してきたもの

水やりをしてもなか
なか水が土に染み込
まない場合

〒 604-80××  京都府京都市中京区中之町××-×      TEL.075-708-84××       営業時間  11:00～19:00  水曜日定休      https://www.sabojinaru.com

サボテンが成長し、鉢が小さくなってくるとひと回り大きな鉢へと植え
替えをしなくてはなりません。
そこで、サボジナルでは寄せ植えをされたお客さんに、植え替えが無料
でできるサービスを行っています。
寄せ植えを持ってショップにお越しくだされば、知識豊富な店員と一緒
に植え替えを行うことができます。植え替えのタイミングについては裏
面に記載しております。

クーポンのご利用にあたって
●クーポンは一度限りの利用となります。
●クーポンは再発行出来ません。大切に保管して下さい。
●ご利用の際はクーポンをお持ちしてご来店下さい。
※寄せ植え料が無料になるサービスです。鉢代などは別料金です。

植え替えのタイミング

サボジナルの引っ越し代無料サービス

グラフィック

03
店内に配置するサボテンの育て方をまとめたペーパー
サボテンのみの購入のお客様やサボテンに少しでも興味を持って下さった方に向けてのペーパー。
サボテンを育てる環境や水やりの仕方をまとめており、どなたでもお取りすることができます。

04
寄せ植えキットに付属する寄せ植え手順の説明書
オンラインショップで販売する寄せ植えキットは自宅で寄せ植えを楽しんでもらえるよう、寄せ
植えの手順を丁寧に説明しています。

サボテンとはどんな植物？
サボテンは多肉植物の一種です。サボテンとその他の多肉植物との違いは刺座があるかないかです。
性質が丈夫なサボテンは、ガーデニング初心者にも育てやすい植物です。

水やりのポイント
　水は株ではなく土にしっかりあげましょう。
( 株にかけてしまうと、棘や棘座が密集しているものは蒸れて腐ってしまうので注意しましょう )

　一度にあげる水の量は、針底穴から流れ出るくらいが目安になります。
(底に穴がない器の場合は、鉢の中全体が湿るくらい与えます。器の体積の半分くらいの水で、土の中全体が湿ります。
入れすぎた場合は鉢を傾けて余分な水を出し、根腐れを防ぎます。)

　水やりの頻度は、「土が完全に乾いたらたっぷりあげる」ということを意識し
　ておくことが大切です。
育成環境によっても異なりますが、春と秋は月 2回、夏と冬は月 1回程度を目安とすると◎
夏の直射日光には当てないように注意しましょう。
初めてサボテンを育てる方は、水の水分量がチェックしやすい浅めの器がおすすめ！

サボテンが好む環境
よく日が当たる / 風通しが良い / 直接雨当たりのないところ

サボテンにとって悪条件の場所
日が当たらない / 湿度が高い / 風通しが悪い

植え替えのタイミング
サボテンが成長し、鉢が小さくなってくるとひと回り大きな鉢へと植え替えをしなくてはなりません。

2 年に 1 度を目安に
植え替えをしよう！

鉢が窮屈になっていると感じたら　 鉢底からサボテンの根が飛び出していたら　 2 年以上植え替えをしてない場合

水やりをしてもなかなか水が土に染み込まない場合も、水はけが悪くなっ
ている証拠なので、新しい土に植え替えましょう。
土の栄養素が減ることで生育が悪くなるため、定期的に植え替えをする
必要があります。
サボテンの植え替えする適期は、生育期直前の 3～4 月です。

〒 604-80××   京都府京都市中京区中之町××-×   TEL.075-708-84××   営業時間  11:00～19:00  水曜日定休

サボテンを育てよう

××通り

←〇〇駅

××通り

××通り

ー店舗案内ー
〒  604-80××
京都府京都市中京区中之町××-×

TEL  075-708-84××
営業時間  11:00～19:00
定休日  毎週水曜日     
https://www.sabojinaru.com
lnstagram:sabojinaru-kyoto

寄せ植えのポイント

寄せ植えの手順

シリコンブロアや筆を使って
土やほこりを払い落としま
しょう。植え替えについては
説明書に記載しています。

お手入れ方法

底穴を鉢底ネットで覆い、水はけ
を良くするため鉢底が隠れる程度
まで鉢底石を敷きます。※1

その上に寄せ植え土を鉢の 6 割程
度まで敷きます。サボテンが根を
張るスペースを作ってあげます。

移植ツール a を使ってサボテンを
植える場所に穴を開け、寄せ植え
を行います。※2

鉢の 8 割程度まで土を足していき

土で埋めましょう。

サボテンが倒れないように周りの
土を少し手で固め、シリコンブロ
アで土を払い落としましょう。

鉢底穴から水が流れ出るくらいま
でたっぷり水を与えましょう。水
は株ではなく土にあげます。

最後に全体のバランスを見ながら
バークチップやジオラマを配置し
ていきます。※3

※1 鉢底が開いていない鉢は、鉢底土の代わりにゼオライト (根腐れ防止材 ) を使用します。  ※2 ウチワサボテンは細かいトゲが多く、刺さると取れにくいので手袋とピンセットを使いましょう。
※3カラーサンドを購入された場合は、ジオラマを配置する前に敷き詰めましょう。

ご自宅で用意する道具
○新聞紙
○手袋 ( ウチワサボテンなど細かいトゲが多いサボテンの場合 )

寄せ植えを行う前にまず仕上がりのイメージ、世界観を考えることが大
切です。
イメージが固まったら寄せ植えの主役となるサボテンを決めましょう。
主役になるサボテンは背の高い、またボリュームのある大きなものを選
びましょう。次にその植物に引き立てられるような小ぶりのサボテンの
寄せ植えを行っていきます。
正面から見て後ろには背の高い植物、手前には低い植物を入れて立体感
を出していきましょう。

オリジナルの世界観をつくる



進級制作展

3 年次生の進級制作で “ 私の「好き」を考える”というテーマのもと、ショップ提案の課題の展覧会を行いました。
開催期間：2022 年 2 月3～6日

3 年次生の進級制作で “ 私の「好き」を考える”というテーマのもと、ショップ提案の課題の展覧会を行いました。
開催期間：2022 年 2 月3～6日

企画書
ショップの概要を伝え
るために企画書を置き、
手に取って見ていただ
けるようにしました。

ムービー
ショップを紹介する 5 分ほど
のムービーを制作しました。

Ai

寄せ植えのイメージ
ショップの雰囲気をイメージ
してもらえるよう、実際に使
用するジオラマやカラーサン
ドなども用意しました。

オリジナルの世界観をつくるサボテンの寄せ植えショップ

＝ サボジナル

ショプ名のサボジナルはサボテンとオリジナルを掛け合

わせた言葉です。サボジナルでは自分でサボテンや鉢、

ピックを選び、寄せ植えをすることで自分だけのオリジ

ナルの寄せ植えをつくることができるショップです。

ただ “ものを買う” のではなく、“自身が体験し思い出”

を作ることで愛情もより一層深くなるはずです。

02  鉢を選ぶ 03  ピックを選ぶ


