
７．全国でのイベント活動
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昨年同様１月元旦の朝日新聞 １ページカラー広告（今年
は「３ LOVE STORIES」のポスターを掲載。）

このポスターにある３ヶ月間を男性花贈り強化月間として各
月イベントを開催しました。各イベントを通しての感想として
まず、バレンタインに関してはやはり全国的な宣伝効果もあ
りフラワーウォーク中に歩行中の一般の方から「フラワーバ
レンタインね！」などの声も聞かれ随分と一般に認知されて
来ている実感がありました。後は札幌だけの広がりではまだ
まだ不足なので全道に波及するイベントやネットワーク作り
が必要不可欠です。

その他の月のイベントでは一般の観客が集まる前でカップ
ルに登場してもらい日頃言えない感謝や愛の気持ちと一緒
に花束を贈ろう！と男性からの花贈りを実践してもらい参加
してもらったカップルはもちろん観客にいた方にも花贈りの
素晴らしさ、もらう喜びそして贈る喜びや感動を感じてもらい
ました。

「フラワーバレンタイン」がもっと普及し男性の花贈りというも
のがピックアップされバレンタイン以外にも波及していくよう
に、今後も各イベントを通じて活動を持続して行くことが
課題であり重要と思いました。

【北海道・札幌市】 北海道フラワーコミュニケーションズ

■実施期間 ２月７日（土）
■実施場所 札幌地下歩行空間
■実施内容 フラワーウォーク
■主催団体 北海道フラワーコミュニケーションズ、北の花人会

今年で４年目のフラワーウォーク様子（昨年規模が大きくなりすぎ
たため呼びかけを自粛しましたがそれでも約５０名近くの有志が集まってくれました！）
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【宮城県・仙台市】 仙台市中央卸売市場花き部運営協議会

■イベント１「県内産花束プレゼント」

(①10:00～ ②12:00～ ③13:30～)

来場者先着100名様へ県内産花束

(カーネーション、ガーベラ等)の無料配付

とフラワーバレンタインPRチラシの配付

を行った。(100名様×3回 合計300束)

■イベント２「フラワーアレンジメント制作」

(①11:00～ ②12:30～)

参加カップル10組を募集して、フラワー

バレンタイン用アレンジメント制作を5組

2回実施。宮城県産のカーネーション、

ガーベラ、その他春色の季節のお花

(チューリップ、スイートピー)等を使用し、

参加した皆様は真剣に制作に取り組れた。

各々素敵なフラワーアレンジメントを制作

した。制作したフラワーアレンジメントはお

持ち帰り頂き、参加した皆様からは、大変

喜ばれた。

■イベント３「アカペラコーラスコンサート」

(①11:30～ ②13:00～)

東北大学アカペラコーラスサークル「五丁

目ラジオ」と「emBellir」2組によるコーラスを

実施した。サークルの皆様には花束を

持ってコーラスをして頂いた。

小さなお子様からお年寄りまで幅広い年齢

の方々に楽しんで頂き盛況だった。

■実施期間 ２月７日（土）
■実施場所 三井ショッピングパーク ララガーデン長町（宮城県仙台市太白区長町７-２０-５）
■実施内容 県内産花束プレゼント、フラワーアレンジ制作、アカペラコーラスコンサート、

むすび丸との記念撮影会、花のオブジェ展示
■主催団体 仙台市中央卸売市場花き部運営協議会、宮城県花と緑普及促進協議会

制作したアレンジと花束を
持っての記念撮影

フラワーバレンタインPR用の
花束を持ってのコーラス
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【宮城県・仙台市】 仙台市中央卸売市場花き部運営協議会

■イベント４「むすび丸との記念撮影会」

(ステージ上で随時撮影)

宮城県のイメージキャラクターのむすび丸

とステージ上で記念撮影会を行った。

参加した親子連れ、カップル等たくさんの

皆様とむすび丸が花束を持って記念撮影

を行った。記念撮影した皆様から大変喜

ばれた。撮影後、花束をプレゼントした。

(合計100束プレゼント)

■花のオブジェ展示

イベント会場内に入口ゲートとステージを設置して、生花で装飾を行った。

■イベントの事前告知

①三井ショッピングパーク ララガーデン長町様の広告チラシでのイベント告知(8万部)

②TBCラジオでのイベント告知

③宮城県のHP及び仙台市HP上でのイベント告知

■実施期間 ２月７日（土）
■実施場所 三井ショッピングパーク ララガーデン長町（宮城県仙台市太白区長町７-２０-５）
■実施内容 県内産花束プレゼント、フラワーアレンジ制作、アカペラコーラスコンサート、

むすび丸との記念撮影会、花のオブジェ展示
■主催団体 仙台市中央卸売市場花き部運営協議会、宮城県花と緑普及促進協議会

むすび丸と花束を持っての
記念撮影

むすび丸が入口ゲートでお出迎え

ステージ上で記念撮影
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【宮城県・仙台市】 仙台市中央卸売市場花き部運営協議会

■イベント担当者より～昨年までとの比較

①アレンジメント制作を取り入れたことで、参加した方々には大変喜ばれた。

②イベント会場にステージ及び入口ゲートを制作設置して、生花で装飾した。

③プレゼントした花束の花の本数を増やしPRした。(頂いたお客様は大変喜ばれていた。)

④例年にないカップルでの参加があった。(活動報告に写真添付)

⑤東北大学生のコーラスに伴い、若い世代の方々の参加が多かった。

⑥宮城県イメージキャラクター「むすび丸」との記念撮影会を行った事で、お子様から若い世代の方々の
参加も多く幅広い世代にPRできた。

⑦イベントの取組み4回目にして初めて、店舗内でのイベントを開催した点。
また、今まで行ってきたイベント地域を仙台市内中心部から東南と場所を変え幅広い地域でPRした。

以上の点が、例年にない企画、活動したことの成果と言えると思います。
また、来場、参加した方々からの反応については、非常に良かったと思います。

2015年2月8日 朝日新聞 宮城版
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【山形県・山形市】 山形生花商組合青年部

山形市で毎年1月１０日に実施される歴史ある初市。
人出が、２０万人（主催発表）の場所でのフラワー
バレンタインの告知。昨年に引き続き気温は0℃前後。
当青年部自作の、ガーベラ（アート）７００本を使った
フラワーオブジェ（花壁）と、ハート型のパネルを準備し、
チェキを使い花壁の前で写真を撮り、その写真をハート
のパネルに貼ってハートを完成させる、お客様 参加型
の企画を実施。

当日は、天候も曇り。曜日も、土曜日であったことも
手伝い親子連れ、カップル、ご年配の夫婦も多く、
恥ずかしながらもピンク系中心で彩りした壁の前で、
大勢の方が思い思いの写真を撮影。
直接言葉で言えない方のために、２０種類近くの
言葉の吹き出しパネルも準備し、そちらも使っての
愛情表現される方も。順番待ちが出るほどの大盛況。
およそ２５０組がご参加。30代・40代の販促活動を
促進したいメインターゲット層の来場者は、思った以上
に積極的に写真撮影、お花の購入も見受けられた。

同時に、地元市場と、ＰＣガーベラさんのご協力もいた
だきながら、一日限定の青空花屋を開店実施。
フラワーバレンタイン向けのお花の紹介、販売、フライ
ヤー配りも実施。各花販売の所には、花言葉もつけて
フラワーバレンタインの時の花贈りのワンポイントアドバ
イス、その他、通常自店で行う花の相談事も交えなが
ら、各部員の持ち味を生かし、幅広い世代の方へ
花贈りをアピール。

後日、昨年同様のメディア等の取材受け、さらに認知
度アップはできたと感じますが、実際に現場で、沢山
の方との告知活動による接点が多くでき、生の自分
たちの声で伝えれたところが、更に深くフラワーバレン
タイン・花贈りを意味あるものとしてお伝えできたかと
感じました。

■実施期間 １月１０日（水） ＡＭ１０：００～ＰＭ５：００
■実施場所 山形市内七日町（ａｚ七日町前） 山形市初市開催場内
■実施内容 フラワーオブジェの前で愛を叫ぶｉｎ山形市初市
■主催団体 山形生花商組合青年部
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■実地期間 平成２７年２月９日（月）～１３日（金）（ただし11日は休み）
■場 所 農林水産省北別館１階
■内 容 「消費者の部屋にて特別展示を開催。「フラワーバレンタインの活動や取り組みをパネル

やポスター等で紹介。またフラワーバレンタインをテーマにしたフラワーアレンジメントを展示
等を行い「フラワーバレンタイン」を体感してもらう。

■主催団体 農林水産省生産局農産部園芸作物課花き産業・施設園芸振興室

【東京都・霞が関】農林水産省消費者の部屋特別展示

フラワーバレンタインの展示を行い、「バレンタイン」の新しいスタイルを提案。パネルやポスター等での
紹介、またバレンタインをテーマにしたフラワーアレンジメントやブーケを展示。オリジナルムービーの放映
を行いました。（期間中の来場者数は１０４２名）

↑ 会場にはたくさんのお花がありました。↑

↓ フラワーバレンタインをテーマにした アレンジ・花束↑・ムービー放映しました
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■イベント① 「フラワーバレンタインの紹介」

2月2日(月)～2月15日(火) レストランウイークの開始に
合わせて、フラワーバレンタインの告知をレストランのホーム
ページやフェースブックで行った。

レストラン入り口にピンクのマムでハートのオブジェをかざりポス
ターと一緒に掲示した。レストランスタッフは缶バッジを付けて
接客した。

(缶バッジが大きくて外れやすかったので、小さいサイズが
あると制服にも合って良かった。)

■イベント② 「1輪バラプレゼント60本」

2月13日(金)と2月14日(土)に来店された
ペア客の男性に フラワーバレンタインの
主旨を説明し女性へお花を渡していただ
いた。『ありがとう』『うれしい』との声が大半
であったが、中にはフラワーバレンタインを
良く理解できない方もいて、『どうしてお花
をもらえるの？』と聞かれることもあった。

レストランとしてお客様にフラワーバレンタ
インをどのようにアプローチしたらよいかを、
レクチャーしていただけるとスタッフも助か
るとのこと。スリーブが茶色だったため、店
内の照明が暗く、お花がよく見えなかった。

※レストランウイーク、ぐるなびの担当者が来店されたときに
来年のフラワーバレンタインとのコラボを積極的にやりたい旨
話したとのこと。

担当： 大田市場花き部仲卸協同組合 事務局

菰田(こもだ)

■実施期間 2月2日（月）～2月15日（火） 1月28日(水)
■実施場所 ｓｚｅｃｈｗａｎ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ陳 セルリアンタワー東急ホテル2Ｆ
■実施内容 フラワーバレンタインポスターと装花の展示 一輪バラのプレゼント

市場利用者向けポスターと缶バッジの配布
■主催団体 大田市場花き部仲卸協同組合と

㈱エス・アール・チン

【東京都・渋谷区】 大田市場花き部仲卸協同組合 ×
セルリアンタワー東急ホテルｓｚｅｃｈｗａｎ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ陳

レストランの
Facebook
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【東京都・渋谷区】 大田市場花き部仲卸協同組合 ×
セルリアンタワー東急ホテルｓｚｅｃｈｗａｎ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ陳

■イベント③
「ポスターと缶ﾊﾞｯｼﾞの配布
とプレゼント抽選会」

1月28日(水)に仲卸店舗を

利用しているお花屋さんへ
向けて、フラワーバレンタイ
ンを広めていただけるよう、
ポスターと缶バッジのセット
70組を配布した。またレスト

ランから提供されたランチ
券10組と粗品(石鹸)のいず

れかが当たるくじも用意し集
客に努めた。
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【東京都・渋谷区他】 東急百貨店 × 青山フラワーマーケット

■コンセプト＆メインビジュアル

「Give & Give 僕から、私から。愛を贈り合おう。」「僕だって、君が好き。」がテーマということで、キー
ビジュアルにも花束をもった男性が登場。リーフレットや、チラシ、店内ポスターなどで至るところで告
知。また、プロモーションビデオも制作され、デジタルでの波及効果も喚起。

■商品

青山フラワーマーケットが入店している渋谷3店舗（東急東横・渋谷hikarie・本店） 、たまプラーザ店、
札幌の5店舗では、東急百貨店グループ オリジナル商品として「ラブネーション」を用意。
また、渋谷3店舗では、バラの一輪ボックスを提案。

■O2Oキャンペーン

2月5日に東急百貨店アプリとメルマガで情報を発信。8日までの4日間に渋谷3店舗にご足労いただ
いたお客様に花（ガーベラ）一輪のプレゼントを行ったところ、約130人のお客様が来店。バレンタイン
の共通チラシとＡＦＭのリーフレットも一緒に渡し、ＰＲ効果を狙った。

■実施期間 ２月１日（日）～１４日（土）
■実施場所 東急百貨店グループ６店舗
■実施内容 初年度（２０１１年）より、花配りなどにご協力いただいていたが、今年は全面的に

「男性から女性への花贈り」をご紹介いただいた。青山フラワーマーケットが入店して
いる館（５店舗）においては、「男性から花」の訴求を行っていただいた。

■主催団体 東急百貨店

東急百貨店グループ
オリジナル商品として
「ラブネーション」を用意。
渋谷3店舗（東急東横・
渋谷hikarie&本店） 、 た
まプラーザ店、札幌の
5店舗で実施。

渋谷3店舗限
定で提案したバ
ラの一輪ボック
ス。香りの良い
「アートリーク
ローズ」を仕
様。

ポスターや、バナー、各種印
刷物で使われたメインビジュ
アル。

2/3には、「Give&Give/東急百貨店バ
レンタイン」ビデオを公開。（4/30現在、
視聴回数は15,000回を超える）
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■メンズショップ＠渋谷東急東横店

２月１３日（金）は、男性スタッフだけで運営する「メンズショップ」を実施。男性スタッフのユニフォームは、
シャツ＋蝶ネクタイに統一。

また、１Ｆ特設会場でチョコレートを購入された女性客に「フラワーチケット」を配布。

17時から開始したにもかかわらず、200人近い女性のお客様においでいただき、ガーベラ一輪と、チラシ、
リーフレットを渡し、口コミやおねだりを期待。

■フラワーデモンストレーション＠渋谷東急東横店

２月１４日（土）の当日は、14時～、16時～の二回に渡り、エントランスフロアでデモンストレーションを実
施。風が冷たく、寒い日ではあったが、たくさんの女性のお客様にお立ち止まりいただいた。

（左上）蝶ネクタイで接客の「メンズショップ」。女性のお客様
へもＦＶのＰＲ。（右上）デモンストレーション（右下）たくさんの
お客様が！（左下）公開「始めての花贈り」をやっていただき、
そこにいた周りの人も幸せな気分になった。

【東京都・渋谷区他】 東急百貨店 × 青山フラワーマーケット
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【東京都・世田谷区】 オランダ屋 × アイドルグループ「ハナリッチュ」

■実施期間 ２月１日（日）
■実施場所 オランダ屋 三軒茶屋店 （新店オープニングイベント）
■実施内容 アイドルグループ「ハナリッチュ」による男性への試飾、チラシ配布
■主催団体 （株）ブルーミスト

画像掲載許可：エイベックス ※転載不可

新店オープンのイベントも兼ねて、フラワーバレンタインのPR。アイドルグループ「ハナリッチュ」から直接
お花が渡されるとあって、ファンや駅前通行客に大好評だった。また、「オランダ屋」では通常はギフト需
要がほとんどない複数の店舗で、フラワーバレンタインのお客様が１０人（昨年までは１人程度）となるな
ど、J-WAVE効果をものすごく感じた。

100



■日時 ２月１０日（火）17：30～
■場所 新宿京王デパート
■主催団体 東京砧花き・京王フローリスト

「男性からの花贈りの日」定着に向け、新宿でフラワーショップ京王とＰＲイベントを行った。花鉢プレゼ
ントによる販促活動は今年で3年目となり、前回までは男女関係なく渡していたが実際に男性から女性
に渡してもらうことに重点をおき、今回は男性限定とした。配布した花鉢は、砧花き村田社長が女性の
好みそうな物を1,000鉢選びフラワーバレンタイン仕様の袋に入れ配布した。配布中はのぼりを立て、
フラワーバレンタインのジャンバーを着用しながら行った。突然のイベントに往来する人は驚きながらも、
女性と一緒にいる男性は女性に促されながら受け取ってくれ、一人でいた男性も頂けるなら、、、と
笑顔で受け取っていった。フラワーバレンタインについて説明すると足を止め、説明をよく聞いてくれ
その印象からも今後の需要拡大に期待できる。

図1：配布風景 図 2：配布に参加したメンバー

また、今回新しい試みとしてフラワーショップ京王内でも、バレンタインデーに男性から女性に花を贈る
慣習を広めようと、社員へのフラワーバレンタインの推進を行った。会社でフラワーバレンタインのスリー
ブに入れたチューリップの切り花を用意し、男性社員から女性社員へ普段の感謝の気持ちを花で伝え
てもらった。日頃一緒に仕事をしているだけに、照れくさいながらも、やはり普段あまりもらうことのない
花をもらえ喜んでいたという。

“他人を変えるには、まず自分から！”
来年も、フラワーバレンタインのイベントを積極的に行ってくれるそうです。

【東京都・新宿区】 東京砧花き×京王フローリスト・京王百貨店
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【東京都・中央区】 プランタン銀座 × Bouquet o! Bouquet GINZA

内容

銀座・マロニエ通りのフラワーバレンタイン！

プランタン銀座本館1階、地下１Fのショップで3240円（税込）以上お買い上げのお客様にフラ
ワーバレンタインスリーブに入ったバラをプレゼント、フラワーバレンタインのお声がけをさせていただ
きました。

■カスタマーカードに記念日やお誕生日などを記入していただいた方には、さらにスタンディング
ブーケをプレゼントすることで、誕生日や記念日と同じようにフラワーバレンタインもイベントとして
定着することを目指しました。

■プランタン銀座で当日館内放送を入れていただいたこともあり、１１時オープンと同時に当店へ
いらしてくださる方も多かったです。

■通常よりピンク、赤系のお花を増やしフラワーバレンタインのポスターやタグを使うことによって、
売り場を演出し視覚的に華やかにフラワーバレンタインを演出しました。

■フラワーバレンタイン商品としてバレンタインBOXアレンジ・・・S税込3780円 L税込5400円他、
ブーケなどを販売。

■実施期間 2月11日（水）
■実施場所 プランタン銀座１F マロニエ通り
■実施内容 フラワーバレンタイン告知花配り
■主催団体 （株）ゼントクコーポレーション

←バラプレゼント引き換え場所

↑バレンタイン売れ筋ブーケ、ボックスアレンジ
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女性のお客様の来店が多いプランタン銀座で
すが、正面入り口、ブケオブケ店頭、バレンタ
インのチョコ売り場にＰＯＰを置かせていただき
告知したところ、休日のデート中と思われる
カップルの方がご来店いただき
「フラワーバレンタイン、っていうんだって」とい
うお話をされ、男性から女性のお客様へ
ミニブーケをプレゼントする、という場面もあり、
確実にイベントが定着してきているのを感じま
した。

プランタン銀座様もかなり積極的にフラワーバ
レンタインに取り組んでいただけましたので、
来年もまた、より楽しいものにしていけたらと思
います。

フラワーバレンタイン告知用オリジナルＰＯＰ

フラワーバレンタイン展開

イベントに賛同し、
カスタマーカードをご記入
くださる男性のお客様

イベント当日スタッフ全員で
お声かけしてイベントを盛り上げました

【東京都・中央区】 プランタン銀座 × Bouquet o! Bouquet GINZA
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【埼玉県・さいたま市】 ビーンズ与野本町 ×
アン ブケ・フルール 与野本町店

ビーンズ与野本町内、休憩スペースに
ワークショップスペースを設置。

第１回１１：００～ 第２回１３：００～

第３回１５：００～ と３回に分けて、

各回１０名(計３０名)を定員とし実施した。

<体験内容>

BOXフラワーを作った後、メッセージカードを描き
完成！(バレンタインのプレゼントと想定)

✿ボックスフラワー作り✿

子どもから大人までどなたでも楽しく参加して頂け
るように、ガーベラやバラ・カーネションなど大きめ
の分かりやすい花材を用意し、オアシスがセットし
てあるBOXの中に好きなように挿してアレンジをして
いく。

✿メッセージカード描き✿

無地のカードに、用意されているペンや色鉛筆、マ
スキングテープ等を使い自由にメッセージカードを
制作する。

●フラワーバレンタインを意識し、企画会社と共に、
男性にお声掛けしましたが、実際の参加は女性の
方が多い結果となってしまいました。

●しかし、小さいお子様からお年寄りの方まで幅広
く参加して頂け、全体としては盛況なイベントとなり
ました。

●BOXフラワー作りでは花材の説明から

●興味を持って聞いて頂け、約１時間の体験でし
たが 後まで熱中して取り組まれていました。

●花材がBOXの中で偏ってしまったりと苦戦してい
たところもありましたが、皆様真剣に思い思いの作
品を完成させていました。

● 後完成したBOXフラワーのフタをどの方も嬉し
そうにしめて、満足した様子でお持ち帰りいただけ
ました。

■実施期間 ２月１１日（水・祝）
■実施場所 ビーンズ与野本町
■実施内容 BOXフラワー作り体験
■主催団体 (株)ジェイアール東日本企画と株式会社ゼントクコーポレーションのタイアップイベント
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【神奈川県・横浜市】 横浜山手西洋館 × Design Team Liviu

内容

◆フラワーバレンタイン〜ヴァイオリニスト竜馬ライブ 〈夜の部〉

時間 18：30—20：30（開場：18：00）

旧英国総領事公邸であった横浜市イギリス館にてヴァイオリニ
スト竜馬さんとギタリストYUTAKAさんによるライブと、フラワー
バレンタインをイメージして特別にブレンドいただいた紅茶“フラ
ワーバレンタインティー”と英国菓子でティーパーティを開催。
大人のバレンタイン・ハイティーをイメージしたテーブルセッティ
ングと市川バラ園のバラを中心にしたフラワーアレンジメントで
華やかに会場を装飾。ウェルカムティーとフィンガーフードで参
加者をお迎えした後、「フラワーバレンタイン」をはじめとした演奏。
ティーパーティをはさみ、第2部の演奏では即興での作曲など
で会場はたいへん盛り上がった。竜馬さん、YUTAKAさんから
参加者全員にガーベラを一輪づつプレゼントして終了した。

◆ピアノサロンコンサートとフラワーバレンタイン・ハイティー 〈昼の部〉

時間 14：00—16：00（開場：13：45）

大人のバレンタインハイティーをイメージし、市川バラ園のバラを中心とした生花での会場装飾の中、
ピアニスト柳川瑞希さんによるピアノサロンコンサートを開催。「フラワーバレンタイン」を柳川さんの編曲
でピアノ演奏していただいた。夜の部と同様に、フラワーバレンタインをイメージしで特別にブレンドした“
フラワーバレンタインティー”と英国菓子でハイティーを楽しんでいただいた。英国のハイティーとティー
テーブルにお花を飾ることに関するミニトークも開催。

■実施期間 2月6日（金）
■実施場所 横浜市イギリス館 1階ホール（神奈川県横浜市中区山手115-3 ）
■実施内容 ヴァイオリニスト竜馬ライブ＋ティーパーティ・ピアノサロンコンサート＋ティーパーティ
■主催団体 Design Team Liviu
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【新潟県・各所】 にいがた花推進委員会

来館者の客層は、ファミリー層から若者まで幅広く、イベント開始から10分ほどで終了しました。
地元のテレビ局等から取材がありました。（NST、TeNY）

■実施日時 １月３１日（土）
■実施場所 新潟市食育・花育センター（新潟市中央区清五郎）
■実施内容 バレンタインデーにおいて、新潟産のチューリップを贈ってもらおうと、新潟市長より

来場者300名にチューリップとスイートピーのミニ花束を進呈した。
■主催団体 新潟市、にいがた花推進委員会

新潟では(株)新花、新花買参人会、JA全農にいがた、8JA、新潟県農林水産部、新潟市農林水産部、
新潟日報社で推進委員会を立ち上げ、キャンペーンに取り組んだ。FVの告知とともに、切花生産量
日本一のチューリップの魅力を伝えた。

１．花配布イベントの実施

■実施日時 ２月７日（土） 10:00～
■実施場所 伊勢丹6F特設会場 ショコラモード（新潟市中央区）
■実施内容 チョコレートをお買い上げのお客様先着300名に、チューリップとスイートピーのミニ花

束をプレゼント。7日（土）～14日（土）には、同会場でフラワーバレンタインのギフト
展示を行いました。

■主催団体 にいがた花推進委員会

伊勢丹通信でイベント案内があり、開店から大勢のお客様がいらっしゃいました。40分程でイベント
を終了しました。
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【新潟県・各所】 にいがた花推進委員会

3色のチューリップの中から好みの花束をプレゼント。彼や友達にフラワーバレンタインを伝えてと
PRしました。

■実施日時 ２月１１日（水） 16:00～
■実施場所 JR新潟駅CoCoLo本館前 ショコラステーション（新潟市中央区）
■実施内容 チョコレートをお買い上げのお客様先着200名に、チューリップとスイートピーの

ミニ花束をプレゼント。
■主催団体 にいがた花推進委員会

3色のチューリップの中から好みの花束をプレゼント。彼や友達にフラワーバレンタインを伝えてと
PRしました。

■実施日時 ２月７日（土） 12:00～
■実施場所 新潟ロフト バレンタインマーケット（新潟市中央区）
■実施内容 チョコレートをお買い上げのお客様先着200名に、チューリップとスイートピーの

ミニ花束をプレゼント。
■主催団体 にいがた花推進委員会
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【新潟県・各所】 にいがた花推進委員会

2．広報宣伝活動の実施

■実施日時 ２月１０日（火）18：40～45
■実施場所 株式会社新花 オクションルーム
■実施内容 NHK新潟ニュース610中継～新花でＦＶとチューリップをＰＲ。
■主催団体 株式会社新花

■実施日時 ２月１３日（金）
■実施場所 障がい者支援施設 ふれんど・ぴあ（東区）、きぼう福祉園（東区）
■実施内容 入所している女性を対象に、チューリップのアレンジメントを贈呈。
■主催団体 新潟市、JA全農にいがた、にいがた花推進委員会

3.施設への花贈りの実施

フラワーバレンタインと敬老の日の施設への花贈りは今回で9回目となりました。農業新聞の取材
があり、取り組みについて紹介されました。

フラワーバレンタインにチュリーップを勧めている事や、新潟県オリジナル品種等を紹介。
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【新潟県・各所】 にいがた花推進委員会

■実施期間 １月３１ 日（土） ～２月１５日（日）
■実施場所 食育・花育センター アトリウム（新潟市中央区清五郎）
■実施内容 フラワーバレンタイン特設ブースを設置しました。チューリップを中心としたアレンジ

メント・チューリップの鉢植を展示したほか、11日からはフラワーショップ18店による
バレンタイン用ギフト展示を行い、約5,000人の来館者へ新潟産のチューリップの
PRを行いました。

■主催団体 新潟市、にいがた花推進委員会

4．展示PRの実施

チューップをメインにしたＦＶ向けのギフト展示で、来場者からの受注もありました。

同会場で年8回「記念日に新潟産の花を贈ろう」キャンペーンを実施しています。

■実施期間 ２月７日（金）～２月１３日（金）
■実施場所 区役所各課などの窓口カウンター約130か所

「新潟市地産地消推進の店（飲食店）」
37か所の店舗内

■実施内容 新潟市産チューリップの一輪挿しや
ポスター掲示等によるフラワーバレンタインPR展示

■主催団体 新潟市

オリジナルのPOPを作成し、市民に向けた新潟市産のチューリップ
（全750本）を設置することでPRを行いました。
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ネスパス屋外と館内のイベントスペースで5,000本のチューリップの切り花・120ポットの花芽付き球根
の販売を実施するとともに、53品種のチューリップの展示や、新潟のオリジナル品種「越黄冠」の販売、
「恋心」の展示も行いました。新潟市フラワーバレンタインオリジナルシールやフラワーバレンタインの
パネル展示によるPRを行いました。

5.首都圏でのPRの実施

■実施日時 2015年1月30日（金）
～2月1日（日）

■実施場所 表参道ネスパス新潟館
（東京都渋谷区）

■実施内容 「2015にいがたチューリップマルシェ」
における新潟産チューリップの販売、
展示、新潟産チューリップ＆フラワー
バレンタインPRコーナーの設置

■主催団体 新潟園芸農産物宣伝会
（事務局：JA全農にいがた園芸部）、
新潟市
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【新潟県・各所】 にいがた花推進委員会



【富山県・富山市】 富山フラワーネットワーク

■実施期間 ２月６日（金）～８日（日）
■実施場所 富山グランドプラザ
■実施内容 フラワーバレンタイン in TOYAMA 花とみどり・ふれあいフェア
■主催団体 富山フラワーネットワーク
※協議会構成団体
富山県花き生産者協議会、富山県花卉球根農業協同組合、㈱富山中央花き園芸、富山県
花き仲卸組合、全国農業協同組合連合会富山県本部、富山花き商業協同組合、
（一社）日本生花通信配達協会富山支部、（公社）日本フラワーデザイナー協会富山県支部、
富山県華道連合会、（公財）花と緑の銀行、富山県

県産ストック，チューリップを使用した花飾り、花束作り
教室、生け花教室、寄せ植え教室で、県産花きをPR。

■取組による成果、参加者の反応

生産者、流通関係者、消費者団体が一堂に会し、イベントの企画・開催を通して、花きに対する
新たな認識や連帯感が生まれている。また、来場者には、花きに興味をもつきっかけとなった。

■次年度２０１６年のフラワーバレンタイン活動計画
●市内を走る市電のラッピング、期間・１月中～2月中旬
●２月６日～１４日、市中心街にある富山グランドプラザでの花飾り（６日はセレモニー開催）

←花贈り作品展
（富山県花き商業
協同組合）
贈る花をテーマに
県内小売店が
アレンジメントを提案 ６日～１３日富山グランドプラザにてフラワーバレンタイン告知

初日の６日には 寄りの幼稚園園児の男の子から女の子へ
日頃の感謝の気持ちを花に託しての花束贈呈や記念撮影
のイベント。園児たちは真剣に告白！
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【石川県・金沢市】 エアリーフローラ振興会

石川県生まれのフリージア「エアリーフローラ」を使ったイベント

●エアリーフローラで願い結び

雲竜柳で作製したオブジェにエアリーフローラをお願いとともに
1000名の方が結ぶ男女問わずそれぞれの願いを込めてエア
リーフローラを結ぶ姿が楽しい光景。

●プチマルシェ

エアリーフローラをイメージした辻占「春占」やエアリーフローラ
の販売地元の和菓子屋さんとのコラボ商品

●花贈り応援！フラワー男子アレンジメント講座

エアリーフローラを使ったアレンジメント講座でバレンタインに思
いを伝える男性たちが参加され好評でした。それぞれ思い思
いにアレンジメントを作っていた。初めての方や、小さな男の子
も参加した。

●祈願祭

願い結びに参加された方の願いが叶うよう、ハートのオブジェ
の前で行われた。

●ワールドカフェ

花屋さん向けを対象として新しい贈り方「HanaHako（花箱）」を
語る！あなたのショップから県産花きを発送～ワールドカフェ」
を開催し、いろいろな贈り方の提案がされた。また、バイオリン
の演奏も少しあり、雰囲気も良かった。

■実施期間 2月７日（土）～2月14日（土）
■実施場所 しいのき迎賓館
■実施内容 結べばハッピー エアリーフローラ＆フラワーバレンタイン
■主催団体 エアリーフローラ振興会
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【石川県・金沢市】 石川県花き振興協議会

金沢駅東口 もてなしドーム広場にてフラワーバレンタインのPRと、カップルの男性が女性に愛や感謝
の思いをステージ上で伝えていただけるイベントを実施壇上での告白イベント前にフラワーバレンタイン
のチラシを一般の方に配布しながらイベントに参加するカップルを募集した。イベント用のオブジェはバ
ラと石川生まれの花「エアリーフローラ」フリージアの花束でハート型のものを作成した。告白イベントで
は、県民より観光客の方の参加が多かった。韓国から来られた旅行者も参加した。駅前、そしてバス
ターミナルも兼ねたとこでの催しで老若男女さまざまな方が参加、見ていた。雨にもかかわらず、新幹
線開業前で観光客も多く去年より人出も多く、雨の日だったが盛況でした。オブジェを背にして記念撮
影される方も見られた。イベント終了後、オブジェの花束は周囲の人に販促を兼ねて配布した。

■実施期間 2月8日（日）
■実施場所 JR金沢駅 東口前もてなしドーム
■実施内容 フラワーバレンタインPR
■主催団体 石川県花き振興協議会
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【静岡県・静岡市】 フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会

１ フラワーバレンタインＰＲハート型モニュメントの設置

２月７日（土）～１４日（土）にかけて、マークイズ静岡のセンターコートにガーベラ１０００本を

使ったモニュメントを展示。２月６日施設閉館後に、生産者７名、花屋２名、経済連２名で装飾。

２ 花束・アレンジ作成パフォーマンス＆プレゼント

２月８日（日）センターコート特設ステージにて、県内生花店（フラワーデザイナー）による

パフォーマンスを実施。

第１部１３：００～１４：００

バラやスイトピーなどあらゆる花材約１０００本を利用し、８名のデザイナーが花の説明や、

花束のイメージを話しながら、次々と花束を作成。完成した花束は、観覧しているカップルや

夫婦の男性に渡し、感謝の気持ちを込め、 女性へプレゼントされました。花束数約３０個。

■実施期間 ２月７日（土）～２月１４日（土）
■実施場所 マークイズ静岡（静岡県静岡市柚木１９１）
■実施内容 花束作成パフォーマンス＆プレゼントなど
■主催団体 フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会・マークイズ静岡
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マークイズ静岡様とのコラボチラシ→

【静岡県・静岡市】 フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会
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第２部１５：３０～１６：３０

マークイズ内の協力店舗をイメージしたアレンジの作成。雑貨店５店舗のイメージに合わせて、
各店舗１名ずつのデザイナーが作成。 完成したアレンジは、各店舗にて装飾されました。

３ 全テナントへフラバレＰＲ用ミニアレンジの装飾

マークイズ内の全１５０テナントや館内に、ミニアレンジとフラバレＰＯＰを装飾し、来店者全員に
フラバレ定着をアピールしました。

【静岡県・静岡市】 フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会
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４ ミニブーケプレゼント

２月７日(土）～１４日（土）の期間中、施設内店舗で３０００円以上のお買い上げで、公式スリーブを
利用したミニブーケをプレゼントするキャンペーンを実施。

平日先着１００名、土日祝日先着５００名。合計２４００個。

５ フラワーウォークの実施

２月８日（日）１２：００～ 花卉生産者や市場流通関係者など 名が、静岡市内の繁華街、

ＪＲ東海道線、マークイズ静岡館内を、正装のうえ花束を抱え、フラバレをＰＲしながら歩きました。

ゴール地点のマークイズ特設ステージで、代表者の挨拶と、ステージ上でのカップルへのプレゼント、
ステージ周辺の来店客へのプレゼントを行いました。

６ メディア対応

地元テレビ局からの当日取材があり、２月１２日（木）夕方の番組で、バレンタイン特集コーナー内で
取り上げられました。花束をもらった女性が喜んでいるコメントがあり、大きな宣伝効果があったと考え
られます。

【静岡県・静岡市】 フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会
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【静岡県・浜松市】 フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会

■主催： フラワーバレンタイン静岡2015 実行委員会
■共催： 静岡県花き生産者マーケティング研究会、花キューピット協同組合57静岡支部、

静岡県花き市場連合会
■後援： 静岡県、浜松市

静岡県浜松市のフラワーバレンタインは、とぴあ浜松PCガーベラの生産者たちを中心に、年間を通じて
異業種とコラボしながらPR活動をパワフルに継続しています。以下は、年間活動報告書の中から、
フラワーバレンタイン関連を抜粋掲載。
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【静岡県・浜松市】 フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会
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【静岡県・浜松市】 フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会
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【静岡県・浜松市】 フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会
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【静岡県・浜松市】 フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会
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【静岡県・浜松市】 フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会
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【静岡県・浜松市】 フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会
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【静岡県・浜松市】 フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会
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【静岡県・浜松市】 フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会
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【静岡県・浜松市】 フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会
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【静岡県・浜松市】 フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会
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【愛知県・名古屋】 フラワーバレンタインあいち実行委員会
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【愛知県・名古屋】 フラワーバレンタインあいち実行委員会
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【愛知県・名古屋】 フラワーバレンタインあいち実行委員会
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【愛知県・名古屋】 フラワーバレンタインあいち実行委員会
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【愛知県・名古屋】 フラワーバレンタインあいち実行委員会
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＊六本木ヒルズから数寄屋橋公園までのフラワーウォーク

２月８日（日）午後２時から、知事や生産者団体代表ら約30名がピンクのジャンパーを着用し、六本木ヒルズから

満開咲きの輪ぎく（ブルームマム）を中心とした花束を持って地下鉄に乗り、銀座の数寄屋橋公園までフラワー

ウォークを行いました。

＊数寄屋橋公園での花束の無料配付等

２月８日（日）午後２時30分から、知事や生産者団体代表ら約30名がピンクのジャンパーを着用し、ガーベラ、バ

ラ等２～３本の花束400束を道行く人に配付し、フラワーバレンタインをアピールしました。また、フラワーバレンタイ

ンのラッピングトラック２台が、公園周辺を巡回しました。

【愛知県・名古屋】 フラワーバレンタインあいち実行委員会

フラワーバレンタインあいち
実行委員会 事務局

■愛知県大村知事による都内でのPR活動
（六本木ヒルズ・フラワーマルシェ「あなただけのスィートブーケ」withあいちの花 にご参加後・・・）
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【愛知県・名古屋市】東海農政局×愛知学院大学地域連携センター

■イベントの企画立案、広報について

愛知学院大学学生らが中心となり行った。

募集告知ポスターもキャンパス内で、学生カップ
ルを募集し撮影、キャンパス内の電子掲示板等
で投影を行った。また、東海農政局におけるプレ
スリリースやチラシにも、同様のデザインを採用し
た。当日は７５名の一般消費者、学生等が参加。

名古屋テレビ、日本農業新聞、花卉園芸新聞の
取材を受けた。

■「男性から女性に花を贈る２月１４日=フラワー
バレンタイン」のプレゼンテーション
愛知学院大学経済学部/商学部学生２名による、
データや実体験を交えたフラワーバレンタインのプ
レゼンを行った。

■愛知県産有機JAS食用バラを使用したペタル
ジャム試食
ココノエフーズ株式会社による、愛知県弥富市の
ベルバラ園が生産した有機JAS認証のバラを使
用したペタルジャムの試食や即売を行った。終了
後、かなりの参加者が列に並び商品を購入した。

■食用花に関する調査、有機JAS食用バラを使
用した菓子・料理の紹介

愛知学院大学心身科学部学生らが考案した、食
用花のプレゼン、料理・菓子の試食等を行った。

■フラワーアレンジメント体験

ＮＦＤ愛知県支部講師による「花のあるバレンタイ
ン」をイメージしたアレンジ体験を行った。

■実施期間 ２月１３日（金）
■実施場所 愛知学院大学名城公園キャンパス1104教室（愛知県名古屋市北区名城3-1-1）
■実施内容 花贈りPRセミナー「LOVEフラワーバレンタイン」
■主催団体 東海農政局×愛知学院大学地域連携センター
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【愛知県・名古屋市】 東海農政局

職員向けの体験・斡旋

■愛妻の日

前日に当たる1月30日（金）に名古屋生花商業協同組合の
協力で４種のミニブーケを斡旋。

参加職員は７４名。半数以上が赤いバラの入ったアレンジを
オーダーした。

■フラワーバレンタイン

愛知豊明花き地方卸売市場の協力により、2月10日に、
愛知県産ミニカトレアと、岐阜県産マーガレットを斡旋。

■フラワーバレンタイン（フラワーアレンジメント体験）

ＮＦＤ愛知県支部の協力で職員２２名が参加し、ＪＡひまわり
産のバラを中心としたアレンジの体験を行った。

■実施期間 １月３０日（金）、２月１０日（火）、２月１２日（木）
■実施場所 東海農政局第１・２会議室（愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2）
■実施内容 花贈りPRセミナー「LOVEフラワーバレンタイン」
■主催団体 東海農政局×愛知学院大学地域連携センター

■庁舎内での
ポスター掲示

愛知学院大
学との セミ
ナーや、職員
向けたい県の
告知、 花の
国日本協議
会のポスター
を庁舎内に掲
示し、ＰＲ活動
を行った。
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【愛知県・田原市】 田原市

■蔵王山展望台でのフラワーバレンタインのPR

今年リニューアルした蔵王山展望台を

フラワーバレンタイン仕様に飾り付けし、

花で飾ったフォトスポットを設置し、撮影

会を行った。また、市内生花店とコラボ

し、市内生花店で花を購入された方先

着８０名様にイチゴ狩り割引券を用意し

た。イベントを知らずに展望台を訪れた

方も多かったが、多くの人がフォトスポッ

トで撮影を行い、フラワーバレンタインの

周知を図れた。

■サンテパルクたはらでのフラワーアレンジメント教室

バレンタインをテーマにしたフラワーアレン

ジメント教室を行いました。当日は天気も

よく、サンテパルクを訪れていた子どもから

大人まで参加していただけました。また、

遠方からアレンジメントを目当てに出向い

ていただいた方もおり、花の街のPRとフラ

ワーバレンタインのPRを行うことが出来た。

■実施期間 ２月１４日（土）
■実施場所 蔵王山展望台（愛知県田原市浦町蔵王１－４６）

サンテパルクたはら（愛知県田原市野田町芦ヶ池８）
■実施内容 フォトスポット設置、花購入者へのイチゴ狩り券プレゼント、フラワーアレンジメント教室
■主催団体 田原市
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当日午前中から、スリーブに入れて準備しました。
●ガーベラは、JA紀州。アルストロメリアはJA全農長野。スイトピーはJAはまゆうよりご提供頂きました。
●FV用のスリーブには、ガーベラとアルストロメリアを入れました。（400個）
●弊社で用意したスリーブにはスイトピーを入れ、イベント開始前、泉大津市役所に200個・ホテルレイク
アルスターアルザ泉大津に50個・ホテルサンルート関空に50個を提供しました。（300個）

反省点：
①男性のみをターゲットにすると、照れくささもあって、なかなか受け取ってもらえないので、配布し終わ
るまでかなりの時間が掛かると思われる。今回もやむを得ず、女性にも配布しました。（男性のみに配っ
ていても、大阪のおばちゃんは取りに来ます。）
②知名度の高い花（誰でも知っている花）の方が受け取ってもらい易いかも知れない。

■実施期間 ２月６日（金）１８：００～１９：００
■実施場所 南海本線 泉大津駅東出口
■実施内容 切花の無料配布。（400個）
■主催団体 西日本花き株式会社

【大阪府・泉大津市】 西日本花き株式会社

スタンバイOK！いざ、出陣！

男性は照れくさいのか、
なかなか受け取ってもらえません。
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【大阪府・大阪市】 大阪府花き振興協議会

■実施期間 2月6日（金）～2月9日（月）
■実施場所 大阪駅・砂時計広場
■実施内容 フラワーバレンタインに向けた展示会の実施
■主催団体 大阪府花き振興協議会・大阪鶴見フラワーセンター なにわ花いちば・ＪＦ鶴見花き

昨年実施していた大阪駅・時空の広場（屋外）から
ＪＲ・地下鉄の乗り場の真ん中に位置している砂時計広場にて
フラワーバレンタインの周知活動を行いました。

またパネルの横には
フォトスポットを設けて少しでも
記念に残ってもらえる様な楽しみも！

初めての場所で実施して約8000人の方に来て頂きました。
初めての実施場所でもあり試行錯誤をした中でのイベントで
したが、意味のある周知活動になったと思います。

駅の改札口近くという事もあり多くの方々に来ていただ
き、直接フラワーバレンタインとは？を説明させて頂きま
した。
【テレビで見たよ】 【花屋でみたよ】という声が多くあった
ので少しずつではあるがＦＶが周知してきているのではな
いかと思います。ですが一方でまだ【ＦＶって？】という声
があがっているのは確かなので単年では無く継続的なイ
ベントを実施していきたと思います。

139

【大阪府・大阪市】 大阪グランフロント北館 ナレッジキャピタル

◆趣旨

フラワーバレンタインを普及させる為、大阪市内商業施設イベントの一環として花の展示を行う。

大阪府花き振興協議会として、企画・立案を行い、施工を（株）日比谷花壇・株式会社花弘
（HANAHIRO）・フラワーアーティスト/JOCA（梅垣）で行う。

今回、ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪ﾅﾚｯｼﾞｷｬﾋﾟﾀﾙのバレンタイン企画の中での、フラワーバレンタインを行う事で、
バレンタインという日に様々な愛情表現や伝えたい気持ちなどを表現させ、来場者へアピールを行う。

◆目的

花の普及活動の一環として、花の展示を行う事が企画されたが、ただ単に花を見せるだけではなく、
花の持つ生命力や癒しの部分を広く消費者へアピールする事で、需要喚起と花文化の創出を目的と
する。その中で、デザイナーを採用し生花がより身近な存在にある事をアピールし、展示を行う。

また、デザイン一つ一つにテーマも持たせ、バレンタインという日に愛情や感謝などのメッセージを
消費者へ訴えかけた。

実績： 期間来場者数：約17,000人 展示スペース来場者数：約7,000人

■実施期間 2月1日（日）～2月14日（土）
■実施場所 グランフロント大阪＆ナレッジキャピタル各施設
■実施企業 (株)日比谷花壇・(株)花弘・ＪＯＣＡ・(株)リベルテ
■主催団体 ナレッジキャピタル （企画/ＳＹＮＣＨＲＯ）

館内バレンタインパンフレット（表裏）
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【大阪府・大阪市】 大阪グランフロント北館 ナレッジキャピタル
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【大阪府・大阪市】 大阪グランフロント北館 ナレッジキャピタル
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【大阪府・大阪市】 フラワーバレンタインウォーク in JR大阪駅

フラワーバレンタイン静岡２０１５実行委員会が大阪にて出張ウォーク！
２月５日夜、大阪の花き関係者や各地の生産者が集まり、大阪駅構内をフラワーウォーク。
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【兵庫県・宝塚市】 宝塚フラワーコンサート実行委員会

■フラワーバレンタインコンサート in 宝塚 vol.2

14：00～
開演1時間前からホール入口に多くの人に並んでいただき
開場直前には駅につながる通路に長い列ができるほどであった。

コンサートは予定通り開演され、昨年同様ソプラノ歌手の長谷川さんを筆頭に、ピアノに源氏万記子さん、
ハーブの野田千晶さんに加え、今年はダンスの辻翔平・真理子ペアと前田明さん。
パフォーマンスに青山郁彦さんによって花にまつわる歌とダンス、そしてパフォーマンスが行われた。

■実施期間 ２月７日（土）
■実施場所 宝塚ベガホール 兵庫県宝塚市清荒神1-2-18
■実施内容 フラワーバレンタインコンサートin宝塚 vol.2
■主催団体 宝塚フラワーコンサート実行委員会

終演後ロビーにて出演者自ら約３００束の花束をお客様にお渡し。皆様笑顔で会場を後にされていました。
コンサートの観客は３００名ばかりでしたが、今回も宝塚市の後援も頂けたので、市内の掲示板を通じて
多くの人に伝播できたと思います。さらには教育委員会や宝塚市文化財団、宝塚市まち遊び委員会
の協力を得ての伝播。花の業界からは花の国日本協議会や日本フローラルマーケティング協会
他にはFM宝塚やコンマニアの後援、その他多くの企業の協賛を受けて、昨年より数倍多くの人に伝える
ことができたのではないかと思います。144



【兵庫県・姫路市】 フラワーバレンタインひめじ推進委員会

■イベント１ 2月2日（月）19:00～ ラヴィーナ姫路コラボイベント

ラヴィーナ姫路 「夫婦感謝の日パーティー」 で、MCによるフラワーバレンタインの紹介後参加40組

ご夫婦のご主人さまから奥様へ、感謝の言葉といっしょにお花の贈呈式を行っていただきました。ご夫婦
そろっての笑顔が素敵でした。（40組）

■イベント2 2月13日（金） 14日（土） ホテル日航姫路 10周年記念コラボイベント

ティーラウンジ「ファウンテン」 バレンタインデー限定チョコレートプレート（15名限定）

カフェレストラン「セリーナ」 バレンタインスィーツバイキング（90名限定）

ご来店のお客様へ、ホテルスタッフからお花のプレゼントを行いました。

■イベント3 2月10（火） 株式会社清交倶楽部 総社会館姫路コラボイベント

ブライダルフェアーにご来場のお客様へお花の無料配布、模擬披露宴では、新郎新婦から

ご出席のお客様へお花を配布する演出を行っていただきました。（60本）

■イベント4 2月13日（金）14日（土） ザ・ロイヤルクラシック姫路コラボイベント

ブライダルフェアーにご来場のお客様へお花の無料配布、実際の披露宴では新郎様から新婦様へ、サプ
ライズでお花を贈っていただきました。（60本）

■イベント5 2月10日（火）～14日（土） 協力企業様イベント

地域の企業様（11社760名）の男性従業員様からパートナー（奥様、彼女）へ、花言葉を添えたお花を
贈っていただきました。また、意識調査アンケートにもご協力いただきました。

■イベント6 2月11日（水）10:00～17:00

姫路駅北駅前広場キャッスルガーデン

主に男性、カップルにお花の無料配布（800本）を行いました。

また、アンケートにお応えいただいたカップル先着30組に、

ウォークラリーイベントに参加していただきました。

内容は、まず、配布されたお花を「飯塚生花店」や「はなはうす」

のお花屋さんでミニブーケにアレンジしてもらいます。

そのミニブーケを持って「フォトスタジオism」さんで記念写真を

撮影。さらに、ミニブーケを持って行くと「ケーキギャラリー大陸」

さんではケーキを、ヤマサ蒲鉾大手前店さんではチーカマドッグ

をプレゼント。

MCによるフラワーバレンタインの説明、イベント概要の説明を

行ったおかげでカップルや男性の方々が集り安くなった。

■実施期間 2月11日（水）
■実施場所 姫路駅北駅前広場 キャッスルガーデン
■実施内容 お花の配布、カップルウォークラリー
■主催団体 フラワーバレンタインひめじ推進委員会
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【兵庫県・姫路市】 花の街ひめじ実行委員会

■実施期間 2月11日（水）
■実施場所 姫路駅北駅前広場 キャッスルガーデン
■実施内容 お花の配布、カップルウォークラリー
■主催団体 花の街ひめじ実行委員会

ラヴィーナ姫路
「夫婦感謝の日」パーティー

株式会社清交倶楽部 総社会館 株式会社清交倶楽部 総社会館

ホテル日航姫路 10周年記念 飯塚生花店 はなはうす
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平成24年からＰＲを重ね今年で4回目。今回はこれまで行ってきた形でのイベントに加えて、
備北丘陵公園でのバレンタイン企画にも参加。

7つの企画により認知度を少しでもあげるべくＰＲしてきました。ここには掲載されていませんが、イベント
以外にも、県や市の職員さんに協力でバレンタインデーの前日に花束や鉢花を注文していただきました。

■平成27年 フラワーバレンタイン企画 in 国営備北丘陵公園ウインターイルミネーション
■広島市長 表敬訪問
■イベント応援隊 第20回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
■広島テレビ放送 夕方情報番組 “テレビ派” 「街角伝言板」出演
■広島県知事 表敬訪問
■フラワーバレンタインPRイベント in 広島パルコ
■フラワーバレンタインPRイベント in アルパーク

【広島県・広島市】 広島花いっぱい推進委員会
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【広島県・広島市】 広島花いっぱい推進委員会
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毎回、パルコのイベントでは、音楽演奏をバックにフローリストがブーケをつくるというパフォーマンスを行い
ますが、この度は、ヴォーカルも入れて会場をよりいっそう盛り上げました。毎年、少しずつですが認知度
がUPしていく事を確認しながら取り組めていると思っています。

【広島県・広島市】 広島花いっぱい推進委員会
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【広島県・広島市】 広島花いっぱい推進委員会
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【広島県・広島市】 広島花いっぱい推進委員会
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【山口県・各所】 山口県花卉園芸推進協議会

■概 要

本年度山口県においては、県西部では大規模販売施設で、
県東部では花きの消費拡大施設で「フラワーバレンタイン」の
PRを実施した。

■イベント① 「やまぐちフラワーランド」

日 時：平成26年2月8日(日) AM9：00～PM5：00

PR内容：ポスター展示、チラシ・花束配布によるﾌﾗﾜｰﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝのPR

配布数：チラシ300枚・花束150束(先着順、無くなり次第終了)

展示物：ポスター3枚(イーゼル展示)、幟2本、花束はオリジナルユリ
(プチシリーズ)等各会場とも花束は1時間程度で150束の配布は
終了しました。

フラワーランドは9時開園～10時花束配布終了 午前中にはチラシ
も配布終了です。当日の入場者数は430人でした。

■イベント② 「シーモール下関」

日 時：平成26年2月7日(土) AM8：00～PM3：30

PR内容：ポスター展示、チラシ・花束配布によるﾌﾗﾜｰﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝのPR

配布数：チラシ300枚・花束150束(先着順、無くなり次第終了)、花束は｢関の花｣ブランド等

展示物：ポスター3枚(イーゼル展示)、「関の花」ブランド花の展示

フラワーアレンジ教室の開催： 地域で生産された花を活用したアレンジ教室を開催

下関は10時開店～11時花束配布終了 こちらも午前中にはチラシ配布終了です。

当日の来客数は正確な数字は把握できていませんが恐らく1000人程度は会場を通過したものと
考えております。

■実施期間 平成27年2月7日（土）～2月8日（日）
■実施場所 ①やまぐちフラワーランド（山口県柳井市）

②シーモール下関(山口県下関市)
■実施内容 フラワーバレンタインのポスター展示やチラシ、花束の配布等
■主催団体 (株)徳山花市場 (株)山口県中央花市場 (株)下関合同花市場

山口県花卉園芸推進協議会
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【香川県・高松市】 香川県花き園芸協会

■実施期間 2月14日（土）
■実施場所 丸亀町商店街（香川県高松市）
■実施内容 丸亀町グリーンからドーム下（丸亀町商店街長さ約470ｍ）に向けて、前日、新番町

小学校の３年生が花育として飾り付けた花電車とともに、高松ゆめ大使、ことちゃん・
ことみちゃん（ことでんマスコットキャラクター）、県内花き生産者らがパレードを行い、
ドーム下に設置したフラワーバレンタイン特設ステージで記念撮影等のイベントを行った。

■主催団体 香川県花き園芸協会
■協 賛 株式会社高松花市場、香川県花卉商業協同組合、花の里かがわ推進委員会

株式会社朝日ダンボール

香川県花き園芸協会の活動として、花電車を運行して、県内の花き生産者、花市場、花屋他、
一般参加者など（100名程度）ともに丸亀町商店街をパレードし、フラワーバレンタインをＰＲしました。

今回のイベントでは、小学生が飾り付けた花電車を中心に、高松ゆめ大使、ことちゃん・ことみちゃん
が場を盛り上げ、一般の方が見守る中、特設ステージ上で参加した花き生産者が奥さんに言葉を
添えて花を贈呈するなど、一般の方へのＰＲは十分に行えたものと思います。

また、実際の花店では、フラワーバレンタインの男性客が増え始めているという報告もありました。
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【徳島県・美馬市】 あんみつ館（株式会社河野ﾒﾘｸﾛﾝ直営施設）

昨年に続き、今年も徳島県内の洋らん団体「阿波洋らん青年倶楽部」の方々とあんみつ館の
共同企画。ＪＲ徳島駅ご利用の女性の方限定でシンビジウムのアレンジ150個、花束150束を
阿波洋らん青年倶楽部の男性5名より「フラワーバレンタイン」の趣旨を説明させていただきながら
プレゼントさせていただきました。

あんみつ館のイメージキャラクターあんみつ姫も登場し賑わいました。

■実施期間 2月6日（金） 17：30～18：30
■実施場所 ＪＲ徳島駅
■実施内容 ＪＲご利用のお客様（女性限定）
■主催団体 阿波洋らん青年倶楽部・あんみつ館（株式会社河野メリクロン直営施設）
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【徳島県・美馬市】 あんみつ館（株式会社河野ﾒﾘｸﾛﾝ直営施設）

世界の洋・年中満開のあんみつ館（株式会社河野メリクロン直営施設）では、シンビジウムの種苗

会社である当社の 高級品種“グレートフラワー・マリーローランサン”の花束を、ご来館いただきま

したお客様全員へプレゼントさせていただきました。

男性から女性へお花を贈る「フラワーバレンタイン」。

当社代表取締役社長 河野通郎（かわの みちお）よりご来館いただきました女性へのプレゼント。

また、男性の方へお渡しさせていただく際には社長より

「あんみつ館でいただいたと言わず、あんみつ館であなたの為に購入したと言って女性にプレゼント

してください。」とお伝えするよう指示があり、

説明を受けた男性は「ユニークで繊細なお心遣い。」と言って喜んでいただきました。

あんみつ館では、第1回目の2011年より毎年、お客様へシンビジウムのアレンジや花束のプレゼン

トをさせていただいています。

今年は5回目。徳島新聞様の取材もあり、大きく掲載していただきました。

フラワーバレンタインの趣旨を説明させていただきながらお渡しさせていただきましたが、みなさん

喜ばれ、笑顔でお受け取りくださいました。

■実施期間 2月13日（金）～2月14日（土）
■実施場所 あんみつ館 新館（徳島県美馬市脇町５５１－２）
■実施内容 ご来館のお客様全員
■主催団体 あんみつ館（株式会社河野メリクロン直営施設）
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【福岡県・各所】福岡県花卉農業協同組合・福岡花商協同組合
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【福岡県・各所】福岡県花卉農業協同組合・福岡花商協同組合
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【福岡県・各所】福岡県花卉農業協同組合・福岡花商協同組合
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【福岡県・各所】福岡県花卉農業協同組合・福岡花商協同組合
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【福岡県・各所】福岡県花卉農業協同組合・福岡花商協同組合
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【福岡県・各所】福岡県花卉農業協同組合・福岡花商協同組合
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【福岡県・久留米市】 久留米花卉園芸農業協同組合

■実施期間 ２月７日（土）・８日（日）
■実施場所 福岡県久留米市 西鉄久留米駅 エマックス久留米２階
■実施内容 フラワーオブジェの設置、花束の配布、大切な人への花贈り
■主催団体 久留米花卉園芸農業協同組合
■協力団体 久留米生花商組合

●フラワーオブジェの設置

ガーベラ、バラ、オンシジューム、スィートピー、
デンファレ、デルフィニュームなどの花材とポス
ター、バルーン、FVのぼりを使用してオブジェを
作成。
オブジェをバックにして写真を撮る人や、足を留
めて見学する方が多くいました。
１日目と２日目で設置方法を変えて展示。

●花束の配布

バラ、チューリップ、オンシジューム、カーネー
ション、デンファレの花をイベント広場に立ち寄ら
れた方にオリジナルスリーブなどにチラシをつけ
て無料配布しました。１日目約２００束、２日目
約３００束、大変喜ばれました。

●大切な人への花にそえる一行メッセージ募集

花束と一緒にそえるメッセージを考えていただい
た方に、ミニ観葉などを
プレゼント。子どもから大人まで様々なメッセージ
が集まりました。

※２日目の１６時からは、フラワーオブジェの花を
花束にして無料配布しました。
プレゼントされた方は大変喜んでいました。
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【大分県・大分市】 大分県花き産業振興協議会

■イベント （14:00～15:00）

（男性から女性へ花を贈る2月14日 ～LOVE フラワーバレンタイン～）

①お花屋さんでの花選び指南

お花屋さんから、生花店での花の選び方、頼み方の紹介。多くのお客さんに気軽に生花店に足を
運んでほしいとPRした。

②スイートピー紹介

県スイートピー部会長より全国2位の県内スイートピー産地の生産状況等紹介。

③花贈りイベント

事前に募集した１０組カップル等に、イメージの花束の要望を聞いた上で、当日イベントに参加して
もらった。多くのお客さんの前で、男性から女性に、また、子供からお母さん、お父さんに等さまざ
まな形でメッセージを添えて、花贈りをしてもらった。日頃、なかなか伝えられない感謝の気持ちを
花束とともに伝えることができて良かったとの意見をもらった。

④花束の抽選プレゼント

150名の方に県産のスイートピーを使用した様々なアレンジなどを抽選プレゼントを行い、多くの家
族連れが楽しんでくれた。

■実施期間 ２月１１日（水）
■実施場所 パークプレイス大分（大分県大分市公園通り西2－1）
■実施内容 花贈りイベント
■主催団体 大分県花き産業振興協議会
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【大分県・大分市】 大分県花き産業振興協議会

フラワーバレンタイン飲食店コラボ報告書

株式会社 大分園芸花市場 菊谷 晴美

【企画内容】
２月１４日（土）に男女カップルで飲食店へ来店した男性へ花束を用意。
大切な女性へプレゼントしてもらう。飲食店やお客様に、その様子をＳＮＳ
に投稿してもらうなどしてフラワーバレンタインの周知活動に協力してもらう。

【対象飲食店】 大分市内１１店舗
●キヘイカフェ西大分店（生石） ●キヘイカフェ花津留店（花津留）
●Ｄｉｓｈ本店（上白木） ●オアシスタワーホテルＴＨＥ２１（高砂町）
●レンブラントホテル山茶花（田室町） ●the ・ bridge （中央町）
●陽はまたのぼる（府内五番街） ●オステリアブーチョ（府内五番街）
●串焼きのたつみ（府内五番街） ●カフェフランセユキ（府内五番街）
●田崎洋酒店（府内五番街）

【花材・資材】
大分県産スイトピー・大分県産バラ・スリーブ・ステムティッシュ・リボン

【製作】
２月１３日 大分園芸花市場花商組合 大分園芸花市場社員

【配達】
花商組合員の協力で手分けして配達。府内五番街は商店街組合の協力
により各店舗に配達してくれた。２月１３日夕刻から１４日午前中にかけて

【振り返って】
カップルの男性にターゲットを絞った花贈りを企画した。飲食店も快く協力
を引き受けてくれた。
準備や製作も花商組合の方々の協力でスムーズにできた。配達も花屋さ
んが行ってくれたところが多く非常に助かった。この企画の目的のひとつで
あった飲食店と花屋さんの繋がり作りにも良い結果になったと思う。これを
きっかけに食事と花をセットにしたディナーコースやランチコースが広まっ
たら良いなと思う。大分県産の花のＰＲにもなって良かったと思う。

【来年に向けて】
今回、一番心配だったのは配達。配達希望時間帯が重なるので今年は
大分市内の近隣の飲食店だけにしか声掛けができなかった。しかし花屋
さんが快く配達を引き受けてくれたおかげで負担が軽減された。来年はも
う少し飲食店の数を増やし、地域も広げられるのでは？と思っている。来
年も花商組合や協議会の方々の協力が引き続き得られればこの素敵な
花贈りイベントを続けていきたい。
もう少し大分県産の花をＰＲできるよう、花の名前や産地などのシールを
スリーブに貼るなどの工夫ができたらいいなと思う。
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【ご参照】 全国フラワーバレンタインPRイベントリスト
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【ご参照】 全国フラワーバレンタインPRイベントリスト
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【ご参照】 全国フラワーバレンタインPRイベントリスト
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【ご参照】 全国フラワーバレンタインPRイベントリスト
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