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【北海道札幌市】 Bloomen＆北海道カーネーション部会

今年はバレンタインデー当⽇、北海道花き⽣産連合会カーネーション部会のメンバーの皆様
とBloomen、市場関係者等で、フラワーバレンタイン告知活動の⼀環で札幌地下歩⾏空間
にてフラワーウォークを⾏いました。
地下歩⾏空間の使⽤規約上、プレゼントや声かけは禁⽌事項となっており、本年はフラワ―
ウォークのルート沿いにある飲⾷店様にご協⼒頂き、花のプレゼントと共にフラワーバレン
タインの告知活動を⾏わせて頂きました。
飲⾷店でフラワーバレンタインと⾔うワードを出すと、約半数位の⽅が認知しているようで
（そのほとんどは⼥性）フラワーバレンタインと⾔うワードが札幌でもかなり浸透している
感じが受け取れました。

■実施期間 2⽉14⽇（⽔）
■実施場所 札幌市地下歩⾏空間
■実施内容 バレンタインフラワーウォーク＆フラワーバレンタインウォーク
■主催団体 Bloomen＆北海道カーネーション部会

⼈気FM局Air-G「MOXY」内
Bloomen
「粋な男の花贈り」コーナー
フラワーバレンタイン告知︕



「Bloomen IKEBANALIVE」

三井アウトレットパーク札幌北広島特設ステージにて花のLIVEパフォーマンスを⾏い、
その中でフラワーバレンタインの宣伝を⾏いました。
フラバレの説明とバレンタイン⽤のお花（ブーケ、アレンジ）プレゼントの提案商品を
40点程展⽰し、作成したフローリストから使⽤しているお花の説明、コンセプト等を説明。
その他、ミニアレンジ体験、フラワーフォトフレーム撮影会も実施。

■実施期間 2⽉４⽇（⽇）
■実施場所 三井アウトレットパーク札幌北広島（北海道北広島市⼤曲幸町3-7-6）
■実施内容 いけばなライブ、商品提案展⽰、フォトスポット、アレンジ体験など
■主催団体 Bloomen、北海道花き振興協議会

お⼿伝い頂いた専⾨学校⽣たちとフォトスポットで︕

【北海道札幌市】 Bloomen（北海道花き振興協議会）

フローリストたちのダイナミックな
パフォーマンス︕

【宮城県仙台市】 仙台トラストシティ（森トラスト株式会社）

①バレンタインデコレーション
期間︓2⽉1⽇（⽊）〜2⽉14⽇（⽔）
場所︓仙台トラストシティプラザ前広場
内容︓花が飾られた⼤きなオブジェを設置し、

バレンタインの雰囲気を演出。

②館内でお花のプレゼント
期間︓2⽉10⽇（⼟）10︓30〜18︓00
場所︓仙台トラストシティプラザ館内
内容︓仙台トラストシティプラザ1階〜3階の店舗で1,000円以上ご利⽤の皆様に花1輪

プレゼント。3種類300輪のお花を⽤意し、全てプレゼント。花店「ユー花園」で
ピアノ演奏実施し、雰囲気を演出。

■実施期間 2⽉1⽇（⽊）〜2⽉14⽇（⽔）
■実施場所 仙台トラストシティ（宮城県仙台市⻘葉区⼀番町1-9）
■実施内容 ①バレンタインデコレーション

②館内でお花のプレゼント
■主催団体 森トラスト株式会社 ■協⼒ ユー花園

新聞折込⇒
仙台トラストシティ
広報誌「TIMES」に
イベント告知掲載



【宮城県仙台市】仙台市中央卸売市場花き部運営協議会

■実施期間 2⽉7⽇（⽔）〜2⽉14⽇（⽔）
■実施場所 AER5階、2階
■実施内容 フラワーバレンタインのＰＲイベント

フラワーバレンタイン向けアレンジ展⽰、チラシ配布
■主催団体 宮城県花と緑普及促進協議会

①「フラワーバレンタインＰＲ展⽰コーナー」
（2⽉7⽇〜2⽉14⽇）
AER2階アトリウムにおいて、フラワーバレン
タインイベントＰＲコーナーを⽤意。フラワー
バレンタインイベントチラシの配布、フラワー
バレンタインアレンジメント展⽰、ハートの
フラワーオブジェで記念撮影。
明るい⽇差しが差し込むアトリウムにて、皆様
に⾃由に写真撮影を⾏って頂きました。また、
フラワーバレンタインアレンジを飾ったテーブ
ルでは、休憩を兼ねてゆっくりとした時間を
過ごして頂きました。

＜Happy Bloom⼊り⼝の様⼦＞

＜WEEKENDFLOWERアレンジ教室の様⼦＞

＜フラワーバレンタインと3LOVE STORIES展⽰の様⼦＞

②「フラワーバレンタイン展⽰＆WEEKEND FLOWER
アレンジメント教室」（2⽉10⽇）
AER5階多⽬的ホールにおいてみやぎフラワーフェス
ティバル「Happy Bloom」開催。昨年も同じ時期、
同じ開場にて⾏ったので、楽しみにしていましたと、
たくさんのお客様にご来場いただきました。

今回の体験コーナーは、
WEEKEND FLOWERアレンジ
メント体験フラワービュッフェ
アレンジメント体験、バラの
⼩物づくり体験、多⾁植物の
寄せ植え体験、などなど充実
しておりましたので、最後まで
楽しんで頂けたと思います。

【茨城県⽔⼾市】 いばらき花プロジェクト

■実施期間 2⽉4⽇（⽇）
■実施場所 ⽔⼾駅改札前イベントスペース、⽔⼾駅ビルエクセル６Fエクセルホール
■実施内容 近隣花店によるフラワーバレンタインブーケの展⽰&⼈気投票、アンケート
■主催団体 いばらき花プロジェクト
■協賛者名簿
JA常澄営農センター様（⼤森様、海⽼澤様）、
LA常陸友部営農センター様（⽴川様、柴⽥様、富⽥様）、常陸野カーネーション組合様、
⽮⼝⽂男様、⽇本草花園様、萩島園芸様、⼩⼭花園様、JA茨城むつみ三和営農センター様
（苅部様、⿊⼦様）、⽯嶋ばら園様、⼤部園芸様、松村⼯芸様、神⽣ばら園様、滝沢バラ
園様、オーキッドタカノ様

フラワーバレンタイン2018 in ⽔⼾
①地元⾼校華道部⽣徒による花いけライブショー
⽔⼾啓明⾼校華道部数名のオリジナル作品をステージ上で制作

②地元歌⼿・磯⼭純⽒によるライブステージ&花贈り
ライブステージ後、磯⼭純⽒から観客への花贈りと
フラワーフレームでの記念撮影

③ジャズDUO（篠原和宏、鈴⽊千絵⾥、仲野亜紀⼦）
⽣演奏&花贈り

④地元キッズダンスチーム「Sparky」ステージ
&花贈り

⼦供たち20数名によるステージと⼦供たちから
先⽣への花贈り

⑤無料体験バレンタインアレンジ教室

その他、ステージ周り&エクセルホール周辺の
会場装花を展開。



【茨城県つくば市】 いばらきの花振興協議会

フラワーバレンタイン in Tsukuba
①「花展⽰とヴァイオリンコンサート」
花で装飾されたステージで地元ヴァイオリン教室の
コンサートを実施。コンサートの後には保護者から
奏者のお⼦様への花束贈呈を実施した。

②「花飾りヘアーショー」
ヘアスタイリストによる⽣花を使⽤したヘアスタ
イリングをライブで実施。異業種コラボによる
ブライダル・冠婚葬祭における花きの新たな活⽤
拡⼤をPRした。

③「ライブ花束制作と花贈りイベント」
抽選で選ばれた参加者の要望に合わせ、⽣花店
スタッフが会場で花束をライブ作成。
参加者にはステージ上で⽇頃の感謝の気持ちと
共に花束を⼿渡してもらい、フラワーバレンタ
インをPRしてもらった。

■実施期間 ２⽉3⽇（⼟）
■実施場所 つくばイーアス（茨城県つくば市研究学園５丁⽬１９番地）
■実施内容 花展⽰とバイオリンコンサート，花飾りヘアーショー，

ライブ花束制作と花贈り，フラワーアレンジメントの展⽰と⼈気投票など
■主催団体 いばらきの花振興協議会

いばらき花プロジェクト

今年初︕

運営メンバーが集まり
事前に⼊念な

リハーサルも︕

【茨城県つくば市】 いばらきの花振興協議会

④「フラワーアレンジメント展⽰会、⼈気投票」
県内の⽣花店46店舗が作成したアレンジメント
を展⽰、来場者から⼈気投票と花に関する
アンケートを⾏った。展⽰したアレンジメント
はアンケート回答者の⽅に抽選でプレゼント。
また、参加店舗のPR冊⼦を作成し会場で無料
配布した。

⑤「花と⼀緒に記念写真撮影」
会場に花で装飾したフォトスポットを設置。
来場者が⾃由に記念撮影出来るスペースを作った。

⑥「チャリティ花束配布」
イベント終了時に会場装飾花を花束に加⼯し、
チャリティ配布した。得られた寄付⾦はH27年に
⽔害で被災した常総市に全額募⾦した。

茨城県知事への表敬訪問で
フラワーバレンタインをPR、
地元新聞のニュースに︕

地元の⼈気ラジオ番組に
企画運営メンバーが出演︕

イベントの事前告知やFVのご紹介も
SNSや地元メディアを有効活⽤︕



【東京都霞が関】 農林⽔産省 ⽣産局 園芸作物課

■実施期間 2⽉5⽇（⽉）〜2⽉9⽇（⾦）
■実施場所 農林⽔産省北別館1階「消費者の部屋」
■実施内容 フラワーバレンタインＰＲ ■協⼒ MPSジャパン
■主催団体 農林⽔産省 ⽣産局 園芸作物課 花き産業・施設園芸振興室

ＪＡ紀州

⼩⽥急フローリスト

ブケ・オ・ブケ（ゼントク）

ピーターラビットフラワーズ
(インパック）

フロレアル
（フラワーゲート） 第⼀園芸

⻘⼭フラワーマーケット

ＦＦＳフラワーファームしろね
（⻄脇農園、カミシオ） JA⼭形おきたま （⼩形義美）

浜松ＰＣガーベラ メルヘンローズ

荘花園エフ・エフ・ヒライデ

熊⾕園芸

ヤマキ花卉園

新庄もがみ
（丹野雄⼆）

岐孝園

⽇⽐⾕花壇

期間中700⼈を超えるお客様が来場されました。お花をご提供していただきましたＭＰＳ
参加の⽣産者の皆様、及び⼩売店や流通関係の皆様、ご協⼒ありがとうございました。

MPS参加⽣産者の⽣花

都内⽣花店のフラワーバレンタイン提案商品

【神奈川県横浜市】 Design Team Liviu

①展⽰「フラワーバレンタインパーティ
〜⼤切な⼈に花を贈る⽇」

ベーリック・ホールのダイニングをフラワーバレ
ンタインをテーマに展⽰。ジャパンフラワード
リーム様のご協⼒をいただき、マムを中⼼にした
フラワーアレンジと館内の装飾、ハンガリーの
⾷器メーカーヘレンドの「ウィーンの薔薇」の
テーブルコーディネートで花をテーマにした展⽰
を⾏い、花を贈ることを提案。

②ヴァイオリニスト⻯⾺
「フラワーバレンタインスペシャルライブ」開催
参加⼈数︓53名
⼆部構成で⼀部と⼆部の間にはティータイムを
設け、展⽰を参加者にご覧いただき、⻯⾺さん
作曲の「フラワーバレンタイン」で会場が美しく
優しい⾳⾊に包まれた。
参加のお客様（男性）から、この⽇お誕⽣⽇を
迎えたお⺟様にバラの花束を贈りたいというご希
望を事前にいただき、⻯⾺さん＆YUTAKAさんの
ご協⼒のもと、お⺟様へのサプライズの花贈りの
シーンを演出することが出来、たいへん感動的な
ライブとなった。

■実施期間 2⽉３⽇（⼟）〜２⽉13⽇（⽕）※14⽇はベーリック・ホール休館⽇
■実施場所 ベーリック・ホール（神奈川県横浜市⼭⼿72）
■実施内容 ①フラワーバレンタインをテーマに横浜⼭⼿⻄洋館を装飾展⽰

②ヴァイオリニスト⻯⾺フラワーバレンタインスペシャルライブ
■主催団体 Design Team Liviu 花材協⼒ ジャパンフラワードリーム

横浜⼭⼿⼀帯の
洋館でフライヤー
とFVチラシを設置
し、事前告知→



【新潟県新潟市】 にいがた花推進委員会

■実施期間 2⽉3⽇（⼟）〜2⽉14⽇（⽔）
■実施場所 新潟市⾷育・花育センター（新潟県新潟市中央区清五郎401）ほか
■実施内容 アレンジメント展⽰、ミニ花束配布、市役所でのＰＲ展⽰、広報活動、

施設への花贈呈
■主催団体 にいがた花推進委員会（構成︓（株）新花、新花買参⼈会、

ＪＡ全農にいがた、新潟県農林⽔産部、新潟市農林⽔産部

①⾷育・花育センターでのPR展⽰

県内の花店によるギフト展⽰
県内の16店の花店による「バレンタ

イン⽤ギフトアレンジメント」を展⽰。
約44点の作品が並び、それぞれ特⾊の
違うアレンジメントが揃った。花以外
にも、ワインやレゴのボックス等を組
み合わせた作品もあり、来場した多く
の⼈たちに楽しんでもらえた。

チューリップの品種展⽰
バレンタインの奨励品種である県内

産のチューリップをPR。⾊とりどり、
咲き⽅いろいろの11品種を紹介し、
それに加え、今年のトレンドである
「⾹りの良いチューリップ」を実際
に⼿に取ってみることのできるコー
ナーを設置した。

バレンタインPRコーナー設置
2⽉3⽇（⼟）〜12⽇（⽉・祝）まで

の期間、⾷育・花育センター内アトリウ
ムにて、PRコーナーを設置。バレンタイ
ンのはじまりや、外国でのバレンタイン
と花のつながり等、美しいアレンジメン
トと⼀緒にバレンタインにまつわるエピ
ソードを紹介した。

②チューリップミニ花束配布

会場︓新潟伊勢丹
2⽉3⽇（⼟）に、新潟伊勢丹

6階催物場にて実施。例年通り、
催物場のチョコレート売り場で
チョコを買ったお客様（レシー
トを提⽰）に新潟県産チュー
リップを使ったミニ花束（300
束）をプレゼントした。

当⽇は天気も良く、10時の開
店と同時に多くのお客様がチョ
コレート売り場へと流れていき、
開店から約1時間弱で花束は無く
なり終了した。「花束をもらい
に来た」と話すお客様も数名お
り、7回⽬となるこのイベントで、
年々フラワーバレンタインの認
知度が⾼くなっていると感じた。

会場︓⾷育・花育センター
2⽉10⽇（⼟）に、新潟市⾷

育・花育センターにて実施。プ
レゼンターに新潟市⻑篠⽥昭様
を迎え、来場した300名のお客
様に新潟県産チューリップとス
イートピーのミニ花束を配布し
た。

当⽇は家族連れのお客様が多
く、花束をもらった⼦供たちの
嬉しそうな顔が印象的だった。

配布は開始から1時間程ですべ
て無くなり、終了した。

新潟市農林⽔産部、ＪＡ全農
にいがたの⽅々の協⼒もあり、7
回⽬となる今回の配布イベント
も⼤盛況だった。

【新潟県新潟市】 にいがた花推進委員会



③施設への花贈り

④FM PORTラジオ「Mint Condition」でのＰＲ

会場︓明⽣園
（新潟市中央区⽔道町1丁⽬
5932-621）

2⽉9⽇（⾦）に、障がい福祉
施設にて実施。利⽤者66名中22
名の⼥性の⽅々に新潟県産
チューリップをメインにしたア
レンジメントをプレゼント。

会場には利⽤者の⽅々が制作
した巨⼤な花束のオブジェが設
置され、笑顔で迎えてくれた。

プレゼンターは新潟市⾷と花
の推進課課⻑ 松尾⼤介さま、
全農にいがた調査役 ⾦⼦克明
さま、株式会社新花代表取締役
社⻑ ⽟⽊隆幸。

会場︓新潟県⺠エフエム㈱
1⽉29⽇（⽉）〜2⽉9⽇

（⾦）まで、FM PORTラジオに
てフラワーバレンタインをＰＲ。
「バレンタインにチューリップ
の花を贈ろう」というキャッチ
コピーのもと、チューリップの
品種や⾊別の花⾔葉、⻑持ちさ
せるコツなどを2週にわたって紹
介した。また、チューリップの
花束をリスナーにプレゼントす
るキャンペーンも実施され、多
数の応募があった。2⽉7⽇には
にいがた花推進委員会事務局の
轡⽥茂雄が出演、おすすめの
チューリップについて説明した。

【新潟県新潟市】 にいがた花推進委員会 【富⼭県富⼭市】 フローラルとやま実⾏委員会

■実施期間 1⽉10⽇（⽔）〜3⽉14⽇（⽔）
■実施場所 グランドプラザ、富⼭駅、富⼭ライトレール沿線
■実施内容 フラワーバレンタイン等をアピールする⾞両の運⾏、幼稚園児によるフラ

ワーバレンタインのデモンストレーション、花き⽣産者による駅でのPR
■主催団体 富⼭フラワーネットワークとの共催

①フラワーバレンタインを含めた花贈り⽇をPRする⾞両の運⾏
（1⽉10⽇ マスコミへのお披露⽬）

市内の⾼校⽣に、授業で、「愛妻の⽇」、「フラワーバレンタイン」、「ホワイトデー」を
PRする⾞両デザインを作成していただき、ラッピングした⾞両を富⼭ライトレールにて運⾏
を⾏なった。

デザインテーマ︓「届ける。感謝と愛を花に込めて」

②ハート型オブジェの展⽰と幼稚園児による
フラワーバレンタインのデモンストレーション

【グランドプラザ】
（2⽉9⽇ デモンストレーション）
（2⽉9⽇から13⽇ オブジェの展⽰）
男児から⼥児へ、⽇頃の感謝の気持ちを⾔葉にして、
⼀⼈ずつ花束を⼿渡しするデモンストレーションを
⾏い、フラワーバレンタインをPRした。

③「花き⽣産者による花束の無料配布」
【富⼭駅南北⾃由通路】（2⽉13⽇）

市内の若⼿男性切花農家がフラワーバレンタイン⽤
にデコレーションした市内産花束を配布し、PRを
⾏なった。



【⽯川県⾦沢市】 ⽯川県花き振興地域協議会

①「花贈り体験」
ホームページ、フェイスブックでイベント告知を
⾏い、事前応募のあった７組のカップルによる
花贈り体験会を実施。各カップルに馴れ初め等を
インタビューしながら会場を盛り上げた。これに
併せ、ミニピアノコンサートを開催、FVを市⺠に
ＰＲした。

②「フラワーオブジェ展⽰及びオブジェ撮影会」
２⽉３⽇〜１４⽇の間、⾃由に撮影できる
フラワーオブジェを会場に設置しＰＲを⾏った。

■実施期間 2⽉10⽇（⼟）
■実施場所 ⽚町きらら（⾦沢市⽚町2-2-2）
■実施内容 花贈り体験、フラワーオブジェ展⽰

及びオブジェ撮影会
■主催団体 ⽯川県花き振興地域協議会

【静岡県静岡市・浜松市】 花の国⽇本協議会静岡連合

①浜松フラワーパークにてフラワーバレンタイン展⽰ 1/19〜2/18

②フラワーウォークin浜松〜静岡
関係者50名参加 花束持ってJR浜松駅〜静岡市内、途中カップルに花束プレゼント
静岡マルイではGLAMのデモ（2/4）

③浜松市役所、浜松中央図書館、静岡県7か所の農林事務所、レンテックにて
フラワーバレンタイン⼀輪挿し展⽰

④その他
・静岡⽂化芸術⼤学の卒業展 2/14〜2/21
・まるごと⽇本館 浜松フェア 2/10〜2/11
・イオン浜松志都呂 JAとぴあ浜松花展 2/14〜2/18
各イベントにフラバレ展⽰実施

■実施期間 1⽉19⽇（⾦）〜2⽉21⽇（⽔）
■実施場所 浜松フラワーパーク、浜松市役所、浜松中央図書館

静岡県施設8か所、⼀般企業(レンテック)
東京上野まること⽇本館、イオン浜松志都呂、静岡⽂化芸術⼤学

■実施内容 フラワーウォーク、⼀輪挿し展⽰、フラバレ花束プレゼント
⼤学卒業展に協賛、まるごと⽇本の浜松フェアにてFV花束プレゼント

■協賛団体 花キューピット57静岡、静岡花き市場連合、静岡県、浜松市、静岡経済連



【静岡県静岡市】 花の国⽇本協議会静岡連合

■実施期間 平成30年２⽉4⽇（⽇）
■実施場所 静岡マルイ・モディ、県内協⼒⽣花店10店舗
■実施内容 フラワ―アレンジメントショー、花束プレゼント、⼀輪挿しプレゼント
■主催団体 花の国⽇本協議会静岡連合、静岡県花卉園芸組合連合会、花卉連ガーベラ部会

静岡マルイ・モディイベント
「花束作成パフォーマンス＆プレゼント」
2⽉4⽇（⽇）静岡マルイ１階にて、県内⽣花店のフラワーデザイナーで構成されるフローリ
スト集団「gram.」により①13︓00〜②15︓00〜各回１時間ずつフラワーアレンジメント
ショーを⾏った。（丸井本体から事前にイベント告知のニュースリリースが配信される）

アレンジメント中は、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、その場で⽇頃の感謝の気持ちを込めて
⼥性へプレゼントされた。

笑顔あふれる花贈りの様⼦

【静岡県静岡市】 花の国⽇本協議会静岡連合

イベントの様⼦が
地元新聞、ネットニュース、
SNSなどで拡散



フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

名古屋⽣花⼩売商業協同組合
愛知県経済農業協同組合連合会
愛知県花き温室園芸組合連合会
愛知豊明花き流通協同組合
愛知名港花き卸売事業協同組合
⼀般社団法⼈愛知県花き市場組合
愛知県（事務局）

共催／愛知県花きイノベーション地域協議会

※以下、愛知県様の「2018年報告書」→
から抜粋・再構成させていただきました

FLOWER VALENTINE 
AICHI 2018 INDEX

実⾏委員会会⻑より
県内の⽣花店が出店︕

フラワーマルシェ
愛知県知事も登場︕

学⽣限定花贈りコンテスト

フラワーマルシェ展⽰＆フォトスポット

インテリアショップと初のコラボ︕

アクタス名古屋店

男性限定の体験も︕

フラワーパーク江南
ショッピング中のお客様と

ｍｏｚｏワンダーシティ

東京でのプロモーション

六本⽊ヒルズ

１⽉９⽇はフラワーバレンタイン解禁⽇

⼩売店における取組

⼩売店へのＰＲ

ＪＦＩトレードフェア／フラッピーフェスティバル

アンケート結果
ＳＮＳによる情報発信
メディア掲載
会議録

第6章をご参照ください

第9章をご参照ください

第8章をご参照ください

【愛知県】 フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

今年度のフラワーバレンタインプロモーションにつきましては、多くの皆様のご協力をいただき、花の
新しいイベントとして素晴らしい結果を残して終了することができました。心よりお礼申し上げます。

以下に今年取り組んだイベントについての報告と、一般小売店としての感想を取りまとめ、来年度以
降への企画を発信したいと思います。

1月後半から、「アクタス名古屋店」での内装・外装の花飾りと2日間の“多肉植物寄せ植えワークショ
ップ”を行いました。家具を買いにみえる比較的若い夫婦を対象に、ショールームを花で飾ることによっ
て家庭での花飾りを提案し、花の需要喚起につなげることがねらいです。家具や小物を買いながら花の
良さを知らせることができたと思います。また多肉植物を使った寄せ植えを夫婦・家族・友人など、グル
ープで申し込まれた方々が楽しく取り組んでおられました。名古屋駅とグローバルゲートの間で買い物
客や大学生が大勢通るという好立地は、もっと積極的に販売につなげることができたのではないかと思
います。

大型ショッピングセンター「ｍｏｚｏワンダーシティ」のイベントスペースで、フォトスポットの設置と装飾
を行い、3,000円以上お買い上げのお客様へのサービスとして、250束×3日間の花束をプレゼントしま
した。また、1日目は花男子の花贈りイベントも行われました。客数の多さが魅力の大型店で足を止めて
見て下さる方も多く、エンドレスで流れていたフラワーバレンタインの説明アナウンスもあり、かなり告知
ができたと思います。好評につき、来年は花束の販売の可能性も検討したいと思います。

金山駅のコンコース南の一角では、昨年同様のマルシェを名花協組合員7店で展開しました。今年は
店舗を一直線に配置し、お客様が見通せるよう工夫しました。店を見て、写真を撮ってと滞留時間も昨
年より長く、出店者アンケートからもいい手ごたえを感じられました。しかしながら、寒い中帰りを急ぐ方
に足を止めていただくことはなかなか厳しいものがありました。

東京の六本木ヒルズで行われたイベントでは、愛知県知事がおいでになり花男子のステージが行わ
れ、愛知県産の花を使ったブーケを一般参加者にサービスとして配布しました。

小売店はお客様－消費者－の気持ちを聞き、その心をくみ取っていくしかありません。これらのイベン
トを通してフラワーバレンタインはまだまだ物日として発展していく可能性があります。そのためのアイデ
アを次に述べます。フラワーバレンタインをはじめ、どんな物日やイベントにおいても誕生花とその花言
葉のコーナーを設けてはどうでしょうか。すべての花贈りの基本は誕生日だと思います。誰でもが生まれ
たことに感謝し合い、花が心に響くアイテムであることを発信し続けることが肝要かと思います。

フラワーバレンタインあいち実行委員会会長 川島悦雄

【愛知県】 フラワーバレンタインあいち実⾏委員会



2018.2.13

Flower
Marche

フラワーマルシェ
⽇時 平成30年2⽉13⽇（⽕）

11:00-20:30
場所 ⾦⼭総合駅連絡橋イベント広場
内容 フラワーマルシェ

学⽣限定花贈りコンテスト
フォトスポット
あいちの紅茶試飲

県内7店舗の⽣花店によるフラワーマルシェでは、
フラワーバレンタイン向けのブーケやアレンジな
どが豊富にラインナップされ、⾦⼭総合駅の利⽤
者の多くが⾜を⽌めていました。

SHOP.1 SHOP.2 SHOP.3 SHOP.4 SHOP.5 SHOP.6 SHOP.7

STAGE&PHOTO1.花のこんどう
2.花の千正園
3.井上園芸店
4.菊花園
5.花年
6.花よし
7.フローリストナガイ

⼤変寒い中でしたが、豊富な品揃えに、道⾏く⼈
も⾜を⽌め、熱⼼に質問をされるお客様も多くみ
えました。各店舗、丁寧な接客と対応で、昨年よ
りも⼤きく売上を伸ばし、7店舗合計で約42万円
の売上となりました。

売上⾦額合計︓約42万円

【愛知県】 フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

2018.2.13

Stage
Event

学⽣限定花贈りコンテスト
⽇時 2⽉13⽇（⽕）

18:30-19:00
場所 ⾦⼭総合駅

連絡橋イベント広場
出演 愛知県⼤村知事

花男⼦、コキリカ家
学⽣ペア３組

コキリカ家ʼの演奏とともにオープニング。その後、花男⼦と
愛知県知事が登場し、あいちの花やフラワーバレンタインのPR

出演いただいた⼤学⽣カップルの彼⽒が彼⼥のために花を選んで、フローリストと⼀緒にブーケを制作
しました。その後、1組ずつ⽇頃の感謝の気持ちや、これからもよろしくねという⾔葉とともに、彼⼥
に花贈りをしました。カップルの仲睦まじい様⼦に、会場全体が温まりました。

会場の拍⼿の⼤きさを参考に、知事が優勝ペアを決定︕来年海外へ留学して離れ離れになってしまう
彼⼥へ、ずっと⼀緒だよという⾔葉とともに花贈りをした⽯⽥裕暉くん＆中根遥⾹さんペアが優勝しま
した。
知事からは「⻑年付き合っているのがよくわかる、落ち着いた⼤⼈の雰囲気が良かった」とのコメント。
会場や他のペアからも盛⼤な拍⼿が送られました。

【愛知県】 フラワーバレンタインあいち実⾏委員会



フラワーマルシェ展⽰＆フォトスポット

⽇時 2⽉13⽇（⽕）11:00-20:30
場所 ⾦⼭総合駅連絡橋イベント広場
内容 装飾展⽰、フォトスポットなど

原宿セント・ヴァレンタイン教会の「ハートの壁」
をモチーフにしたフォトスポットを設置しました。
フラワーマルシェに⽴ち寄った⼥⼦⾼⽣たちに
「かわいい︕」と⼤好評でした。

⾦⼭総合駅の南⼝側には、フラワーバレン
タイン装飾展⽰が登場しました。
⾊とりどりの花でいっぱいの展⽰に、多く
の⼈が⾜を⽌め、じっくりと⾒て⾏かれる
⽅や、写真を撮影される⽅がいました。

Instagramとの連動企画
として「花と緑のギフト
券」のプレゼント企画や、
あいちの紅茶の無料試飲
を⾏いました。お客様に
は、温かい紅茶を飲みな
がら、ゆったりとフラ
ワーバレンタインに贈る
ギフトを選んでいただけ
ました。

【愛知県】 フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

2018.1.27-2.14

ACTUS
Nagoya

アクタス名古屋店
コラボイベント
期間 1⽉27⽇（⼟）〜 2⽉14⽇（⽔）
場所 アクタス名古屋店
内容 多⾁植物の寄せ植えワークショップ、

店内装飾、店外壁⾯装飾

1⽉27⽇（⼟）28⽇（⽇）の2⽇間、多⾁植物の寄せ植えワーク
ショップを⾏いました。カップルやご家族など、2⽇間で20組
42名にご参加いただきました。アクタス名古屋店の鈴⽊店⻑から
フラワーバレンタインについてもPRしていただき、幅広い世代の
⽅にフラワーバレンタインを知っていただくことができました。

店内家具と店内で販売しているフラワーベースを使⽤して、店内
を花で装飾しました。店内にはフラワーバレンタインの啓発POP
も設置されフラワーバレンタインをPRできました。

1⽉27⽇（⼟）から2⽉14⽇（⽔）まで、アクタス
名古屋店の店外壁⾯を⽩樺や⽣花等を使⽤して装飾
しました。名古屋駅からも近く、⼈通りも多い場所
で、さらにセール期間中で来店客も多く、フラワー
バレンタインをPRできました。

【愛知県】 フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

今期初︕



ACTUS 公式サイトのニュース→
ACTUS BLOG（WEB）↓

【愛知県】 フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

2018.2.3-2.14

Flowerpark
Konan

フラワーパーク江南コラボイベント
期間 平成30年2⽉3⽇（⼟）〜 2⽉14⽇（⽔）
場所 国営⽊曽三川公園フラワーパーク江南
内容 装飾展⽰、ギフトコンテスト、男性限定アレンジメント体験

2⽉3⽇（⼟）から14⽇（⽔）まで、もらったらうれしいフラワーギフト⼈気投票が⾏われました。
バレンタイン向けのかわいらしい⾊合いのギフトが多く、来場者の⽅の注⽬を集めていました。

2⽉12⽇（⽉・休）に男性向けのフラワーアレンジ体験を⾏いました。お⼦様から、ご年配の⽅
まで、 19名の⽅にご参加をいただきました。

【愛知県】 フラワーバレンタインあいち実⾏委員会



2018.2.10-12

mozo
Wondercity

mozoワンダーシティ
コラボイベント
期間 2⽉10⽇（⼟）〜 2⽉12⽇（⽉・休）
場所 mozoワンダーシティ
内容 花男⼦による花贈りプロモーション

ブーケプレゼント、フォトスポット

税込3,000円以上（合算可）のレシートをお持ちいただいたお客様を対象に、あいちの花のブーケ
をプレゼントしました。⼤変ご好評いただき、3⽇間で約800名の⽅にプレゼントしました。

【愛知県】 フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

今期初︕

【コラボの経緯】
商業施設mozo様の
管理会社・三菱商事ユービーエス・リアルティ様、
コンサル会社SCマーケティング総合研究所様から
花の国にご相談→→愛知県へご紹介。
FVあいち実⾏委員会が実現に向け企画＆運営︕

フォトスポットでは、⼩さいお⼦様からご年配の⽅まで、
たくさんの⽅にお写真を撮影していただきました。
イベントにお越しいただいた⽅からは、「これ全部あいち
の花なんですか︖」と驚かれる⽅や、「どのブーケも綺麗
で選べない」とたくさんのブーケから迷っておられる⽅
など、様々な感想が聞かれました。

花男⼦による花贈りパフォーマンスでは、2組のお客様に花贈りをしていただきました。
偶然にも、2組とも昨年結婚したばかりという ご夫婦で、照れながらも⽇頃の感謝の気持ちを伝える
姿はとっても素敵でした。
また、会場のお客様にも花男⼦が作ったブーケをプレゼント、
とても多くのお客様にお集まりいただきました。

【愛知県】 フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

←mozo様
公式サイトにも
⼤きく告知掲載



2017.9.30

Trade
Fair

JFIトレードフェア
⽇時 9⽉30⽇（⼟）9:00-15:00
場所 愛知豊明花き地⽅卸売市場
内容 フラワーバレンタイン⾒本市・リーフレット等の配布

2017.10.4-5

Frappy
Festival

※JFIトレードフェア、フラッピーフェスティバルでは、フラワーバレンタイン⾒本市を実施

フラッピーフェスティバル
期間 10⽉4⽇（⽔）〜5⽇（⽊）
場所 愛知名港花き地⽅卸売市場
内容 フラワーバレンタイン⾒本市

リーフレット等の配布
アンケート調査の実施

フラワーバレンタインギフトの展⽰のほか、今話題のハーバリウムやドライフラワーをディスプレイし、
2⽉のバレンタインデーにすぐに取り⼊れられるような仮想店舗を展開しました。フラワーバレンタイン
期間をPRするPOPや店づくりの啓発リーフレットも配布し、⼩売店がフラワーバレンタインの取り組み
をしてみようと思えるよう啓発しました。

【愛知県】 フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

【ご参照】花店アンケート結果
回答店舗︓名古屋⽣花⼩売商業協同組合49店舗

YES
83%

フラワーバレンタインを物⽇として定着させるために、
愛知県内の花き関係団体が実⾏委員会を組織し、
普及活動をしているのをご存知ですか。

Q1

Q2 フラワーバレンタインの取組状況を教えてください。

取り組む予定はない

興味はあるが予定はない

今後取り組む予定がある

すでに取り組んでいる

8

6

24

9

物日として定着したら

実施してみたい

来客する客層が違う

経営スタイルに合わない 3

3

2

Q4

その他

関連イベントへの協力

異業種とコラボレーションする

店舗の一角に特設コーナーを設ける

のぼりやポスターのみを飾る

8

1（SNSの活用）

25

23

14

Q3 Q2で「取り組む予定はない」を選んだ⽅で、以下のうち当てはまるものはどれですか。

フラワーバレンタインの販売促進として、実施している取組または実施してみたい
取組を教えてください（複数回答可）。

【愛知県】 フラワーバレンタインあいち実⾏委員会



3

3

2

出店しない

出店したい

積極的に出店したい 6

8

32

その他

サン・ジョルディの日

父の日

ミモザの日

愛妻の日

ハロウィン

クリスマス

いい夫婦の日

ホワイトデー

19

16

9

5

2（妻の誕生日）

その他

ポスター等による告知

異業種とのコラボレーション

物日に合わせた店舗展開

PRイベントの実施

SNS等による情報発信

メディアによるPR

17

12

3

30

23

16

16

13

12

1

Q7 Q6「新たな物⽇」を定着させていくには、どのような取組が必要だと思いますか
（複数回答可）。

Q6 フラワーバレンタイン以外の「新たな物⽇」について、今後⼒を⼊れて取り組みた
いものはどれですか。

20

⾦⼭総合駅での「フラワーマルシェ」に出店してみたいと思いますか。Q5

【愛知県】 フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

2017.8-2018.2

SNS

投稿数 42
フォロワー 57 フォロー 58
いいね︕ 1,034
主な内容 各種イベントの告知

メディア掲載情報の告知
フラワーバレンタインPR など

Instagram

投稿数 42
フォロワー 60 フォロー 104
いいね︕ 1,034
主な内容 Instagramと同じ

Twitter

2017.6.6 第１回実⾏委員会
（活動体制、事業計画、会場検討）

2017.7.4 第１回ワーキング
（フラワーマルシェ、⼩売店における取組、

タイアップ企画、
ＳＮＳによる情報発信、役割分担）

2017.10.17 第２回ワーキング
（フラワーマルシェ、⼩売店における取組、

タイアップ企画、収⽀予算、広報計画）

2017.11.7 第２回実⾏委員会
（活動体制、愛知県内におけるプロモーション、

東京都内におけるプロモーション、
収⽀予算、広報計画）

2018.1.23 第３回実⾏委員会・第３回ワーキング
（愛知県内におけるプロモーション、

東京都内におけるプロモーション、
収⽀予算、広報計画）

2018.3.27 第４回実⾏委員会・第４回ワーキング
（事業結果、収⽀決算）

FLOWER VALENTINE 
AICHI 2018 ACTIVITY

【愛知県】 フラワーバレンタインあいち実⾏委員会



【愛知県名古屋市】 東海農政局

東海農政局職員（応募先着20名）を対象に、ミニフラワーアレンジ体験
講師には、花の王国あいち県⺠運動実⾏委員会より花育ティーチャー（愛知豊明花き流
通協同組合職員）の派遣を受け、花育ティーチャーが⼿配した５種類の花き（ラナン
キュラス、スプレーカーネーション、スイートピー、オキシペタラム及びシレネサクラ
コマチ）を⽤いて、体験を⾏った。

参加者からは、①参加者へ⽬を配って、花の配置のポイントなどを分かりやすく説明し
てもらえたのがよかった。②最初は⼾惑ったが、次第に集中してアレンジができて楽し
かった。③来年も開催されるなら、是⾮参加したい。等の感想が寄せられた。

■実施期間 ２⽉１４⽇（⽔） 12時〜13時
■実施場所 東海農政局 第１会議室（愛知県名古屋市中区三の丸１－２－２）
■実施内容 職員向けミニフラワーアレンジ体験
■主催団体 東海農政局

男性職員も積極的に参加︕

【岐⾩県岐⾩市】 岐⾩県

①「フラワーバレンタインフェア」2⽉4⽇（⽇）
ステージイベントでは、観客の皆さんにも参加
していただき、県内で活躍する6名のフローリスト
が「フラワーバレンタイン」をテーマにしたディ
スプレイの作成をしました。
また、季節の岐⾩県産花きを使った花束を即興で
作成し、花束が気持ちを伝える最適なアイテムで
あること、受け取った花束を⻑く楽しむ⽅法など
について、トークを織り交ぜながらフラワーバレ
ンタインでの花贈りをＰＲしました。

花束作成のデモンストレーションの後には、
⽇ごろの感謝のメッセージなどを添えて、
男性から⼥性への花贈りをしていただきまし

た。

②「ディスプレイ展⽰」2⽉4⽇（⽇）〜14⽇（⽔）
岐⾩県産花きを使ったディスプレイを設置し、
⾃由に写真を撮っていただき、ＳＮＳ等で
フラワーバレンタインの思い出を発信して
いただきました。商業施設内の通路に設けら
れた展⽰ブースを活⽤し、多くの消費者に
向けてＰＲすることができました。

■実施期間 2⽉4⽇（⽇）〜2⽉14⽇（⽔）
■実施場所 アクティブＧふれあい広場・Ｇストリート

（岐⾩県岐⾩市橋本町１丁⽬１０－１）
■実施内容 フラワーバレンタインデモンストレーション、

花贈りイベント、花育教室
岐⾩県産花きを使ったディスプレイ展⽰

■主催団体 岐⾩県 ■協⼒ 清流の国ぎふ花き戦略会議



■実施期間 2⽉10⽇・11⽇
■実施場所 三重県津市藤⽅Ｌｕｔ´ｓ（ユニクロ・スターバックス・ニトリ等複合施設）
■実施内容 ①県内産花束プレゼント

②フラワーバレンタインフォトスポット（⾚バラ１００本の花束使⽤）
③三重県⽴久居農林⾼校ガーデニングコースの⽣徒によるアレンジメント作品展
④アンケート実施
⑤弊社オリジナル商品展⽰

■主催団体 株式会社花やの六さん

昨年を踏まえ、今年はより地域貢献重視、フラワーバレンタ
イン認知度アップの２点に的をしぼってイベントを実地。

県⽴久居農林⾼校に参画いただき、フラワーバレンタインを
テーマとし、デッサン・コンセプトの提⽰と作品展⽰を実
施。⽣徒ひとり１⼈の個性が光る作品展となり、地域の⽅々
や久居農林⾼校にも興味を⽰していただきよい企画となっ
た。また⼈気投票を⾏い、１位には弊社社⻑賞、特別賞、
参加賞を設定した。
アンケート・⼈気投票では真剣に作品を⾒るお客様が多く
⾒受けられ、⽣徒の活動を多くの⽅々に知っていただくよい
機会となった。

「フラワーバレンタイン」の認知度をあげる活動は、より
地域との繋がりを重視し社会貢献が必須であると実感した。

昨年度よりも「フラワー
バレンタイン」をより⾝近
に、より認知いただけた
⼿応えあるイベントとなっ
た。商業施設側より次年度
もイベント開催の依頼を
受けることができ、次年度
以降も地域の⽅々に喜んで
いただける「フラワー
バレンタイン」イベントを
取り組む予定である。

■アンケート結果 （集計数５００名）
１．「フラワーバレンタイン」をご存知ですか
はい（145）、いいえ（294）
２．過去に異性からお花をもらった（贈った）経験がありますか︖
はい（226）、いいえ（205）
３．もらって嬉しいお花はどれですか︖
①花束（208）、②アレンジメント(162)、③プリザーブドフラ
ワー（86）、④ハーバリウム（26） ５胡蝶蘭（18） ６花鉢
（42）７その他（5）
４．１番気に⼊った作品を番号でお答えください（⽣徒作品）
①48票、 ②48票、 ③100票、 ④31票、 ⑤19票、 ⑥11票、
⑦15票、 ⑧19票、 ⑨26票、 ⑩21票、⑪49票、 ⑫42票、 ⑬18票

【三重県津市】 花やの六さん with Lutʼs

2階 イベントスペース
①フラワーバレンタイン装飾・フォトスポット
②フラワーバレンタインアレンジ⼈気投票
③⼤切な⼈に花を贈ろう♡企画

⼤阪の⽞関⼝であるJR⼤阪駅構内で、阪急百貨店、グランフロントなどへの連絡通路でもあり
多くの⼈が⾏き交う場所での開催。⼤型のデジタルサイネージでは、事前に募集した⼤切な⼈
への⼀⾔メッセージも流しました。また、抽選で⼤切な⼈に花を贈る企画にも多くの⽅に参加
を頂きました。

3階 インフォメーション
フラワーバレンタインのポスターとアレンジメントを
ディスプレイ

5階 カフェ「バール・デル・ソーレ」
コラボ企画として、オープンカフェにてご飲⾷のお客
様には、各⽇先着100名様（3⽇間）に、バラの花を1
本プレゼント。2階、3階、5階と⼤阪駅全体で「フラ
ワーバレンタイン」を盛り上げました。

【⼤阪府⼤阪市】 ⼤阪鶴⾒花き地⽅卸売市場

■実施期間 2⽉9⽇（⾦）〜2⽉11⽇（⽇）
■実施場所 JR⼤阪駅 2階中央吹抜け 「アトリウム広場」他
■実施内容 Love フラワーバレンタイン2018 in OSAKA STATION CITY
■主催団体 ㈱⼤阪鶴⾒フラワーセンター、㈱なにわ花いちば、㈱JF鶴⾒花き

Love フラワーバレンタイン2018 in OSAKA STATION CITY



今年もたくさんの笑顔の花が
咲きました!!

【⼤阪府⼤阪市】 ⼤阪鶴⾒花き地⽅卸売市場 【⼤阪市泉⼤津市・堺市】 ⻄⽇本花き株式会社

■実施期間 2⽉9⽇（⾦）18︓00〜19︓00
■実施場所 南海本線 泉⼤津駅前・南海⾼野線 堺東駅前
■実施内容 切花の無料配布（1400個）
■主催団体 ⻄⽇本花き株式会社

●今回は、公式スリーブに⼊れたも
のを2000個⽤意しました。
●今回も、アルストロメリアはJA上
伊那様、ガーベラとかすみ草はJA紀
州中央様、スイトピーはJAはまゆう
様、バラは平群温室ばら組合様より
ご提供いただきました。ありがとう
ございました。

●2000個⽤意した内、300個は泉⼤津市役所に、ホテルレ
イクアルスターアルザ泉⼤津とホテルきららリゾート関空に
150個をイベント前に提供させていただきました。
●また、昨年12⽉24⽇に「FMいずみおおつ」が開局しまし
たので、50個をお持ちし、FVイベントをタイムリーにPRし
ていただきました。

●泉⼤津駅前は900個を無料配布しました。

泉⼤津駅前では、かなり苦戦を強いられましたが、このイベン
トの認知率が毎年UPしているように思えました。

●堺東駅前では、500個を無料配布しました。

昨年は南海本線 堺駅
前で配布し、⼈通りが
少なく苦戦したので、
今回は南海⾼野線 堺
東駅前に変更しまし
た。駅前交差点で信号
待ちの⽅にFVをア
ピールしながらお配り
し、僅か20分弱で配布
終了しました。



⼤阪観光専⾨学校の学⽣が企画・制作した⽣花 でつくる「お花の教会」

■実施期間 2⽉6⽇（⽕）〜2⽉14⽇（⽔）
■実施場所 なんばウォークウォーククジラパーク
■実施内容 ⼤阪観光専⾨学校の学⽣が企画・制作した⽣花でつくる「お花の教会」
■主催団体 ⼤阪観光専⾨学校 （花材協⼒ JF兵庫県⽣花）

内容︓
⽣花7000本 でつくる「お花の教会」
ライブ制作︓ 2⽉6⽇〜7⽇
展⽰期間︓ 2⽉8⽇〜14⽇

効果︓メディアに多数取り上げていただき
フラワーバレンタインの存在を多くの⼈に
知ってもらえた︕

【⼤阪府⼤阪市】 株式会社JF兵庫県⽣花

毎⽇新聞など掲載

【兵庫県神⼾市】 株式会社JF兵庫県⽣花

■実施期間 2⽉1⽇（⽊）〜2⽉14⽇（⽔）
■実施場所 神⼾「さんちか夢広場」※交通センタービル、エスカレータを降りた広場
■実施内容 スィーツバレンタインとコラボしてフラワーバレンタインをPR
■主催団体 株式会社JF兵庫県⽣花

内容︓
兵庫県の花鉢を使った装飾、ディスプレイ
（イメージ図添付）

効果︓
神⼾でも有数の⼈通りがあり、より多くの⼈
に認知してもらえる。また、スイーツバレン
タインとコラボすることにより、新たな展開
ができた

三宮サンチカにてスイーツバレンタインとコラボしてフラワーバレンタインをPR



【兵庫県神⼾市】 株式会社JF兵庫県⽣花

■実施期間 2⽉10⽇（⼟）
■実施場所 兵庫県⽴宝塚⻄⾕の森公園
■実施内容 宝塚市⽴⻄⾕中学校吹奏楽部＆サックス奏者 村上綾さん
（花材協⼒ JF兵庫県⽣花）

コンサート会場にて、参加者・来場者様にスイトピーの花束をプレゼント︕

■実施期間 2⽉13⽇（⽕）
■実施場所 株式会社ＪＦ兵庫県⽣花本社 オークションルーム
■実施内容 東灘⾼校の⽣徒を対象にフラワーバレンタインアレンジ教室
■主催団体 株式会社JF兵庫県⽣花

毎年恒例となりつつある市場イベント。
今年も近隣の「東灘⾼校」の⽣徒さんたちを集めて、「フラワーバレンタイン」を説明し、
ガーベラを使った、⼤切な⼈に贈るアレンジメント教室を開催。

■従業員の取り組み

今年も⼥性従業員へプレゼント︕

【兵庫県神⼾市】 株式会社JF兵庫県⽣花

※以下、「2018年報告書」より抜粋させていただきました

よく利⽤するコンビニ⼥性従業員へプレゼント︕

■市場内展⽰商談

■買参⼈様によるアレンジコンテスト開催
1⽉29⽇（⽉）

■お得意様ご協⼒により⾃動⾞ディーラーでも
フラワーバレンタインを広めていただきました



【兵庫県宝塚市】 宝塚フラワー＆コンサート

「花と⾳楽のまち」宝塚で、
『フラワーバレンタイン コンサートin 宝塚 Vol.5』
を５年連続で開催しました。花きと⾳楽業界が協⼒し合い、
バレンタインデーに花を贈る習慣を浸透・定着化させました。

コンサートで舞台を飾るペーパーフラワーを作製する
「花作りワークショップ」に参加のお年寄りや⼦供たちには
“花の種”を、また、コンサート参加者には“⽣の花のブーケ”
を贈らせていただき、幅広い市⺠のきずなづくり事業として
評価されました。 （宝塚市きずなづくり推進事業補助⾦交付事業）

①『花作りワークショップ』＜事前に市内５か所開催＞
“舞台の花屋” を飾るペーパーフラワーを作製。
種蒔き後、⽣育、開花観察もしました。

②コンサート第⼀部『愛のことば、愛の歌』
⻑⾕川眞⼸ソプラノ（委員会代表）、村上信夫SPゲスト（元NHKエグゼクティブ・アナウン
サー）による詩の朗読、歌、演奏をしました。

■実施期間 平成２８年２⽉１０⽇（⼟）１４︓００〜
■実施場所 宝塚ソリオホール（宝塚駅に隣接するソリオ１の３階）
■実施内容 花にちなむ歌と⾳楽芝居のコンサート、市⺠のきずなづくり活動
■主催団体 宝塚フラワー＆コンサート（協⼒︓宝塚市⽂化財団、㈲薔薇園植物場）

③コンサート第⼆部『⾳楽芝居―花屋のすみれが恋をした―』
（作・演出︓⻑⾕川眞⼸）

④宝塚市⻑ 中川智⼦⽒も御来席、御挨拶を頂きました。
委員会副代表 薔薇園グループ代表 四代⽬叉右衛⾨（⾦岡信康）⽒より、参加者全員に
“⽣花のミニブーケ” が贈られました。

コンサートでは、最⾼のバレンタインプレゼント “多くの⼈の笑顔” をいただきました。
これからも宝塚の地から「花と⾳楽」の素晴らしさを発信し続けて参ります。

（左）村上信夫⽒
（中央）中川智⼦宝塚市⻑
（右）叉右衛⾨⽒

【兵庫県宝塚市】 宝塚フラワー＆コンサート



【兵庫県姫路市】花の街ひめじ実⾏委員会・姫路⽣花卸売市場

①花インスタグランプリ2018

当⽇会場に、6つの花モニュメントを設置し、
参加者には開催時間内にモニュメントを撮影
してSNSに投稿していただきます。
後⽇投稿していただいた写真を選考して
当選者に賞品をプレゼントしました。
（商品総額10万円相当）

②ピオレ姫路コラボイベント

2⽉12⽇（⽉）イベント開催時間内にピオレ
姫路のチョコレートフェアー対象ショップで
バレンタインチョコレートをお買い上げの
お客様に引換券をお渡しし、イベント受付に
引換券を持ってこられた⽅に、花1本プレゼント。

■実施期間 2⽉12⽇（⽉）
■実施場所 JR姫路駅北にぎわい交流広場キャッスルガーデン
■実施内容 花インスタグランプリ2018
■主催団体 花の街ひめじ実⾏委員会、株式会社姫路⽣花卸売市場

モニュメント事例

【兵庫県南あわじ市】 HOTEL ANAGA
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初年度2011年より「コンラッド東京」
ホテルでフラワーバレンタインディナー
を開催してくださっていた
スターシェフ・前⽥慎也⽒がホテルを
移り、Total 8回⽬の開催︕

■実施期間 2⽉14⽇（⽔）ディナータイム
■実施場所 ホテルアナガ（淡路島のリゾートホテル）
■実施内容 フラワーバレンタインディナー~DOZEN ROSES~ バラの花束付きディナー
■主催団体 ホテルアナガ ■協⼒ ホテル内「エフ・クオーレ」様／イーフローラ様



【広島県広島市】広島花いっぱい推進委員会

ワークショップ
「バレンタインに⼤切な⼈にプレゼントするアレンジを⾃分で作ってみよう。」

H29年春にオープンした⼤型商業施設内のイベントスペースで、フラワーバレンタインアレ
ンジメントワークショップを開催した。

■実施期間 2⽉4⽇（⽇）午後1時~午後5時
■実施場所 LECT（広島県広島市⻄区扇⼆丁⽬1-45）
■実施内容 フラワーバレンタイン ワークショップ in LECT
■主催団体 広島花いっぱい推進委員会

先着50名様に500円の参加費をいただき、
体験していただいた。⼤型商業施設なの
で、家族連れ中⼼に参加が多く、⽤意した
数はほぼ消化できた。

■実施期間 2⽉10⽇（⼟）~12⽇(⽉)
■実施場所 広島市植物公園（広島県広島市佐伯区倉重三丁⽬495）
■実施内容 広島市植物公園 バレンタインフェスティバル内で花プレゼント
■主催団体 広島花いっぱい推進委員会

期間中毎⽇、午後⼀時から、植物公園ご来援の先着100名様にバラの花のプレゼント♪

【広島県広島市】広島花いっぱい推進委員会



男性から⼥性に花贈り⽂化を普及するための「ひろしまフラワーバレンタイン」への
協⼒依頼と、広島県内の花き⽣産振興と消費拡⼤を図ることを⽬的にバレンタインの
機会に切り花・鉢花の購⼊について協⼒を依頼。(本庁・市内8区役所）
当⽇はマスコミの取材も⼊り、⼣⽅のニュースで取り上げられた。

■実施期間 1⽉9⽇（⽕）
■実施場所 広島市役所 市⻑公室
■実施内容 ひろしまフラワーバレンタイン 広島市⻑ 表敬訪問
■主催団体 広島花いっぱい推進委員会

【広島県広島市】広島花いっぱい推進委員会

男性から⼥性に花贈り⽂化を普及するための「ひろしまフラワーバレンタイン」への
協⼒依頼と、広島県内の花き⽣産振興と消費拡⼤を図ることを⽬的にバレンタインの
機会に切り花・鉢花の購⼊について協⼒を依頼。(本庁・広島県警等）

■実施期間 1⽉9⽇（⽕）
■実施場所 広島県庁 広島県知事室
■実施内容 ひろしまフラワーバレンタイン 広島県知事 表敬訪問
■主催団体 広島花いっぱい推進委員会

■実施期間 1⽉9⽇（⽕）
■実施場所 広島県庁
■実施内容 ひろしまフラワーバレンタイン 広島県・広島市職員様へのFV商品販売
■主催団体 広島花いっぱい推進委員会

2018年度 販売実績

区 分
注文数

単価 金額
花束 花鉢 計

広 島 市 177 287 464 800/1500 423,700 

0 0 

広 島 県 50 88 138 800/1500 121,600 

計 227 375  602  545,300 

県庁・市職員様へのFV商品予約販売

以前は推進委員会が販売していたが、昨年よ
り、担当花き⼩売店を決め、推進委員会は窓⼝
としてお⼿伝いした。

昨年よりも受注数が減少したが、受注販売なの
で、⼩売店にとってもこの件に関してはロスを
発⽣させることはなく、ゆくゆくは⼩売店が積
極的に商品提案し、発展していくことを願って
いる。この取り組みに倣って、隣の市でも地元
⽣産者と地元花き⼩売店で商品を販売する取り
組みも始まった。

【広島県広島市】広島花いっぱい推進委員会



NHK⾹川はじめ、
KSB瀬⼾内海放送など
⾹川全社5社のテレビ
取材を獲得＋新聞各社。
そのニュースがYahoo!
ニュースなど多くの
メディアで拡散された。

【⾹川県⾼松市】 ⾹川県花き園芸協会

■実施期間 2⽉11⽇（⽇）10:00〜15:00
■実施場所 ことでん⽡町駅2階コンコース
■実施内容 フラワーアレンジメントによるイベント演出、ギフト⽤県産花きの即売、

ハーバリウムワークショップ
■主催団体 フラワーバレンタイン実⾏委員会（⾹川県花き園芸協会･⾹川県花卉商業

協同組合･㈱⾼松花市場･⽡町FLAG･花の⾥かがわ推進委員会･⾹川県）

森健⼈実⾏委員⻑より「フラワーバレンタイン」を紹介︕
「⾼松ゆめ⼤使」やことでんのキャラクター「ことちゃん・ことみちゃん」も参加。
ことちゃん・ことみちゃんによる花束とチョコの交換で、バレンタインの雰囲気を盛り上げた。

県内花き店が製作した
バレンタインイメージの
アレンジでイベントを演出。
｢⽡町FLAG｣の店舗との
コラボで雰囲気のある
ディスプレイ台を使⽤。

①オープニングセレモニー

イベントに地元メディア取材多数︕︕

⿊板にて「フラワーバレンタイン」をアピール

⾹川⼤学実践型インターンシップ｢FCF｣が
ワークショップを実施。⼥性・⼦供を中⼼に
多くの参加があった。

コラボ店舗には、チラシ･ポスターや鉢花などの
展⽰により、｢フラワーバレンタイン｣をＰＲ

ブーケや鉢花をバレンタインギフト⽤の花として即売。バレンタインの花消費拡⼤を⽬指す︕
②⾹川県産花の販売

切花は、県産花きを中⼼に取りそろえ、花束ごと
の価格を統⼀。鉢花は⼩さめの３号鉢サイズ中⼼
に品揃え、花束のラッピングは花店が担当した。

③ハーバリウムづくりワークショップ

【⾹川県⾼松市】 ⾹川県花き園芸協会



花き消費拡⼤推進事業

プロモーション展開
協⼒

花き消費拡⼤推進チーム（福岡県花卉農業協同組合内）企画

いい夫婦の⽇
花 贈 り ⽇

男性から⼥性へ花を贈る
フラワー

バレンタイン

花と素敵な週末を。
WEEKEND 
FLOWER

プロモーション展開フォーマット フラワーバレンタイン2018

2/14    フラワーバレンタイン
2018年で第8回⽬となるフラワーバレンタイン。新しい花⽂化の創出と
消費拡⼤へ向け花贈り⽇習慣の“きっかけづくり”を⽬指しました

市場 コラボ企画 メディア

プロモーション展開

●セリ前PR
●仲卸店舗前PR

●⼤型商業施設
●住宅展⽰場
●百貨店
●⽣産者・花商
●公共施設
●⾏政
●福岡アンバサダー

●ニュースリリース
●番組企画
●ホームページ
●SNSの活⽤
●表敬訪問

※以下、「2018年報告書」を転載させていただきます

【福岡県】 福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム

市場プロモーション活動 フラワーバレンタイン2018

セリ前でのキックオフ 【1/15（⽉）】
セリ前に、買参⼈へ向けたキャンペーン参加のPR活動を⾏いました

●「フラワーバレンタイン」キャンペーン参加の呼びかけ
●「フラワーバレンタイン」ポスター、のぼりの掲⽰協⼒のお願い

※福岡花商協同組合様より呼びかけ
※北九州⽣花商協同組合様より呼びかけ

仲卸店舗にポスターノボリを掲⽰
仲卸各店舗にご協⼒いただき、「フラワーバレンタイン」のポスターや
ノボリを掲⽰していただき、買出⼈の皆さまへの呼びかけも⾏いまし
た

●期間︓1/15（⽉）〜2/14（⽔）

職員はウィンドブレーカーを着⽤
●課⻑職以上の職員は「ウィンドブレーカー」を着⽤
●他職員、嘱託、パート、アルバイトは、⽸バッチを着⽤
●期間︓1/15（⽉）〜2/14（⽔）
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店頭プロモーション活動 フラワーバレンタイン2018

店頭プロモーション（福岡・北九州）
福岡花商協同組合様、北九州⽣花商協同組合様の呼びかけに
より各組合員の皆さまへ「フラワーバレンタイン」ののぼり、ポスターを
設置いただき各店舗ごとでオリジナルの企画を展開していただきまし
た
●ノボリは、以前、購⼊いただいたものを使⽤
●ポスターは福岡花商協同組合・北九州⽣花商協同組合より配
布いただきました

【福岡県】 福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム



コラボレーション企画 Ⅰ-① フラワーバレンタイン2018

マリノアシティ福岡とのコラボ企画
九州最⼤級のアウトレットモール、マリノアシティ福岡で初のフラ
ワーバレンタインコラボ企画を実施いたしました。

●⽇ 時︓2⽉10⽇（⼟）〜12⽇（⽉祝）10時〜17時
●内 容︓①福岡県産のフラワーオブジェの展⽰（2/10-12）

②⼀⾏メッセージ募集（2/11・12）
③テナントコラボ企画（2/10-12）

●場 所︓マリノアシティ福岡（福岡市⻄区⼩⼾）
●主 催︓福岡県花き園芸連合会
●提 供︓福岡県花卉農協ばら部会

コラボレーション企画 Ⅰ-② フラワーバレンタイン2018

マリノアシティ福岡店舗様とのコラボ企画
九州最⼤級のアウトレットモール、マリノアシティ福岡でのテナント
様とのコラボ企画を実施。ポスターやミニPOPとフラワーアレンジメン
トの掲⽰、ご来店いただいたご夫婦やカップルの⽅へバラの⼀輪花
をプレゼントいたしました
【店名】
①パヒュームハウス ピオニア
②ete
③サックスバー アナザーラウンジ
④ダブルデイ
⑤サンクゼール

【福岡県】 福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム

コラボレーション企画 Ⅱ フラワーバレンタイン2018

福津市とコラボ企画
福津市主催の「福津の花学校」PRイベントとのコラボ企画を実
施。フラワーバレンタインを通じて福津市内の消費拡⼤を図りまし
た

●⽇時︓2⽉10⽇（⼟）〜11⽇（⽇）
●場所︓イオンモール福津 1F サウスコート（福津市⽇蒔
野）
●内容︓①フラワーオブジェの展⽰

②親⼦フラワーアレンジメント教室（10組両⽇11
時）

③寄せ植え教室（10組 両⽇13時30分）
④男性向けアレンジメント教室（10組両⽇15時）

コラボレーション企画 Ⅲ フラワーバレンタイン2018

住宅展⽰場とコラボ企画
花と⽣活空間が連想できる北九州市内の住宅展⽰場とのコラボ
企画を実施しました
●⽇時︓2⽉9⽇（⾦）〜13⽇（⽕）
●場所︓①RKB住宅展⽰場⼩倉北

（北九州市⼩倉北区許斐町1番地）
②RKB住宅展⽰場⼩倉南

（北九州市⼩倉南区朽網3914-6
●内容︓①フラワーオブジェの展⽰

②ご来場者への⼀輪花プレゼント（2/11実施）
●主催︓福岡県花き園芸連合会
●協⼒︓北九州⽣花商協同組合⻘年部

【福岡県】 福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム



コラボレーション企画 Ⅳ フラワーバレンタイン2018

三越「ショコラセレクション」コラボ企画
福岡三越が主催するチョコレート催事とフラワーバレンタインのコラ
ボ企画が実現。会場⼊⼝に特設ブースを設置し、チョコで作られ
た「ショコライオン」とお花のコラボや⽇⽐⾕花壇様のご協⼒で「さく
らに願いを」キャンペーンを実施。家族や恋⼈・お友達への想いを
桜カードに記⼊し、桜の枝に飾って頂く企画。みなさまの願いごと
は、桜神社へ奉納していただく事になっております

●⽇ 時︓2⽉9⽇（⾦）〜14⽇（⽔）10時〜20時
●場 所︓福岡三越9階催事場（福岡市中央区天神）
●協 ⼒︓⽇⽐⾕花壇福岡三越店

コラボレーション企画 Ⅴ フラワーバレンタイン2018

フラワーウォークの開催
福岡県内の花き業界関係者（⽣産者・市場・花商）を招集し
て、福岡県内最⼤の繁華街である福岡市中央区天神地区に
てフラワーウォークの企画を実施。当⽇は途中、⾬天となりソラリ
アビジョン前で配布実施いたしました 【参加︓27名】

●⽇ 時︓2⽉3⽇（⼟）出発式 13時〜
ウォーク 13時10分〜14時30分

●集 合︓福岡市役所1F市⺠ロビー
●コース︓福岡市役所〜渡辺通り周辺
●配 布︓①福岡パルコ前

②ソラリアステージ
●提 供︓福岡県花卉農協ばら部会

【福岡県】 福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム

コラボレーション企画 Ⅵ フラワーバレンタイン2018

くまモンとのコラボ
昨年に引き続き、JA菊池花卉部会、マルキョウ清⽔店、福岡花
市場とのコラボ企画を実施。イベント当⽇は熊本の宣伝部⻑「くま
モン」が登場し、くまモンから花卉部会の⼥性へ花束を渡すサプラ
イズ企画を⾏いました

●⽇ 時︓2⽉11⽇（⽇）14時30分
●場 所︓マルキョウ清⽔店（福岡市南区塩原）
●主 催︓JA菊池花卉部会、福岡花市場、マルキョウ清⽔店

コラボレーション企画 Ⅶ フラワーバレンタイン2018

福岡県庁でフラワーバレンタインPR
福岡県産のばらを使い、アレンジやオブジェを県庁1Fロビーに展
⽰。来館者や職員にPRいたしました

●⽇ 時︓2017年12⽉4⽇（⽉）〜8⽇（⾦）
●場 所︓福岡県庁１Fロビー
●内 容︓①フラワーバレンタインPRコーナーを設置

②アレンジメントやブーケの展⽰
●主 催︓福岡県花卉農協ばら部会

【福岡県】 福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム



コラボレーション企画 Ⅷ フラワーバレンタイン2018
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福岡タワーとのコラボレーション
ご来館いただくお客様にフラワーバレンタインを知っていただこうとア
イキャッチになる花で作成したフラワーオブジェを製作。フラワーバレ
ンタインをPR。2/14には、カップルで来場いただいた⽅にバラの⼀
輪花をプレゼントしました

●⽇時︓2⽉11⽇（⽇）〜14⽇（⽔）
●内容︓①花の装飾オブジェの展⽰

②⼀⾏メッセージコーナーの設置
③⼀輪花のプレゼント（100本）2/14（⽔）
④イルミネーション「LOVE」という⽂字の点灯

●提供︓福岡県花卉農業協同組合ばら部会
●主催︓福岡県花き園芸連合会

コラボレーション企画 Ⅸ-① フラワーバレンタイン2018

九州市場連⻘年部異業種コラボ企画
昨年は飲⾷店とのコラボ企画を計画しましたが、2018年より飲⾷店以外の
異業種店舗にもコラボ企画を実施。バレンタイン期間中に予約もしくは来店
していただいたご夫婦対象に⼀輪花をプレゼントする企画を⾏いました
●実施⽇︓2⽉14⽇（⽔）もしくはバレンタインPR期間
●店舗数︓九州市場連参加13市場、約160店舗とのコラボを実施
●提供数︓１店舗あたり２０本
●主 催︓九州花き卸売市場連合会⻘年部
●提 供︓福岡県花卉農協ばら部会（福岡花市場・北九州花市場
分）

【福岡県】 福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム

コラボレーション企画 Ⅸ-② フラワーバレンタイン2018

九州市場連⻘年部異業種コラボ企画

【福岡花市場・北九州花市場でのコラボ店舗の皆さま】

●パヒュームハウス ピオニア(マリノアシティ福岡)●ete(マリノアシティ福岡）●サックスバー アナザーラウンジ(マリノアシティ福岡)
●ダブルデイ(マリノアシティ福岡)●サンクゼール(マリノアシティ福岡)●⾮常識 ビストロ マルコ（福岡市中央区）
●千⾈鮨（福岡市南区）●MʻsGRILL 煉⽡倶楽部（福岡市早良区）●スカイラウンジルフージュ（福岡市早良区）
●あんずの⾥（福津市）●道の駅むなかた（宗像市）●農産物直売所 ほたるの⾥（福津市）
●とれとれプラザ かのこの⾥（宗像市）●ふれあい広場ふくま（福津市）●⻄⽇本シティ銀⾏ ⼩笹⽀店（市福岡中央区）
●福岡銀⾏ ⼩笹⽀店（福岡市中央区）●イート・イート（福岡市央区中）●中華菜館 五福（福岡市⻄区）
●ビストロ ロベール エ ルイーズ（福岡市）●かもめ亭（⼤野城市）●ギャラリーレストランBUONO（直⽅市）
●農家の⾷卓（直⽅市）●Jungle caféʼ 緑⼈族（直⽅市）●Little Kitchen（福岡市南区）
●TAKAʻs KITCHEN（福岡市中央区）●ハチミツボタン（糟屋郡）●焼とり しんとう（糟屋郡）●振⼦（福岡市中央区）
●ロイヤルチェスター福岡（⼤野城市）●Water site OTTO（中央区）●Branch.OTTO YAKUIN（中央区）
●公孫樹の⽊（北九州市⼋幡⻄区）●タント タント（北九州市⼩倉北区）●ブラッスリー リップ（北九州市）
●ル・ポン・ド・フェール（北九州市）●ITALIANTOMATO café（北九州市）

【福岡花市場 31店舗 ・ 北九州花市場 5店舗 合計︓36店舗の皆さまにご協⼒いただきました】

コラボレーション企画 Ⅹ フラワーバレンタイン2018

福岡では2016年より、TV・ラジオでおなじみの中島浩⼆さんに「フラワーバレンタイン福岡アンバサダー」に就任いただき、FMラジオや公
開⽣放送で「フラワーバレンタイン」についてご紹介いただきました。2017年は、もっと多くの福岡市⺠の男性の皆さまに「花贈り」の楽しさ
や福岡市の消費拡⼤、花き産業振興を⽬的に福岡市⺠の男性を代表して⾼島宗⼀郎福岡市⻑に就任いただきました。
2018年1⽉より福岡市では「Flower City Fukuoka」を掲げ、花と緑があふれ、豊かな⼼が育まれるまちへ「⼀⼈⼀花」運動プロジェ
クトを⽴ち上げ、⾼島市⻑⾃ら先頭にたち、この取組みを推進していきます
2018年の「フラワーバレンタイン福岡アンバサダー」につきましても、引き続き⾼島市⻑に就任いただきました

【福岡県】 福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム



福岡県内で⾏われたイベント情報 Ⅰ フラワーバレンタイン2018

花あふれるふくおか推進協議会主催イベント

■JR博多駅 ⼩規模イベントスペース
・⽇時︓2⽉12⽇（⽉・祝）10時〜18時
・内容︓壁⾯花装飾、フラワーアレンジメント展⽰、アレンジメン

ト教室、ハーバリューム教室、⼀輪花プレゼント

■天神地下街イベントコーナー
・⽇時︓2⽉10⽇（⼟）11時30分〜18時
・内容︓花贈りコンテスト、壁⾯花装飾、フラワーアレンジメント

展⽰、アレンジメント教室、ハーバリューム教室、
⼀輪花プレゼント

■リバーウォーク北九州
・⽇時︓2⽉3⽇（⼟）・4⽇（⽇）10時〜18時
・内容︓壁⾯花装飾、フラワーアレンジメント展⽰、アレンジメン

ト教室、ハーバリューム教室、⼀輪花プレゼント

福岡県内で⾏われたイベント情報 Ⅱ フラワーバレンタイン2018

若松 花のチモト「Flower Concert」

●⽇時︓2⽉11⽇（⽇）18時30分〜
●場所︓若松 花のチモト（北九州市若松区本町）
●内容︓⼆胡・キーボード・ベースの3重奏によるバレンタイン

コンサートを実施

【福岡県】 福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム

福岡県内で⾏われたイベント情報 Ⅲ フラワーバレンタイン2018

ハンバーガー屋さんでお花のワークショップ

●⽇時︓2⽉13⽇（⽕）①19時〜 ②20時30分〜
●場所︓SUNRISE（福岡県筑紫郡那珂川町）
●内容︓男性限定のハーバリューム教室開催（12組限定）
●講師︓花urara様

福岡県内で⾏われたイベント情報 Ⅳ フラワーバレンタイン2018

飯塚普及指導センターや福岡市植物園、産直所でもPR実施いただきました

【福岡県】 福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム



福岡県内で⾏われたイベント情報 Ⅴ フラワーバレンタイン2018

福岡花市場でも⽇頃の感謝を込めて、⼥性職員に⼀輪花を贈呈

⼤切な⼈への花に添える⼀⾏メッセージ募集企画 フラワーバレンタイン2018

福岡三越 マリノアシティ福岡
11 197

※福岡花市場で実施しました募集数

【福岡県】 福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム

メディアプロモーション Ⅰ フラワーバレンタイン2018

2017年のフラワーバレンタイン意識調査（花の国⽇本協議会調べ）で福岡では全国⼀の認知率の⾼い県となっ
ておりますが、今年も福岡県内の⽅（特に男性）の⽅にフラワーバレンタインを認知していただき「花贈り」のキッカケ
つくりを、昨年に引き続き各メディアを通じて活動を⾏いました。

2015年 2016年 2017年 2018年

媒体数︓17 媒体数︓34 媒体数︓40 媒体数︓41

紹介数︓17 紹介数︓73 紹介数︓83 紹介数︓58

【福岡県】 福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム

メディアプロモーション 【JAみなみ筑後の取組み事例】 フラワーバレンタイン2018



メディアプロモーション 【折込広告掲載事例】 フラワーバレンタイン2018

メディアプロモーション 【コラボ企業様HP掲載事例】 フラワーバレンタイン2018

【福岡県】 福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム

①フラワーバレンタインＰＲ
フラワーバレンタインＰＲ⽤のぼり、
ポスター、バルーン等を使⽤してＰＲ
ブースを作成しました。フラワーバレ
ンタインをイメージしたボックスフラ
ワー等を展⽰してフラワーバレンタイ
ンをＰＲしました。

【福岡県久留⽶市】 久留⽶花卉園芸農業協同組合

■実施期間 1⽉27⽇（⼟）28⽇（⽇）
■実施場所 久留⽶シティプラザ 福岡県久留⽶市六ツ⾨町８－１
■実施内容 フラワーバレンタインＰＲ⽤のぼり、ポスター等の設置

花の配布、フラワーバレンタインイメージのアレンジ展⽰⼤切な⼈への花に
そえる「⼀⾏メッセージ」募集

■主催団体 久留⽶花卉園芸農業協同組合

③花束の配布
⾚やピンクのバラをＦＶスリーブに⼊
れ、FVチラシと⼀緒に無料配布、
フラワーバレンタインＰＲに努めまし
た。
2⽇間で約200束配布しました。

②⼤切な⼈への花にそえる「⼀⾏メッセージ」募集
「⼀⾏メッセージ」を考えて応募していただいた⽅
に、ミニ鉢物（多⾁植物、ホヤのラブラブハート）
をプレゼントしました。⼦供から⼤⼈まで多くの応募
がありました。

ボックスフラワー



【⼤分県】 ⼤分県・⼤分園芸花市場

■企画
愛妻の⽇、フラワーバレンタイン、ホワイトデーをＰＲする⽬的と、消費者に向けて花店
への来店を促進する⽬的のため、お花引換券がついたチラシを配布。
チラシにはお花を引き換えることのできる花店の名前が掲載され、チラシを受け取った
消費者はチラシに掲載されている花店に引換券を持っていくと花をもらえる。
（参加花店は事前に各花市場にて募集。申込のあった花店のみチラシに掲載した）

チラシ配布枚数１万枚、配布場所は⼤分県全域。
配布⽅法は⽵町ドーム広場で実施されたイベント時及び異業種コラボイベントで協⼒して
いただいた店の店頭、参加花店店頭など。
新規顧客の開拓、花店への来店促進効果、花店の宣伝効果があったと予測される。
お花引換期限をホワイトデーの3⽉14⽇に設定。ホワイトデーのギフト選びに花を選択す
るきっかけ作りとなったといった効果も得られた。

■実施期間 1⽉下旬〜3⽉14⽇（⽔）
■実施場所 ⼤分県全域の協⼒花店48店舗
■実施内容 お花引換券付きチラシを県内全域に配布
■主催団体 ⼤分県花き産業振興協議会・⼤分県・⼤分県花き⽣産者協議会・

⼤分園芸花市場

↑チラシ表⾯
←裏⾯には花店⼀覧を掲載

【⼤分県⼤分市】 ⼤分県花き産業振興協議会

■企画
1⽉31⽇（⽔）愛妻の⽇に⼤分市⽵町ドーム広場にて実施
愛妻の⽇、フラワーバレンタイン、ホワイトデーの「３ＬＯＶＥ ＳＴＯＲＩＥＳ」を
ＰＲするため、スイートピーの花束とお花引換券付きチラシを650束配布した。

■実施期間 1⽉31⽇（⽔）
■実施場所 ⽵町ドーム広場
■実施内容 ⼤分県産スイートピーの花束とお花引換券付きチラシを配布。
■主催団体 ⼤分県花き産業振興協議会・⼤分県・⼤分県花き⽣産者協議会・

⼤分園芸花市場

■内容
前⽇までの準備は⼤分園芸花市場が担当。当⽇朝のスリーブ⼊れには、花き⼩売店、県
農協、県、市場が、⼣⽅の配布には全農、市場、県農協、県が参加した。
17時より配布を始め、１時間⾜らずで終了した。
当⽇同じ会場で、ラグビー関連イベントが開催されていたことも幸いし、予想より多く
の⽅々にＰＲできた。

↓花束制作の様⼦
←↑県産スィートピーもPR



■企画
2⽉10⽇（⼟）に男⼥カップルで店に訪れた男性へ花束を⽤意。
同伴の⼥性へプレゼントしてもらう。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へ協⼒してもらう。

■実施期間 2⽉10⽇（⼟）
■実施場所 ⼤分市の34店舗の飲⾷店他
■実施内容 男⼥カップルで来店のお客様へミニ花束のプレゼント
■主催団体 九州花き卸売市場連合会・⼤分県花き産業振興協議会・⼤分園芸花市場

■花束の配布 ⼤分市内34店舗の飲⾷店などに
合計800束を提供

■花材・資材 ⼤分県産スイートピー2200本・
キープフラワー（⼩袋）・リボンなど

■製作 2⽉9⽇（⾦）⼤分園芸花市場社員・⼤分園芸花商組合員

■内容・感想
九州花き卸売市場連合会の九州内統⼀企画。
カップルの男性をターゲットに絞った花贈りを実施した。今年で４回⽬の実施と定着しつ
つあり、毎年恒例のイベントとしてお店独⾃の企画とタッグを組むこともできるように
なった。今年から飲⾷店のみという縛りをなくし他業種でも実施できることになり、昨年
より多くの店舗で実施することができた。
花材は⼤分県産スイートピーを使⽤し、店舗へ花の説明チラシを⼀緒に渡すことで⼤分県
を代表する花のＰＲにも繋がった。キープフラワー（⼩袋）を付けたことで、⾃宅へ持ち
帰って飾った際の⽇持ちも良くなり、より⻑く楽しんでいただけたのではないかと思う。

↑あるカフェでは
カップル限定で
スイーツを
サービス、
コラボ企画を
盛り上げた

【⼤分県⼤分市】 ⼤分県花き産業振興協議会

こだわりのリボン
付花束〜当⽇の作業が
⼿間取らないよう事前
にワンタッチリボンを
製作し取り付けた

■実施期間 １⽉１７⽇（⽔）〜２⽉１４⽇（⽔）
■実施場所 県内協賛⽣花店・イオンモール秋⽥・県内特別協賛社
■実施内容 TVCM放送、新聞広告掲載、ショッピングモールでのモニュメント展⽰・

⽣花無料配布、ラジオ⽣中継、テレビ番組取材、HP開設、のぼり・ポスター制作等
■主催団体 フラワーバレンタイン推進委員会

【ご参照】 秋⽥県フラワーバレンタイン推進委員会

■フラワーバレンタイン秋⽥ホームページの開設
https://flower-valentine-akita.jp/

テレビCMや新聞広告で広めたフラワーバレンタ
インをランディングページとしてホームページの
開設しました。
プレゼントをしようとしても、恥ずかしくて何だ
かお花屋さんに⾜が向かない…そんな男性を応援
するべく、WEB上でフラワーアレンジを購⼊・
プレゼントできるツールとしてホームページを開
設しました。購⼊できる各店舗が作るアレンジの
写真を掲載したことで購⼊者が安⼼できるように
⼯夫を⾏いました。

■秋⽥オリジナルポスター・のぼりの制作
各協賛店からのご希望でオリジナルのポスター・
のぼりの制作を⾏いました。
これらは「私たちはお花を贈る男性を応援しま
す︕」というシンボルで、
フラワーショップとしての⽬印にもなるようにデ
ザインして制作しました。
ショッピングモールでのイベント時
にはこのポスターに興味を持ち、
「ポスターをいただけませんか︖」
と聞かれたこともありました。



■フラワーバレンタイン普及TVCM放送
期間︓1/27〜2/14 （期間内に計80本のCM放送）
放送局︓秋⽥放送（⽇本テレビ系列）秋⽥テレビ（フジテレビ系列）

秋⽥秋⽥放送（テレビ朝⽇系列）

キャッチコピー「チョコをもらうより、笑顔をもらうほうが嬉しかったりする。」

※キャッチコピーと花の綺麗な映像でフラワーバレンタインをアピールしました。
URL︓https://www.youtube.com/channel/UCmeMGM0rD46N-lwrwfhVjsQ

■秋⽥魁新報 朝刊広告掲載
掲載⽇︓2018年2⽉9⽇（⾦）掲載
発⾏部数︓約240,000部
サイズ︓５段１/２（カラー）
※テレビCM、ポスターとメイン
デザインは統⼀して、各協賛社を
⼀覧に記載しました。

CMオープニング パターン① パターン② パターン③

【ご参照】 秋⽥県フラワーバレンタイン推進委員会

■イベント実施
「フラワーモニュメント展⽰・ガーベラ配布会」
モニュメント展⽰期間︓2/10（⼟）〜2/12（⽇）
ガーベラ配布︓2/10（⾦）600本

2500本以上の⽣花を使ったモニュメントを制作・
展⽰。ラッピングしたガーベラ・バラを男性に
600本配布しました。
⼤切な⼈や家族の⽅にお渡しくださいとメッセ
ージを伝え配布。家族連れが多く、⼤⼈から
⼦供まで幅広い年代の⽅がお花に触れ合う機会
が出来たと思います。

■テレビ番組取材
放送番組︓ABS秋⽥放送 エビス堂ゴールド
放送⽇時︓2/9（⾦）15︓50〜
放送内容︓フラワーバレンタインキャンペーンのPRと、

協賛社代表２社の取材。
男性がお花を選ぶポイントやアドバイスを
お話しいただきました。また各お店の
フラワーバレンタインおすすめアレンジの
紹介を⾏いました。

【ご参照】 秋⽥県フラワーバレンタイン推進委員会



■各メディアのニュース報道
秋⽥で２回⽬のフラワーバレンタインをより多⾓的に展開したことで、⺠放テレビ局全局の
ニュース報道と県内新聞社の取材記事が掲載され、県⺠にも広く周知されることとなりました。

2018年年2⽉11⽇付
秋⽥魁新報記事

2018年2⽉10⽇
各テレビ局ニュース放送

ABS news every.サタデー 2/10 17:00〜

AKT みんなのニュース 2/10 17:30〜

ANN スーパーJチャンネル 2/10 17:50〜

【ご参照】 秋⽥県フラワーバレンタイン推進委員会 【ご参照】（SNSなどより抜粋）⻑崎県諫早市の活動

飯盛カーネーション部会の若⼿⽣産者が中⼼となり、地元の写真館とのコラボや⾳楽イベン
ト、男性向けワークショップを毎年積極的に実施、⼈気イベントに︕フラワーバレンタインが
定着しつつあるそう︕︕



【ご参照】（SNSなどより抜粋）全国各地の活動

三重県鈴⿅市

⻑崎県⻑崎市

埼⽟県鴻巣市

＜読売新聞（岩柳）2⽉11⽇＞⼭⼝県下関市

※他にも新聞報道などから、
栃⽊県、和歌⼭県、熊本県、
沖縄県での活動が確認できました。

静岡県三島市
⼤社の杜みしま

徳島県美⾺市
プロ野球独⽴リーグの野球チーム

【ご参照】（SNSなどより抜粋）全国各地の活動

■スポーツイベントとフラワーバレンタインのコラボ事例
宮城県仙台市 バスケットBリーグ

■コンビニ＆パチンコ店とのコラボ事例
愛知県⽥原市


