
7. 全国のPRイベント
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※本章は主に、
花の国⽇本協議会より「イベント⽤スリーブ」をご提供した
イベントの主催者からお寄せいただいた報告書となります。
実際はこちらに掲載以外にも、様々なイベントが全国各地で
開催されています。



■告知PR活動①
「フラワーバレンタイン普及TVCM放送」
期間︓2020年2⽉1⽇〜2⽉14⽇
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）

フラワーバレンタインのメインテーマである、世界で⼀番を花を贈る⽇をどの世代にも
伝わるアニメーションのテレビCMで表現して放送を⾏った。

■告知PR活動②
「秋⽥魁新報 朝刊広告掲載」
掲載⽇︓2⽉8⽇（⼟）
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
記載した。当⽇ブルー
メッセあきたで⾏う
イベント告知も⾏った。

【秋⽥県秋⽥市】フラワーバレンタイン推進委員会

■実施期間 2⽉1⽇（⼟）〜2⽉14⽇（⾦）
■実施場所 県内協賛⽣花店・ブルーメッセあきた・県内特別協賛社
■実施内容 TVCM放送、新聞広告掲載、道の駅併設施設のモニュメント展⽰、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
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■告知PR活動③
「フラワーバレンタイン秋⽥ホームページの運⽤」 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。プレゼントをしようとしても、恥ずかしくて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した。

■告知PR活動④
「秋⽥県オリジナルポスター・のぼりの制作」

各協賛店からの希望で秋⽥県
オリジナルのポスター・のぼりを
制作。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、フラワーショップの
⽬印にもなるようにデザインした。

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った。

【秋⽥県秋⽥市】フラワーバレンタイン推進委員会

3



■イベント
「秋⽥県産ラナンキュラス展⽰・フラワーモニュメント展⽰・デモンストレーション」
モニュメント展⽰期間︓2/8（⼟）〜2/16（⽇）
⽣花2,500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。「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
配布した。家族連れが多く、幅広い年代の⽅が花に触れ合う機会が出来たと思う。

【ラナンキュラス品種展⽰】
産地︓秋⽥県産 品種︓18品種
秋⽥県産ラナンキュラスを品種ごとに10本ずつ名札を付けた花瓶に⼊れて展⽰を
⾏った。展⽰品種は次項に記載。

【フラワーモニュメント展⽰】
モニュメントサイズ︓横3,600×⾼さ2,000mm
使⽤⽣花本数 ︓約2,000本
使⽤品種 ︓秋⽥県産ラナンキュラス、レモンリーフ、レザーファン等
会場の地形を利⽤し、90度⾓度をつけたモニュメントを展⽰した。お花は主にラナンキュ
ラスでモニュメント横には、秋⽥県産を表⽰したサインを設置し、来客にPRを⾏った。

【秋⽥県秋⽥市】フラワーバレンタイン推進委員会
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■実施期間 2⽉1⽇（⼟）〜2⽉14⽇（⾦）
■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、テレビ番組収録、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

【デモンストレーション】

秋⽥県内の⽣花店が会場でデモンストレーションを開催。フラワーバレンタインにどのよう
なアレンジ・花束の提案をしたいか。初めてフラワーショップに⾏く場合、どのような相談
をするとスムーズか、花を⻑持ちさせる⽅法など、来場者と会話をしながら花を⾝近に感じ
ることができるデモンストレーションを⾏った。

「秋⽥県内⽣花店のオリジナルアレンジ販売」

【秋⽥県秋⽥市】フラワーバレンタイン推進委員会
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■地元メディアの取材記事（新聞）
秋⽥で4回⽬のフラワーバレンタインを今までと違う新たな展開したことで、
県内新聞社の取材記事の掲載がされ、県⺠にも広く周知されることとなった。

2020年2⽉9⽇付
秋⽥魁新報記事

【秋⽥県秋⽥市】フラワーバレンタイン推進委員会
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■実施期間 1⽉15⽇（⽔）〜2⽉14⽇（⾦）
■実施場所 仙台トラストシティ
■実施内容 ①フラワーデコレーション ②バレンタインワークショップ
■主催団体 森トラスト株式会社

【宮城県仙台市】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︓1⽉15⽇（⽔）〜2⽉14⽇（⾦）
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バレンタインワークショップ
期間︓2⽉2⽇（⽇）10︓30〜12︓00
場所︓仙台トラストシティプラザ5階ラウンジ
定員︓15名（事前予約）
参加費︓2,000円（税込）
協⼒︓ユー花園
内容︓バレンタインを華やかに演出する、 ハーバリウムワークショップを開催。

仙台トラストシティWinterCampaign2020 告知物
フリーペーパー仙台TIMES、公式SNSなどに掲載
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【宮城県仙台市】仙台市中央卸売市場花き部運営協議会

昨年まで開催されていた「とうほく蘭展＆ガーデンフェスタ」
が、2020年から東北最⼤級の総合植物展として⽣まれ変わり、
「花と緑のココロ博」として、開催された。同会場建物内にて
「みやぎフラワーフェスティバル〜もっと花が好きになる〜」
を同時開催し、たくさんの花好きの⽅に楽しんでいただいた。

■実施期間 2⽉1⽇（⼟）〜2⽉2⽇（⽇）
■実施場所 夢メッセみやぎ 「花と緑のココロ博」会場
■実施内容 フラワーバレンタインＰＲイベント

フラワーバレンタインを楽しむ、
フラワーデコレーション展⽰
フラワーバレンタインに楽しみたい、

アレンジメント作成体験
フラワーバレンタインチラシ配布

■主催団体 宮城県花と緑普及促進協議会

8

■イベント１
「フラワーバレンタインを楽しむ、フラワーデコレーション展⽰」



【宮城県仙台市】仙台市中央卸売市場花き部運営協議会

■イベント２
「フラワーバレンタインに楽しみたい、アレンジメント作成体験」

9

ガーベラ、バラ、カーネー
ションなど、「みやぎの
花」を使ったアレンジメン
トを作成。

1回の定員12名にて、5回
開催（有料）。
⽼若男⼥問わず参加頂き、
皆さん、講師の指導のもと、
1本1本楽しみながら作成。

＜体験の様⼦＞

＜みやぎの花を使ったデザイン＞＜むすび丸も体験中＞



■実施期間 2⽉8⽇（⼟）13︓00〜16︓30
■実施場所 ⽔⼾駅ビルエクセル⼊⼝（期間 2/1〜2/14 ）

⽔⼾駅ビルエクセルホール
■実施内容 フラワーバレンタイン会場装飾

フラワーバレンタインアレンジ体験、ステージイベント
⽔⼾近隣花店によるフラワーバレンタインブーケの展⽰

■主催団体 いばらき花プロジェクト いばらぎの花振興協議会

【茨城県⽔⼾市】フラワーバレンタイン2020 in ⽔⼾

①フラワーバレンタイン会場装飾

②フラワーバレンタインアレンジ体験 12︓30 〜 10名 13︓30 〜 10名
14︓30 〜 10名 15︓30 〜 10名
合計40名参加

⽔⼾駅ビルエクセルホール ⽔⼾駅ビルエクセル⼊⼝（期間 2/1〜2/14 ）
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【茨城県⽔⼾市】フラワーバレンタイン2020 in ⽔⼾
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③ステージイベント
・13︓00〜 磯⼭純ライブステージ+花贈り 終了後フラワーフレームで記念撮影
・13︓40〜 ピッコロ合唱団による演技とコーラス
・14︓00〜 茨城県⾼校⽣花いけバトル優勝校⼩瀬⾼校華道部⽣徒と

フローリスト2名による花いけパフォーマンス
・15︓30〜 磯⼭純ライブステージ+花贈り
・16︓30〜 終了

ステージイベントでは、
のべ200⼈超の参加者に
花贈りの楽しさをPRできた。

＜磯⼭純⽒ライブステージと花贈り＞

<ピッコロ合唱団と花贈り>

<⾼校⽣花いけバトル茨城⼤会出場者によるパフォーマンス>

④⽔⼾近隣花店によるフラワーバレンタインブーケの展⽰
アンケートにおこたえいただいた⽅にスリーブ⼊り花束プレゼント、
183⼈の⽅に書いていただきました。



【茨城県つくば市】フラワーバレンタイン in つくば

■実施期間 2⽉8⽇（⼟）
■実施場所 イーアスつくば センターコート（茨城県つくば市研究学園5-19）
■実施内容 ①お⼦様ヴァイオリンコンサート

②ライブ花束作成＆花贈り
③⽣花店42店舗によるFVアレンジ展⽰
④会場装花・フォトスポット
⑤チャリティー

■主催団体 いばらき花プロジェクト県南
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■イベント告知
フライヤーの制作他、県知事への表敬訪問や
地元ラジオ局への出演などで、フラワーバレン
タインおよびイベントの告知を⾏った。

今年で5回⽬を迎えた
「フラワーバレンタイン in つくば」
⽣産者から⼩売店まで県南の有志が集まり、
2019年夏頃から準備スタート︕



①お⼦様ヴァイオリンコンサート
演奏後、保護者の⽅から⼦供たちへ、奥様から先⽣へ
「素敵な演奏ありがとう」「頑張ったね」「お疲れ様」の⾔葉と共に、お花のプレゼント。

【茨城県つくば市】フラワーバレンタイン in つくば

13

④会場装花・フォトスポット
会場内ステージ、フォトスポットを茨城県産の⽣花で装飾。
終了後、チャリティで観覧の皆様に配布した。



②花贈りon STAGE
フローリスト3名が⼀般公募した⽅々の希望に合わせて、ライブで花束を制作。
感動の花贈りに会場が涙と笑顔に包まれた。

③アレンジメント展⽰会＆プレゼント抽選会
42店舗の⽣花店のアレンジを展⽰、アンケートを実施した。イベント最後に抽選会を⾏い、
観覧の皆様にアレンジメントをプレゼント。

【茨城県つくば市】フラワーバレンタイン in つくば
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県内の42店舗の花店が
フラワーバレンタイン
オリジナル商品を作成・
展⽰＝ショップのご案内



【茨城県つくば市】フラワーバレンタイン in つくば
⑤チャリティー
初回から継続しているチャリティ活動。
後⽇、県内被災地へチャリティ販売の収益を寄付予定（新型コロナ感染症対策の為延期）

【神⽣リーダーのFacebook投稿より】
フラワーバレンタイン in TSUKUBA
今年も盛り上がりました︕つくばでは5回⽬のフラワーバレンタイン、今年は本当にお客さん多く100
席以上の座席は終始満席で⽴ち⾒の⽅もたくさん︕来て頂いたお客様、そして運営のスタッフの皆様、
本当にありがとうございました。
今年もステージではたくさんの花贈りが⾏われました。
県内のトップフローリストがオーダーに合わせて束ねた花束が司会の鈴⽊もえみさんの⼿紙の朗読に
乗せて贈られると、会場は笑顔と涙でいっぱいになります。
空間にいる⼈みんなが、あたたかい気持ちになる 素敵な時間になりました。
イベント⾃体も良かったと思うのですが、個⼈的に印象に残ったのがイベント終了後の出来事。
イベントの最後に会場の花を全て募⾦を受けながらお客さんに配るのですが、今年も⻑蛇の列となり
最後のほうのお客さんは募⾦だけしてお花が受け取れない⽅もいらっしゃいました。(ごめんなさい、
そしてありがとうございます)
そんなお客さんの⼀⼈に⼩学⽣くらいの⼦供がいたのです。
それに気付いたお花を貰った⼥性が⾃分の花をその⼦に渡してくれました。
更に、その姿を⾒ていた⼦連れの⼥性が2つある花の⼀つをその⼥性に渡しているのです。
｢あー、いいな。こうやって優しさが連鎖していくんだな。｣
⾒ていて、とても温かい気持ちになりました。
花の需要を⾼めるためのイベントをやっていますが、みんな別にお⾦貰ってやってる訳でも何でもなく、
売り上げが必ず上がるかと⾔えば保証など全くありません。
けど、やる。こういう姿を⾒たくてやるのです。
ビリヤードのブレイクショットみたいに、⼀⼈の⾏動が
起こした優しさは必ず連鎖する。
そして、世界は優しくなる。
きっと、ほとんどの花屋さんはそれを思いながら花を束ねて
いると思います。
花を贈るって⾏動は、優しさのブレイクショットになるのです。
今の⼦供たちが⽣きる世界が、たくさんの優しさで溢れる世界
にする為に花を贈りましょう。
2/14は世界が優しく明るくなる⽇です。
みんなでそんな世界にしていきましょう。 司会の鈴⽊もえみさんと

神⽣潤⼀リーダー 15



2020年2⽉11⽇（⽕）〜14⽇（⾦）、農林⽔産省北館別館1階「消費者の部屋」でフラワー
バレンタインの展⽰があり、MPS-ABC参加⽣産者の花が展⽰されました。期間中644⼈の来
場者。花をご提供していただきましたMPS参加の皆様、および⼩売店はじめ関係者の皆様、
ご協⼒ありがとうございました。

FFSフラワーファームしろね

JA⼭形おきたま

エフ・エフ・ヒライデ 三豊園芸

JA紀州

セントラルローズ

浜松PCガーベラ

⽯井フラワーガーデン

岐孝園

【東京都霞が関】農林⽔産省「消費者の部屋」特別展⽰

■実施期間 2⽉10⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⾦）2/11（⽕）祝⽇を除く
■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
■主催団体 農林⽔産省⽣産局農産部園芸作物課花き産業・施設園芸振興室

熊⾕園芸
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バレンタイン
に贈る

フラワー
アレンジ

FlowerValentine
来場者５００名に聞きました︕︕
アンケートの⼀部公開
男⼥⽐は6︓4 年齢は40代50代が6割︕
○花の購⼊頻度は年に1.2回
○購⼊⾦額は1,000円以下 or 2,000円までが多い

結果となりました。

ご提供いただいた皆様、
ご協⼒ありがとうございました。

【東京都霞が関】農林⽔産省「消費者の部屋」特別展⽰
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【ご参照】農林⽔産省より「消費者の部屋」特別展⽰の報告

←農⽔省花き室よりご報告

↓農⽔省発信ニュースリリースも



【東京都中央区渋⾕区他】⼤⽥市場花き仲卸協同組合

●実施店舗には事前（約1週間前）にフラワーバレンタインポスター、ミニフライパン
容器⼊りサボテン、⽸バッチ、プライヤーなどを配布。
各店FVコーナーを作っていただき、事前告知＆アピール。

●昨年度の反省により40本×6店舗 240本を13⽇にお届けすることで直近の予約状況
にも対応出来る様、初⽇に全量納品。
FVアピールを最⼤限発揮できるお客様へ、臨機応変に配布していただいた。

●本年度で4年⽬となり、リピーターのお客様もちらほら出てきている様⼦。
お客様からのSNSアップなど発信も出てきており、次年度はスリーブやシール等を
利⽤し発信先を誘導できると更に盛り上がると思います。

■実施期間 2⽉13⽇（⽊）〜2⽉14⽇（⾦）
■実施場所 オステリア・ルッカ様、賛否両論様、オー・ギャマン・ド・トキオ様、

ラ・ベットラ・ダ・オチアイ様、4000 Chinese Restaurant様、
銀座 ⼤⽯様

■実施内容 実施6店舗にて13、14⽇両⽇に⾷事をされる⼥性のお客様宛に⾚バラ１本
包みをプレゼントしフラワーバレンタインをアピール。（⾚バラは国産品）

■主催団体 ⼤⽥市場花き仲卸協同組合

東京を代表する
超有名レストランとコラボ︕

19
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【東京都練⾺区】アウディ練⾺×ヴァイオリニスト⻯⾺

今年初企画︕ヴァイオリニスト⻯⾺⽒プロデュース
【Audi練⾺×ヴァイオリスト⻯⾺×フラワーバレンタイン】

全試乗⾞に、⻯⾺さん作曲・演奏の『Flower Valentine』が収録されているオリジナルCD
『旅⾳』を搭載。ロマンティックなドライブのひとときをお楽しみいただき、さらにご試乗
のお客様には、Audiからバラ⼀輪のプレゼントも。

■実施期間 2⽉8⽇（⼟）・9⽇（⽇）・14⽇（⾦）
■実施場所 Audi練⾺店（練⾺区⾕原3-1-1）
■実施内容 アウディご試乗のお客様にバラ⼀輪プレゼント（50名様）

※バレンタイン期間中、試乗⾞にはヴァイオリニスト⻯⾺のCD「旅⾳」搭載
■主催団体 フォーシーズンズ株式会社 Audi練⾺店
■協⼒ ヴァイオリニスト⻯⾺（オフィスウオーカー）、フラワーショップアスター

Audi練⾺店の
Instagram投稿より

⻯⾺さん作曲・演奏の
『Flower Valentine』が
収録されている
オリジナルCD『旅⾳』↓
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【東京都千代⽥区】松村⼯芸企画「粋な男の花贈りセミナー」



■実施期間 ２⽉８⽇（⼟）〜２⽉９⽇（⽇）
■実施場所 アカオハーブ＆ローズガーデン（静岡県熱海市上多賀1027-8）
■実施内容 来園者プレゼントとブーケ作りのワークショップ
■主催団体 株式会社ホテルニューアカオ

【静岡県熱海市】アカオハーブ＆ローズガーデン

「海と空のバレンタイン」告知ビジュアル

フラワーバレンタインのイベントの⼀環で、「バレンタインデーに花を贈ろう」をテーマに、
⼀輪花のプレンゼントや⼿作りブーケのワークショップ（１つ300円）を⾏った。⽤意した
プレゼント⽤⼀輪花（各⽇200本予定）は、終了時間より前に配り終える程好評だった。

●イベントパートナー︓花と緑のキタザワ様（静岡県熱海市）
熱海 On Flowers様（静岡県熱海市）

●花材提供︓アドアフローカ様（静岡県牧之原市）
⼤越農園様（神奈川県海⽼名市）
⼤沢園芸様（神奈川県平塚市）
マツキ園芸様（神奈川県平塚市）
マル⻘農園様（神奈川県海⽼名市） ※50⾳順

●資材提供︓神奈川クリエイト様（神奈川県横浜市）
イベントスタッフ

SNS告知⽤ビジュアル（⼀部）
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【静岡県熱海市】アカオハーブ＆ローズガーデン

●イベント会場の様⼦
お客様の集まりやすいCOEDAHOUSE横へ特設ブースを設け、突然の天候変化に対応するた
め、⼤型のテントを⼀台設置した。バレンタインに合わせたBGMを流して空間演出をした。

⼩さなマルシェも同時開催

ブーケ⽤の花材を選ぶ来園者 イベント限定のフラワーフォトスポット

●お客様の様⼦

ブーケ作りに挑戦中の旦那様（中央）と、
それを⾒守るお⼦様（左）

イベントにご参加いただいたお客様は皆さま
喜ばれていた。多くの⽅が無料プレゼントが
あることに驚いていた。
またイベントの主旨通りに、ご夫婦やカップ
ルのお客様には、男性から⼥性に⼿作りブー
ケを⼿渡していただいた。

（左）プレゼント⽤の⼀輪花

（右）花材提供
⽣産者様の紹介展⽰

ワークショップで⼿作り出来るブーケ
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【静岡県静岡市】花の国⽇本協議会静岡連合

■実施期間 2020年2⽉9⽇（⽇）
■実施場所 新静岡セノバ 1階けやき通り⼝
■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

フラワーウォーク
■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、花卉連ばら部会

＜新静岡セノバ＞
「ブーケパフォーマンス＆プレゼント」
2⽉9⽇（⽇）新静岡セノバにて、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.」
によるアレンジメントショーを、13︓00〜、15︓00〜
各回１時間ずつ開催した。
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。

フローリスト集団「gram.」

■イベント告知ポスター

新静岡セノバ公式サイトでイベント案内
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【静岡県静岡市】花の国⽇本協議会静岡連合

イベントスタッフ集合写真

ブーケをプレゼントするご夫婦・カップルたち

ステージイベントに
たくさんのギャラリー
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＜静岡市内＞
フラワーウォーク in 静岡
2⽉9⽇（⽇）、JR静岡駅を出発し、静岡市内にてフラワーウォークを開催。
３箇所にて、通⾏する⽅々に１輪のお花をプレゼント。

【静岡県静岡市】花の国⽇本協議会静岡連合
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【新潟県新潟市】にいがた花推進委員会

■実施期間 2⽉1⽇（⼟）〜2⽉14⽇（⾦）
■実施場所 新潟市⾷育・花育センター（新潟市中央区清五郎401）ほか
■実施内容 アレンジメント・ワゴン展⽰、

チューリップ品種展⽰、花束配布、広報活動
■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）

⾷育・花育センターでのPR 展⽰

27

バレンタインPRコーナー設置

⾷育・花育センター内アトリウムにて。
今年はバレンタイン仕様のフラワーワゴン

を設置し、季節の花（チューリップ、スイー
トピーなど）を展⽰。お花に囲まれた写真が
撮れる撮影スポットとしても来場者の⽅々に
楽しんでもらった。

県内の花店によるギフト展⽰

県内の13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。県産チュー
リップをメインにした約30点の作品が並び、
会場を彩った。最も来場者の多かった2⽉8⽇
の花束配布⽇（後述）には、たくさんの⽅々
が作品を⾒て回っていた。

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。咲き⽅、⾊が異なる26
種類ものチューリップが飾られた。毎年恒例
の「⾹りの良いチューリップ」も展⽰され、
⼦供から⼤⼈まで⾹りを楽しんでいた。

提供︓新潟県花き振興協議会



【新潟県新潟市】にいがた花推進委員会
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チューリップミニ花束配布（2⽉1⽇、8⽇）

会場︓新潟伊勢丹
2⽉1⽇（⼟）に、新潟伊勢丹6階催物

場にて実施（8回⽬）。例年通り、催物
場のチョコレート売り場（ショコラモー
ド）でチョコを買ったお客様に新潟県産
チューリップを使ったミニ花束（300
束）をプレゼントした。コンセプトは
「私からあなたにチョコレートを。あな
たから私にチューリップを。」

天候に恵まれ、開店から多くのお客様
が会場に⾜を運んだ。家族連れの⽅も多
く、男性客にもＰＲができた。

配布後も2⽉14⽇までショコラモード
にフラワーバレンタインのポスターを展
⽰した。

会場︓⾷育・花育センター
2⽉8⽇（⼟）に、⾷育・花育センター

にて、新潟市農林⽔産部、JA全農にいが
たの⽀援のもと実施。プレゼンターに副
市⻑の荒井様を迎え、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。

今年は⼩⾬が降り、気温も低かったが、
未だかつてないスピードで来場者が会場
を訪れ、配布前から250⼈以上の⻑蛇の
列ができた。

当⽇の来場者数は、昨年の1,100⼈の
倍近い2,156⼈と⼤きく増え、イベント
の認知度の⾼さがうかがえた。



【ご参照】新潟市配信ニュースリリース（抜粋）

■PRTIMESにて配信のニュースリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000290.000021357.html

新潟駅でのイベント
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■実施期間 2⽉7⽇（⾦）〜 2⽉14⽇（⾦）
■実施場所 富⼭駅構内 南北⾃由通路
■実施内容 ①地場産花材を使ったフラワーオブジェの展⽰

②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
③男性限定の切花ストック無料配布

■主催団体 フローラルとやま実⾏委員会

【富⼭県富⼭市】2020 フラワーバレンタイン in TOYAMA

①富⼭駅構内、地場産花材を使ったフラワーオブジェの展⽰（2⽉7⽇〜14⽇）
富⼭市産の啓翁桜、トルコキキョウをはじめ約1,000本の切花等を使ったハート型のフラワー
オブジェを⼀週間展⽰。フォトスペースを設け、通⾏客に記念写真を撮っていただきました。

②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（2⽉7⽇10:30〜）
地元幼稚園児約50名によって「男性から⼥性へ花を贈る」PRをしてもらいました。
この模様はチューリップテレビでも放送されました。

30



【富⼭県富⼭市】2020 フラワーバレンタイン in TOYAMA

③男性限定の切花ストック無料配布（2⽉14⽇16:00〜）
フラワーバレンタイン当⽇、駅中の男性通⾏客へ富⼭市産ストック花束を150束配布しました。
いつもお世話になっている⼥性、気になる⼥性へとプレゼントして欲しいとPRしました。

「愛妻の⽇」
1⽉上旬は富⼭市特産の「啓翁桜」を⽤いたフラワーアレンジメント展⽰が好評
1⽉28⽇（⽕）〜1⽉31⽇（⾦）「愛妻の⽇」展⽰と男性へチューリッププレゼント

【富⼭市のご担当者様より】
私は昨年から当課へ異動してまいりまして、初めてこの⾏事の担当をいたしました。前任からはフラ
ワーバレンタインが最も多くの市⺠の⽅、マスコミの⽅に注⽬を浴びるイベントということで聞いて
おりました。
私の勝⼿なイメージではありますが、花を買われる⽅、⾒ていかれる⽅というのは、年配の⼥性ばか
りと考えておりました。しかし、実際にこのようなイベントを担当する中で、少なからず40代50代の
男性はもちろんのこと、学⽣など若年層の男⼥にも花に興味を⽰しておられる⽅が増えてきていると
いうことがわかりました。切花や鉢花の消費拡⼤はまだまだ可能性を秘めていると実感しております。
今回のフラワーバレンタインでも、男性の通⾏客限定で花束をプレゼントする企画を⾏いましたが、
恥ずかしそうにしながらも花束を受け取って下さり、奥様や恋⼈へ渡したいというお⾔葉を頂戴して
おります。
当実⾏委員会では、市⺠向けにフラワーアレンジメント教室の開催や指定店舗にて花を買うと、市内
を⾛る路⾯電⾞の運賃が無料になるという企画も⾏っておりますが、⼀年を通じてこのフラワーバレ
ンタインが最も注⽬され、テレビ局やラジオ局、新聞社等のマスコミも多く来ていただき報道をして
下さいました。今年度はコロナ禍の影響により、花き消費が著しく冷え込んでおります。当実⾏委員
会としても「花で潤うまちづくり」をモットーとして、より⼀層のPR活動に努めてまいります。 31



※以下、
愛知県の「2020年報告書」から抜粋・再構成

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
愛知名港花き卸売事業協同組合
愛知豊明花き流通協同組合
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

����

FLOWER

VALENTINE

AICHI
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

mozo ワンダーシティ

知事も参加してＰＲしました︕︕
mozo ワンダーシティにおけるプロモーション



２⽉８⽇（⼟） ２⽉９⽇（⽇）
フラワーギフト販売
専⾨店とのコラボ 10:00〜17:00 10:00〜17:00

ステージイベント

【フラッピー758】
13:00〜13:30
15:00〜15:30
【ＮＷＦＢ】※2
11:00〜11:45
14:00〜14:45

【フラッピー758】
11:00〜11:30
【花男⼦プロジェクト】
13:30〜14:15
15:30〜16:00

ワークショップ
11:30〜11:45
14:30〜14:45
16:00〜16:15

11:30〜11:45
14:30〜14:45
16:00〜16:15

フォトスポット※１ 10:00〜22:00 10:00〜22:00

mozo ワンダーシティ
期間︓2020年２⽉８⽇（⼟）、９⽇（⽇）
場所︓mozo ワンダーシティ １階イーストコート
内容︓フラワーギフトの販売、ステージイベント、ワークショップ、フォトスポット、

専⾨店とのコラボ

Time Schedule

※１ フォトスポットは、２⽉８⽇（⼟）〜14⽇（⾦）まで実施
※２ 名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院
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会場配置図

【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

イベント告知リーフレット



当⽇販売

１ フラワーギフト販売

名古屋⽣花⼩売商業協同組合に加盟する⽣花店が共同して、
フラワーバレンタイン向けのギフトの販売ブースを設置しました。

鉢物コーナーのほか、お客様の好みの花で花束を制作する切り花コーナーも設けられました。
多くの家族連れやカップルなどが、購⼊されていきました。
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会



予約販売

２⽉14⽇（⾦）着限定で配送⼜は店頭引き渡しでフラワーアレンジメントの予約販売を
受け付けました。商品サンプルを熱⼼に⾒られているお客様の姿がありました。

当⽇の様⼦
販売スタッフの丁寧な対応により、
終始なごやかな雰囲気でした。
熱⼼にスタッフに話しかける
お客様も多くみえました。
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会



フラッピー７５８によるステージイベント

２ ステージイベント

各演者が個性豊かなブーケの制作をしながら、プロならではの花に関する話が披露されました。
会場は華やかな雰囲気が漂い、多くの⽅が興味深く観ていました。

フラッピー７５８によるフラワーデモンストレーションは3回実施しました。
花男⼦による花贈りデモンストレーションは２回実施し、そのうち１回は知事も出席して
あいちの花のＰＲと花贈りを⾏いました。
また、今年度初の試みとして、名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院の学⽣に
参加いただき、フラワーギフト制作コンテストを実施しました。

ＮＷＦＢの学⽣によるフラワーギフト制作コンテスト

普段から花を学ぶ学⽣が、「⼤切な⼈へ贈るフラワーギフト」を題材に、思い思いに制作
した作品の数々を披露しました。初々しいステージに、観客からも笑顔がこぼれました。
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会



花男⼦プロジェクトによるステージイベント

花男⼦プロジェクトによるステージは、コキリカ家ʼの演奏と共に⾏われました。
知事も参加して実施した花贈りプロモーションでは、⼀般から募集した２組のカップルが花贈り
をしました。また、知事からも、当⽇会場において選ばれた⼥性１名に花贈りをしました。

知事からのフラワーバレンタインとあいちの花のＰＲの後、２組のカップルの男性側と知事が、
花束を制作しました。感謝のメッセージと共に１組のカップルが花贈りをした後、知事からも、
会場に偶然居合わせた誕⽣⽇の⼥性に花贈りがなされ、盛り上がりました。
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会



３ ワークショップ
当⽇協⼒いただいた名花協の花店が講師を務め、
男性向けフラワーアレンジメント体験を⾏いました。

多くの男性に参加いただき、⼤変熱⼼にアレンジメントに取り組む姿が⾒られました。
できあがった作品を、早速お連れの⼥性にプレゼントする男性もみえました。

2⽇間の参加⼈数合計︓98名
※２名のキャンセルあり。同伴含め全て男性
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

モゾツリーの下に、「花畑の中にあるブランコ」をイメージしたフォトスポットを設置しました。
また本フォトスポットで撮影した画像をインスタグラムに投稿した先着40名を対象に、花と緑の
ギフト券をプレゼントしました。

4 フォトスポット

２⽇間の撮影⼈数合計︓約1,000⼈（約250組）
花と緑のギフト券配布枚数︓40枚



５ 専⾨店とのコラボ
専⾨店で2,000円以上のバレンタイン向けギフトを購⼊した客に、ドライフラワーで制作した
ワンポイントデコレーションをプレゼントする企画を⾏いました。
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６ その他
会場には看板やチラシを随所に設置し、フラワーバレンタインと花の王国あいちのＰＲを
⾏いました。

【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

⼤村知事とイベント
スタッフの記念写真



フラワーパーク江南

フラワーパーク江南におけるプロモーション
今年度も開催しました︕︕

期間︓2020年２⽉１⽇（⼟）〜14⽇（⾦）
場所︓国営⽊曽⼭川公園フラワーパーク江南
内容︓フラワーバレンタインディスプレイ、フラワーアレンジ体験

１ フラワーバレンタインディスプレイ

フラワーパーク江南の
⼊⼝付近で、フラワー
バレンタインをテーマ
に展⽰を⾏いました。
センスの良い鮮やかな
ディスプレイに、来場
者も⾜を⽌めて熱⼼に
⾒ていました。
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会



２ フラワーアレンジメント体験

２⽉11⽇（⽕）限定で男性向けフラワーアレンジメント体験を⾏いました。
申込先着20名で実施し、多くの男性が熱⼼にアレンジメントを⾏っていました。
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会



銀座三越

銀座三越におけるプロモーション
⾸都圏でのＰＲ︕︕

期間︓2020年１⽉31⽇（⾦）〜２⽉９⽇（⽇）
場所︓銀座三越 ９階 銀座テラス／テラスコート
内容︓花男⼦プロジェクトによる花贈りパフォーマンス with あいちの花

あなただけのスイートブーケ with あいちの花
フラワーバレンタインフォトスポット with あいちの花

42

【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

フラワーバレンタインフォトスポット with あいちの花
１⽉31⽇（⾦）から２⽉９⽇（⽇）まで、あいちの花を使ったフラワーバレンタインフォト
スポットを設置しました。多くの⽅々に写真を撮影いただきました。

※詳細は第8章に掲載



⼩売店

⼩売店における取組
各花店から消費者にＰＲ︕︕

期間︓2020年1⽉14⽇（⽕）〜2⽉14⽇（⾦）
場所︓名古屋⽣花⼩売商業協同組合に加盟する県内の⽣花店
実⾏委員会が実施した内容︓フラワーバレンタインを消費者に周知するPOPの掲⽰

PRグッズの配布等
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3年⽬となる卓上ＰＯＰを名古屋⽣花⼩売商業協同組合に加盟する県内の⼩売店約400店舗に
配布したほか、ＪＦＩトレードフェアやフラッピーフェスティバル、mozoワンダーシティの
イベント会場に設置しました。

2年⽬となるフラワーバレンタイン仕様パッケージの切り花鮮度保持剤を制作し、名古屋⽣花⼩売商
業協同組合に加盟する⼩売店約1９０店舗に配布したほか、mozoワンダーシティでのイベントでも
配布しました。

【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会



その他 啓発活動

名花協フラッピーフェスティバルでの啓発展⽰
期間︓2019年10⽉2⽇（⽔）、３⽇（⽊） 場所︓愛知名港花き地⽅卸売市場

豊明トレードフェア2019冬での啓発展⽰
期間︓2019年10⽉26⽇（⼟） 場所︓愛知豊明花き地⽅卸売市場
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

「今⽉のあいちの花」とのコラボ展⽰

期⽇︓2020年２⽉３⽇（⽉）〜17⽇（⽉）
場所︓中部国際空港 国内線到着ロビー

中部国際空港での展⽰
期⽇︓2020年２⽉1⽇（⼟）〜７⽇（⾦）
場所︓豊橋駅コンコース

豊橋駅での展⽰



SNS・WEBサイトなど情報発信

Instagram

Twitter
フォロワー︓73
フォロ－︓99
いいね︕︓81（今年度）

フォロワー︓72
フォロ－︓57
いいね︕︓137（今年度）
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mozo HP

花の王国あいちHP

【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

mozo Instagram

フラワーバレンタインあいち公式



メディア掲載

Twitter

広報あいち 2020年2⽉2⽇（⽇）

東海テレビ
「SKE48のあいちテル︕」
放映⽇ 2020年１⽉23⽇（⽊）
内 容 フラワーバレンタインの紹介、

mozoでのイベント告知

NHK名古屋放送局
「ウィークエンド中部」
放映⽇ 2020年2⽉１⽇（⼟）
内 容 フラワーバレンタインの紹介、

mozoでのイベント告知
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会

広報こうなん２⽉号
くれよん２⽉号

ZIP-FM「ICHI SUNDAY TIPS」
放送⽇ 2020年２⽉２⽇（⽇）
内容 フラワーバレンタインの紹介、mozoでのイベント告知

キラッ都ナゴヤ２⽉号

MID FM761「なないろテラス」
放送⽇ 2020年２⽉5⽇（⽔）
内容 フラワーパーク江南でのイベントの告知



中⽇新聞⼣刊 2020年2⽉13⽇（⽊）

⽇本農業新聞 2020年2⽉9⽇（⽉）

中⽇新聞尾張版 2020年2⽉14⽇（⾦）
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会



■実施期間 2⽉1⽇（⼟）〜2⽉14⽇（⾦）
■実施場所 蔵王⼭展望台、三河⽥原駅、⽥原⽂化会館、道の駅あかばねロコステーシ

ョン、道の駅伊良湖クリスタルポルト
■実施内容 フォトスポット設置
■主催団体 ⽥原市産業振興部農政課

【愛知県⽥原市】 ⽥原市産業振興部農政課

三河⽥原駅 ⽥原⽂化会館

各所のフォトスポットの様⼦

告知ポスター
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【愛知県⽥原市】 ⽥原市産業振興部農政課

蔵王⼭展望台

道の駅あかばねロコステーション

道の駅伊良湖クリスタルポルト
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■実施期間 2⽉9⽇（⽇）
■実施場所 イオンモール明和
■実施内容 ・フラワーアレンジメント教室 ・FV商品⼈気コンテスト

・花⼀輪プレゼント ・チャリティーオークション
■主催団体 三重県花商組合連合会

【三重県】三重県花商組合連合会

■花⼀輪プレゼント 1000名
■チャリティーオークション

■フラワーアレンジメント教室 250名参加

■FV商品⼈気コンテスト

←会場の様⼦



今年のフラワーバレンタインでは、昨年好評であった⽣花の販売、フォトスポットに加え、
「春」をテーマにしたお花の⼈気投票を実施。⼀般消費者のニーズを調査し、⽣産地や花店
へ情報をリリースすることで、より今後の花き業界の活性化へと繋がるPRイベントとなった。

また、お花を購⼊しその場で男性から⼥性へお花を贈られている姿や、これまで数多く実施
してきた花のイベントのリピーターが多数⾜を運んでくださり⼼温まる⼀⽇となった。

■実施期間 2⽉11⽇（⽕・祝）
■実施場所 三井アウトレットパーク⼤阪鶴⾒ ３階 プラザ
■実施内容 フラワーバレンタイン2020 in三井アウトレットパーク⼤阪鶴⾒
■主催団体 三井不動産商業マネジメント㈱、なにわ花いちば、JF鶴⾒花き

㈱⼤阪鶴⾒フラワーセンター、仲卸（切花12社・鉢物3社）

【⼤阪府⼤阪市】⼤阪鶴⾒花き地⽅卸売市場

MITSUI OUTLET PARK OSAKATSURUMI ×フラワーバレンタイン

× Osaka Tsurumi
WHOLESALE FLOWER MARKET 51



【⼤阪府⼤阪市】⼤阪鶴⾒花き地⽅卸売市場

× Osaka Tsurumi
WHOLESALE FLOWER MARKET

↑「春」の花⼈気投票

↓フォトスポット
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【⼤阪府泉⼤津市】⻄⽇本花き株式会社

・公式スリーブに⼊れたものを1000個⽤意。
・ガーベラとかすみ草はJA紀州様よりご提供いただいた。

■実施期間 2⽉12⽇（⽔）
■実施場所 泉⼤津市⼩津島町（泉北６区）
■実施内容 切花の無料配布（1000個）
■主催団体 ⻄⽇本花き株式会社
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・今回は⽬先を変え、弊社周辺企業の男性社員にお配りしようと⾔うことになり、
泉⼤津商⼯会議所様のご協⼒で、8社に500個を配布した。

㈱スバルロジスティクス様 ㈱⼤都様 センコー㈱様

マリンフード㈱様 丸全昭和運輸㈱様 伸共運輸㈱様

池辺運送㈱様泉⾕電気⼯事㈱様

・後⽇、各社にお聞きすると、
「⾮常に反応は良かった。」
「男性も花に興味を持っている

⽅が結構いるんですね。」
「花を通じて社内のコミュニケー

ションが図れた。」など、
⼤変お喜びいただいた。

・泉⼤津市役所にも300個、泉⼤津商⼯会議所に50個お持ちし、
男性職員や来庁者にお配りいただくようお願いした。
また「FMいずみおおつ」にも150個お持ちし、電波に乗せて
FVのPRをしていただいた。

・今年で開園20周年を迎える「ハーベストの丘」とのコラボ
企画を実施した。

・開園時のお客様先着200名様（各⽇）に、スリーブに⼊れた
花500束をプレゼント。

■実施期間 2⽉8⽇（⼟）〜9⽇（⽇）
■実施場所 堺市「ハーベストの丘」



【⼤阪府豊中市/兵庫県宝塚市】株式会社JF兵庫県⽣花

コンサートで来場者、並びに関係者へのフラワーバレンタイン取り組みの認知度向上
(FVとのコラボは今回で4回⽬)

■実施期間 2⽉9⽇（⽇）
■実施場所 兵庫県⽴宝塚⻄⾕の森公園
■実施内容 バレンタイコンサート2020
■主催団体 兵庫県⽴宝塚⻄⾕の森公園

■実施期間 2⽉13⽇（⽊）
■実施場所 豊中市「阪急豊中駅前」
■実施内容 駅前イベント（⼤阪阪急豊中駅）
■主催団体 JF兵庫県⽣花
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参加者・来場者にスイートピーの花束をプレゼント︕（シルバー園芸様協⼒）

駅前にてアピール（⼤阪阪急豊中駅）
愛知県の花を使い、豊中駅前にて男性へプレゼント︕︕ 豊中市⻑を囲んで記念撮影



■実施期間 2⽉13⽇（⽊）
■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 イベント アレンジ体験レッスン（東灘⾼校）
■主催団体 株式会社JF兵庫県⽣花

東灘⾼校の⽣徒を集めて「フラワーバレンタイン」の説明と、講師による
ガーベラ、チューリップを使った⼤切な⼈に贈るアレンジメント教室を開催。

【兵庫県神⼾市】株式会社JF兵庫県⽣花
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■実施期間 2⽉10⽇（⽉）
■実施場所 JA兵庫六甲御影⽀店
■実施内容 イベント アレンジ体験レッスン（JA兵庫六甲）
■主催団体 JF兵庫六甲

都市部にあるJAにて『淡河の花』のチューリップを中⼼にアレンジメント講習会を⾏う。



【兵庫県宝塚市】宝塚フラワー＆コンサート
■実施期間 令和2年2⽉11⽇（⽕︓祝⽇）14:00〜
■実施場所 宝塚ベガ・ホール
■実施内容 「結婚」をテーマとした歌と楽器演奏、ダンスのコンサート、

花作りワークショップ、⽣花のブーケプレゼント
■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）

♪瀬戸の花嫁

♪青春の影

♪天使のパン ♪ハナミズキ

「花と⽂化・芸術の町、宝塚」で、
『フラワーバレンタインコンサート in 
宝塚vol.7』を7年連続で開催した。
今年は、「結婚」をテーマとした歌と
楽器演奏（パイプオルガン演奏）、
ダンスのコンサートで市⺠に楽しんで
いただき、バレンタインに花を贈る新
習慣も浸透させた。

事前に、⽼⼈ホームで開催した「花作
りワークショップ」で市⺠の皆さんに
作成してもらった「紙の花」を舞台に
飾った。コンサート終演後、「⽣花の
ブーケ」を参加者全員にプレゼントし
た。（宝塚市/宝塚市教育委員会 後援事業）

（⽼⼈ホーム 宝塚まどか園）
構成・台本・演出︓⻑⾕川眞⼸

56



【楽器演奏】

【ダンスと結婚】

【終演後】
薔薇園グループ代表 ⾦岡信康⽒より、参加者全員に “⽣花のミニブーケ” が贈られた。

♪連弾 子守歌 ♪アベマリア ♪結婚行進曲

♪タップダンス ♪スペインの踊り

【兵庫県宝塚市】宝塚フラワー＆コンサート
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■実施期間 2⽉6⽇（⽊）〜2⽉14⽇（⾦）10:00〜19:00
■実施場所 アースシネマズ姫路/テラッソ姫路
■実施内容 第3回Flower Valentine 2020 花インスタグランプリ
■主催団体 JFTジャパンフラワートレーディンググループ株式会社姫路⽣花/

花の街ひめじ実⾏委員会
■協⼒ AOYAMA花苑/アースシネマズ姫路/テラッソ姫路

【兵庫県姫路市】JFTジャパンフラワートレーディンググループ
株式会社姫路⽣花/花の街ひめじ実⾏委員会

2⽉6⽇〜2⽉14⽇の期間、テラッソ姫路
のアースシネマズ姫路シネマロビーに
フラワーバレンタインモニュメント2台
設置。来場者にモニュメントを⾃由に
撮影していただきインスタグラムへの
投稿と花インスタグランプリへの参加を
促す。
当イベントの告知として、ケーブルテレ
ビWINK、テラッソ姫路の各テナント、
アースシネマズ姫路ロビー内にポスター
展⽰を実施。

■イベント告知ポスター→
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【兵庫県姫路市】JFTジャパンフラワートレーディンググループ
株式会社姫路⽣花/花の街ひめじ実⾏委員会

【期間中のゲストイベント】
■2⽉7⽇（⾦）13︓00〜 アースシネマズ姫路シネマロビーにて、歌⼿の真⽥ナオキさん

による「バレンタインの花贈り」トークイベント、抽選で3名様に真⽥ナオキさんからの
花贈り、記念撮影会の実施。

■2⽉8⽇（⼟）11︓30〜、13︓30〜、15︓30〜、アースシネマズ姫路シネマロビーにて、
俳優の⼩嶋修⼆さんによる「花贈りイベント」、花のモニュメント前で⼩嶋修⼆さんから
花のプレゼントと記念撮影会、⼩嶋修⼆さん出演の映画「ラストレター」を鑑賞された
お客様の中から抽選で、⼩嶋修⼆さんから花束の花贈りを実施。

■2⽉14⽇（⾦）10︓00〜映画鑑賞された男性のお客様へ花のプレゼント（先着100名様）
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【兵庫県姫路市】JFTジャパンフラワートレーディンググループ
株式会社姫路⽣花/花の街ひめじ実⾏委員会

アースシネマズ姫路ロビー会場にて
映画『ラストレター』にご出演の
俳優・⼩嶋修⼆さんによる

「花贈りイベント」
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【兵庫県姫路市】JFTジャパンフラワートレーディンググループ
株式会社姫路⽣花/花の街ひめじ実⾏委員会

第3回
Flower Valentine 2020
花インスタグランプリ

姫路⽣花公式インスタ
グラムで受賞作品発表︕
（抜粋）
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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・広島県警など）

【広島県広島市】広島花いっぱい推進委員会

■実施期間 2⽉4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

広島県知事訪問 広島県農林⽔産局⻑訪問

広島県が発信の
SNSでも、紹介
いただきました。
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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）

■実施期間 2⽉5⽇（⽔）
■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

広島市⻑訪問

広島市経済観光局⻑訪問 広島市都市整備局⻑訪問

【広島県広島市】広島花いっぱい推進委員会
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■実施期間 2⽉8⽇（⼟）~11⽇(⽕)
■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
■主催団体 広島花いっぱい推進委員会

期間中毎⽇、午後1時から植物公園ご来園の
先着100名様に花のプレゼント♪

99本のバラを抱えて。。。
記念撮影︕︕

チョコ製造体験（ショコラミル）

【広島県広島市】広島花いっぱい推進委員会

カープ ⼤瀬良選⼿
等⾝⼤パネルと
記念撮影コーナー♪
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■実施期間 2⽉14⽇（⾦）
■実施場所 広島県庁 広島市本庁 8区役所 広島市内・周辺警察署8署（新）
■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

役所ごとに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。
広島県・広島市に加え、広島市内とその周辺の警察署、全農ひろしまにもご案内し、
昨年の受注数量 718 件から、今年は1,023件と、受注増の結果となった。
受注販売なので、⼩売店にもロスが発⽣しない取り組み。

【広島県広島市】広島花いっぱい推進委員会
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■実施期間 2⽉14⽇（⾦）10:00〜12:00
■実施場所 アルパーク ゆめタウン安古市店 ザ・ビッグ⼾坂店

ザ・ビッグ五⽇市店 ザ・ビッグ宮内店
■実施内容 フラワーバレンタイン体験会
■主催団体 フラワーショップみなと＆SM

【広島県広島市】フラワーショップみなと＆SM

最⾼の笑顔です♬

旦那様から
奥様へ♥

お⼦様からママへ

男性たち、
家に帰ってから
⼤切な⼈へプレゼント♪
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【⾹川県⾼松市】⾹川県花き園芸協会

■実施期間 令和２年２⽉９⽇（⽇）
■実施場所 ⾼松南部３町ドーム（⾹川県⾼松市）
■実施内容 「県産花きとストリートピアノのコラボレーション」

「県産花きのフラワーバイキング・ワークショップ」
■主催 ⾹川県花き園芸協会・⾹川県カーネーション協会

花の⾥かがわ推進委員会・⾹川県
■協賛 (株)ミヨシ・草野産業(株)・(株)朝⽇ダンボール
■協⼒ ⾹川県花卉商業協同組合・(株)⾼松花市場・⾼松南部３町商店街プロジェクト

農政⽔産部 農業⽣産流通課から
正式なニュースリリース配信

イベントゲスト「ハラミちゃん」
によるイベント告知投稿︕

67



■イベント１「県産花きとストリートピアノのコラボレーション 」
⾼松南部３町ドームに 、県産の花で彩ったストリートピアノを設置した。ステージの飾花は、
県産花き取扱協⼒店に依頼。カーネーションやラナンキュラスなど、⾹川県産の花に囲まれ
たステージで、⼦供から⼤⼈まで多くの⼈がピアノ演奏に参加した。また、⼈気 YouTuber 
「ハラミちゃん」によるピアノ演奏を実施し、YouTubeやSNSを通して「フラワーバレンタ
イン」の取組みを発信してもらった。

※YouTubeの再⽣回数︓65万回（2020年8⽉時点）

【⾹川県⾼松市】⾹川県花き園芸協会

圧倒的な発信パワー︕︕
https://www.youtube.com/watch?v=Og5wiWZ_zvc

約500⼈を集客︕
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■イベント２「県産花きのフラワーバイキング・ワークショップ」
バレンタインデーに贈るプレゼントにぴったりの、県産花きのフラワーバイキングを実施。
好きな花を⾃由に選んでもらい、県産花き取扱協⼒店(カタリ)の協⼒で、フラワーバレンタ
イン仕様にラッピングした。また、カーネーションのBOXフラワーの販売や、オリジナル
鉢花⼊れづくりのワークショップを実施した。

■イベント３「フォトスポットの設置」（〜2⽉14⽇）
⾼松南部３町ドームにあるフリースペース「マチカド
プラザ」内に、フラワーバレンタインPR⽤横断幕や
県産花きPRパネル、飾花展⽰等を実施して、商店街の
利⽤者にフラワーバレンタインをPRした。

【⾹川県⾼松市】⾹川県花き園芸協会
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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

世界でいちばん花を贈る⽇。

フラワー
バレンタイン

花と素敵な週末を。
WEEKEND 
FLOWER

花き消費拡⼤推進チーム フラワーバレンタイン2020

花き消費拡⼤推進チーム

総務企画部

事務局（⽣産流通部）︓古藤

北九州⽀所

神代
相良

藤井

福岡県花卉農業協同組合では「消費拡⼤」へ向けた取組みとして「花き消費拡⼤推進チーム」を
20〜30代のメンバーを中⼼に編成し「情報の共有化」「消費拡⼤企画の⽴案・実⾏」を⽬的に
発⾜しました。今回の「フラワーバレンタイン」のプロモーション計画については下記のメンバーで実施
いたしました

市場部

鳴床
⻘⽊
平⽥

【福岡県】福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム
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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2020

2/14    フラワーバレンタイン
2020年で第10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
●博多座
●公共施設
●ふくおかフラワーフェア
●くまモン
●異業種コラボ企画
●⼀⾏メッセージ
●⾃主企画イベント

●番組企画
●報道取材
●企業HP、SNS
●折込チラシ
●企業提供看板
●サイネージ広告

フラワーバレンタイン公式ポスター・九州限定ミニのぼり フラワーバレンタイン2020

フラワーバレンタイン公式ポスター 3LOVE STORIES ポスター フラワーバレンタインミニのぼり

【福岡県】福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム
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フラワーバレンタイン公式ポスター フラワーバレンタイン2020

九州花き卸売市場連合会⻘年部では、九州各県の消費拡⼤を推進しようと「フラワーバレンタイン・
3LOVE STORIES」ポスターおよび九州限定で製作した「フラワーバレンタインミニのぼり」を申込
市場へ配送しました。

No 会員市場 FVポスター 3LOVE ミニのぼり
1 福岡花市場 480 190 50 
2 北九州花市場 100 50 
3 飯塚花市場 40 40
4 久留⽶花卉園芸地⽅卸売市場 100 100 10 
5 九州⽇観植物 200 100
6 地⽅卸売市場諫早花市場 30
7 熊本花き地⽅卸売市場 100 100 10 
8 地⽅卸売市場肥後花市場 100
9 地⽅卸売市場⼤分園芸花市場 100 100 30 
10 宮崎花市場地⽅卸売市場 30 30
11 宮崎中央花き 50 30
12 地⽅卸売市場⿅児島園芸花市場 10 
13 沖縄県くみあい⽣花 100 100
14 沖縄県花卉卸売市場 30 10 

1,300 1,000 120 

市場内プロモーション活動 フラワーバレンタイン2020

セリ前でのキックオフ 【1/13（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

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︓1/13（⽉）〜2/14（⾦）
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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︓1/13（⽉）〜2/14（⾦）

市場プロモーション活動 フラワーバレンタイン2020

公⽤⾞はFVPR⽤マグネットを取付
公⽤⾞には「フラワーバレンタイン」マグネットシートを貼
り、外出時の際、⼀般の⽅への啓発を⾏いました
●期間︓1/13（⽉）〜2/14（⾦）

仲卸店舗にポスターノボリを掲⽰

店頭プロモーション活動 フラワーバレンタイン2020

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
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コラボレーション企画【福岡三越】 １ フラワーバレンタイン2020

今年も福岡三越で⾏われるバレンタイン催事とコラボ企画を実施。福岡三越が発信する紙媒体や
HP、SNSとの連動によるメディアミックスを⾏い、効果的なプロモーション活動を実施いたしました
●⽇ 時︓2⽉1⽇（⼟）〜2⽉15⽇（⼟）
●場 所︓福岡三越
●内 容︓①フラワーライオン像の装飾（2/1〜15）

②地下2階 ティスティパティオフラワーオブジェ（2/1〜15）
③福岡三越男性店員フラワーチーフおもてなし企画（2/8.9）
④カーネーションプレゼント企画（2/9）
⑤フランス料理店「レストラン・ジョルジュマルソー」と福岡三越、フラワーバレンタインのコラボ企画

●協 ⼒︓福岡県花き園芸連合会、花あふれるふくおか推進協議会

74コラボレーション企画【福岡三越】 ２ フラワーバレンタイン2020

2⽉1⽇から始まる「ふくおかフラワーフェア」に合わせ、SNS映えするフラワー装飾を⾏いました
●期 間︓2⽉1⽇（⼟）〜2⽉15⽇（⼟）
●内 容︓①花冠

②花束（ライオン像中央）
③周辺花装飾
④上部には「フラワーバレンタイン」と「三越のバレンタインDay」のコラボビジュアル看板を福岡三越様が設置

●製 作︓Hibiya-Kadan Style 福岡三越店
●協 ⼒︓福岡県花き園芸連合会、花あふれるふくおか推進協議会
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福岡三越とのコラボ企画

三越の顔「ライオン像」のフラワー装飾



コラボレーション企画【福岡三越】 ２－① フラワーバレンタイン2020

フラワーライオン像のSNS

フラワーライオン像をSNSに投稿される⽅が多く、情報がどんどん拡散されました

コラボレーション企画【福岡三越】 ３ フラワーバレンタイン2020

地下2F「三越のバレンタインDay」会場での展開
●催 事︓三越のバレンタインDay
●場 所︓福岡三越地下2F「ティスティパティオ」
●⽇ 時︓2⽉1⽇（⼟）〜15⽇（⼟）
●内 容︓①ティスティパティオフラワーオブジェ（2/1〜15）

・インフォメーション横にフラワーオブジェを設置。設置する台には、フラワーバレンタインのビジュアルを掲載
②カーネーションプレゼント企画（2/9）
・3,240円以上購⼊いただいた⽅へピンクのカーネーションプレゼント企画を実施

●製 作︓Hibiya-Kadan Style 福岡三越店
●協 ⼒︓花あふれるふくおか推進協議会
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コラボレーション企画【福岡三越】 ４ フラワーバレンタイン2020

男性店員フラワーチーフでお客様「おもてなし」企画

●⽇ 時︓2⽉8⽇（⼟）・9⽇（⽇）
●内 容︓男性店員60名の皆さまの胸元にフラワーチーフを付けていただき、お客様を「おもてなし」企画を実施。
●協 ⼒︓Hibiya-Kadan Style 福岡三越店

コラボレーション企画【福岡三越】 ５ フラワーバレンタイン2020

福岡三越 × ジョルジュマルソー × フラワーバレンタイン

ミシュランガイドにも掲載されているフランス料理店「レストラン・ジョルジュマルソー」と福岡三越、フラワー
バレンタインがコラボ企画を実施。バレンタインやホワイトデーの期間中に美味しい⾷事と美味しい時間
をプレゼントする企画。
■ジョルジュマルソー（福岡市中央区⼤⼿⾨1-1-27）
●期 間︓2⽉1⽇（⼟）〜3⽉31⽇（⽕）
●販 売︓2⽉1⽇（⼟）〜2⽉15⽇（⼟）

①福岡三越バレンタイン会場および折込チラシ（2/5）にて告知
②福岡三越でチケット販売

●数 量︓ペア10組
●料 ⾦︓21,000円（税・サ込）
●内 容︓コース料理（10,000相当）、お⼟産、ミニブーケ
●協 ⼒︓cai
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コラボレーション企画【ウェストコート姪浜】 １ フラワーバレンタイン2020

ウェストコート姪浜とのコラボ企画

福岡市⻄区のショッピングセンター「ウェストコート姪浜」のご協⼒により、福岡県産のフラワーオブジェの
展⽰や各テナントの皆様ご協⼒による異業種コラボ企画を実施。ウェストコート姪浜が発信する紙媒
体やHP、SNSとの連動によるメディアミックスを⾏い、⻄区の商業施設エリアで効果的なプロモーション
活動を⾏いました

●期 間︓2⽉11⽇（⽕祝）〜14⽇（⾦）
●場 所︓ウェストコート姪浜1Fレジャービル
●内 容︓①フラワーオブジェの展⽰（2/11〜14）

②テナントとの異業種コラボ企画
◆カーネーションの⼀輪花の展⽰やPOPなど配置し、フラワーバレンタインのPRを実施
・実施店舗︓22店舗
・実施期間︓2/11〜14

◆カップルや夫婦など男⼥ペアでご来店いただいた男性に⼀輪花プレゼント（5店舗）
・実施店舗︓5店舗
・実施期間︓2/14

●協 ⼒︓花あふれるふくおか推進協議会、花物語、イー124 吉村 学⽒

コラボレーション企画【ウェストコート姪浜】 ２
フラワーバレンタイン2020福岡県産の花を使ったフラワーフォトスポット
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コラボレーション企画【ウェストコート姪浜】 ３ フラワーバレンタイン2020

フラワーディスプレイ協⼒店舗
1 ＭＫレストラン 姪浜店
2 アイズトータルボディステーション＆アイズスポーツ整⾻院
3 ブラボークライミング福岡⻄
4 ココカラファイン 姪浜店
5 クック・チャム ウエストコート姪浜店
6 博多拉担麺まるたん 姪浜店
7 ⼋仙閣 チャイニーズキッチン ＨＡＣＨＩ・ＫＩＣＨＩ
8 焼⾁なべしま 姪浜店
9 福岡⾦⽂堂 姪浜南店
10 メガネのヨネザワ ウエウトコート姪浜店
11 ⻄鉄不動産 姪浜店
12 バレエスタジオ ランジュ ウエストコート姪浜
13 MrMax 姪浜店
14 フレンチクロゼット
15 ドコモショップ ウエストコート姪浜店
16 阪急ベーカリー ウエストコート姪浜店
17 てつおじさんの店 姪浜店
18 松屋 姪浜店
19 ほけん選科 姪浜ウエストコート店
20 ⻄部スポーツガーデン
21 ＭＩＫＩ・ファニット 福岡⻄校
22 スタジオ０３ 姪浜店

⼀輪花プレゼント企画参加店舗
1 ＭＫレストラン 姪浜店
2 アイズトータルボディステーション＆アイズスポーツ整⾻院
3 ブラボークライミング福岡⻄
4 ココカラファイン 姪浜店
5 クック・チャム ウエストコート姪浜店

コラボレーション企画【ウェストコート姪浜】 ４ フラワーバレンタイン2020

HP・SNSでフラワーバレンタインを紹介
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コラボレーション企画【 ⼩倉井筒屋】 １ フラワーバレンタイン2020

⼩倉井筒屋とのコラボ企画
今年も⼩倉井筒屋バレンタイン催事「ショコラスペシャリテ」とのコラボ企画を実施。展⽰、ワークショップ、
告知等のご協⼒いただき、本館1F正⾯⼊⼝付近の⼀等地で開催。TV局の取材もあり、来店者は
じめ多くの北九州市⺠の皆様に訴求しました
●⽇ 程︓2⽉6⽇（⽊）〜9⽇（⽇）
●場 所︓⼩倉井筒屋本館1Fフロアー
●内 容︓①福岡県産のフラワーオブジェの展⽰（2/6-9）

②⼤切な⼈への花に添える⼀⾏メッセージ募集（2/6-9）
③フラワーアレンジメント教室（2/9 ①11時 ②14時）各回10名様（計20名様）
④本館1F化粧品売り場にて、2000円以上お買い上げの⽅へ⼀輪花（バラ）とフラワーバレンタインの
チラシをセットにしてプレゼント（2/9 200本）

●応 募︓ワークショップの応募は、井筒屋公式HPやLINEで応募（応募総数︓312名）
●協 ⼒︓福岡県花き園芸連合会、花あふれるふくおか推進協議会、北九州⽣花商協同組合

コラボレーション企画【 ⼩倉井筒屋】 ２ フラワーバレンタイン2020

福岡県産の花を使ったフラワースポット

今回は⼩倉井筒屋「ショコラスペシャリテ」のPR⾊、ピンクとグリーン⾊にあわせた花きを使い、カップルで
写真が撮れるフォトスポットを製作。本館１Fルイビトン前の柱⾯に設置し、期間中、多くの⽅が撮影され、
製作のお問合せも多く、反響の⼤きさが伺えました。 79
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コラボレーション企画【 ⼩倉井筒屋】 ３ フラワーバレンタイン2020

フラワーアレンジメント教室

⼩倉井筒屋公式SNSとHPで募集したところ312
名（昨年80名）の⽅より応募があり、⼩倉井筒
屋での花のイベントへの関⼼が⾮常に⾼くなってい
ます。また、KBC九州朝⽇放送の取材もあり15
時20分のニュースで紹介され、アレンジメント教室
やフォトスポットなどイベントを通じてフラワーバレン
タインのPRができました

コラボレーション企画【博多座】 1 フラワーバレンタイン2020

スーパー歌舞伎Ⅱ「オグリ」 × フラワーバレンタイン

今回博多座様のご協⼒により、初⽇公演のコラボ企画が実現。博多座初の客席左右同時両宙乗
りにて、かつてないスケールでお贈りする、夢と浪漫、そして壮⼤なスペクタクルがあふれる超⼤作活劇、
市川猿之助主演「オグリ」。劇中で、オグリが照⼿姫と惹かれあうところで、バラの花を贈るシーンや上
演各所でバラの花の装飾や演出が施され、来場者の皆様へ福岡県産のバラの⼀輪花配布などフラ
ワーバレンタインのPRを実施しました

●⽇ 時︓2⽉4⽇（⽕）夜の部（16時30分開演） 配布 20時30分〜21時00分
●場 所︓博多座（福岡市博多区下川端町2-1）
●内 容︓①終演後、観劇者の皆様へ福岡県産のバラの花を⼀輪プレゼント（1,400本）

②報道機関への囲み取材時にフラワーバレンタイン資料を配布（2/3）
③終演時に、館内放送にて来場者の皆様へフラワーバレンタインを告知（2/4）
④博多座グランドビジョン（5基）にフラワーバレンタイン無料掲載（2⽉1⽇〜14⽇ 3,920回）

●協 ⼒︓福岡県花卉農業協同組合ばら部会、⻄部毎⽇広告社
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コラボレーション企画【博多座】 2 フラワーバレンタイン2020

福岡県産のバラ⼀輪。初⽇公演。来館者プレゼント

2/3.4で消費拡⼤推進チームと市場部の皆様の
ご協⼒でFV特性スリーブに加⼯した1400本の
バラをエントランスに並べ、終演と同時に観劇者へ
プレゼントしました。バラを使った演出の相乗効果
で皆さん笑顔で受取っていただきました。
当⽇は博多座スタッフの⽅などもご協⼒いただき
スムーズに配布ができ、また、博多経済新聞の
取材及び掲載もあり、効果的なプロモーション
活動ができました

コラボレーション企画【博多座】 3 フラワーバレンタイン2020

当⽇の模様を博多座公式SNSでも配信

Facebook、Twitterで当⽇の様⼦をリアルタイムで配信。ご担当者によるとTwitterは通常200いいね
ぐらいですが、1700超えは初めてとのことで、関⼼の⾼さが伺えます
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コラボレーション企画【博多座】 4 フラワーバレンタイン2020

博多座グランドビジョンに「フラワーバレンタイン」ビジュアル無料掲載

オグリを観劇される⽅や地下鉄中洲川端駅を利⽤される⽅などへ「博多座グランドビジョン」にフラワーバレンタ
インのビジュアルを無料放映していただきました。期間は2/1-14 ⼤型ビジョンはじめ4基の柱サイネージの
15秒放映。3,920回の放映でした

コラボレーション企画【博多座】 ５ フラワーバレンタイン2020

博多経済新聞や博多座公式HPでもご紹介
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コラボレーション企画【ミリカローデン那珂川】 １ フラワーバレンタイン2020

ミリカローデン那珂川とのコラボ企画

那珂川市にある図書館やジム、ホール等の総合複合施設「ミリカローデン那珂川」のご協⼒により、福
岡県産のフラワーフォトスポットを設置。SNSとの連動によるメディアミックスを⾏い、那珂川市⺠の皆
様へフラワーバレンタインの訴求を⾏いました。

●期 間︓2⽉11⽇（⽕祝）〜14⽇（⾦）
●場 所︓ミリカローデン那珂川（那珂川市仲2-5-1）
●内 容︓福岡県産の花を使ったフラワーフォトスポットの設置（2/11〜14）
●協 ⼒︓花あふれるふくおか推進協議会・花urara

コラボレーション企画【ミリカローデン那珂川】 2 フラワーバレンタイン2020

福岡県産の花を使ったフラワーフォトスポット
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コラボレーション企画【ミリカローデン那珂川】 ３ フラワーバレンタイン2020

ミリカローデン那珂川公式SNSでフラワーバレンタインを紹介

館内の⾊んな場所で、フ
ラワーバレンタインポスター
を掲⽰いただきました。

ふくおかフラワーフェアPRイベント １ フラワーバレンタイン2020

ふくおかフラワーフェア

幅広い世代の⽅々に、福岡県の花の魅⼒や花のある暮らしの素晴らしさを知っていただき、消費拡⼤
を図るため「ふくおかフラワーフェア-」を開催。2020年は九花連福岡⼤会との併催。

●⽇ 時︓2⽉1⽇（⼟）11時〜17時30分
2⽉2⽇（⽇）10時〜17時00分

●会 場︓ソラリアプラザビル1F「ソラリアゼファ」
ソラリアターミナルビル1F「ライオン広場」

●内 容︓【会場︓ソラリアゼファ】
○2⽉1⽇（⼟）
・⼩学校フラワーアレンジメントコンテスト、表彰式
・福岡県フラワーデザイン品評会 決勝、表彰式
・⾼校⽣フラワーアレンジメントコンテスト 表彰式

○2⽉2⽇（⽇）
・九州花卉装飾選⼿権 決勝
・花いけバトル 7vs7
・花のプレゼント

【会場︓ライオン広場（2/1・2）】
・フラワーアレンジ教室（4回/⽇）有料
・⼀⾏メッセージ募集
・フラワーバレンタインPR
・ウィークエンドフラワーPR
・SNS映えする花あふれる記念撮影コーナー
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ふくおかフラワーフェアPRイベント ２ フラワーバレンタイン2020

フラワーバレンタインブース

フラワーバレンタインブースでは、フラワーバレンタインをイメージしたフォトスポットや「彼⼥にぴったりのお花
診断チャート」を⽤意し、6種類の花束を展⽰。また⼤切な⼈へ伝える「⼀⾏メッセージ」の募集も⾏われ2
⽇間で407通の募集がありました

ふくおかフラワーフェアPRイベント 3 フラワーバレンタイン2020

各メディアの取材やラジオパーソナリティによる告知も

事前PRでお伺いしたRKBラジオパーソナリティの⽅が来場されSNSに投稿いただいたり、JCOMや⻄⽇本
新聞社の取材、また2/1に岩⽥屋新館横で放送されているRKBラジオ「⼟曜ｄｅアミーゴ︕」に急遽ゲス
ト出演し、フラワーバレンタインやフラワーフェアのPRを⾏いました

RKBラジオ「笑売繁盛︕ウメ⼦⾷堂」⾨⾺良さん RKBラジオアナウンサー 富永倫⼦さん

JCOM福岡取材

RKBラジオ「⼟曜 ｄｅ アミーゴ︕」
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コラボレーション企画 【くまモン】 フラワーバレンタイン2020

きくちの花×フラワーバレンタイン×くまモン

昨年に引き続き、JA菊池花卉部会、マルキョウ原⽥店、フラワーバレンタイン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（⽕祝）11時30分
●場 所︓マルキョウ原⽥店（筑紫野市原⽥4丁⽬）
●主 催︓JA菊池花卉部会、福岡花市場、マルキョウ原⽥店、熊本県福岡事務所

コラボレーション企画【九州花き振興協議会】 フラワーバレンタイン2020

〜⼤切な⼈へ伝えよう〜「⼀⾏メッセージ」募集

いつもは⾔えない「ありがとう」を⼤切なあの⼈へ伝える「⼀⾏メッセージ」募集が今年もフラワーバレンタ
イン企画として実施いたしました。

●⽇ 時︓①2⽉1⽇（⼟）2⽇（⽇） ②2⽉7⽇（⾦）〜9⽇（⽇）
●場 所︓①ふくおかフラワーフェア会場（ライオン広場） 407通 ②⼩倉井筒屋本館1Fロビー 8通
●主 催︓九州花き振興協議会

ふくおかフラワーフェア会場

⼩倉井筒屋本館1Fロビー
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コラボレーション企画【九州花き卸売市場連合会⻘年部】 １ フラワーバレンタイン2020

九州市場連⻘年部異業種コラボ企画

異業種店舗の皆さまとフラワーバレンタイン啓発のコラボ企画を実施。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カップルおよびご夫婦対象に⼀輪花をプレゼントする企画を実施しました

●実施⽇︓2⽉14⽇（⾦）もしくはバレンタインPR期間
●店舗数︓福岡花市場・北九州花市場 35店舗
●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

コラボレーション企画【九州花き卸売市場連合会⻘年部】 ２ フラワーバレンタイン2020

福岡・北九州の花商様のご協⼒によりコラボ先への交渉や配達などを⾏っていただきました。キャンペーン当⽇には⼀輪花
と⼀緒に、お花引換券（クーポン券）がついたリーフレットも配布し、協⼒花店へ持参すると更にもう⼀輪 プレゼントす
る企画も実施しました ■福岡花市場対応

コラボ店舗名 住所 実施⽇
1 博多空気椅⼦酒場 輝 福岡市中央区渡辺通2-3-1 三⾓市場内 2/14（⾦）
2 博多炉端飯 恵⽐寿九じら 福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館1Ｆ 2/14（⾦）
3 薬院⼤衆⾁酒場 ヤカン 福岡市中央区渡辺通2-3-31 2/14（⾦）
4 bell Dining 福岡市中央区渡辺通2-3-2 三⾓市場⼊⼝ 2/14（⾦）
5 博多もつ鍋 しば⽥ 福岡市中央区渡辺通2-9-9 モアナ渡辺通ビル2Ｆ 2/14（⾦）
6 紅蓉軒 福岡市中央区春吉2-12-16 2/14（⾦）
7 極味や⻄新駅前 福岡市早良区⻄新4-9-18-8 2/14（⾦）
8 眼鏡市場 福岡⻄新店 福岡市早良区⻄新4-9-23 2/14（⾦）
9 ⼿作りキッチン奈綸の店 福岡市早良区⻄新4-8-34 SAZA21ビル202 2/14（⾦）
10 ラウンジマリアクィーン 福岡市早良区⻄新4-8-36 2/14（⾦）
11 居酒屋いっすい 福岡市早良区⻄新5-2-32 1F 2/14（⾦）
12 琥珀 福岡市早良区⻄新1-11-28 1F 2/14（⾦）
13 ROJIURA BAKERY⿊⾨店 福岡市早良区⻄新5-6-5 2/14（⾦）
14 よねしま⻭科・矯正⻭科 福岡市中央区⿃飼1-4-31 コンドミニアム⽥代1F 2/14（⾦）
15 ⽇産プリンス福岡販売株式会社マリノア店 福岡市⻄区⼩⼾1丁⽬３４－３０ 2/14（⾦）
16 ピンクフラミンゴ （バー） 福岡市早良区⻄新４丁⽬９－１７３ 2/14（⾦）
17 ギャラリーレストランBuono 直⽅市古町１０－２０ 2/14（⾦）
18 農家の⾷卓 直⽅市⼤字下新⼊１７９６－４ 2/14（⾦）
19 たかしまえんＣａｆé 直⽅市⼤字下新⼊１６４９ 2/14（⾦）
20 NIYOL COFFEE 福岡市早良区祖原14-21 2/14（⾦）
21 Cernia 福岡市中央区今泉1-3-1 2/14（⾦）
22 欧⾵懐⽯ 勝 ⼤野城市⼄⾦台3-1-32 2/14（⾦）
23 ＭＫレストラン 姪浜店 福岡市⻄区内浜１丁⽬７ウェストコート姪浜内 2/14（⾦）
24 アイズトータルボディステーション＆アイズスポーツ整⾻院 福岡市⻄区内浜１丁⽬７ウェストコート姪浜内 2/14（⾦）
25 ブラボークライミング福岡⻄ 福岡市⻄区内浜１丁⽬７ウェストコート姪浜内 2/14（⾦）
26 ココカラファイン 姪浜店 福岡市⻄区内浜１丁⽬７ウェストコート姪浜内 2/14（⾦）
27 クック・チャム ウエストコート姪浜店 福岡市⻄区内浜１丁⽬７ウェストコート姪浜内 2/14（⾦）
28 eatxeat 福岡市中央区⼩笹１－４－１７ 2/14（⾦）
29 福岡銀⾏ 善導寺⽀店 久留⽶市善導寺町島飯⽥６３１－１ 2/14（⾦）
30 シャンドレ 久留⽶市善導寺町⽊塚３３８－３ 2/14（⾦） 87
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コラボレーション企画【九州花き卸売市場連合会⻘年部】 ３ フラワーバレンタイン2020

■北九州花市場対応

■お花引換券付リーフレット

31 喜酒快膳 夢⽞ 北九州市⼩倉北区京町2-1-4伊賀ビル 2/14（⾦）
32 Michikusa Fika 北九州市若松区本町2丁⽬3-23-２F 2/14（⾦）
33 TANTO TANTO 北九州市⼩倉北区⼤⼿町3-1 2/14（⾦）
34 Live & Dining Bar Casablanca 北九州市⼩倉北区 堺町 1-3-6 2/14（⾦）
35 CAFE&BAR MAKESMOON 北九州市⼋幡⻄区浅川学園台3-18-10-101 2/14（⾦）

コラボレーション企画【九州花き卸売市場連合会⻘年部】 4 フラワーバレンタイン2020

コラボ企画店舗様のSNSやHPにもフラワーバレンタインのPRを⾏っていただきました
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⾃主企画イベント【アレンジメント教室】 １ フラワーバレンタイン2020

ハッピーバレンタイン♪宮崎のお花でアレンジメント教室

NPO法⼈WingWingでは、幼児から⼩学⽣を中⼼とした体験プログラムを実施し、⼦供たちの創造
⼒や情緒を豊かにする活動を実施しております。今回、お花を使いバレンタインに合わせたアレンジメン
ト教室の実施を⾃主企画で⾏っていただきました

●実施⽇︓2⽉11⽇（⽕祝）
●時 間︓①14時30分〜 ②15時45分 各18名
●場 所︓まちスポ福岡東（福岡市東区下原ブランチ福岡下原2F）
●参加費︓500円
●講 師︓JA宮崎経済連 河村良⼦さん
●内 容︓宮崎県で⽣産された花を使ったアレンジメント教室
●対 象︓2歳（親⼦参加）〜⼩学⽣

⾃主企画イベント【アレンジメント教室】 ２ フラワーバレンタイン2020

花urara×Jackʼs Garage フラワーバレンタインBOXアレンジメント教室

那珂川市にある花uraraさんでは、バレンタインに⼤切な⼈に花を贈る男性を那珂川市に広めたいとの
想いから、シマイタをモチーフにしたオリジナルファッションの販売を⾏っているジャックスガレージさんとコラボ
したフラワーバレンタイン仕様のBOXアレンジメント教室を開催しました
●実施⽇︓2⽉13⽇（⽊）
●時 間︓19時30分〜21時00分
●場 所︓Jackʼs Garage（那珂川市⽚縄）
●参加費︓3,000円（ホットドック。コーヒー付）
●講 師︓花urara
●内 容︓BOXアレンジメント
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⾃主企画イベント【アレンジメント教室】 ３ フラワーバレンタイン2020

フラワーバレンタイン⽤⼤⼈⽤ブーケ製作（男性限定）

花匠さんでは、バレンタインは男性から⼥性へ花を気軽に贈る⽂化を根付かしたいと、男性限定の⼤
⼈のブーケ製作教室を実施。お酒でも軽く飲みながら愛する⼈を想いながら、ブーケ作りを⾏いました

●実施⽇︓2⽉12⽇（⽔）20時〜
●場 所︓Le_magnolia（福岡市中央区桜坂）
●参加費︓6,000円
●申 込︓Instagram のDM より【@hanasho_1985】

⾃主企画イベント【福津市・宗像市 農産物直売所】 4 フラワーバレンタイン2020

フラワーバレンタインinふくつ＆むなかた

宗像地区直販施設連絡協議会（事務局︓北筑前普及指導センター）では、フラワーバレンタイン
イベントを盛り上げようと⽣産者によるフラワーアレンジメント体験や切花・アレンジメント販売・ハーバリ
ウム体験教室などを開催しました
●実施⽇︓2⽉8⽇（⼟）〜14⽇（⾦）
●場 所︓ふれあい広場ふくま、とれとれプラザかのこの⾥、農産物直売所ほたるの⾥、あんずの⾥市、道の駅むなかた
●内 容︓フラワーバレンタイン⽤の切花やアレンジメント販売、ワークショップを開催。

・2/8（⼟）あんずの⾥市でハーバリウム教室開催 定員10 名／参加料︓1,500 円
・2/8（⼟）JA むなかた河東⽀店（ほたるの⾥横）アレンジメント教室

時間︓①13 時 ②15 時 定員 各20 名／参加料︓1,200 円

90

【福岡県】福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム



⾃主企画イベント【JA福岡市 農産物直売所】 ５ フラワーバレンタイン2020

フラワーバレンタインPR

JA福岡市直売所「博多じょうもんさん」もフラワーバレンタインプロモーション活動にご協⼒いただきました

●実施⽇︓2⽉1⽇（⼟）〜14⽇（⾦）
●場 所︓①博多じょうもんさん⽇佐市場（福岡市南区的場1-23-23）

②博多じょうもんさん花畑市場（福岡市南区柏原1丁⽬1-42）
③博多じょうもんさん⼊部市場（福岡市早良区東⼊部6丁⽬18-3）
④博多じょうもんさん福重市場（福岡市⻄区福重1-16-6）
⑤博多じょうもんさん周船寺市場（福岡市⻄区周船寺1-7-1）

福岡県花き園芸連合会カーネーション部会 フラワーバレンタイン2020

フラワーバレンタインPR

福岡県花き園芸連合会カーネーション部会では、2⽉7⽇（⾦）に⾏われた品評会に出品されたカー
ネーションを福岡県庁１階ロビーに展⽰。また「フラワーバレンタイン」のPRを兼ねて、カーネ―ションを
使ったアレンジも同時に飾りました

●実施⽇︓2⽉10⽇（⽉）〜14⽇（⾦）
●場 所︓福岡県庁1Fロビー
●主 催︓福岡県花き園芸連合会カーネーション部会
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メディアプロモーション 1 フラワーバレンタイン2020

福岡県内のメディアプロモーションは、ふくおかフラワーフェア・九花連福岡⼤会が2⽉1⽇・2⽇に合同開催により、
バレンタインの時期も近いことからメディアへのアプローチがスムーズに⾏え、また取材等のお問合せが多く、媒体数
および、紹介数も過去最⾼となり、10周年に相応しい内容となりました。
特に、博多座グランドビジョンでの放映やテレビ・ラジオの露出が突出、また年々SNSを活⽤したプロモーション活動は
今後もっとも重要な媒体となります。

2017年 2018年 2019年 2020年
媒体数︓40 媒体数︓41 媒体数︓38 媒体数︓59
紹介数︓83 紹介数︓58 紹介数︓41 紹介数︓3,981

メディアプロモーション【TV・ラジオ】 ２ フラワーバレンタイン2020

NHK福岡放送「はっけんTV」 NHK福岡放送「宣伝隊」 LOVE FM「Top of the Morning」

RKB今⽇感テレビ RKBラジオ「インサイト」 92
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メディアプロモーション【TV・ラジオ】 ２ フラワーバレンタイン2020

RKBラジオ「⼤庭宗⼀博多熱⾵塾」 RKBラジオ「笑売繁盛︕ウメ⼦⾷堂」 RKBラジオ「⼟曜 ｄｅ アミーゴ︕」

JCOM福岡「デイリーニュース」 KBCラジオ「⼩柳有紀の朝はのんびり」

メディアプロモーション【TV・ラジオ】 ３ フラワーバレンタイン2020

FM福岡 ⻄⽇本シティ銀⾏「教えてコンシェルジュ」

KBCアサデス。30秒PRKBCTVニュース

RKB今⽇感モーニング
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メディアプロモーション【⽣産者からのアプローチ】 ４ フラワーバレンタイン2020

JAみなみ筑後花き部会では、普段からお世話になっていますJAみなみ筑後の⼥性職員の皆様へ感謝
の気持ちを込め花束を贈呈する企画を実施。その模様をNHK福岡放送のニュースでご紹介いただきま
した

メディアプロモーション【⽣産者からのアプローチ】 5
フラワーバレンタイン2020直⽅市の洋ラン⽣産者「たかしまえん」では、今の時期の洋ランの管理⽅法やフラワーバレンタインの贈

り物として洋ランのPRをRKB今⽇感モーニングでご出演いただきました
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メディアプロモーション【新聞】 6 フラワーバレンタイン2020

⻄⽇本新聞筑豊版

⻄⽇本新聞北九州京築版

メディアプロモーション ７【新聞折込広告】

フラワーバレンタイン2020

福岡三越折込広告
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メディアプロモーション ８ 【HP・SNS等】 フラワーバレンタイン2020

福岡三越公式HP 天神サイトHP

博多経済新聞 Walker+

メディアプロモーション 9 【HP・SNS等】 フラワーバレンタイン2020

トラベルバリュー Gooイベント情報 ウェストコート姪浜SNS

⼀⼈⼀花運動公式HP

⼀⼈⼀花運動公式SNS

福岡三越公式SNS 福岡ニュースSNS 96
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メディアプロモーション 10 【HP・SNS等】 フラワーバレンタイン2020

⼀⼈⼀花公式facebook

博多座公式facebook ⼩倉井筒屋公式SNS ⼩倉井筒屋SNS

⼀⼈⼀花公式Twitterミリカローデン那珂川SNS

メディアプロモーション 10 【PR実績⼀覧】 フラワーバレンタイン2020

No 媒体 ⽇時 内容
1

テ
レ
ビ

NHKはっけんTV 1⽉29⽇（⽔）11時55分〜30秒 宣伝隊（30秒PR）
2 NHKはっけんTV 2⽉5⽇（⽔）11時45分〜55分 ダリアを使ったフラワーバレンタインPR

3 NHK福岡放送 2⽉12⽇（⽔）20時55分〜1分間 JAみなみ筑後花き部会の皆様から⼥性職員へプレゼント企
画

4 RKBラジオ「インサイト」 2⽉7⽇（⾦）8時20分〜7分 フラワーバレンタインPR プレゼント企画3名様
5 RKB今⽇感テレビ 2⽉7⽇（⾦）15時30分 フラワーバレンタインPR プレゼント企画10名様
6 RKB今⽇感モーニング 2⽉12⽇（⽔）10時〜5分間 たかしまえん中継・洋ラン紹介・フラワーバレンタインPR
7 JCOM福岡「デイリーニュース」 2⽉4⽇（⽕）①21時②22時③23時④翌7時 ふくおかフラワーフェア・フラワーバレンタインPR
8 KBCTVニュース 2⽉9⽇（⽇）15時20分〜1分間 ⼩倉井筒屋フラワーバレンタインアレンジメント教室
9 KBCアサデス。 2⽉3⽇（⽉）7時30分 宣伝隊出演・30秒PR
10

ラ
ジ
オ

RKBラジオ「⼤庭宗⼀博多熱⾵塾」 1⽉26⽇（⽇）19時30分〜10分 フラワーバレンタインPR・ふくおかフラワーフェアPR
11 RKBラジオ「歌のない歌謡曲」 1⽉29⽇（⽔）6時50分〜1分間 フラワーバレンタインPR
12 RKBラジオ「笑売繁盛︕ウメ⼦⾷堂」 1⽉28⽇（⽕）10時20分〜6分間 フラワーバレンタインPR・ふくおかフラワーフェアPR
13 RKBラジオ「⼟曜 ｄｅ アミーゴ︕」 2⽉1⽇（⼟）14時15分〜7分間 フラワーバレンタインPR・ふくおかフラワーフェアPR
14 RKBラジオ「電リクじゃんけん」 2⽉8⽇（⼟）11時50分 花コーナーで紹介（5分）
15 KBCラジオニュース 2⽉9⽇（⽇）15時55分〜1分間 ⼩倉井筒屋フラワーバレンタインアレンジメント教室
16 KBCラジオ「⼩柳有紀の朝はのんびり」 2⽉2⽇（⽇）11時〜10分間 フラワーバレンタインPR
17 LOVE FM「Top of the Morning」 2⽉3⽇（⽉）9時10分〜10分 フラワーバレンタインPR・プレゼント企画告知
18 FM福岡 1⽉31⽇（⾦）13時00分〜30分 1分間紹介 ⻄⽇本シティ銀⾏「教えてコンシェルジュ」にて紹介
19

新
聞

⻄⽇本新聞 2⽉2⽇（⽇）朝刊 ふくおかフラワーフェア・フラワーバレンタイン
20 ⻄⽇本新聞北九州京築版 2⽉7⽇（⾦） FV⼩倉井筒屋イベント情報
21 ⻄⽇本新聞筑豊版 2⽉13⽇（⽊） FV異業種コラボ企画紹介
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メディアプロモーション 【PR実績⼀覧】続き フラワーバレンタイン2020

22 折込 福岡三越チラシ 2⽉5⽇（⽔） 新聞折込および会場内配布150万部

23

HP

・SNS

福岡三越HP 1⽉17⽇（⾦）〜 フラワーバレンタイン×ジョルジュマルソー企画掲載

24 福岡三越公式Instagram 2⽉1⽇（⼟）〜 フラワーライオン像

25 福岡三越公式LINE 2⽉1⽇（⼟）〜 フラワーライオン像

26 福岡三越公式Instagram 2⽉7⽇（⾦）〜 フラワーチーフ、カーネーションプレゼント企画

27 福岡三越公式LINE 2⽉7⽇（⾦）〜 フラワーチーフ、カーネーションプレゼント企画

28 ウェストコート姪浜公式HP 1⽉27⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⾦） フラワーバレンタイン企画掲載

29 井筒屋HP 1⽉21⽇（⽕）〜24⽇（⾦） フラワーバレンタインフラワーアレンジメント教室募集

30 井筒屋公式LINE 1⽉21⽇（⽕）〜24⽇（⾦） フラワーバレンタインフラワーアレンジメント教室募集

31 LOVE FM 公式 Twitter 2⽉3⽇（⽉） Top of the Morningゲスト出演の紹介

32 RKBラジオ公式Facebook 1⽉26⽇（⽇） ⼤庭宗⼀博多熱⾵塾ゲスト出演の紹介

33 RKBラジオ公式Facebook 1⽉28⽇（⽕） 笑売繁盛︕ウメ⼦⾷堂ゲスト出演の紹介

34 RKBラジオ公式twitter 2⽉1⽇（⼟） ⼟曜 ｄｅ アミーゴ︕ゲスト出演の紹介

35 天神サイト 1⽉13⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⾦） イベント情報及びプレゼント企画

36 天神サイト公式facebook 1⽉13⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⾦） イベント情報及びプレゼント企画

37 天神サイト公式twitter 1⽉13⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⾦） イベント情報及びプレゼント企画

38 天神サイト公式instagram 1⽉13⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⾦） イベント情報及びプレゼント企画

39 博多座公式HP 1⽉6⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⾦） バラプレゼント告知

40 博多座公式facebook 2⽉4⽇（⽕） バラサンプリング情報

41

HP

・SNS

博多座公式twitter 2⽉4⽇（⽕） バラサンプリング情報
42 博多座公式instagram 2⽉4⽇（⽕） バラサンプリング情報
43 yahooニュース 2⽉5⽇（⽔）〜 博多座フラワーバレンタイン及びサンブリング取材
44 Gooニュース 2⽉5⽇（⽔）〜 博多座フラワーバレンタイン及びサンブリング取材
45 SmartNews 2⽉5⽇（⽔）〜 博多座フラワーバレンタイン及びサンブリング取材
46 ｄmenu 2⽉5⽇（⽔）〜 博多座フラワーバレンタイン及びサンブリング取材
47 LINE NEWS 2⽉5⽇（⽔）〜 博多座フラワーバレンタイン及びサンブリング取材
48 ⼦どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」 1⽉13⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⾦） イベント情報
49 九州Waker+ 1⽉13⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⾦） イベント情報
50 Goo地図 1⽉13⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⾦） イベント情報
51 トラベルバリュー 1⽉13⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⾦） イベント情報
52 ⼀⼈⼀花運動公式HP 1⽉24⽇（⾦）〜2⽉14⽇（⾦） フラワーバレンタイン、ふくおかフラワーフェア情報
53 ⼀⼈⼀花運動公式facebook 1⽉24⽇（⾦）〜2⽉14⽇（⾦） フラワーバレンタイン、ふくおかフラワーフェア情報
54 ⼀⼈⼀花運動公式twitter 1⽉24⽇（⾦）〜2⽉14⽇（⾦） フラワーバレンタイン、ふくおかフラワーフェア情報
55 ⼀⼈⼀花運動公式Instagram 1⽉24⽇（⾦）〜2⽉14⽇（⾦） フラワーバレンタイン、ふくおかフラワーフェア情報
56 博多経済新聞 2⽉5⽇（⽔）〜 博多座フラワーバレンタイン及びサンブリング取材
57 みんなの経済新聞 2⽉5⽇（⽔）〜 博多座フラワーバレンタイン及びサンブリング取材
58 ⻄⽇本新聞HP 2⽉2⽇（⽇）〜 ふくおかフラワーフェア・フラワーバレンタイン

59 看板 博多座グランドビジョン 2⽉1⽇（⾦）〜2⽉14⽇（⾦）
8︓00〜22︓00

FVビジュアル掲載（15秒）1⽇280回（5⾯）
×14⽇＝3,920回紹介

98

【福岡県】福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム



２/14 当⽇の花店の様⼦ フラワーバレンタイン2020

⻘⼭フラワーマーケット博多阪急店

●時間︓18時〜19時

男性客で賑わっており、多い時で
レジカウンターから20名のお客様
が並ばれていました。

協⼒団体・社名・個⼈⼀覧 フラワーバレンタイン2020

九州農政局
九州花き振興協議会
九州⽣花商団体連合会
九州花き卸売市場連合会
福岡県花き園芸連合会
花あふれるふくおか推進協議会
福岡市⼀⼈⼀花推進課
花の国⽇本協議会
福岡花商協同組合
北九州⽣花商協同組合
花ののぐち
花物語
花urara
花匠
Cai
むさしや
花の店 花扇
タントフィオーレ
フラワー TEN
flowershop YUCa
平⽥ナーセリー
⼭本⽣花店
若松花のチモト
FREEDAM
フローラルポート
初恋花
幸せを運ぶお花屋さんＣｌｏｖｅｒ
Hibiya-Kadan Style 福岡三越店
岩⽥屋三越（福岡三越）

ジョルジュマルソー
博多座
⻄部毎⽇広告社
北⼭興産（ウェストコート姪浜）
ポジティブプラス
⼩倉井筒屋
ジャックスガレージ
ミリカローデン那珂川
マルキョウ原⽥店
熊本県経済連
JA菊池花卉部会
熊本県福岡事務所
福岡県花き流通センター
宗像地区直販施設連絡協議会
JA福岡市
JAみなみ筑後ダリアリキュウソウ研究会
たかしまえん
NPO WingWing
今村敦⼦
⼩柳有紀
NHK福岡放送
NHKプラネット九州
RKB毎⽇放送
KBC九州朝⽇放送
FM福岡
LOVE FM
天神サイト
⻄⽇本新聞社
九州インタークロスメディア 99
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【⼤分県⼤分市】⼤分県花き産業振興協議会

企画
1⽉24⽇（⾦）17時より⼤分駅前広場にて通勤途中の男性を中⼼に、⼤分県産スイート
ピーの花束400束・⼤分県産鉢もの100鉢とお花引換クーポン付チラシを合わせて配布。
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した。

■実施期間 1⽉24⽇（⾦）
■実施場所 複合商業施設 ⼤分ＯＰＡ
■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・⼤分園芸花商組合・ＪＡ花き販売対策協議会

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、市場と花き⼩売
店が協⼒して製作。⼣⽅の配布には全農、県農協、市場、花商組合、県の約30名が参
加した。17時より配布を始め、１時間⾜らずで終了した。
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【⼤分県⼤分市】⼤分県花き産業振興協議会

企画
フラワーバレンタインのＰＲのため、写真撮影ができる巨⼤オブジェを展⽰。
⼤分県産のスイートピーやアルストロメリア等を⼤量に使い、思わず写真を撮りたく
なるスポットを作った。SNSに#フラワーバレンタイン⼤分をつけて投稿すると素敵な
フラワーアレンジをプレゼントする企画も⾏い、多数の投稿がSNSにあがった。

■実施期間 1⽉17⽇（⾦）〜1⽉31⽇（⾦）・2⽉9⽇（⽇）〜2⽉14⽇（⾦）
■実施場所 複合商業施設 ⼤分ＯＰＡ・⼤分県総合⽂化センターアトリウムプラザ
■実施内容 フラワーバレンタインＰＲ⽤巨⼤オブジェの展⽰。
■主催団体 ⼤分県花き産業振興協議会・⼤分県・⼤分園芸花市場

⼤分園芸花商組合

展⽰⽇程
1/17~19 ⼤分県総合⽂化センターアトリウムプラザ
1/20~1/31 ⼤分ＯＰＡ
1/24 ⼤分県庁 応接室（知事に花束贈呈時にOPAから移動）
2/9 ＪＡおおいた本店 HODGEPODGE STATION イベント会場
2/10~2/14 ⼤分ＯＰＡ
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【⼤分県⼤分市】九州花き卸売市場連合会・⼤分園芸花市場

企画
2⽉8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8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店舗の飲⾷店などの異業種店に合計800束を提供
※花材・資材 ⼤分県産スイートピー2,200本・キープフラワー(⼩袋)・リボンなど
※製作 2⽉7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6回⽬の実施となり、
認知度も⾼まった。参加店としても毎年恒例のバレンタインイベントとしてお店独⾃の
企画とタッグを組むことが定番化してきた。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。

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
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【⼤分県⼤分市】⼤分県花き産業振興協議会

企画
1⽉24⽇（⾦）⼤分県庁へ表敬訪問。広瀬勝貞⼤分県知事へ愛妻の⽇、フラワーバレン
タイン、ホワイトデーの「３ＬＯＶＥ ＳＴＯＲＩＥＳ」をＰＲし、花束を贈呈した。
フラワーバレンタイン⽤に製作した巨⼤オブジェで⼀緒に写真撮影をした。
他、副知事・農林⽔産部⻑にも同様に花束を贈呈した。（写真中央が広瀬⼤分県知事）

■実施期間 1⽉24⽇（⾦）
■実施場所 ⼤分県庁
■実施内容 ⼤分県知事・副知事・農林⽔産部⻑へ⼤分県産スイートピーの花束を贈呈
■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・⼤分園芸花商組合・ＪＡ花き販売対策協議会
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イベントの新聞取材や、⼤分園芸花市場菊⾕社⻑
⾃らTV番組でPR、街中の⼤型デジタルサイネージ
での告知など、積極的なPR︕︕



【⼤分県全域】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71店の店名が掲載され、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1.2万枚、配布場所は⼤分県全域
配布⽅法は⼤分駅前の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、花店近隣の異業種店など。
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、という効果も得られた。

「フラワーバレンタイン⼤分」LINEページ開設
お花引き換えクーポンとイベントのお知らせをLINE友だちに配信。
チラシが⼿に⼊りにくい地域の住⺠や若者にも使ってもらえるよう企画した。

■実施期間 1⽉下旬〜3⽉14⽇
■実施場所 ⼤分県全域の協⼒花店71店舗
■実施内容 お花引換券付きチラシを県内全域に配布及びLINEページ開設
■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

104

クーポン付きチラシ1.2万枚

LINE友だち限定クーポン



【⼤分県⼤分市】⼤分園芸花市場

企画
「こんなコラボ⾒たことない︕」JAおおいたが本気のコラボレーションに初挑戦。
JAおおいたの農畜産物を使った、このイベントでしか⾷べられないかもしれない料理や
様々なコラボイベントを企画。⼤分県産の花をPRしつつフラワーバレンタインのPR︕
内容
●フラワーバレンタイン巨⼤オブジェ設置。オブジェで写真を撮りその場でハッシュタグ
をつけてSNSに投稿するとクジ引きに参加できる。フラワーアレンジなどが当たる。
●フラワーバレンタイン「感謝の気持ちを花束と⼀緒に」をテーマに⼀⾏メッセージを
記⼊すると花⼀輪プレゼント。100通以上のメッセージが集まった。
●販売ブースに出店（⼤分市 ピースガーデン）300円〜の花束やアレンジメントを販売。
●フラワーバレンタイン寄せ植えアレンジ教室の開催
⼤分園芸鉢もの植⽊組合が楽しく為になる寄せ植え教室を開催した。⽔やりの原理や意味、
植えるコツなどわかりやすく解説。

■実施期間 2⽉9⽇（⽇）
■実施場所 JAおおいた本店
■実施内容 JAおおいた×飲⾷他異業種×フラワーバレンタインのコラボイベント
■参加団体 JAおおいた×ブラックカンパニー×フラワーバレンタイン⼤分チーム
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その他⼦供神楽や吹奏楽の演奏等様々な
コラボイベントが開催。飲⾷ブースコーナー
には⼤分県内の⼈気のカフェ他飲⾷店が11店
が出店。使⽤する⾷材はクジ引きで決まり、
その⼤分県産⾷材を使った限定商品やお弁当
に⼈気が集まった。お弁当のご飯はＪＡ⼥性
部が炊き⽴てを振舞うなど若い⼥性や家族連
れに⼤好評だった。初めての開催だったが予
想を上回る1200名の来場者で賑わった。



■実施期間 2⽉14⽇（⾦）
■実施場所 豊後⾼⽥市役所(本庁、真⽟⽀所）、

JAおおいた北部事業部（豊後⾼⽥⽀店、真⽟⽀店）4ヶ所
■実施内容 『フラワーバレンタイン♪』〜⾊とりどりのスイートピーを無料配布〜
■主催団体 ＪＡおおいた北部事業部豊後⾼⽥花き部会⻘年部「花縁の会」 、

豊後⾼⽥市農業ブランド推進課

【⼤分県豊後⾼⽥市】JAおおいた北部事業部
豊後⾼⽥花き部会⻘年部「花縁の会」

2/14、市役所⾼⽥庁舎、ＪＡおおいた北部事業部豊後⾼⽥⽀店等市内４か所で、スイー
トピーを無料で配布する「フラワーバレンタイン」が⾏われました。
豊後⾼⽥市内でスイートピー、カスミソウを⽣産していることを知ってもらう、花贈り
の習慣を広め、花の消費拡⼤に繋げるためのＰＲ活動として、ＪＡおおいた北部事業部
豊後⾼⽥花き部会⻘年部「花縁の会」（⼟⾕晋治 会⻑）の主催で実施されました。
スイートピーは今が最盛期。前⽇はメンバー総出で、ピンク・⻩⾊・⽔⾊・紫・緑など
⾊とりどりの12種類から、5本のスイートピーとカスミソウを1束にラッピングしたミニ
花束（160束）をつくり配布の準備を⾏いました。

配布当⽇、花束を受け取った⼥性は「スイートピーは⾊が豊富できれいですね。嬉しいで
す」と笑顔で話してくれました。また「家に持って帰って妻に渡します」と、花束を⼿に
取る男性の姿がありました。

豊後⾼⽥市ホームページ引⽤ https://www.city.bungotakada.oita.jp
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【ご参照】SNS投稿より〜⻑崎県諫早市

例年開催されている
フラワーバレンタインイベント
諫早市公式サイトによると
リピーターも多い⼈気のイベントだそう。

協⼒︓
JAながさき県央諫早カーネーション部会
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【ご参照】SNS投稿より〜全国各地のPRイベント

浜松PCガーベラ
はままつフラワー―パーク

1ヶ⽉の展⽰＆アレンジ教室
恒例のフラワーウォーク in 浜松︕

静岡県浜松市
FV展⽰、アレンジ教室、フラワーウォーク
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【ご参照】SNS投稿より〜全国各地のPRイベント

⿃取県⽶⼦市
フラワーバレンタインフォトスポット︕

豊橋市×⽥原市×豊川市 対抗
⼈気フラワー選⼿権 in 豊橋駅

福岡県久留⽶市
久留⽶花卉農協×地元飲⾷店コラボ企画


