
5. メディアタイアップ
Flower Valentine with J-WAVE
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■実施期間 2⽉1⽇〜特設サイト開設、1⽉後半からキャンペーン告知開始
2⽉1⽇（⽊）〜14⽇（⽔）本キャンペーン

■実施⽅法 J-WAVE81.3FMの14帯番組で連⽇タイアップ企画を実施。
視聴エリアの花店にてキャンペーンPOPとコラボタグ付きブーケを展開し
タイアップ感を。さらに、三浦知良選⼿の⽣⾳声によるスポットCM、
花店の番組出演、CD＆フラワーベースプレゼント／1組2名Billboard Live
ご招待＋会場で花束のプレゼントなど

■コラボ⽅法 番組での取組み、CM、公式サイトでの特設コーナーをJ-WAVE様がご担当、
キャンペーンPOP＆コラボタグの制作費は東京都花き振興協議会が負担、
花店への参加要請（特設サイトへの店舗情報登録の斡旋）は世⽥⾕市場を
中⼼に東京都花き振興協議会の各市場を通じて実施、
プレゼントのフラワーベースの提供（18名様）を花の国⽇本協議会が担う。

■番組 JTMR、BEAT PLANET、GLOOVE LINE Z、HELLO WORLD、
THEHANGOUT、TOKYO UNITED、GOLD RUSH、RADIO DONUTS、
SATURDAY SONIC など⼈気番組

■視聴エリア 東京都、神奈川県、埼⽟県、千葉県、群⾺県、栃⽊県、茨城県、
⼀部の地域で視聴可能な静岡県、⼭梨県、⻑野県、新潟県、福島県
radikoで全国エリアで視聴可能
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【メディアタイアップ】⼈気FM局「J-WAVE」との⼤型コラボ

「Flower Valentine with J-WAVE」
〜バレンタインデーに花と⾳楽を贈ろう〜

今年で
4回⽬

本年度の新たな取り組み

①⾸都圏花店への送客プログラムに︕
東京都花き振興協議会との協業で
花店タイアップ⽤の販促ツール＝
POP＆ハートタグセットを昨年度
までの500⇒1000セットに倍増︕

②J-WAVE公式サイト内フラワー
バレンタイン特設コーナーの
コラボ店舗⼀覧ページのシステム改修

③新規にスポットCMの制作
Mr.フラワーバレンタイン三浦知良
選⼿の⽣⾳声でのCMが叶う。
コラボCPの初テーマソングも

④参加花店2店舗の番組⽣出演

⾸都圏版
チラシ裏⾯
（14万枚）



←店頭⽤A5サイズPOP／各店1枚
今年は⼈気イラストレーター・

柿崎サラさんのデザイン
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ブーケ⽤コラボタグ→
／各店20枚
※花店のご意⾒を参考に

実際のタグには左上に
茎に引っ掛けやすい
切れ込みを⼊れた

本年度の新たな取り組み①

本年度の新たな取り組み②

東京都花き振興協議会のご協⼒で、
販促ツールセットの制作と、⾸都圏花店への
配布を世⽥⾕中⼼に各市場にご協⼒いただく。

1000セット
に倍増制作、
1000店舗
参加⽬標︕︕

毎年ご制作いただく「J-WAVE公式サイト・フラワーバレンタイン特設コーナー」のコラボ
店舗⼀覧ページ「SHOP LIST」のシステム改修⇒ 都道府県、23区別に検索できるように︕

ショップリスト︓約300店登録掲載
都内各市場・仲卸様のご協⼒で花店に斡旋

【メディアタイアップ】⼈気FM局「J-WAVE」との⼤型コラボ

※昨年度までは120店程度の登録掲載

各店舗
紹介ページ

⾸都圏花店への送客プログラムに︕
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本年度の新たな取り組み③

【メディアタイアップ】⼈気FM局「J-WAVE」との⼤型コラボ

キャンペーン期間中放送内で多数かかる（20秒Ver.と60秒Ver.の２種類）
フラワーバレンタインキャンペーン告知スポットCMを新規制作、
Mr.フラワーバレンタイン三浦和良選⼿の⽣⾳声が叶う

若い世代に⼈気の新進気鋭バンド
「Yogee New Waves」による
J-WAVE×フラワーバレンタイン
テーマソング、メジャーデビュー
作品「SPRING CAVE e.p.」
（3/14リリース）より
「Blueminʻ Days」が決定︕︕

「（サビ部分歌詞）
花束をあげよう ⾒てる君に
花束をあげよう 踊る君に
花束をあげよう 眠る君に
花束をあげよう 輝く⽇々に

♪♪」

60秒ロングVer.
ナレ約5秒） Mr.フラワーバレンタイン・三浦知良さんにとって花贈りとは︖

コメ25秒） 確実に喜びますよね、皆さんね、ええ。
やっぱり最初は恥ずかしいし、照れちゃうとは思うんですけど、
まあ⼀回バラをね、プレゼントしたら、癖になりますから。(笑)
⼥性の喜ぶ姿を⾒るとね、とってもこっちもハッピーになるんでね、
とにかく⾏動に移して、勇気を出して、
ぜひ、⼥性にバラを送ってもらいたいですね、はい。

ナレ約20秒）バレンタインデーは、世界中で花を贈る⽇。
ただ今J-WAVEでは「Flower Valentine with J-WAVE」を実施中です。
今⽉「GIFT」がテーマのJ-WAVEから、
リスナーの皆さんへ花と⾳楽に関する素敵なGIFTを贈ります。
ご応募・詳細はキャンペーン特設サイトまで。

20秒ショートVer.

コメ8秒） ミスターフラワーバレンタインの三浦知良です
僕は今年もバレンタインに花を贈ります︕

ナレ約10秒）バレンタインデーは、世界中で花を贈る⽇。
ただ今J-WAVEでは「Flower Valentine with J-WAVE」を実施中です。
詳細はキャンペーン特設サイトまで。
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本年度の新たな取り組み④

【メディアタイアップ】⼈気FM局「J-WAVE」との⼤型コラボ

新たな取り組み①〜④＋リスナープレゼントなど
花の国⽇本協議会と東京都花き振興協議会でコラボ展開

掲載日 番組 合計秒数 20秒スポット料金 換算額

2月1日 STEP ONE 300 ¥70,000 ¥1,050,000
2月2日 ～JK RADIO～ TOKYO UNITED 300 ¥70,000 ¥1,050,000
2月3日 RADIO DONUTS 300 ¥70,000 ¥1,050,000
2月4日 SUNRISE FUNRISE 300 ¥70,000 ¥1,050,000
2月5日 GOOD NEIGHBORS 300 ¥70,000 ¥1,050,000
2月6日 SONAR MUSIC 300 ¥70,000 ¥1,050,000
2月8日 J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 300 ¥70,000 ¥1,050,000

POP OF THE WORLD 300 ¥70,000 ¥1,050,000
SEASONS 300 ¥70,000 ¥1,050,000

2月16日 ALL GOOD FRIDAY 300 ¥70,000 ¥1,050,000
2月1日 STEP ONE 540 ¥70,000 ¥1,890,000
2月13日 STEP ONE 540 ¥70,000 ¥1,890,000

③カズさんのスポットCM
20秒と60秒の2種
×毎日それぞれ１
回ずつ

2/1~2/14毎
日

- 1120 ¥70,000 ¥3,920,000

¥18,200,000

①毎日、「帯番組」内でキャンペーンと
キャンペーンソング、プレゼント曲
の紹介

フラワーバレンタイ
ンCPの告知　約1
分40秒
キャンペーンソン
グ 約3分20秒

②STEP ONEにフローリストが生出演

2月10日

概算で18,200,000円の広告換算

平⽇昼の⼈気番組『STEP ONE』に、コラボ
参加登録掲載花店から2店舗をJ-WAVE様が
チョイス、2⼈のフローリストに番組⽣出演
していただき、フラワーバレンタインについ
て語っていただいた。

2⽉1⽇ フローリストITO 伊藤義明様
2⽉13⽇ ナルセフローリスト 成瀬ゆき様

伊藤さん出演時の
番組シナリオ

キャンペーン期間中の
フラワーバレンタイン露出を
広告費⽤に換算すると・・・

リアル店舗との連動
企画であることが協調され、
⾸都圏における花店への
送客に貢献できたのでは…

J-WAVE特設サイト
TOPページ

J-WAVE公式サイト http://www.j‐wave.co.jp/special/flowervalentine2018/

特設サイトは2⽉1⽇開設
番組は2⽉1⽇〜2⽉14⽇
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プレゼントCP
応募も⼤幅増

参加花店掲載ページ
SHOP LISTへのリンク

フラワーバレンタイン
公式サイトへリンク

ビルボードライブ
「ホセ・ジェームス」
カップルご招待応募

パーソナリティに
よるラブソング選曲
＆フラワーベース
プレゼント

【メディアタイアップ】⼈気FM局「J-WAVE」との⼤型コラボ
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J-WAVE特設サイト
コラボ参加花店 SHOP LIST

リスナープレゼント企画

別所哲也さんやジョン・カビラさん、いきもの
がかりさん、渡部健さんなど18名の番組パーソナ
リティが選んだラブソングの紹介

GIFT① ホセ・ジェイムス ライブ
GIFT② CD＆

LSA社フラワーベース

ちょうど結婚記念⽇の30代ご夫婦に当選、
花束もプレゼント︕

【メディアタイアップ】⼈気FM局「J-WAVE」との⼤型コラボ

コラボ参加花店による⾃店での登録
作業が必要で、昨年度よりプロセス
を簡易化したものの、やはりハード
ルが⾼い模様。今回は、市場仲卸様
のお⼒も借りて、登録代⾏などの
作業も⼀部していただいた。
昨年度は120店舗程の登録が本年度
は300店舗程に拡⼤した。
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【メディアタイアップ】⼈気FM局「J-WAVE」との⼤型コラボ

コラボ参加花店へのご案内
J－WAVE公式サイト内SHOP LISTへの掲載⽅法
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【メディアタイアップ】⼈気FM局「J-WAVE」との⼤型コラボ

J－WAVE様配信のキャンペーンプレスリリース
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【メディアタイアップ】⼈気FM局「J-WAVE」との⼤型コラボ

J-WAVEの公式Instagram、
各番組からもTwitterで告知いただく コラボ参加花店からCPと商品のご紹介も︕

別所哲也さんの
朝の番組


