
4. 共通コミュニケーションツール 
公式サイト/facebook/Twitter/Instagram 
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【共通コミュニケーションツール】公式サイト 

■目的： 
「フラワーバレンタイン」の
情報プラットフォームとする
ため初年度より制作。 
スマートフォンユーザーには
Facebookを活用してサイトへ
の誘導を図る。サイト上で 
FacebookとTwitterを連動さ
せ、読者の回遊性を高めた。
サイトのスマホ化を進めた 
かったが予算不足で断念、 
フラワーバレンタイン2017で
再チャレンジすることとする。 

http://www.flower-valentine.com/ 
 

2015年12月10日 
グランドオープン 

TOPページ 
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１月以降のTOPページ 中央に「J-WAVE」様のタイアップバナーを設置 

【共通コミュニケーションツール】公式サイト 

※ご参照：サンリオ様とのコラボ企画 
 
2016年のフラワーバレンタインは曜日のまわりが日曜日と
いうことで、何とか「ファミリーフラワーバレンタイン」
といったアプローチができないかと模索、サンリオ様の 
新キャラクター＝花の妖精たち「リルリルフェアリル」が
女児に人気のアニメ枠で番組スタートするということで、
アニメキャラとのコラボを試みる。 
サンリオ様が花店で配布いただくフライヤーを制作、弊協
議会で市場経由で花店に置いていただいた。が、仕込み期
間が短すぎ、また新キャラクターで知名度もないことから、
なかなか思うような展開にならなかった。 

 23 



新企画ページ 「愛妻の日」のご紹介 

【共通コミュニケーションツール】公式サイト 

3 LOVE STORIES のご紹介、
昨年度の内容から刷新！ 
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タイアップ企画 

【共通コミュニケーションツール】公式サイト 

メディアや商業施設などとの大型タイアップ
企画の紹介ページ 
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タイアップ企画 

【共通コミュニケーションツール】公式サイト 
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大型タイアップ企画のパートナー企業様のご紹介（ロゴ掲載可の企業のみ掲載） 

著名人インタビューページ更新 「男子注目！花贈り指南」 

【共通コミュニケーションツール】公式サイト 
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2014年度からＴＯＰページに専用のバナーを設け、読者が情報にリーチしやすいよう工夫。
全国から事前に寄せられた公認イベント申請の内容をベースに、北から南へ、北海道から順
に道府県別に掲載した。 

全国ＦＶイベント情報 

【共通コミュニケーションツール】公式サイト 
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TOPページ内 NewTopics  花の国日本協議会主催の首都圏イベント情報掲載 

【共通コミュニケーションツール】公式サイト 
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10口以上ご協賛の小売
（団体）は地図の一覧の他
に別途バナーを設置（ロー
リング方式）＆それぞれの
ＨＰとリンクの特典あり 
 
ショップデータ＝スマホ用
無料アプリ『花贈りnavi』
の「お花屋さんMAP」と
連動 
 

全国ショップリスト（ご協賛店舗） 

 
2013年度に制作した 
オリジナルショートムービー、
フラッシュモブ映像のご紹介
コーナー。 
 

映像コンテンツ紹介 

【共通コミュニケーションツール】公式サイト 
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そもそも「フラワーバレンタイン」
とは？を説明する「ABOUT」ペー
ジ。例年閲覧数も多く、様々な花店
のＨＰやブログ、ＳＮＳに多数引用
され、「フラワーバレンタイン」に
ついて語っていただくためにご活用
いただいた。 

「フラワーバレンタイン」とは？ 

フラワーギフトnavi 

                                                     
 

フラワーギフトナビ
ゲーション～花を購入
することに慣れていな
いお客様（男性）のた
めに 
 
YES/NOで進んでいく
と６つのブーケの 
いずれかに到達する
ゲーム                   
（昨年と同じ内容） 
        

【共通コミュニケーションツール】公式サイト 
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サイトへのアクセス数推移 （昨年同日比： １２月１日～２月２９日） 

●公式ホームページＵＲＬ： http://www.flower-valentine.com/ 
 
●ホームページグランド公開日：   2015年12月10日（木） 
 
●総アクセス数： 171,658PV  （2015年12月1日～2016年2月29日までの３ヶ月間の合計） 

 
※プレゼントキャンペーンはスマホ用無料アプリ『花贈りｎａｖｉ』に移行。 
※スマートフォン向けサイト構築は予算の都合上見送りに。2014年と2015年では大きく
ユーザーの情報収集スタイルが変化しているため、スマホ対応の遅れが数字となって表れて
来ている。←次年度こそはサイトのスマホ版要検討 

ブルーの線：  ２０１6年度 
オレンジの線：２０１5年度 

ブルーの線：  ２０１5年度 
オレンジの線：２０１4年度 

■サイトへの訪問者数 
2016年度63,136人： 2015年度73,594人： 2014年度85,493人 ： 2013年度52,952人 ： 2012年度  
52,952人 

  ■サイトのページビュー数  
  2016年度171,658 ： 2015年度221,173 ： 2014年度241,331 ： 2013年度204,675： 2012年度176,075 

２月１４日当日 

23%ダウン 

15%ダウン 

２月１４日当日 

【共通コミュニケーションツール】公式ＨＰアクセス状況の分析 
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■地域別訪問数ボリュームとサイト内コンテンツ閲覧状況 （2016年度） 

増加！ 

東京 

神奈川 

大阪 

愛知 

福岡 

2016年度は再び大阪が急上昇。
福岡は昨年が非常に伸びたため数
値が下がったように見えているが
他県を押しのけてのランクイン。
興味深いのはユーザーの行動フ
ローで、ほとんどがアプリのペー
ジを見に行っている。そしてアプ
リから多くのユーザーがプレゼン
ト応募や、「花贈り度検定」を
行ったあとのページへ推移してい
る。 

その他 

■アクセスの多かったページランキング （2016年度） 

2015年度の落ち込みに引き続き、2016年度も数値は落ち込んだ。
2014年→2015年度もそうだったが、新規流入が増えているにも関
わらず、落ち込みがある大きな理由としては直帰率の高さだ。通常
60%を越える直帰率は異例。希望に沿ったコンテンツがないとい
う理由だけでは説明が付かず、どう考えてもレスポンシブル対応サ
イトでない為、ユーザーは「あ、(考え方が)古いサイトなのね」と
いう印象になり、速効でブラウザを閉じる。 

新規来訪者については上昇しているので、 
プロモーション自体の成果は出ている。 

【共通コミュニケーションツール】公式ＨＰアクセス状況の分析 
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ブルーの線：  ２０１６年度 
オレンジの線：２０１５年度 

バレンタインデー直前２週間の動向 （昨年度同日比） 

すべてのデータが落ち込む中、やはり新規セッションと直帰率が
上昇しています。冒頭でも述べましたが、せっかく来て下さった
お客様が知りたいと思ったコンテンツがないのか？などの要因が
考えられますが、一番は「見づらい」が原因です。 
レスポンシブル対応していないと、「あ、古いサイトね、じゃあ
いいや」となり、特に若いユーザーは速効で離れてしまいます。 

昨年ＰＣが４３％減っていたが、本年はさらに
２３％の大幅ダウン。PC（WinOS）を利用す
る人よりも、Safariを使うMacユーザーの方が
閲覧数が多いと想定される。昨今言われるサー
ドウェーブ系男子という像がその先に推測され
る。また、昨年同様Android/iOSのスマホブラ
ウザは着実な伸びをみせている。 

リンク元ランキング 

Facebookの下げ幅が止まらない。FB社自体が
世界的に落ち込んでいるが、さらにスマホ対応
していないと追い打ちをかけて下がることがど
のサイトでも傾向としてみて取れる。 

昨年のバレンタイン
直前は77.1％だった
が、今年は77.8％に
上昇。微増ではある
が新規ビジターが増
えた。 

サイトにアクセスがあるブラウザランキング 

参考：６位．青山フラワー、７位．Bing、８位．
ルポゼフルール、９位．POPY NIIGATA、１０
位．au ONE、１１位．東京タワー、 １２位．
i879、１４位．青山フラワーマーケット、１５
位．花普及センター、１８位．J-WAVE 

【共通コミュニケーションツール】公式ＨＰアクセス状況の分析 
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ソーシャルネットワーク経由のアクセス状況 

すべてのメディアの流入が減っている。その中でも
アプリからのプレゼント応募はアクセスが増え、プ
レゼント応募へはアクセスが繋がっている。また、
「About」へアクセスした方は必ずしっかりと読ん
でいただけているようで、コンテンツの質の良さが
伺える。 

FC2以外どのメディアも大幅にア
クセスを落としている。 
PCベースの記事をシェアしても
最近では閲覧件数が落ちるという
傾向がある。 
その為、シェアしたい記事や、サ
イト全般にレスポンシブル対応を
施しておかないとこのような結果
となる。 

【共通コミュニケーションツール】公式ＨＰアクセス状況の分析 
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■数値調査期間  2016年1月24日（日）～2月14日（日）  ※昨年調査同日 
 
■実施結果  リーチ数 合計       540,083 (昨年度：68,953) 
       ページへのいいね！獲得数合計  107 (昨年度：216) 
       投稿へのいいね！  獲得数合計  8159 (昨年度：920) 
■主な内容 
       各種イベントの告知／メディア掲載情報の告知  
       オフィシャルサポーターバッヂ配信 
       スマホ向けアプリ『花贈りnavi』紹介、ダウンロードプレゼントCP 
       全国ショップリスト／Ｙｏｕｔｕｂｅなどの動画情報 
 

【共通コミュニケーションツール】公式Facebook 

Post Message Type CountriesLanguages PostedAudience Targeting comment like share

【バレンタインデートは映画館＆レストランで♪】  予報通り晴れてきましたー！ バレンタインデート、映画館や素敵なレストランでディナーはいかがでしょうか？  全国83劇場のイオンシネマでは、カップルで映画デートをお楽しみのお客様に幸せを運ぶ青いカーネーション「ムーンダスト」をプレゼント中♪  そして、六本木ヒルズ館内の15軒のレストランはじめ、都内各所のレストランでもディナーをお楽しみのカップルへフラワーバレンタインをお伝えするお花のプレゼントを行っています。→ http://www.flower-valentine.com/topics/  九州ではなんと、120軒ものレストランでサプライズの花プレゼントがあるとか・・・！  皆さまはフラワーバレンタインのオリジナルショートムービーをご存知ですか？まさにバレンタインデーのレストランで繰り広げられるそれぞれの物語。今夜、皆様にもこんな素敵な瞬間が訪れるかもしれません…！！  ◆フラワーバレンタイン　オリジナルショートムービー （脚本：水橋文美江　監督・編集：東海林毅　音楽：ヴァイオリニスト竜馬）　　http://www.flower-valentine.com/movie/Link 2/13/16 8:07 PM  72 2

【いよいよ今日ですね！Happy Flower Valentine！！】  雨もお昼頃にはあがってくれるようで（ホっ）、今日はとても暖かな一日になるようです。  さて、フラワーバレンタインです❤︎ 今年こそ大切な人に花を贈ってみよう！と初めて花贈りにトライされる男性や、人生を変えるような花贈りをする方もいらっしゃるかもしれませんね。 日曜日ですので、ファミリーや小さな紳士のお客様も多いかもですね。子どもたちにとってもバレンタインデーは大切な日、花を贈りたい！という気持ちを大切にしてあげたいですよね♪  花屋さんたちが素敵なブーケで、あと少しの勇気☆という魔法をかけてくれるはず。そして、春の花々が、もちろん一輪の花でも、あなたの愛や感謝の気持ちをそっと伝えてくれます。大切な方の笑顔のために、ぜひフラワーバレンタインしてみてください❤︎❤︎❤︎  春一番が吹くかもしれない今日、LOVEと花に満ちあふれた一日になりますように…☆  #flowervalentine    #フラワーバレンタイン　#世界でいちばん花を贈る日Photo 2/13/16 5:37 PM  11 646 52

【日本橋三越にてBOXアレンジワークショップ開催中♪】  本日13日（土）、日本橋三越本店７階チョコレート特設売場にて、フラワーバレンタインBOXアレンジワークショップを開催中です。  初心者の方でも大丈夫！バラ王子こと江辺雄亮先生が、お一人お一人に丁寧にお教えしますので、一人でも多くの男性の方のご参加をお待ちしています！！  写真は午前中のクラスの様子。近くにお勤めの男性が奥様へのサプライズギフトにしたい❤︎ということでご参加されていました。素敵なご主人さまですね～♪  ※午後のクラスは、14時～と15時30分～になります（各回定員１５名／所要時間約30分）。参加費は2,000円（税別）、小学生以上の男性が対象。Photo 2/12/16 7:20 PM  216 4

【フラワーバレンタインまでいよいよカウントダウン！本日も全国でイベント開催中！！】  昨日金曜の夕方から、フラワーバレンタインの花を買いに花屋さんにいらっしゃる男性のお客様が増えてきています！ちょうどウィークエンドに重なった今年のバレンタイン、花を持った笑顔の女性にたくさん出会えそうですね☆  全国各地で繰り広げられたフラワーバレンタインイベントもラストスパート！ 今日も、毎年大いに盛り上がる札幌でのフラワーウォークや、大阪駅での大々的なPR、名古屋や福岡、大分でもイベントが続きます。そして今年、愛媛県初となるイベントは愛媛大学の学生さんが企画運営する「フラワーバレンタイン in 道後」！！お近くの方はぜひご参加ください♪♪ ◆全国イベント情報　http://www.flower-valentine.com/event/  そして都内では、お台場MEGA WEBや日本橋三越でフラワーギフトが自分で手軽に作れちゃうワークショップや、都内各所の有名レストランでお花プレゼントなどなど、カップルに嬉しい企画が目白押しです。今日は暖かくてデート日和、ぜひぜひ遊びにいらしてくださいね～ ◆都内イベント情報　http://www.flower-valentine.com/topics/ ◆タイアップ企画　http://www.flower-valentine.com/tieup/Link 2/12/16 6:59 PM  138 7

【週末はファミリーフラワーバレンタインもおすすめ！素敵なインタビュー記事を公開しました♪】  さて、いよいよ明後日ですね！ 今年のバレンタインはご家族と過ごす予定のパパたちへ、お子さまたちと一緒にママに贈るブーケを花屋さんに探しに行くのもおすすめですが、娘さんがいらっしゃるパパにぜひ実践していただきたいのが「パパから娘さんへ贈るフラワーバレンタイン」❤︎  このたび、フラワーバレンタイン公式サイトで人気のインタビューコーナーにご登場くださったのは、まさにパパから娘さんへの花贈りをとても大切にしていらっしゃる『AERA STYLE MAGAZINE』編集長の山本晃弘さん！  大人の男性のファッションやライフスタイル、日本のモノ作りを通じて、ビジネスパーソンの普遍的なカッコよさを鋭い視点で指南する敏腕編集長の山本さん。一方で、二十歳になるお嬢様の成長を優しく見守るパパの顔も。学生時代の想い出やパパから娘に贈る花のエピソードも交えながら、ロマンティックでチャーミングな山本流花贈りについて教えていただきました。  今年のバレンタインデーは、ぜひパパから娘さんにもお花を贈ってみませんか？ご家族にとって、きっと素敵な思い出になると思います☆  ◆フラワーバレンタイン公式サイト「男子注目！花贈り指南」  アエラスタイルマガジン編集長・山本晃弘さんインタビュー♪ http://www.flower-valentine.com/interview/special3.htmlPhoto 2/12/16 4:53 AM  5 176 15

【フラワーバレンタインまであと３日！本日も全国でイベント開催中！！】  花屋さんの店頭も、フラワーバレンタインモード全開になってますね！男性の皆様、心のご準備はよろしいでしょうか？！  祝日の今日も、全国各地でフラワーバレンタインのイベントが開催されています。年々規模が拡大している静岡や福岡、神戸や名古屋では音楽とともに楽しむイベントが開催されます。お近くの方はぜひぜひお立ち寄りくださいね☆  ◆全国イベント情報　http://www.flower-valentine.com/event/  そして、音楽といえば…！ フラワーバレンタインのテーマ曲を作曲してくださったヴァイオリニスト竜馬さんとギタリストYUTAKAさんのライブが本日午後、渋谷ヒカリエ６・７階レストランフロアでありますよ♪♪　１回目は13時～、２回目は15時～、竜馬さんとYUTAKAさんの演奏を目の前で聴けるチャンス！午後のひととき、ロマンティックな演奏をぜひお楽しみください。  ◆FV公式サイト・タイアップ企画　 http://www.flower-valentine.com/tieup/Photo 2/10/16 7:08 PM  130 8

【いよいよ今週末ですね！】 いよいよ今週末はフラワーバレンタインデーですね！関東近郊の方はJ-WAVEさんで毎日”フラワーバレンタイン”のワードを耳にしてくださっているかと思いますが、そろそろお花の準備、いかがですか？ J-WAVEさんとコラボした企画に対応しているお花屋さんは以下のサイトからご覧いただけます。  ■FlowerValentine with J-WAVE http://www.j-wave.co.jp/special/flowervalentine2016/index.html  そして、GPS機能を使って、今いる場所から近いお花屋さんを探せる日本全国対応のアプリ『花贈りnavi』も好評配信中です！早速ダウンロードしてお花屋さんへGO!!!  ■無料スマホアプリ『花贈りnavi』 http://www.flower-valentine.com/app/  よいバレンタインをお過ごしくださいませ☆Link 2/9/16 7:43 PM  1 122 12

【街コン×フラワーバレンタイン　～イベント情報～】 さー、今週末はいよいよバレンタインですね！週末のご予定はいかがでしょうか？ 予定がないよー！というそこのアナタ！例年コラボをしている街コンさんが、今年は全国規模でコラボ街コンを開催しています！ 今からでも参加可能な会場もありますので、ぜひ気になった方はご参加ください！Link 2/7/16 6:43 PM  104 5

【本日もフラワーバレンタインイベント開催中！今夜は渋谷ヒカリエにGO！！】  昨日に引き続き本日もフラワーバレンタインイベントが全国各地で開催されています！つくば、名古屋、金沢、姫路、香川などで過去最大級のイベントが開催されていますよ☆お近くのはぜひ遊びに行ってみてくださいね！！ ◆全国FVイベント情報　 http://www.flower-valentine.com/event/?p=2  そしてそして都内では、１４時から伊勢丹新宿店メンズ館入口にて、フラワーバレンタインアンバサダーの干場義雅さんによるバラのプレゼント＆撮影会や、本館7階「ルパン三世展」会場にてフラワーバレンタインスペシャルトークショーの開催です。 さらに、都内一の集客を誇る渋谷ヒカリエにて、夕方１７時から毎年恒例の大人気企画「フラワーマルシェ」が開催されます♪♪今夜のデートは渋谷ヒカリエのレストランにぜひ☆大切なパートナーのために、素敵なブーケを作っちゃいましょう！！ ◆渋谷ヒカリエ公式サイト　http://www.hikarie.jp/event/detail.php?id=2007Photo 2/6/16 7:21 PM  1 244 14

【イベント情報@六本木ヒルズ】 こんにちは！こちら六本木ヒルズイベント設営部隊です。 本日12時から六本木ヒルズでは、館内でお買い物またはご飲食の3000円(税込)以上のレシートで、オリジナルブーケに参加できるイベントを開催します。 ただいま準備中！みなさまのご来館をお待ちしています！Photo 2/5/16 4:08 PM  2 465 16

【本日６日（土）都内イベント情報～六本木ヒルズ、日本橋三越へぜひ♪】  さて、今週末から全国各地でフラワーイベントが本格的にスタート！都内でも毎年恒例の人気イベントが開催されます☆  ◆六本木ヒルズ・ウェストウォーク南吹抜　12:00～17:00頃　「あなただけのスィートブーケ with あいちの花」  六本木ヒルズのバレンタインはフラワーバレンタインがテーマ！約2000本の愛知県産の花々からお好きな花を思い思いにチョイスして、あなただけの素敵なブーケを大切な方に❤︎❤︎❤︎ イベントのオープニングには、愛知県発「花男子プロジェクト」による感動の花贈りパフォーマンスも！フラワーバレンタインテーマ曲作者のヴァイオリニスト竜馬さんとギタリストYUTAKAさんの素敵な生演奏でお届けします。お見逃しなく～！！  ◆日本橋三越・７階チョコレート特設売場内イベントスペース　16:00～ 「フラワーバレンタイントークショー with あいちの花」  フラワーバレンタインアンバサダー干場義雅さんが愛知県大村知事をゲストにお迎えし、トークショーイベントを開催！花贈り＆ファッション、花生産日本一を誇る愛知県の花について語っていただきます。先着100名様にバラのプレゼントも♪ また会場内には、愛知県産のマムをふんだんに飾ったフォトスポットも登場～ぜひ記念写真をどうぞ♪♪  ※イベント詳細：http://www.flower-valentine.com/tieup/Photo 2/5/16 4:00 PM  4 293 15

フラワーバレンタイン shared their photo.Photo 2/4/16 3:55 AM  97

【恋愛アナリスト・ヨダエリさんがフラワーバレンタインをご紹介♪】  日経新聞「常識ナビ」や『エキサイトお悩み相談室』などで恋愛専門カウンセラーとしてご活躍のコラムリスト・ヨダエリさんが昨今のバレンタイン事情として「フラワーバレンタイン」をご取材＆記事にしてくださいましたー♪  ◆エンジョイ！マガジン　 「フラワーバレンタイン！２月14日は男性から女性にお花を贈る日なのだ！」 http://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/flower-valentine/  男性読者の方が「これは花を贈らないと…！」という気持ちに思わずなっちゃうヨダエリさんのコメントにご注目☆彡 ぜひ「エンジョイ！マガジン」をご覧くださいね！！Link 2/4/16 3:11 AM  10 317 22

【いよいよ今週末から！全国各地でフラワーバレンタインイベント開催！！】※シェア拡散お願いいたします！！  今週末6日（土）～14日（日）にかけて、全国で60件を超える企画、なんと280ヶ所以上で、フラワーバレンタインのPRイベントが始まります！毎年恒例の人気イベントも増えてきましたね☆  カップルで、ご家族で、今週＆来週末はフラワーバレンタインの素敵さを体感しにぜひイベント会場へお越しください☆  春のお花とLOVEに満ち溢れた、笑顔いっぱいのイベントたち❤︎❤︎❤︎ きっと、素敵な思い出がたくさんできますよ♪♪   ◆全国FVイベント情報一覧（公式サイト内） http://www.flower-valentine.com/event/  ◆都内のFVイベント情報（公式サイト内） http://www.flower-valentine.com/topics/ http://www.flower-valentine.com/tieup/  ◆2月2日配信ニュースリリース（＠PRESS） https://www.atpress.ne.jp/news/89263Photo 2/3/16 5:43 PM  11 1095 118

【Flower Valentine with J-WAVE  今年はコラボブーケ企画も♪】  関東首都圏を中心に放送されています大人気FMラジオ局『J-WAVE 81.3FM』。 今年で２回目となります「フラワーバレンタイン×J-WAVE」のタイアップ企画が本日２月１日よりいよいよ本格スタート！！ON AIRでは１月中旬からフラワーバレンタインの告知がされてましたので、すでに聴いていただいている方も大勢いらっしゃることと思います♪♪  今年は、首都圏の約500軒の花屋さんとのコラボブーケ企画も実現☆本日から順次、参加店舗情報がJ-WAVE公式サイト内フラワーバレンタイン特設コーナーにもアップされていきますので、ぜひお近くのショップをチェックしてみてくださいね！  お店ではJ-WAVE朝の顔として有名な別所哲也さんの爽やかな笑顔のPOPと、J-WAVEセレクトのおしゃれなラブソングCDが当たるプレゼント情報が掲載されたハート型のコラボタグが目印です。  ◆J-WAVE公式サイト・フラワーバレンタイン特設コーナー http://www.j-wave.co.jp/special/flowervalentine2016/ （コラボブーケショップリスト） http://www.j-wave.co.jp/special/flowervalentine2016/shoplist.html  関東エリアでない方も、「radiko（ラジコ）」でリッスンナウ！ ◆radiko http://radiko.jp/ ※全国エリアでお聞きいただくにはプレミアム登録が必要ですPhoto 1/31/16 7:50 PM  1 293 7

【六本木ヒルズ×フラワーバレンタイン　今年は花男子さん登場！！】  「六本木ヒルズのバレンタインはフラワーバレンタインを当たり前にしたい…！」六本木ヒルズのスタッフの方々のそんな熱意から生まれた毎年恒例の大人気企画「あなただけのスィートブーケ」☆☆☆  昨年に続き今年も花生産日本一の愛知県とコラボ、「あいちの花」たちがイベントを彩ってくれます。そして、オープニングには愛知県田原市発の「花男子プロジェクト」さんによる花贈りパフォーマンスも！！ヴァイオリニスト竜馬さんとギタリストYUTAKAさんによる素敵な生演奏で、感動の花贈りシーンを演出します♪♪ 必見のステージですよ～  六本木ヒルズは今週末からバレンタインモード、来週末2月６日土曜日はぜひ、六本木ヒルズに遊びにいらしてくださいね！  ◆イベント詳細はフラワーバレンタイン公式サイト「タイアップ企画」、および六本木ヒルズ公式サイト内イベント情報をご参照ください↓↓ http://www.flower-valentine.com/tieup/ http://www.roppongihills.com/events/2016/01/rh_valentine/Photo 1/31/16 5:19 AM  206 11

【伊勢丹メンズ館×フラワーバレンタイン　今年はルパン三世ともコラボ！？】  今年も伊勢丹新宿店メンズ館でフラワーバレンタインイベントを開催！なかでも今年注目なのは、伊勢丹130周年記念『ISETAN×ルパン三世展』とのコラボ企画のスペシャルトークショー。  今話題騒然の『ルパン三世』はイタリアが舞台、そのイタリアのファッションや花贈り事情もまじえながら、フラワーバレンタインアンバサダーの干場義雅さんと雑誌『LEON』の前田編集長が楽しいトークを繰り広げます。創刊メンバーだった干場さんによると、『LEON』のイメージモデルがまさにルパンだったそう！そんなエピソードもいろいろ伺えそうです♪  “我こそはルパン三世！”なファッションでご来場のお客様には、素敵なブーケのプレゼントをご用意しています。ルパン大好きな方もファッションが大好きな方も、2月7日はぜひ伊勢丹までお越しください☆  ◆ISETAN MEN’S net 「フラワーバレンタイン｜気持ちを込めて花を贈るバレンタインデー2016」 http://www.imn.jp/post/108057194799  ◆フラワーバレンタイン公式サイト「タイアップ企画」 http://www.flower-valentine.com/tieup/Photo 1/29/16 6:35 AM  69 4

【「グノシー」や「ナナピ」にフラワーバレンタインまとめ情報出現♪♪】  もうすぐ２月、いよいよフラワーバレンタインが近づいてまいりました☆ フラワーバレンタインの話題は、昨年12月からすでに200近いネットメディアに取り上げていただいていますが、今回は人気ニュースアプリ「グノシー」や若い世代に人気の「ナナピ」などが、まとめ情報を載せてくださってます♪♪  フムフムなるほど、フラワーバレンタインをわかりやすくご紹介くださってますよ！  【海外ではこっちが主流！花で愛情表現できる「フラワーバレンタイン」】 ●無料ニュースアプリ「グノシー」 https://gunosy.com/articles/RWFqt  ●生活の知恵が集まる情報サイト「nanapi（ナナピ）」 https://nanapi.jp/125161Link 1/29/16 6:11 AM  9 457 32

【今度の日曜日１月３１日は「愛妻の日」です♪】  日本愛妻家協会が制定した１月３１日（「1」をアルファベットの「I(アイ)」に、「31」を「サ・イ」と読む語呂合わせ）「愛妻の日」。『妻というもっとも身近な存在を大切にする人が増えると世界はもう少し豊かで平和になるかもしれない』という理想のもとに、群馬県嬬恋（つまごい）村から生まれました。  今年は週末の日曜日、一緒にお買物の途中でさりげなく花屋さんに立ち寄って、「どの花が好きなの？」と奥様にたずねて、「えー、どれだろう、これかなあ？」って奥様が答えたら、「じゃ、これください」ってその場で買ってあげちゃう。「え？なになに？？」と驚く奥様に「たまにはね」・・・こんな感じでいいんです！！ご主人からの思わぬサプライズに、奥様の素敵な笑顔がはじけること間違いナシですよ☆  大切な奥様に日頃の感謝をこめて、ぜひ春のお花をプレゼントされてはいかがでしょうか♪美しい花たちが、あなたの真心を伝えてくれますよ。ほっこりハッピーな花のある週末をお過ごしください♪♪  ●花の国日本協議会では、本年度から正式に日本愛妻家協会とタイアップ、「愛妻の日」を共に推進していきます。「愛妻の日」について詳しくはこちらまで↓↓ http://www.flower-valentine.com/aisai/Photo 1/28/16 9:57 PM  17 798 71

【映像コンテンツをアップしました！】 2016年もどしどしイベント情報がアップされていますが、映像コンテンツもどんどん追加していきます。まずは毎年恒例のフラワーバレンタインの15秒動画CF＆イオンシネマさんで全国上映されているシネアドを公開しました。 さー、2016年もハリキってハッピーを広めたいですね！  ■フラワーバレンタイン動画コーナー https://www.facebook.com/flowervalentine/videos  その他の過去の動画は以下にもございます。  ■Youtubeフラワーバレンタインチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCdxEKRVmYwQX0087F_xa_BQLink 1/25/16 8:16 PM  44

フラワーバレンタイン2016年度CF（15秒）Video 1/25/16 8:00 PM  2 898 116

2016年度イオンシネマ上映幕間CF（90秒）Video 1/24/16 8:08 PM  26 1279 138
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■2016年度 公式facebook 「いいね！」をしてくれたユーザー分布 

■2016年度 公式facebook 「いいね！」をしてくれたユーザー分布 

若干弱年齢層へのすそ野は広がったが、基本的には同じユーザー像で推移した。男性が１％減り、
その分他の層へ薄まった形だ。『Facebookはリアルじゃない』というティーン、２０代の思いこ
みが激しく、FBメディアからはどんどん若年層が離れている。Instgramも公式アカウント対応と
いうベタな形ではなく、タグ文化を上手く活用し、派生的にタグがユーザーベースで自転する仕掛
けを行う必要がある。 

【共通コミュニケーションツール】公式Facebookユーザー分析 
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■公式Twitterアカウント アカウント名：＠ f_valentine2013  フォロワー数 2033  

【共通コミュニケーションツール】公式Twitter 

・J-WAVEで知ったので。「男性から女性に花を贈ろう」という 

 フラワーバレンタイン。奥さんにあげました。  

・フラワーバレンタイン海外では普通なのかな？ 

 今日チョコあげたら帰りに貰った(*´艸｀*)ビックリした 

・今日はバレンタインだから、帰って○○○にサプライズで 

 フラワーバレンタインした♡すごい喜んでくれた♡ 

・毎年恒例 逆チョコ¥( ¨̮ )/♡ではなく！フラワーバレンタイン 

 いつも、ありがとう。 

・夫からフラワーバレンタイン頂いてしまった。私まだあげて 

 ないんだけど( •̀ㅁ•´;)で、このお花は何かなー、鉢植え 

 外でいいなかなー？お花に詳しくて分かる方いらっしゃいます？ 

・外国では今日は、お世話になってる人に花を贈るフラワー 

 バレンタインという日らしいので、母さんに花を買ってきた。 

 母さんいつもありがとう。これからもよろしく、長生きしてね。 

・フラワーバレンタインですって。社長から花束を頂きました。 

 職場の恒例になりつつある毎年の楽しみ。お花もらえると 

 特別な日な気分になる！さて、飾りましょ。 

・フラワーバレンタインとか言って、サプライズでコソコソ 

 自分で作った花束もらった¥( ˙▿︎̇ )/ 

 シャレたことしやがってー。やられたぜー。 

Twitter、Instagramにおけるフラワーバレンタインの書き込みより。今年の傾向としては、
「毎年恒例」というワードのほか、「フラワーバレンタインした」という動詞化の出現、 
また母親へ贈った、自分で作った花束をもらった等のバリエーションが見られ、着実に 
文化として根付きつつある印象を持った。J-waveで知ったという投稿もあった。 
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イベント当日、参加者によるSNS（Instagram)投稿の様子事例 

【ご参照】Instagram投稿事例～六本木ヒルズイベント時 
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2014年度の広報ＰＲの 
話題作りも兼ねた大きな
取り組みとして、スマー
トフォン向け無料アプリ
ケーションを開発、
2014年1月14日よりサー
ビス開始。 
 
将来的には、チェックイ
ンポイント付与や各店舗
毎のクーポン発行なども
実装。「フラワーバレン
タイン」活動を契機にリ
リースしたが、全国花店
のプラットフォームとな
るアプリを目指し、ユー
ザーと花店のコミュニ
ケーションのインタフェ
イスになるような思想で、
今後も改良しながら継続
するものとする。 
 

全画面 

【共通コミュニケーションツール】スマホ用無料アプリ 

『花贈りnavi』 
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■TOP画面        ■記念日リマインダー        

「記念日リマインダー」は花贈りに関する記念日
を事前にお知らせしてくれる機能。 
また、自分のプライベートな予定や、家族の誕生
日、結婚記念日、Ｍｙ記念日なども登録が可能。 
予定を忘れないように、３日前にリマインドして
くれるアラート機能付き。 

■マンスリーリコメンド 

「マンスリーレコメンド」は、毎月その
季節のオススメの花を教えてくれるコー
ナー。２月はバレンタイン、５月は母の
日などイベントに応じて、また、「誕生
日」「結婚記念日」「歓送迎会」「プロ
ポーズ」など、シチュエーションに応じ
てのオススメもナビゲートする。 
 
“知ってるとちょっと自慢できる季節の花
のうんちくいろいろ“、も人と差がつくコ
ンテンツ。 

「お花屋さんＭＡＰ」はスマートフォ
ンのＧＰＳ機能を使い、現在地から一
番近くのお花屋さんを教えてくれる
サービス。 
地図ビューとリストビューの２つの探
し方があり、キーワード検索も可能で、
店舗詳細ページからは基本情報の他、
地図アプリと連携して店舗までナビ
ゲーションする機能もある。 
知らない街や駅で、急に花が必要に
なった際などに便利な機能。 
 
今後は各店で自店の商品情報などが更
新できるしくみや、将来的にはクーポ
ンサービスのような機能も実装したい。 

■お花屋さんＭＡＰ 

【共通コミュニケーションツール】スマホ用無料アプリ 
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