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2018年1⽉29⽇
⼀般社団法⼈ 花の国⽇本協議会

“⼤切な⼈への花贈り“を応援︕男性限定フラワーブーケレッスンも実施
渋⾕ヒカリエや六本⽊ヒルズなど都内⼈気スポットはじめ

全国約100カ所でフラワーバレンタインイベントを開催︕

2⽉1⽇から始まる「Flower Valentine with J-WAVE」ではYogee New Wavesの新曲がテーマソングに決定!

⼀般社団法⼈ 花の国⽇本協議会(東京都中央区、理事⻑:井上英明 以下、花の国⽇本協議会)は、男性から
⼥性への花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」キャンペーンを2011年から開始、全国の約8,500店舗
の⽣花店と共に本年も「フラワーバレンタイン2018」を展開しております。2⽉前半には、都内⼈気スポッ
トを含む全国約100カ所でイベントを開催いたします。全国各地で商業施設をはじめ異業種とコラボレーショ
ンしイベントを開催することで、ターゲットである男性への更なる認知拡⼤および、バレンタイン商戦の⽣
花店への集客、売り上げ拡⼤をはかります。
花の国⽇本協議会が⾏った全国男⼥1,000⼈の意識調査「花と恋愛の相関図」によると、「プレゼントに
花を贈る男性」は年々増加傾向にあり、フラワーバレンタインをきっかけに、年間を通して男性の花贈り
シーンを増やし、「花贈り⽂化」を創造していけるよう様々な企画を展開してまいります。
◆全国のフラワーバレンタインイベント⼀覧: http://www.flower-valentine.com/event/
◆⾸都圏の⼤型タイアップイベント⼀覧: http://www.flower-valentine.com/tieup/

■フラワーバレンタイン×銀座三越
「ヴァイオリニスト⻯⾺ フラワーバレンタイン ライブミュージック with フラワーデモンストレーション」
聴く⼈の⼼を魅了するヴァイオリニスト⻯⾺⽒が、フラワーバレンタインのため
に書き下ろしたテーマ曲「flower valentine」などロマンティックな楽曲を奏で
ます。また、演奏にあわせて、⽇本を代表するフラワーデザイナー新井光史⽒
（第⼀園芸株式会社）によるフラワーデモンストレーションも︕
・開催場所: 銀座三越 6F 特設会場
・開催⽇時: 2018年2⽉10⽇（⼟）13:30〜14:00
・URL: http://miguide.jp/ginza/valentinesday2018/ (1⽉31⽇公開予定)
「⼲場義雅 フラワーバレンタイントークショー with ヴァイオリニスト⻯⾺」
メディアの枠を超え多⽅⾯で活躍するファッションディレクターの⼲場義雅⽒が、フラワー
バレンタインアンバサダーとして、紳⼠のたしなみであるさりげない花贈りのハウツーを伝授。
・開催場所: 銀座三越 5F 特設会場
・開催⽇時: 2018年2⽉10⽇（⼟）14:00〜14︓30
「フラワーバレンタイン オブジェ」
バレンタインデイは男⼥がお互いに愛や感謝を伝えあう⽇。“永遠の幸福“を表す⻘いカー
ネーション「ムーンダスト」でロマンティックなフラワーバレンタインを演出します。
・開催場所: 銀座三越 5F 特設会場
・開催⽇時: 2018年1⽉31⽇（⽔）〜 2⽉14⽇（⽔）（協⼒ サントリーフラワーズ株式会社）
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■フラワーバレンタイン×⽇本橋三越
「フォトジェニック フラワーバレンタイン撮影スポット」
⽇本橋三越本店にて三越の象徴であるライオン像(2体)に初めて、
フラワーバレンタイン仕様の装飾を施し、東京の新たなフォトスポット
としてフラワーバレンタインを盛り上げます。
また、2⽉11⽇(⽇)、12⽇(⽉)の2⽇間限定で、ライオン像の前で
撮影されたお客様、各⽇先着100名に「フラワ―バレンタイン×⽇本橋
三越本店 ライオンポストカード」とバラ⼀輪をプレゼント。

「⼲場義雅フラワーバレンタイントークショー」
⼲場義雅⽒による、⼲場流“デートファッション＆⼤⼈の男性の花贈りスタイル”など、素敵なフラワーバ
レンタインの過ごし⽅について語っていただきます。
・開催場所: ⽇本橋三越本店（トークショーは本館2階）
・開催⽇時: ライオン像撮影スポット 2018年1⽉24⽇（⽔）〜2⽉14⽇（⽔）
来店プレゼント
2018年2⽉11⽇（⽇）〜2⽉12⽇（⽉）※各⽇プレゼントがなくなり次第終了
⼲場義雅⽒トークショー 2018年2⽉11⽇（⽇）11︓00〜11︓30
・URL: http://www.mitsukoshiguide.jp/Valentine/info.html
（協⼒ ⽇本ばら切花協会）

■フラワーバレンタイン×新宿伊勢丹メンズ館
⼲場義雅の「ドッキリ フラワーバレンタイン」
⼲場義雅⽒が、伊勢丹新宿店内をまわり、お客様にサプライズなバラの
プレゼント︕どこに現れるかは当⽇のお楽しみです。また2⽉3⽇には、
伊勢丹メンズ館公式サイト「イセタンメンズネット」に、⼲場義雅⽒スぺ
シャルインタビュー記事が掲載されます。
・開催場所: 新宿伊勢丹メンズ館
・開催⽇時:
2018年2⽉11⽇（⽇）14:00~16:00
・ インタビュー記事URL︓ https://www,imn.jp/post/108057198334
（協⼒

⽇本ばら切花協会）

（イセタンメンズネット2⽉3⽇公開予定）
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■フラワーバレンタイン×六本⽊ヒルズ
六本⽊ヒルズのショップ＆レストランにてお買い上げ、またはご飲⾷の上、
3,000円(税込)以上のレシートを持参すると、⽇本⼀の花⽣産地・愛知県の
「あいちの花」を使ったオリジナルブーケ作りにご参加いただけます。男性
から⼥性へ贈る、素敵なバレンタインギフトになること間違いなしです。
また、イベントには、愛知県の東三河発のパフォーマンス集団「花男⼦プロ
ジェクト」が登場。ピアニストIZUMIが⽣演奏する中で、フラワーアーティ
ストによる特別パフォーマンスをご覧いただけます。
さらに、12の対象レストランでディナーをご利⽤のカップルのお客様、
先着約600組様に、愛知県産のバラ1輪をプレゼントします。
「フラワーバレンタイン〜あなただけのスィートブーケ with あいちの花」
・開催場所: 六本⽊ヒルズ ウェストウォーク 2F 南側吹抜け
・開催⽇時: 2018年2⽉4⽇（⽇） 12:00~
※先着300名様、花がなくなり次第終了
※花男⼦プロジェクトの特別パフォーマンスは①12:30~ ②15:40~ 各回30分程度

・URL: http://www.roppongihills.com/events/2018/02/003558.html
(2⽉1⽇公開予定)

「お花のプレゼント with「フラワーバレンタイン」」
・開催⽇時︓ 2018年2⽉4⽇（⽇） ディナータイム ※12の対象レストランをご利⽤の先着600組様(予定)
（共催 愛知県花きイノベーション地域協議会、フラワーバレンタインあいち実⾏委員会）
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■フラワーバレンタイン×渋⾕ヒカリエ
「渋⾕ヒカリエ」ではフラワーバレンタインにトライする男⼦を応援する
イベントを開催︕
フローリストが花の選び⽅や⾹り、品種の秘密を伝授しながら花束12本の
⼀つひとつに意味を持つ「ダズンフラワーブーケ」を作ることができる男性
限定のワークショップ「ヒカリエ Menʼs バレンタインブーケレッスン」や、
「渋⾕ヒカリエ」のカフェ＆レストラン(⼀部除く)をご利⽤いただいた⽅に、
お客様⾃⾝がチョイスするお花をフローリストがフラワーブーケに仕⽴てる
「ヒカリエ フラワーマルシェ」を同時開催します。
「ヒカリエ Menʼs バレンタインブーケレッスン」
・開催場所: 渋⾕ヒカリエ 7Fエスカレーター横の特設会場
・開催⽇時: 2018年2⽉10⽇（⼟）①14:00~ ②15:00~ ③16:00~
・URL: http://www.hikarie.jp/event/detail.php?id=3961
※応募期間2018年2⽉1⽇（⽊）まで。お申込み多数の場合は抽選となります

「ヒカリエ フラワーマルシェ」
・開催場所: ヒカリエ 7Fエスカレーター横の特設会場
・開催⽇時: 2018年2⽉10⽇（⼟）のディナータイム17:00~
・対象︓渋⾕ヒカリエ6、7、8、11Fのカフェ＆レストランで3000円以上
ご飲⾷された男性のお客様先着100名様
※対象店舗のお会計レシートをご提⽰ください
※17:00以降に会計の⽅が対象です

【全国のイベント情報より】◆全国のFVイベント⼀覧: http://www.flower-valentine.com/event/
本年度も全国100カ所以上で、地元の⽣花店・市場・⽣産者が⼒をあわせ、⼯夫を凝らしたイベントを計
画中です。福岡エリアのイベント数が充実していますが、その他地域でも、地元商業施設などとコラボ
レーションを実現しながら、年々イベントの精度が上がり、認知拡⼤、⽣花店への送客に貢献しています。
■⽯川県⾦沢市
フラワーバレンタイン2018 〜世界でいちばん花を贈る⽇〜
館内のフラワーバレンタインのフラワーオブジェで写真撮影
会を実施、撮影したお客様に、春の⾹りの⽯川県オリジナル
の花・フリージア「エアリーフローラ」をプレゼントする
企画。ピアノの素敵な演奏のバレンタインミニコンサートや、
8組のカップルが花贈りを体験するステージイベントも︕
・開催場所︓ ⽚町きらら
・開催⽇時︓ 2018年2⽉10⽇（⼟）12:00〜14︓30
※イベント広場ステージ 13︓15〜14︓30
（主催 ⽯川県花き振興地域協議会）
■静岡県静岡市
フラワーバレンタイン2018 静岡
地元⽣花店フローリストたちによるフラワーバレンタインデ
モンストレーションを開催し、ご来場のカップルやご夫婦の
男性へ花束を渡し、⼤切の⼥性にプレゼントしていただきま
す。ガーベラ、バラをはじめ花の⼀⼤⽣産地である静岡県な
らではの、花いっぱいのイベントです。
・開催場所︓ 静岡マルイ
・開催⽇時︓ 2018年2⽉4⽇（⽇）13︓00〜（予定）
（主催 花の国⽇本協議会静岡連合）

（画像）昨年度の
イベントの様⼦
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■J-WAVE×フラワーバレンタイン
「Flower Valentine with J-WAVE」
Yogee New Wavesメジャーデビュー作品より「Blueminʻ Days」がテーマソングに決定︕
2⽉1⽇からフラワーバレンタインとコラボした「Flower Valentine
with J-WAVE」がスタート︕⾸都圏のフラワーショップでコラボブー
ケを販売するほか、スペシャルなGIFT企画も実施します。
さらに、Yogee New Wavesのメジャーデビュー作品となる3⽉14
⽇リリースの「SPRING CAVE e.p.」 より「Blueminʻ Days」が本
キャンペーンのテーマソングに決定。本曲は、Mr.フラワーバレンタ
イン三浦知良さんの⽣声スポットCMのBGMにもなるそうです。
・URL: http://www.j-wave.co.jp/special/flowervalentine2018
（2⽉1⽇公開予定）
◇⼀般社団法⼈ 花の国協議会とは

■名称:⼀般社団法⼈ 花の国⽇本協議会 Flowering Japan Council
■会⻑:井上英明(株式会社パーク・コーポレーション 代表取締役)
■事務局:東京都中央区東⽇本橋3-6-17⼭⼀ビル4F(⼀般財団法⼈ ⽇本花普及センター内)
■URL:http://hananokuni.jp/
花き業界の有志により編成され、2010年に発⾜した「フラワーバレンタイン推進委員会」が、2014年10⽉に⼀般社団法
⼈ 花の国⽇本協議会となる。2011年にスタートした男性から⼥性への花贈りを啓発するプロモーション「フラワーバレ
ンタイン」をはじめ、年間を通じ、花き業界および異業種との連携によって、花や緑が⾝近にある⽇本⼈のライフスタイ
ルを実現させるプロモーションを実施。2015年秋より、ホームユースの消費拡⼤を推進する「WEEKEND FLOWER」企
画を全国で本格展開。
■⼀般社団法⼈ 花の国⽇本協議会 理事会構成企業(五⼗⾳順)

株式会社イーフローラ/MPSジャパン株式会社/株式会社オークネット・アグリビジネス/株式会社⼤⽥花き/⽊本⽣花株式会社/
株式会社クラシック/札幌花き園芸株式会社/株式会社JF兵庫県⽣花/ジャパン・フラワーネットワーク株式会社/セロン⼯業株式会社/
株式会社ゼントクコーポレーション/有限会社セントラルローズ/第⼀園芸株式会社/株式会社坪井花苑/株式会社東京堂/
株式会社東光フローラ/豊明花き株式会社/株式会社名古屋花き/株式会社なにわ花いちば/株式会社ヌボー⽣花店/
株式会社パーク・コーポレーション/花キューピット株式会社/株式会社花満/浜松PCガーベラ/株式会社⽇⽐⾕花壇/
福岡県花卉農業協同組合/株式会社フラワーオークションジャパン/株式会社フラワーショップみやもと/株式会社ブランディア/
株式会社フレネットHIBIYA /株式会社フローラルコレクション
■後援:農林⽔産省

＜本件に関するお問合せ先＞
「フラワーバレンタイン2018」ＰＲ事務局 ㈱プラチナム 担当:岡⽥・杉⼭・⻄⼝
TEL:03-5572-6071 FAx:03-5572-6075 e-mail:n-okada@vectorinc.co.jp

