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浦 沢 美 奈 
Mina Urasawa （プーゼ 代表 フローリスト）

京都、西陣の生れ。1991年「テーブルに花を飾ると幸せが集まってくる」の言葉を胸に花店「プーゼ 」オープン。フローリ 
ストとして出版・広告等で広く活躍中。2019年よりアトリエでの活動に専念。作品制作とともにフラワーアレンジメント 
教室を主宰。パリスタイルに、京都で育まれたシックながらも華やかな色合いを施す花束は、あしらうリボンを目印に
「プーゼスタイル」と呼ばれ全国にファンを持つ。
花を活け自ら撮影する著書に『パリ・京都 花のある暮らし12ヶ月 小さな花のナチュラルアレンジ』(佐伯美奈共著 主婦 
と生活社)、『お花屋さんの花ノート』(文化出版局)、『お花屋さんの花レシピ』(文化出版局)、『花の楽しみ方ブック』(光村 推
古書院)、『HARMONIE』(マリア書房)、『はなのいろ』(光村推古書院)、『FLEURS a Kyoto 』(光村推古書院)、『ばらの本』(光村推
古書院)、『京都の花屋プーゼの花日誌』(文化出版局)等がある。

他、様々な企業様の広報活動等での花作品制作・撮影・画像提供、雑誌等での作品掲載・連載、各種冠カレンダーの定期発
売、講習会等を担当。

・2019年 G20大阪サミット(インテックス大阪 6月28~29日)での首脳会談・二国間会議の装花担当 
・2019、2020年 髙島屋様『タカシマヤばらのカレンダー』の花・写真担当、令和元年 改元を祝う京都店正面ウィンドウ
装花、大阪店正面玄関装花を担当
・2020年 著書「京都の花屋プーゼの花日誌」の中国語(簡体字)翻訳版「京都24节气花艺日志」（机械工业出版社）中国で 
発売
・2020年『花時間』2021秋冬号(KADOKAWA)特集ページの花担当
・2020年ミセス3月号(文化出版局)綴じ込み付録、浦沢美奈さん（プーゼ）に習う誰でもできるフラワーアレンジ　花・
写真・文担当
・積水ハウス様情報誌『gm』表紙の花制作担当(2011年~)連載記事担当(2019年~)   
・タキイ種苗様情報誌『タキイ最前線』寄稿、花制作担当(2007年~) 
・2019年 NHK番組『美の壺』出演
・2021年 毎日放送 番組『京都知新』出演 
・2022年 NHK国際放送 番組『Core Kyoto』出演。
・NHK文化セ ンター京都教室講師

instagram 　https://www.instagram.com/urasawamina/
Webサイト　https://www.pousse-kyoto.com/



作品担当・メディア掲載・イベント他（～2022/6）

2022/1/16 浦沢美奈のジグソーパズル（ビバリー）が発売されました （花・写真　浦沢美奈）

2022/2/5 永楽屋細辻伊兵衛商店様から手ぬぐい「ミモザを贈る」が発売されました （花・写真　浦沢美奈）

2022/3/21 浦沢美奈のジグソーパズル （ビバリー社）新作が発売されました（花・写真　浦沢美奈）

2022/4/13 NHK文化センター京都教室 で4月からの浦沢美奈の講座が始まりました

2022/5/3 花時間 2022年春夏号（KADOKAWA）に掲載いただきました

2022/5/20 『タキイ最前線』誌に寄稿させていただきました

2022/5/23 永楽屋細辻伊兵衛商店様から大風呂敷『桜にばら』が発売されました（花・写真　浦沢美奈）

2022/6/17 積水ハウス様情報誌「gm」vol.61の表紙と連載を担当させていただきました（花　浦沢美奈）



作品担当・メディア掲載・イベント他（～2021/12）

2021/8/6 NHKテレビ番組「美の壷」浦沢美奈出演回の再放送がありました

2021/7/16 NHK文化センター京都教室で浦沢美奈の1日講座を開催しました

2021/8/28 浦沢美奈 2022年カレンダー 3種が発売されました

2021/9/7 2022 ノートカレンダーが発売されました  （花・写真　浦沢美奈）

2021/9/30 積水ハウス様情報誌「gm」vol.59の表紙と連載を担当させていただきました  （花　浦沢美奈）

2021/10/7 花時間 2022秋冬号 特集ページを担当させていただきました  （花・写真　浦沢美奈）

2021/11/15 京都光華女子大学様にゲスト講師としてお招きいただきました

2021/12/8 花と短歌でめぐる二十四節気 花のこよみ（俵万智・KADOKAWA）に浦沢美奈の作品が掲載されました

2021/12/20 積水ハウス様情報誌「gm」vol.60の表紙と連載を担当させていただきました （花　浦沢美奈）

2021/12/28 永楽屋細辻伊兵衛商店様から手ぬぐい「桜にばら」が発売されました（花・写真　浦沢美奈）



2020/6/12

2020/6/28 小川孔輔法政大学教授の新著 「花産業の戦後史 1945年～2020年」（日本フローラルマーケティング協会JFMA発刊） 
に浦沢美奈のインタビューを掲載していただきました。

2020/7/4 YOUTUBEに浦沢美奈のカンタンフラワー　特別編「初夏の花束」アップしました。今回はいつもの「カンタンフラワー」とは違う内容でお届けいたします。
「アトリエでのレッスンを再開いたしました。花市場から季節のお花がたくさん入荷しています。浦沢美奈」撮影・編集：カリテリンク

2020/7/7 大人のおしゃれ手帖（宝島社）8月号に浦沢美奈をご掲載いただきました。

2020/10/2

2020/8/1 京都市観光協会様発行「京都観光Naviぷらす」特集を浦沢美奈が担当させていただきました。
『京都の人気フローリストが教える！ 夏・秋に訪れたい“京都らしい”花の名所と観光の仕方』

6/12金曜日放送　TOKYO FM番組「ONE MORNING」様で浦沢を紹介していただきました。radikoでインタビューを試聴いただけます。

2020/5/2

2020/5/12 NHK番組「美の壷～あの人に贈る 花束」再放送予定のご案内　
●NHK BSプレミアム5月15日（金）午後７：３０―８：００、5月23日（土） 午前６：４５―７：１５ ●NHK BS４Ｋ、5月15日（金）午後７：３０―８：００　
※BSプレミアムと同時、5月18日（月）午前６：４５―７：１５、5月19日（火）午後４：００―４：３０、5月22日 （金）午前９：００―９：３０

婦人画報公式サイトに浦沢美奈をご紹介いただきました。「心がほぐれ明るくなれる！ 京都で人気のフローリスト浦沢美奈さんのインスタ画像　お家にあ
るものを花器にしてお花を飾るレッスン動画「浦沢美奈のカンタンフラワー」もYouTubeでスタート！」 。

2020/4/16 YouTube 「浦沢美奈のカンタンフラワー」を始めました。「こんな時にこそおうちにお花をと思い動画を作りました。スーパーマーケットやお花屋さんに可愛
らしい切り花がそろう季節です。カンタンに楽しくお家にあるものを花器にして、お花で気持ちよくステイホームを過ごしましょう。浦沢美奈」

作品担当・メディア掲載・イベント他（～2020/10）

浦沢美奈近著『京都の花屋プーゼの花日誌（文化出版局）』の翻訳版が中国で発売されました。（中国机械工业出版社）



第15回 プーゼフラワーアレンジメント教室 作品展を開催いたします。クリスマスをテーマに制作された受講生皆様の素敵な作品の数々をぜひご覧くださ
いませ。 日時： 2019年12月7日（土）、8日（日）　 10時～20時 
会場： 髙島屋京都店様（京都四条河原町）・3階プレタポルテ特設会場・3階POP UPステージ　入場無料

2019/4/24

2019/5/1 大阪高島屋 様 正面玄関ロビースペースにて、令和元年をお祝いする花活けのインスタレーションを担当させていただきました。5月1日～7日

2019/6/15 6月15日　グランフロント大阪内　積水ハウス 住ムフムラボ様にて浦沢美奈の講習会を開催いたしました。

2019/7/1 京都高島屋様 1階ロビースペースにて、ばらと竹のインスタレーションを製作させていただきました。7月31日まで。

2019/7/2 2019年6月28～29日に開催された G20大阪サミット（会場インテックス大阪）での首脳会談や二国間会議の花を、浦沢美奈が担当させていただきました。

京都高島屋 様 正面ウインドウと１階ロビースペースにて、令和元年をお祝いする花活けのディスプレイを担当させていただきました。4月24日～5月7日

2019/3/29

2019/4/4 ミセス（文化出版局）５月号 特集「人気のフラワーショップが提案 ばらのブーケ&アレンジメント」で、浦沢美奈とプーゼをご紹介いただきました。

パナソニック ホームズ様の発刊誌「Life」 とWEB版サイトに浦沢美奈をご紹介いただきました。

2019/10/8

2019/10/17 髙島屋様『2020年タカシマヤばらのカレンダー』の花と写真を浦沢美奈が担当させていただきました。
ばら育種家 國枝啓司さん作出の和ばらを活けて撮影をしました。

2019/11/8 花時間 特別編集 『いま、いちばん新しいリースブック』（KADOKAWA）に浦沢美奈のリース作品を掲載いただきました。11/14発売予定

2019/11/15 NHK番組「美の壷～あの人に贈る 花束」再放送 11/21 BS4K 19:00～　
NHKオンデマンド（https://www.nhk-ondemand.jp/）　初回放送後以降１年間配信

2019/12/8

例年ご依頼をいただいている浦沢美奈カレンダー３種（週めくりカレンダー、ばらのカレンダー、ノートカレンダー） 
2020年版のamazonでの販売が始まりました。全国の書店でご購入いただけます。

2019/9/20

2019/10/7 NHK文化センター京都教室様での今秋からの浦沢美奈レッスンは10/29よりはじまります。
浦沢美奈プーゼスタイル 季節を彩る花あしらい 火曜クラス　期間 10/29～3/24　6回開催 第4火曜 10:00～12:00

NHK番組「美の壺」に浦沢美奈が出演させていただきました。 「美の壷～あの人に贈る 花束」放送予定 
本放送　9月20日（金）19時半～20時　NHKBSプレミアム、
再放送　9月28日（土）6時半～7時　NHKBSプレミアム、ワールドプレミアム（国際放送）9月20日（金）27:20～28:00（9/21　03:30～) 、
Eテレ　11月10日（日）23時～23時半 +再放送、BS４K 11月21日（木）19時～19時半 
+再放送 NHKオンデマンド（https://www.nhk-ondemand.jp/）初回放送後以降１年間配信

（～2019/12）作品担当・メディア掲載・イベント他



ナガオカケンメイ
放送日：二週連続放送 前編 4/29 （日）、後編 5/6（日） 18:00~19:00 エフエム京都 89.4fm

2018/8/16

2018/9/28

2018/10/16

2018/10/26

2018/11/14

2018/12/14 花時間（KADOKAWA）様のサイトに、浦沢美奈とプーゼについての３件の特集記事をご掲載いただきました。

浦沢美奈の新著「京都の花屋プーゼの花日誌」（文化出版局刊）の発売記念イベント・サイン会を開催しました。
会場：BLUE BOOKS cafe KYOTO 日時：11月24日14時から

高島屋様「薔薇のカレンダー2019」を浦沢美奈が担当させていただきました。（花・写真）

浦沢美奈の新著「京都花屋プーゼの花日誌」（文化出版局）の、全国の書店での販売が始まりました。（花・写真・文）

花時間 2019 秋冬号（KADOKAWA 2018.9.28発売）特別付録「バラとともに四季をめぐる 2019 calendar」を浦沢美奈が担当させていただきました。（花）
本誌にも4点のリースとカレンダーの特集ページをご掲載いただきました。

・2019 浦沢美奈ウイークリーフワラーカレンダー（週めくり卓上・労働教育センター刊・花と写真：浦沢美奈）
  9/10より全国書店で発売開始いたします。amazonでの予約受付が始まりました。

・2019 浦沢美奈プーゼ バラカレンダー（壁掛け・労働教育センター刊・花と写真：浦沢美奈）
  9/10より全国書店で発売開始いたします。amazonでの予約受付が始まりました

・2019 ノートカレンダー フラワー（卓上&手帳・労働教育センター刊・花と写真：浦沢美奈）
  10/10より全国書店で発売開始いたします。amazonでの予約受付が始まりました。

（～2018/12）作品担当・メディア掲載・イベント他



2017/6/6

2017/5/18

（～2017/11）作品担当・メディア掲載・イベント他



2016/11/16 12月3日土曜日 枚方 蔦屋書店さまにて、 浦沢美奈のフラワーアレンジメント教室を開催します。

3月30日京都新聞 朝刊コラム「洛中洛外」に、浦沢の新刊「ばらの本」をご紹介いただきました。

予定

・

2016/2/14 浦沢美奈の新刊「ばらの本」を３月上旬に発売開始いたします。全国の書店、amazonでご予約いただけます。（花と写真：浦沢美奈）
単行本: 136ページ　出版社: 光村推古書院 (2016/3/5) ISBN-10: 4838105444　ISBN-13: 978-4838105441

・婦人画報「きょうとあす」のブログを浦沢が担当します。

（～2016/12）作品担当・メディア掲載・イベント他



w

2015/12/21 浦沢の出演するNHKの番組「すてきにハンドメイド」の再放送があります。
12/22 （火）午前10:15 総合 、12/24 （木）午前11:30 Eテレ

HERS 3月号（光文社 2015.2.12発売）に、特集 P112~115 “京都POUSSE浦沢美奈さんの「贈る花」「飾る花」”を掲載いただきました。

12月中旬まで

2014/10/27 フルール ア キョウト出版記念イベント情報を追加しました。

2014/10/14 浦沢美奈の新刊『フルール ア キョウト』は、まもなく発売開始です！

（～2015/12）作品担当・メディア掲載・イベント他



（～2014/3）作品担当・メディア掲載・イベント他
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（1999～2009）作品担当・メディア掲載・イベント他
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