
5. メディアタイアップ 
J-WAVE/ Yahoo! / イオンシネマ 
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【メディアタイアップ】FLOWER VALENTINE with J-WAVE 

                     

  
 
 

■実施期間  1月18日～特設サイト開設、オンエア告知開始                             
         2月1日（月）～14日（日）本キャンペーン  
■実施方法  J-WAVE81.3FMの13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、    
       よりタイアップ感を出す。 
■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、花店への参加要請、プレゼントの 
       ダズンブーケの提供（30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、長野県、新潟県、福島県  

 
           

↑（参加花店掲出用POPA5サイズ） 
イメージキャラクター、CMナビゲーターを別所哲也さんがつとめてくださる 

～バレンタインデーに花と音楽を贈ろう～ 今年で 
2回目 

（ブーケ用コラボタグ／1店舗20枚） 
表面、裏面（下）→プレゼントCPへ 

500店舗分セット制作 

※ハートタグ総枚数1万枚 
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【メディアタイアップ】FLOWER VALENTINE with J-WAVE 

                     
 

 ■タイアップ企画の詳細 （第1回目コラボ～2015年度J-WAVE様企画書より） 
 

 バレンタインデーの本来の姿として、最近注目を集めている「フラワーバレンタイン」。 
 世界標準のバレンタインデーは、男女がお互いに愛を伝え合い、そして男性から女性へ       
 花を贈ることがスタンダード！そんな素敵な文化を広めていこうという、新しいムーブ     
 メントにJ-WAVEが賛同！ 
 

 J-WAVE特設サイトでは、男性からバレンタインに花を贈りたい女性へのメッセージを     
 事前に募集。フラワーバレンタインに合わせて贈りたい一輪挿しのような究極のラブソング  
 １曲を、各番組の男性ナビゲーターが心を込めてメッセージと共に選曲します！  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016年度

は？ 

※2015年度のポスター掲出状況 
ダイレクト発送310店舗＋市場経由分 

（2015年度の反省） …ポスターだと大きすぎる、と花店からの指摘あり 
           …制作物関係、J-WAVEサイドのご負担大きすぎ 
           …もっとコラボ感を出すためには？！ 

500店舗参加目標 
※配布実績 
協議会からPOP＆タグセットをダイレクト送付…322店舗 
首都圏の大手市場通じて配布        …178店舗 

首都圏では、駅商業施設などのテナント店など 
特に立地の良い花店で露出。 
ハートタグも花店には概ね好評で、数多くのデザ
イン提案がJ-WAVE特設サイトにも掲載された。 
 

商品と一緒に、もしくはレジ周りに置けるPOP（A５サイズ） 
にキャンペーンビジュアルを変更 
POPとハートタグは花の国日本協議会が制作負担（約25万円） 
花店ごとにオリジナルの「コラボブーケ」を作ることで、 
一層のコラボ感を！対象商品には、ハートタグをつける＋ 
何か「赤」の要素を入れる条件で商品化 
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【メディアタイアップ】FLOWER VALENTINE with J-WAVE 

                     

J-WAVE特設サイト 

①番組連動 
リスナー 
メッセージ 

②（新設） 
参加花店 
掲載ページ 

http://www.j-wave.co.jp/special/flowervalentine2016/ 

フラワーバレンタイン 
公式サイトへリンク 
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【メディアタイアップ】FLOWER VALENTINE with J-WAVE 

                     
J-WAVE特設サイト 

①番組連動リスナーメッセージ 

http://www.j-wave.co.jp/special/flowervalentine2016/songlist.html  46 



【メディアタイアップ】FLOWER VALENTINE with J-WAVE 

                     
J-WAVE特設サイト 

②（新設） 
参加花店掲載ページ 
 

【掲載店舗数】 
東京都  83店舗 
神奈川県 37店舗 
千葉県  17店舗 
埼玉県  15店舗 
その他  12店舗 計164店舗 
 

※掲載は参加店舗の任意につき、 
 掲載以外の店舗でも参加店舗あり 

 
協議会からPOP＆タグセット 
をダイレクト送付 …322店舗 
大手市場通じて配布…178店舗 

参加店舗の情報、 
J-WAVEコラボ商品画像、 
おすすめコメントが 
POP UP表示される 

http://www.j-wave.co.jp/special/flowervalentine2016/shoplist.html  47 



【メディアタイアップ】FLOWER VALENTINE with J-WAVE 

                     
参加花店500店に向け、花の国日本協議会会員花店以外の花店にも働きかけ 
 

国内最大級の花市場 
大田市場仲卸 
フローレ21様にて 
参加花店の募集活動 
（1月22日・25日の早朝） 

デザイナー岡寛之氏に 
よる豊富なブーケ提案 
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表参道 カントリーハーベスト 

銀座花門 

こっくりとしたピンクが愛らしいバラ、
オールフォーラブをメインにピンクの 
濃淡で華やかな印象のブーケに。    
「All For Love」の気持ちを込めて、 
大切な人にお花を贈りませんか？ 

1本1本に思いを込めた
ダズンブーケや、サプラ
イズに最適なBOXフラ
ワーの他に、バレンタイ
ンにお花を贈ったことの
ない方でも気軽に手に
取っていただける商品も
多くございます。 

【メディアタイアップ】FLOWER VALENTINE with J-WAVE 

                     
参加花店ページよりJ-WAVEコラボブーケ（抜粋） 
●都心の花店 

Hibiya-Kadan Style 
＋Ｇアトレ品川店 

青山フラワーマーケット 
首都圏全店 

第一園芸 日本橋三越店 第一園芸  
田園調布店 

ブケ・フルール大森店 

中にゼリーがたくさん
入っているため購入後は
ラッピングを外さずその
まま飾れます。 

バレンタインに 
おすすめは、春を
呼ぶスイトピーの
ブーケ。女性に 
大変人気です。 
ご希望のお客様に
はJ-WAVEハート
タグをお付けいた
します。 49 



メルシーフラワー 
散田店（八王子） 
      

【メディアタイアップ】FLOWER VALENTINE with J-WAVE 

                     

●都下、横浜、その他の花店 
第一園芸  
横浜インターコンチネンタル店 

Hibiya-Kadan Style  
nonowa武蔵小金井店 

ネイチャーズジュエル守谷店（茨城県） 

Hibiya-Kadan Style  
西武池袋店 
アトレヴィ東中野店 

HANAMO 
市原店（千葉県） 
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Hibiya-Kadan Style（左から） 
アトレ恵比寿店・アトレ中目黒本店 

なつ芽フローリスト（埼玉県） 

【メディアタイアップ】FLOWER VALENTINE with J-WAVE 

                     
参加花店 店頭ディスプレイの様子 

HANAMO市原店（千葉県） 
      

青山フラワーマーケット南青山本店（TV取材中） 

↑2/12 Nスタ（TBS）で放映                             
Hibiya Kadan Style 新橋店 

店内中央ディスプレイにて   
J-WAVEコーナー 

←ブケ・オ・ブケ 
 銀座プランタン店 
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公式サイトの相互リンクでリスナーや読者の回遊性を 

【メディアタイアップ】FLOWER VALENTINE with J-WAVE 

                     

J-WAVE 
フラワーバレンタイン特設サイト 

フラワーバレンタイン 
公式サイトTOPページ 

フラワーバレンタイン公式サイト 
タイアップ企画ページ 
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双方の公式facebookなどSNSで情報拡散 

【メディアタイアップ】FLOWER VALENTINE with J-WAVE 

                     

番組サイトでもご紹介 
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■開催場所 Yahoo!ショッピング 特集ページ 
■日時 ２０１６年１月１５日（金）～２月１４日(日) 
■タイアップ内容 バレンタイン特集ページ内に「フラワーバレンタイン」コーナーを開設。 
 男性もバレンタインデーに参加する啓蒙と花の少尉品販売を目指した 

【メディアタイアップ】Yahoo!ショッピング 

今年で 
６回目！ 

Yahoo!ショッピングのバレンタイン特集に「フラワーバレンタイン」カテゴリーが登場。
花カテゴリーの商品販売を訴求するだけでなく、当協議会が調査した「花をもらう女性の
心理」や干場義雅氏のインタビュー記事を掲載することでコンテンツを充実。また、
Yahoo!JAPANトップページからは「今年話題の、フラワーバレンタインって何？」の掲
示と当該特集ページへのダイレクトリンク、さらに「今“コレ”が欲しい」コーナーからは
フラワーバレンタインの取材記事を掲載するなど、Yahoo!ポータルサイトの圧倒的な告
知力でフラワーバレンタインを紹介した。 
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●全館、全映画の前に幕間のＣＦを流す。 
               （次ページご参照） 
 
●全館でのポスター掲示／チラシ配布  
全国83劇場にてポスターの掲示とチラシ配布を展開。 
チラシは10,000枚配布。 
 

イオンシネマ 「フラワーウィークエンドシネマ」 
企画・タイアップ 

■開催場所      全国のイオンシネマ８３劇場 ７０２スクリーン 
■日時         ２０１６年１月２３日（土）～２月１２日(金) 
■タイアップ内容   幕間ＣＦ放送・ポスター掲出など／ご来館のカップルに季節の花をプレゼント 
■プレゼント内容    季節のお花５，０００本（配布日時は２月１４日限定） 
            ※本年度もサントリーフラワーズ様より「ムーンダスト」５，０００本をご提供いただく 

【推定告知効果】 
 

幕間の動画については  
70席×702スクリーン×22日間＝108万人が鑑賞対象
となり、入口のデジタルサイネージ、ポスター、チラ
シを入れると延べ160万人へフラワーバレンタインの
情報がリーチした計算に。 

←イオンシネマ公式サイト、および 
 フラワーバレンタイン公式サイト内の特集 

２０１６年度もイオンシネマとのタイアップも引き続き継続。 
全国83館にスクリーンが増加し、PR効果も大！ 

●サントリーフラワーズ様「ムーンダスト」を配布 
2月14日（土）バレンタイン当日限定で、ご来場いただいた 
カップルやファミリーへ、トータルで5,000束のムーンダスト
を配布した。「永遠の幸福」を意味する珍しい花にお客様の反
応も上々、大変喜ばれた。 

【メディアタイアップ】イオンシネマ（全国83劇場）                               

配布日当日の様子 

今年で 
６回目！ 

花材協賛：サントリーフラワーズ 
協力：フローレ２１、クラシック 
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フラワーバレンタインＣＦ（１５秒） 
 

 
 
 

 
 
フラワーバレンタイン×イオンシネマ×サントリーフラワーズＣＦ（１５秒） 
 
 
 
 
 
 

続きはWEBで… 

2013年度の活動で制作したショートムービーを劇場上映用に60秒に編集。この60秒の動画に、
全国共通版のフラワーバレンタインのＣＦをつけて上映。60秒＋30秒の90秒でのＣＦを映画 
予告編前の幕間放映、ならびに一部の劇場内のデジタルサイネージでも放映した。 
 
今年は、サントリーフラワーズ様からお客様配布用の花材5,000本のご提供とバーターの   
形で、ＣＦ内にて「ムーンダスト」の宣伝告知を実施、新しい企業タイアップの形となった。 

全国版幕間ＣＦ ～フラワーバレンタイン×イオンシネマ×サントリーフラワーズ～ 

【メディアタイアップ】イオンシネマ（全国83劇場）                               
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