
6. 消費者向けPRイベント
協議会主催の異業種タイアップ企画

六本⽊ヒルズ
渋⾕ヒカリエ
銀座三越
⽇本橋三越
伊勢丹新宿店 ISETAN MENʻS
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①フラワーマルシェ 「あなただけの sweetブーケ with あいちの花」

【プロモーションイベント】六本⽊ヒルズ×愛知県

毎年⼤好評の“お客様参加型“イベント。7回⽬となる今年も、⼀昨年・昨年に引き続き愛知県
が全ての花材を提供する形で共催が実現。「あいちの花」を前⾯にアピールしながら開催、
愛知県⼤村知事のご挨拶や「花男⼦」による花贈りパフォーマンスも。イベント概要を聞い
て館内に買い物に⾏くお客様も多く、販促につながるイベントとして六本⽊ヒルズ内テナン
ト様にもご満⾜いただいている。

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
（⼀社）花の国⽇本協議会

花材協賛 愛知県（県産のマム、バラ、カーネ、ガーベラなど2,400本）

■実施⽇ ２⽉4⽇（⽇） 12:00〜18:00予定 （花がなくなり次第終了）
■実施場所 ウェストウォーク2階南側吹き抜け
■対象者 男性客、カップル、ファミリー など350組のご参加

※館内で買物・飲⾷のレシート¥3,000以上ご持参の⽅〜好きな花を5本選ぶ
■内容 恒例の⼈気企画。花贈りを疑似体験していただくお客様参加型イベント他
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←会場俯瞰
愛知県ご提供の花々↓

ワーキング
グループメンバー

で接客を→



【プロモーションイベント】六本⽊ヒルズ×愛知県
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マルシェの様⼦〜
カップル、若いファミリー、
男性のご参加者もたくさん︕

②花男⼦パフォーマンス with ⼤村知事＆⼥性DUOのライブ

愛知県東三河出⾝の「花男⼦プロジェクト」と愛知県⼤村知事があいちの花をPR。
フラワーバレンタインのテーマ曲はじめ、IZUMIさん＆上⽥章代さん⼥性DUOによるロマン
ティックな 演奏の中、⾜を留めるカップルやご夫婦がサプライズ花贈り体験︕たくさんの
ギャラリーが⾒守る中、初めて花を贈る、贈られる、という機会になった素敵なカップルば
かりで、会場は熱気と感動に包まれた。

【プロモーションイベント】六本⽊ヒルズ×愛知県
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知事が作ったブーケで、会場のお客様が実際に花贈り。イベント終了後にはフラワーバレンタイン
あいち実⾏委員会会⻑である名古屋⽣花⼩売商業協同組合の川島理事⻑はじめ、愛知県経済連会⻑、
愛知県JA組合⻑らから、来場者にあいちの切花（200束 ）･ 鉢花（50鉢 ）がプレゼントされた。



2012年度から引き続き、
六本⽊ヒルズ館内に設置される
館内誌＝バレンタイン特集の裏
表紙（1万部）、公式サイトにも
⼤きく取り上げていただく。
プレスリリースでも訴求してい
ただき、弊協議会発のプレスリ
リースと相乗効果で多くの媒体
に事前掲載された。

六本⽊ヒルズの館内誌（裏表紙に⼤きく）

③館内レストランで花プレゼント

花材協賛 愛知県（バラ700本）
■実施⽇ 2⽉4⽇（⽇） ディナータイム
■会場 六本⽊ヒルズ館内の12軒のレストラン
■内容 バレンタインデーを六本⽊ヒルズで

過ごすカップルへサプライズ︕

六本⽊ヒルズ公式サイト 2/1〜

六本⽊ヒルズ発信のプレスリリース（2018年1⽉18⽇）

【プロモーションイベント】六本⽊ヒルズ×愛知県
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六本⽊ヒルズの
館内でも随所で
告知いただく

●六本⽊ヒルズ様媒体による事前告知

イベント会場から
発信していただいた
たくさんのご投稿︕
#myフラワーバレンタイン

素敵な企画❤と⼤好評︕
フラワーバレンタインや
愛知の花が⽇本⼀と
初めて知ったとのお声も

会場出⼝でスタッフが
記念撮影、
#myフラワーバレンタイン
で投稿いただくよう促す

【プロモーションイベント】六本⽊ヒルズ×愛知県



by⻘⼭フラワーマーケット×ヒビヤカダンスタイル

【プロモーションイベント】渋⾕ヒカリエ

■実施期間 2⽉10⽇（⼟）①14︓00〜/15︓00〜/16︓00〜 ②17︓00〜
■実施場所 7Fエスカレーター横特設会場／渋⾕ヒカリエ 6.7.8.11階カフェ＆レストラン
■実施内容 ①ヒカリエ Menʼsバレンタインブーケレッスン（参加無料、事前申し込み）

②ヒカリエ フラワーマルシェ
■主催団体 東京急⾏電鉄（株）渋⾕ヒカリエ運営課

渋⾕ヒカリエとのコラボレーションは6年⽬。過去⾼い評価を受けていた「ヒカリエ フラワー
マルシェ」を今年も継続して実施、さらにフラワーバレンタインの実⾏度を⾼める試みとして
「ヒカリエ Menʼsバレンタインブーケレッスン」を昨年に続き実施。
休⽇に渋⾕ヒカリエをご利⽤されるお客様の志向や館内の雰囲気に合わせた雰囲気作とともに、
渋⾕でフラワーバレンタインの花贈りのレベルを上げるイベントで、週末から始まるフラワー
バレンタインの世界観を渋⾕ヒカリエの空間で表現でき、カップルからファミリーまで、多く
の顧客層にフラワーバレンタインを体感する機会を提供することができた。

①ヒカリエ Menʼsバレンタインブーケレッスン

※定員10名で募集

フラワーバレンタインを実践する男⼦諸君を「渋⾕ヒカリエ」と⼀緒に応援︕
フラワーショップのスタッフが、花の選び⽅や、⾹り、品種の秘密を伝授。参加者には、講義
の最後に12本⼀つひとつに意味を持つ「ダズンフラワー」ブーケづくりに挑戦していただい
た。思いとセンスを表現したバレンタインブーケをつくり、「男の花贈り」をアピールできた。

学⽣の⽅から、ご年配の⽅まで幅広いお客様
に参加いただいた。3回ともに満席でお客様
にも満⾜いただけた。
その場で奥様にお渡しする姿や、これから
デートで彼⼥にお渡しする⽅などフラワーバ
レンタインが世の中に普及してきていること
を体感した。

レッスンの様⼦

参加者の保護者の⽅︖
のインスタ投稿

【プロモーションイベント】渋⾕ヒカリエ



17時〜開始していたが、お⾷事が終わってからいらっしゃるお客様が多かったため19時頃
から賑わい始めた。ご家族でいらっしゃるお客様にも、あえて旦那様から奥様にお渡しして
いただくようご案内しフラワーバレンタインの訴求を⾏った。皆様⾮常に喜んでくださった。

↑↑↑
対象レストランでの掲載POP

②ヒカリエ フラワーマルシェ

【プロモーションイベント】渋⾕ヒカリエ

6・7・8・11階のカフェ＆レストランをご利⽤いただ
いた、男性のお客様が参加できる⼀夜限りのフラワー
マルシェを開催。対象店舗の会計レシート（￥3,000
以上）をご提⽰の上、お客様がチョイスするお好きな
お花（5本）をフラワーショップのスタッフが、その場
でバレンタインフラワーブーケに仕⽴てた。

←渋⾕ヒカリエ館内誌でイベント告知（1/18〜）
『Shibuya Hikarie MAGAZINE』

↓渋⾕ヒカリエ配信ニュースリリース（12/6配信）

●渋⾕ヒカリエ様媒体による事前告知

渋⾕ヒカリエ公式サイトにて
ワークショップ参加者募集＆イベント告知

TOKYU ROYAL CLUB会報誌
「FINO」発⾏（発⾏部数約5万部）
東急ロイヤルクラブ会員の⾃宅に郵送 （1/25〜）

●渋⾕ヒカリエ様媒体による事前告知

【プロモーションイベント】渋⾕ヒカリエ



【プロモーションイベント】 三越銀座店

■実施期間 ①1⽉31⽇（⽔）〜2⽉14⽇（⽔）／②③2⽉10⽇（⼟）13:30〜実施
■実施場所 三越銀座店 5階・6階メンズフロア バレンタイン特設会場
■実施内容 ①フラワーバレンタインオブジェ展⽰ ②三越様スタッフのフラワーチーフ

③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

④⼲場義雅「フラワーバレンタイン」トークショウ

バレンタインデーは男⼥がお互いに愛や感謝を伝え合う⽇として、
“永遠の幸福”を表すサントリーフラワーズの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︕
（第⼀園芸新井光司⽒デザイン／サントリーフラワーズご協賛）

5階紳⼠服フロア
エスカレーター前の

VMDスポットに
ムーンダストを使った
FVオブジェが出現︕

①フラワーバレンタインオブジェ展⽰

②三越様販売スタッフのムーンダストフラワーチーフ

2/10のイベント当⽇、紳⼠服2フロア＋婦⼈服ラグジュア
リーフロアのスタイリスト（＝販売スタッフ）計340名が
ムーンダストの「フラワーチーフ」でお客様をおもてなし︕

昨年⼤好評だった企画で、今年は着⽤する販売員数を増、
接客時にフラワーチーフが話題となり、⾃然な流れで
フラワーバレンタインについてご説明いただく。
会話の良いきっかけになると、スタッフにも⾮常に好評。

※銀座三越様メンズフロアの
コンセプトが「銀座ジェン
トルマン」、テーマカラー
がネイビーということで、
⻘いカーネーション
「ムーンダスト」が選ばれ
ている。

【プロモーションイベント】 三越銀座店

聴く⼈の⼼を魅了する若きヴァイオリニスト⻯⾺⽒が、
フラワーバレンタインの為に書き下ろしたテーマ曲
『flower valentine』ほかライブで演奏。第⼀園芸の
トップデザイナーである新井光司⽒による、バレンタイ
ンギフトにぴったりなフラワーデモンストレーションを
⾏った。⽣のライブの迫⼒に沢⼭の⽅が⾜を⽌め、素敵
な演奏と優雅なデモンストレーションが⼤変好評だった。

③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

フラワーバレンタインアンバサダーの⼲場⽒が、⻯⾺
さんとフラワーバレンタインについてトークショウを
開催。ジェントルマンな男の嗜みやさりげない花贈り
のハウツーを伝授していただいた。⽼若男⼥たくさん
のご来場でステージ前は観客であふれかえり⼤変盛況
だった。ご来場者には、ムーンダストの花束をプレゼ
ント（先着100名様）＆記念撮影。

④⼲場義雅「フラワーバレンタイン」トークショウ

⻯⾺⽒をイメージした⾚いブーケ
を新井⽒が演奏に合わせて制作、
⻯⾺⽒から観客にプレゼント



【プロモーションイベント】 三越銀座店

イベントに参加した⼀般男性
によるTwitter投稿例

Ｍカード通信2⽉号（約25万通）
⽇本橋店、銀座店、恵⽐寿店の⾃社
カード会員顧客へ郵送（1⽉中旬着）

●三越様媒体による事前告知

三越銀座店公式サイト バレンタイン特集内

三越銀座店バレンタインカタログ

三越様が保有するあらゆる⾃社媒体で事前告知にご協⼒いただく。
「フラワーバレンタインとは」という部分もしっかりご紹介くださる。

【プロモーションイベント】三越⽇本橋本店

■実施期間 1⽉11⽇（⽊）〜2⽉11⽇（⽇）
■実施場所 三越⽇本橋本店 ①12階特設会場 ②エントランス ③2階紳⼠服フロア
■実施内容 ①1⽉11⽇（⽊） プレス内覧会＆三井系OL対象チョコレート試⾷会

②1⽉24⽇（⽔）〜2⽉14⽇（⽔）
フォトジェニックフラワーバレンタイン撮影スポット＝ライオン像装飾＆

ツイートキャンペーン協⼒
③2⽉11⽇（⽇）11:00〜 ⼲場義雅「フラワーバレンタイン」トークショー

⽇本橋三越主催の、マスコミに向けたプレス
内覧会／三井系OL対象チョコレート試⾷会
に初参加︕フラワーバレンタインの紹介を
⾏った。マスコミ関係者＋多数のフォロワー
をもつインスタグラマーの⽅も参加する拡散
効果を狙ったイベント。

会場内では、チョコレートの箱ごと撮影でき
るインスタコーナーの装飾を担当（第⼀園芸
様制作）。OLの⽅には花束30本プレゼント。

ご来場のメディア28社に
第⼀園芸⾹取⽒（WG）
からFVをPR

⼤きなボックスフラワーのフォトスポットをご⽤意
花の上にチョコレートを置いて撮影できるように
⼯夫。たくさんの⽅に花とチョコレートのコラボを
楽しんでいただいた

①マスコミプレビュー＆
三井系OL向けチョコレートイベント

マスコミ向け OL向け



フラワーバレンタインの説明
パネル、フォトスポット⽤
吹き出しなども設置された

【プロモーションイベント】三越⽇本橋本店

②フォトジェニックフラワーバレンタイン撮影スポット×リツィートキャンペーン

1/24〜2/14まで約3週間にわたり、三越本店の「顔」でもある対の「ライオン像」がダンディ
におめかししてフラワーバレンタイン仕様に︕（装飾担当︓第⼀園芸）連⽇たくさんの通⾏客
や来店客が⾜を留め、⼤盛況だった。
さらに、⽇本橋三越様で⼈気のTwitterリツィートキャンペーンにも連動し（詳細次⾴）、
より⽴体的なプロモーション展開が実現した︕

⼲場さんインスタで
2,500件を超えるいいね︕

インフルエンサー︕︕

花の似合う
男ガオ︕

Twitter「リツィートキャンペーン」
SNS映えする情報拡散施策を新たに展開

※第⼀園芸（株）
からも1/11に
リリース配信

●Twitterフラワーバレンタインキャンペーン
（右画像の投稿を）リツィートでオリジナルの
「フラワーバレンタイン×⽇本橋三越本店ライオンポスト

カード」セットが当たるキャンペーン
●撮影＆来店プレゼント企画
2⽉11⽇（⽇・祝）、12⽇（⽉・振休）の2⽇間開催
（10︓30〜なくなり次第終了）
エントランスのライオン像の＝ラワーバレンタイン撮影
スポットで撮影の⽅で、来店された⽅、各⽇先着100名様、
計200名様にバラ1輪プレゼント（⽇本ばら切花協会ご協賛）
インスタグラム投稿

ほんの⼀部

【プロモーションイベント】三越⽇本橋本店

三越⽇本橋本店店公式サイト バレンタイン特集内

毎年⼤⼈気の館内誌
「バレンタインブック」
にも⼤きくご紹介いただく



2⽉11⽇（⼟・祝）11︓00〜11︓30 2紳⼠服フロア特設会場

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いた。

紳⼠服売場のスタッフを
モデルに、バレンタイン
ファッションをアドバイ
ス。ブーケのカラーと肩
にかけたニットをコー
ディネート。ぐっと華や
かで、おしゃれなスタイ
ルの出来上がり。

【プロモーションイベント】三越⽇本橋本店

③⼲場義雅「フラワーバレンタイントークショー」

ご⾃⾝の体験談も交えて
楽しいトーク♪

⼲場さんと⼀緒に撮影
→インスタ投稿多数︕

⼀般の⽅からFVイベントの投稿もたくさん︕

【プロモーションイベント】伊勢丹新宿店 ISETAN MENʼS

■実施場所 伊勢丹新宿店
■実施⽇時・内容
①2⽉11⽇（⽇）14:00〜16:00 ⼲場義雅のどっきりフラワーバレンタイン
②2⽉5⽇（⽉）〜フラワーバレンタイン・アンバサダー⼲場義雅が指南する、

“エロサバ”なバレンタインの過ごし⽅（ISERAN MENʼS netに掲載）

TV番組『虹⾊ジーン』で
家族連れにも⼈気の⼲場さん、

旦那様へプレゼント→
奥様へ花を渡してもらう

2⽉14⽇（⽔）のバレンタインデーを前に混雑
するメンズ館内各フロアにて、フラワーバレン
タインアンバサダーの⼲場義雅さんからお客様へ、
バラのサプライズプレゼントを実施（200名
／⽇本ばら切花協会のご協賛）。

⼥性の⽅へは「ぜひバレンタインにお花をねだっ
て︕」、カップルやご家族連れの⽅々（男性）
には、パートナーへの花のプレゼントをおすすめ
しながら、館内を練り歩いた。
まさかの⼲場さん登場＋バラのプレゼントと
いうサプライズに驚かれる＆喜ばれるお客様が
ほとんどで、予想以上に⼤好評な企画に。

館内の販売スタッフの皆様もフラワーバレンタ
インを周知、お客様からの「何やってるのです
か︖」の質問にも丁寧にお答えいただいていた。
イベントを通じて、「フラワーバレンタイン、
いいですね︕」という会話が多数聞かれた。

①⼲場義雅の「どっきりフラワーバレンタイン」 伊勢丹様の館内放送では、
「もうすぐバレンタインデー。バレンタイン
は本来男⼥が愛や感謝を伝えあう⽇です。」
というアナウンスがかかり続ける。

#myフラワーバレンタイン
のSNS投稿もおすすめ︕

インタビュー記事で
イベント告知も兼ね、
7万4千⼈の
フォロワーがいる公式
FacebookやTwitterで
フラワーバレンタイン
を拡散いただく



公式サイト「ISERAN MENʼS net」にて、「男の花贈り」について
語っていただいたスペシャルインタビュー記事掲載（2⽉5⽇〜）。

【プロモーションイベント】伊勢丹新宿店 ISETAN MENʼS

②伊勢丹メンズ公式サイトにスペシャルインタビュー掲載

「フラワーバレンタイン・アンバサダー⼲場義雅が指南する、
“エロサバ”なバレンタインの過ごし⽅」

伊勢丹新宿店
公式サイト
ショコラスペシャル
サイト 1/24公開〜
でもイベント告知


