2021/10/19

フラワーサミット2021 各セッションのご案内
---------------------------------------------------------------------------------------------------【開催概要】
---------------------------------------------------------------------------------------------------【全体テーマ】

『これからの新しいライフスタイルと花
〜 ニューノーマル時代における花き業界の新しいパイづくり』
新型コロナ感染拡⼤で⼤きなダメージを受けた花き業界ですが、これらの経験を活かしつつ、加速するマーケット
の変化をどのように捉え、進化していくか…︕業界内外の各分野で活躍されている⽅をゲストパネラーにお招きし、
共に考えて参ります。
---------------------------------------------------------------------------------------------------【DAY1】 10⽉25⽇（⽉）
---------------------------------------------------------------------------------------------------10/25(⽉) 15:00-16:15

オープニングセッション【全体会１】外から⾒える新しい時代のフラワービジネス
⽇本にいるより海外に出た⽅が、⽇本の良さや可能性がよく⾒えるものです。
今回は『Francfranc』でインテリア業界に、『TAKE and GIVE NEEDS』でブライダル業界に新しい⾵を吹かせ
てきた創業者のお⼆⼈に、これからのフラワービジネスがどう⾒えるのか伺います。
【モデレーター】
井上 英明 (⼀社)花の国⽇本協議会 理事⻑、(株)パーク・コーポレーション 代表取締役
【パネラー】
⾼島 郁夫 様 (株)Francfranc 創業者
野尻 佳孝 様 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 代表取締役会⻑
---------------------------------------------------------------------------------------------------10/25(⽉) 16:30-17:45

【分科会１】花き業界のSDGs
レジ袋有料化、⾷品ロス、電気⾃動⾞… SDGsに関わるニュースを⽿にしない⽇はありません。
「花ビジネス=地球環境の持続可能性に反するもの」とのレッテルを貼られない様、我々は何にどう取り組むべき
なのか考えます。
【モデレーター】
吉川 登 (⼀社)花の国⽇本協議会 副理事⻑、花キューピット(株) 代表取締役社⻑
【パネラー】
平出 賢司 様 (有)エフ・エフ・ヒライデ 代表取締役
松島 義幸 様 MPSジャパン(株) 代表取締役
武井 亮太 様 (株)Crunch Style 代表取締役ＣＥＯ
ご依頼中 様 (⼀社)JFTD ご担当者様
----------------------------------------------------------------------------------------------------

10/25(⽉) 16:30-17:45

【分科会２】コロナで⽣まれた新しいインドアプランツ需要を定着させるには︖
1990年の⼤阪花博を契機としてガーデニングブームが起こりましたが、そのブームを⽂化として定着させる事は
出来ませんでした。今回コロナで発⽣したインドアプランツブームを定着させるには何をすべきなのか多⾓的に
考えます。
【モデレーター】
和⽥ 幸⼀ (⼀社)花の国⽇本協議会 事務局
【パネラー】
⾕奥 俊男 様 (株)COTOHA 代表取締役社⻑
⼤林 修⼀ 様 (⼀社)⽇本インドア・グリーン協会 理事⻑、(株)プラネット 代表取締役社⻑
伊藤 賢治 様 LOVEGREEN((株)ストロボライト) 執⾏役員、LOVEGREEN事業部 ゼネラルマネージャー
武⽯ 直之 様 (株)カインズ グリーンバイヤー
--------------------------------------------------------------------------------------------------【DAY2】 10⽉26⽇（⽕）
--------------------------------------------------------------------------------------------------10/26(⽕) 14:00-15:15

【分科会３】スポーツと花
TOKYO2020オリリンピク・パラリンピック競技⼤会において２⼤会ぶりとなるビクトリーブーケ復活は、マスコット
との組み合わせもあり、若年層を中⼼にＳＮＳで話題になりました。これを⼀過性にせず、スポーツと花の距離
を縮めるべく花き業界で取り組むべき事を検討し、具体的活動を導き出します。
【モデレーター】
磯村 信夫 (⼀社)花の国⽇本協議会 副理事⻑、(株)⼤⽥花き 代表執⾏役社⻑
【パネラー】
奥⽥ 誠 様 （⼀社）JFTD花キューピット58三重⽀部幹事、（株）花やの六さん代表取締役
安部 喜⽅ 様 花⾨フラワーゲート 顧問、(公財)⽇本⽔泳連盟 顧問
ご依頼中 様 (⼀社)JFTD
ご依頼中 様 (公社)⽇本フラワーデザイナー協会
--------------------------------------------------------------------------------------------------10/26(⽕) 14:00-15:15

【分科会４】気候変動下における⽣産と輸⼊
近年⽇本を襲う異常気象や温暖化に対して、我々の業界は種苗、⽣産、輸⼊、流通、それぞれの⽴場から、
⽣産エリアの移⾏や品⽬変更をはじめどの様に対応していくのか︖⼀気通貫で考えます。
【モデレーター】
宍⼾ 純 様 (株)⼤⽥花き 営業本部商品開発部 部⻑
【パネラー】
梨元 茂 様 梨元農園 代表
上条 友美 様 (株)翠光トップライン 取締役社⻑
⻄尾 紀央 様 (株)クラシック 代表取締役社⻑
三好 正⼀ 様 (株)ミヨシ 代表取締役

10/26(⽕) 15:30-16:45

【分科会５】新しい花屋の姿
コロナの影響でホームユース需要やオンライン需要が⾼まる中、これからの花店はデジタルシフトやサブスク対応を
はじめ、⾃動販売機導⼊など、どの様な姿をイメージ出来るのか︖先進的な事例と共に多⾓的に語り合うます。
【モデレーター】
宮嶋 浩彰 (⼀社)花の国⽇本協議会 副理事⻑、(株)⽇⽐⾕花壇 代表取締役社⻑
【パネラー】
⾨⽥ 進⼀郎 様 元 アマゾンウェブサービスジャパン(株)、IOT/AIソリューションスペシャリスト
現 リンクスペイシーズ(株)代表取締役CEO、(株)アールスリー取締役CDO他多数
芳屋 昌治 様 (株)スキマ デパート 代表取締役社⻑、スキマバイヤー
森⽥ 憲久 様 (株)Beer and Tech（ヒトハナ） Founder, CEO、
吉川 登 (⼀社)花の国⽇本協議会 副理事⻑、花キューピット(株) 代表取締役社⻑
---------------------------------------------------------------------------------------------------10/26(⽕) 15:30-16:45

【分科会６】2027年横浜花博を花き業界として実りあるものにするため
6年後に横浜で開催される国際レベルの園芸博開催に向けて、1990年の⼤阪花博で⽣まれたガーデニング
ブームの様に、この園芸博を我々の業界にとって真に実りあるものとする為には、現段階から何にフォーカスして、
どの様に情報発信をしながら新しいパイを作るのか︖官⺠連携してセッションします。
【モデレーター】
松村 亮佑 (⼀社)花の国⽇本協議会 理事、(株)⾃由が丘フラワーズ 代表取締役
【パネラー】
五⼗嵐 康之様 国⼟交通省 都市局 公園緑地・景観課 課⻑
尾室 義典 様 農林⽔産省 ⽣産局 園芸作物課 花き産業・施設園芸振興室 室⻑
根本 陽平 様 (株)電通PRコンサルティング PRプロデューサー
澤⽥ 將信 様 (⼀社)JFTD 会⻑ ※ご依頼中
井上 英明 (⼀社)花の国⽇本協議会 理事⻑、(株)パーク・コーポレーション 代表取締役
---------------------------------------------------------------------------------------------------【DAY3】 10⽉27⽇（⽔）
--------------------------------------------------------------------------------------------------10/27(⽔) 14:00-15:15

【分科会７】これからの新しい冠婚葬祭
コロナの⼤きな影響を受ける事となった冠婚葬祭マーケットを、これまでリーチ出来なかった
消費者の嗜好性情報をしっかりと把握しながら、⽣産、流通との情報連携体制を組む事で、
新しいマーケットに変貌させる為の対策をセッションします。
【モデレーター】
宮嶋 浩彰 (⼀社)花の国⽇本協議会 副理事⻑、(株)⽇⽐⾕花壇 代表取締役社⻑
【パネラー】
伊藤 淳 様 元リクルートゼクシィ クラリスウエディングプランナースクール創設者 オリジナルライフ(株)DX事業部⻑
安藤 正樹 様 (株)リクシィ（トキハナ）代表取締役社⻑
⻘⽊ 良平 様 (有)⻘⽊園芸 代表取締役
安藤 路育 様 アルファクラブ(株) 花屋のクリエイティブlabを主催

10/27(⽔) 14:00-15:15

【分科会８】コロナで⽣まれた新しいホームユース需要を定着させるには︖
コロナ禍でおうち時間が⻑くなったことにより「花のホームユース」需要が拡⼤。
コロナ以前から話題の「花のサブスク」、WEEKEND FLOWER活動などを通じて新規客獲得に地道に取り組んで
きた花店の現場で、実際にどのようなお客様の変化があるか。新たに花を買い始めたお客様に「花のある暮らし」を
定着させるためのアクションを考えます。
【モデレーター】
⼩川 典⼦ (⼀社)花の国⽇本協議会 プロモーション推進室⻑
【パネラー】
菊⾕ 晴美 様 (株)⼤分園芸花市場 代表取締役社⻑
⻑澤 章⼦ 様 花Urara 代表
⾕ 真由美 様 (株)⽇⽐⾕花壇 BS事業本部 ホームユース事業推進ＭＧ
⼾⼝ 興 様 (株)Crunch Style（ブルーミー） 取締役ＣＭＯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------10/27(⽔) 16:30-17:30クロージングセッション

【全体会２】今年のFLOWER SUMMITを振り返りながらアクションプランを考える
弊協議会の理事⻑・副理事⻑が、オープニングセッションと８つの分科会から導かれた課題を振り返り、
すぐに取り組むべきアクションや、中⻑期的に業界内外や⾏政機関と共に取り組むべき
アクションについてセッションします。
【モデレーター】
井上 英明 (⼀社)花の国⽇本協議会 理事⻑、(株)パーク・コーポレーション 代表取締役
【パネラー】
宮嶋 浩彰 (⼀社)花の国⽇本協議会 副理事⻑、(株)⽇⽐⾕花壇 代表取締役社⻑
磯村 信夫 (⼀社)花の国⽇本協議会 副理事⻑、(株)⼤⽥花き 代表執⾏役社⻑
吉川 登 (⼀社)花の国⽇本協議会 副理事⻑、花キューピット(株) 代表取締役社⻑
----------------------------------------------------------------------------------------------------

◆ご参加希望の⽅は、下記WEBフォームよりご登録ください
10/22（⾦）18時締切

https://business.form-mailer.jp/fms/2cddd688155707
※全セッションの Zoom URLは、ご登録いただいた⽅のメールアドレスに、
当⽇10/25AMに配信させていただきます。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(⼀社)花の国⽇本協議会/フラワーサミット実⾏委員会
MAIL flowersummit@hananokuni.jp
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

