
7．全国のPRイベント
※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。
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【宮城県仙台市】宮城県花と緑普及促進協議会

花っていいよね。フラワーウォーク
（１）宮城県⾏政庁舎ロビーにおける花の販売
（バレンタインデーに向けたいちご＆花の販売会）
花きと同じく新型コロナウィルス感染症の影響を受けている県内の観光いちご農園との
コラボレーションにより、⼀般来庁者等を対象に県庁のロビーで県産花きの販売会を実
施し、「バレンタインデーの花贈り」をＰＲした。

■実施期間 2021年２⽉９⽇（⽕）〜２⽉１２⽇（⾦）
■実施場所 宮城県庁・仙台市役所・全農みやぎ
■実施内容 購⼊した花を帰宅道中に持ち歩いて頂くことで、県⺠の⽅々が花に関⼼を

持ち、親しむ機会を作り、花の消費拡⼤を⽬指す。
■主催団体 宮城県花と緑普及促進協議会

（２）事前注⽂形式による花の販売
宮城県庁のほか、仙台市、全国農業協同組合連合会宮城県
本部に御協⼒を頂き、職員を対象とした花きの事前注⽂販
売を実施。購⼊した職員は「みやぎの花」のステッカーを
付けた県産花きを帰宅時に持って歩き、周囲の⼈に県産花
きの魅⼒を発信した。

地元テレビ局３社から取材があり
ニュースで紹介頂いた
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■実施期間 2021年2⽉1⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⽇）
■実施場所 ⽔⼾駅ビル「エクセル」
■実施内容 ①県産花きの需要拡⼤に向けたイベント開催

②県産花きの需要拡⼤に向けたPR動画作成
■主催団体 いばらき花プロジェクト

●⽔⼾駅ビルエクセル本館2Fエントランス（右側）︓「フラワーバレンタインオブジェ」

フラワーバレンタイン2021 in ⽔⼾
1.県産花きの需要拡⼤に向けたイベント開催
(1)フラワーバレンタインイベントの企画、会場

●⽔⼾駅ビルエクセル本館3F
エスカレーター脇テナントスペース

①「県内花店による
フラワーバレンタインに贈る花展⽰」

県内花店によるフラワーバレンタインの花贈りを
テーマにしたアレンジメント、花束を展⽰。花が
多彩にあることを知っていただき、実際に花を贈
る時の参考にしていただく。

②「春の花で装飾」
「アトリエキッズダム絵画展⽰」

花贈りを喚起するオブジェ等の制作、フラワーバ
レンタインをイメージし花をふんだんに使⽤した
装飾。また、⽔⼾市内の「アトリエキッズダム」
の⼦供たちによるフラワーバレンタインに寄せた
絵画等を展⽰。

③「フラワーセラピー紹介コーナー」
フラワーセラピーを通して、花の癒やし効果を紹
介。花はメンタルにも⼤きな効能があることを知
ってもらい1輪でも気軽に花を購⼊していただく
⼀助に。

【茨城県⽔⼾市】いばらき花プロジェクト
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オブジェ全体像

◯デザインフローリストカトレア 君島啓⼀⽒

(2) PRチラシの作成及び配付
花の国⽇本協議会のポスター20枚、チラシ500枚及びいばらき花プロジェクトで独⾃に
作成したチラシ1000枚を、エクセル等に配付し、イベントの広報活動を⾏った。



●3階メイン会場をフラワーバレンタインのイメージで装飾
「春の花で装飾」及び「アトリエキッズダム絵画展⽰」を実施した。たくさんの⽅に⾒て
いただき⼤変好評だった。

【春の花で装飾】
◯展⽰作品

フラワーフレーム ︓ 1点
フラワーカーペット ︓ 1点
グラスシリンダー活け込み︓ 10点
アレンジメント ︓ 15点
鉢植え ︓ 36点
バレンタインポット ︓ 5点
春の枝物(⼤型シリンダー)︓ 1点

◯デザイン担当
・トツカフローリスト ⾼岡 裕⼦⽒
・花の店サトー 佐藤 慶貴⽒
・花かんざし 畠⼭ 元気⽒
・花咲 榊原 恵⼦⽒

フラワーフレーム

フラワーカーペット アレンジメント
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バレンタインポット バレンタインポット バレンタインポット

装飾（遠景）

【茨城県⽔⼾市】いばらき花プロジェクト



【県内花店による贈り物展⽰】

「県内花店による贈り物展⽰」を実施。いろいろな個性のある作品に多くの⽅が興味を⽰さ
れた。また展⽰品にも関わらず、その場で販売希望のお客様が多数いらっしゃった。

◯フラワーバレンタイン展⽰作品 アレンジメント︓11点、花束︓5点

◯参加花店
花の店サトー、フローリストサトー、トツカフローリスト、フローリストカトレア、
憧れ（花のアトリエ）、STYLEdeSTYLE、フラワーアトリエねむの⽊、Fleuri（フルリ）、
Foglio（フォリオ）、フラワーハウスワタナベ、花わたひき、花と果実の店キウチ、
花かんざしflower shop、花咲 計14店
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花かんざしさんの
ブログ記事より⇒

【茨城県⽔⼾市】いばらき花プロジェクト



【⼼に効く花セラピー】

「⼼に効く花セラピー」を展⽰。多
くの⽅に興味を持っていただいた。

◯展⽰作品
パネル ︓2枚
アレンジメント︓2点
⼀輪挿し ︓5点

◯デザイン
花セラピスト 根本 ⿇貴⼦ ⽒

【アトリエキッズダム絵画展⽰】

◯展⽰作品
ハート型のフラワー⼯作 ︓2点
フラワーバレンタイン絵画︓約70点

◯デザイン担当
アトリエキッズダムの皆様
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【茨城県⽔⼾市】いばらき花プロジェクト



2.県産花きの需要拡⼤に向けたPR動画作成

①PR動画の企画及び取材計画の作成
茨城県内では多くの花き⽣産が⾏われているにも関わらず、県⺠への認知度は低い。
フラワーバレンタインで繋がりのある⽣産者をイベントで紹介し、より県産の花の消費に
繋げていく。

◯動画取材、編集、制作︓ R-one ⽯森 礼⼦ ⽒

②県内花き⽣産者への取材
次の計8名の⽣産者へ取材を⾏った。

・⻑⾕川園芸（⽯岡市真家）チューリップ ︓⻑⾕川 正 様、⻑⾕川 正博 様（ご⼦息）
・神⽣園芸（⽯岡市吉⽣） バラ ︓神⽣ 潤⼀ 様
・萩島園芸（⼟浦市⼩⼭崎）グラジオラス、ユーカリ ︓萩島 ⼀郎 様
・⽮⼝園芸（⼟浦市神⽴町）ガーベラ ︓⽮⼝ ⽂男 様
・常陸野カーネーション組合（かすみがうら市⽥伏）カーネーション ︓齋藤 豊広 様
・JA常陸奥久慈枝物部会（常陸⼤宮市⼩場）枝物 ︓舘野 久夫 様
・JA常陸笠間地区花き部会（笠間市）アルストロメリア ︓富⽥ 寿夫 様
・⻑⾕川園芸（東茨城郡茨城町⼤字駒場） 鉢物 ︓⻑⾕川 直哉 様

③フラワーバレンタインに係る花贈りをテーマにしたシーンの撮影
次の計3名の花店へ取材を⾏った。

・フローリストサトーエクセル店
・花かんざし
・憧れ（花のアトリエ）
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花を贈る機会のない⽅にも、どのような場⾯で
花を贈ると効果的なのかを含め、花を購⼊して
贈るまでのストーリーを映像化した。

【茨城県⽔⼾市】いばらき花プロジェクト



■実施期間 2021年1⽉16⽇（⼟）〜2⽉15⽇（⽉）
■実施場所 浜松フラワーパーク
■実施内容 ①ガーベラドレス 記念撮影⽤

②ガーベラプール、ガーベラ160種類展⽰、ポスター、旗展⽰
③新品種ネーミング募集

■主催団体 浜松PCガーベラ

【静岡県浜松市】浜松PCガーベラ

■実施期間 2021年1⽉23⽇（⼟）〜1⽉24⽇（⽇）
■実施場所 浜北サーラグリーンスタジアム
■実施内容 ①Vリーグ⼥⼦公式戦 ブレス浜松×ルートインホテルズ

②MVP花束、会場にガーベラ160種類展⽰ ③⼊場時の⼦供⽤花束
■主催団体 浜松PCガーベラ
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■実施期間 2021年2⽉1⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⽇）
■実施場所 ザザシティ浜松中央館
■実施内容 ①ガーベラ展⽰ ②品種アンケート ③各ショップでの展⽰
■主催団体 浜松PCガーベラ

■実施期間 2021年2⽉3⽇（⽔）〜2⽉15⽇（⽉）
■実施場所 浜松市役所本館
■実施内容 ①ガーベラ展⽰ ②各課に専⽤花瓶で展⽰
■主催団体 浜松PCガーベラ

■実施期間 2021年2⽉14⽇（⽇）
■実施場所 フラワーバレンタインウォークin浜松
■実施内容 ①花束持って市内⾏進 ②道⾏く⼈たちに花束プレゼント
■主催団体 浜松PCガーベラ

【静岡県浜松市】浜松PCガーベラ
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※以下、愛知県の「2021年報告書」から
抜粋・再構成・追記
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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ワンダーシティーにおけるプロモーション

期間︓2021年２⽉６⽇（⼟）、７⽇（⽇）
場所︓mozoワンダーシティー １階
内容︓花いっぱいのフォトスポット、展⽰「花にまつわる名曲と花贈り」、

バレンタインFlower Gift Collection、学⽣が創る 花の魅⼒発信プロジェクト
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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



１ 花いっぱいフォトスポット

ガーベラ、カーネーション、スイートピー等をふんだんに使って「触れずに撮れる」
フォトスポットを設置。特に⽣花を使って制作したオブジェは好評で、多くの来館者
に写真撮影して楽しんでいただいた。
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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 花にまつわる名曲と花贈り

mozoワンダーシティー１階中央通路に、フラワーバレンタインにおすすめしたい「花」と⾳楽
にちなんだ装飾展⽰。⼤型ブックスタンドにカーネーション、ガーベラ、スイートピー、
チューリップ、バラの花⾔葉とともに花の特⻑や県内の主要産地、それぞれの「花」をテーマ
にした楽曲を紹介し、その前にフラワーアレンジメントを配置して花贈りの提案をした。
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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

裏⾯



名古屋⽣花⼩売商業協同組合に加盟する県内の⽣花店７店舗による、おすすめのフラワー
ギフトを作品発表形式で展⽰しました。バックパネルには、フラワーギフトの作品タイト
ル、使⽤している花の説明や⽣花店からのおすすめポイントを落とし込み、来館者の皆様
にバレンタインの花贈りをPRしました。

名古屋⽣花⼩売商業協同組合の参加店舗
⼩川屋園芸、菊花園、H･Ａ･Ｎ･Ａぴゅあ、花よし、
フラワー＆グリーンショップマルヤス、フローリストミキ、
フローラルデザインWhiteRose（順不同）

３ バレンタインFlower Gift Collection
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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 バレンタインFlower Gift Collection
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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



当⽇の様⼦

ソーシャルディスタンスを保ち
ながら、ゆっくりと作品を⾒て
いただくことができました。
全ての作品を熱⼼に写真撮影さ
れたお客様も多くいらっしゃい
ました。

３ バレンタインFlower Gift Collection
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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



コロナ禍の新しい⽣活様式に対応した花の活⽤シーンや新たな花の魅⼒や⾒せ⽅を、学
⽣の柔軟な創造⼒とアイデアで提案する展⽰を⾏った。学⽣と⽣花店がプロジェクト
チームを組み、技術的なアドバイスを受けながら作品の企画から制作に⾄るまでを体験
する取り組みとして実施しました。

４ 学⽣が創る花の魅⼒発信プロジェクト
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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



４ 学⽣が創る花の魅⼒発信プロジェクト

作品名 花めくり

カレンダーと花瓶を組合わ
せた作品
少しの花でも素敵な⽣活空
間を作ることができる提案

チーム名︓こはるびより
参加メンバー
・名古屋学芸⼤学
・フラワーショップベル

作品名 ⽣きているインテリア

絵画に⾒⽴てて⽣花を飾る
提案作品
花が変化していく様⼦も楽
しむことができる

チーム名︓チームsynergy
参加メンバー
・名古屋⽂化短期⼤学
・ブロッサモーダ
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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



４ 学⽣が創る花の魅⼒発信プロジェクト

作品名 不思議の国の１ページ

BOOK型の枠組みを⽤いたディスプレー

チーム名︓Compass
参加メンバー
・名古屋学芸⼤学
・内⽥花園

作品名 はにかむ花のインテリア〜幸せぎゅっと詰め込みました〜

花器に段ボールを有効活⽤
⼼にも環境にも優しい暮らしを提案する作品

チーム名︓＃はちみつ
参加メンバー
・愛知商業⾼等学校

ユネスコクラブ
・フラワーノリタケ
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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



４ 学⽣が創る花の魅⼒発信プロジェクト

作品名 ハナカルタ

四季の花々をレジンに閉じ込めたオブジェ、「カルタ」として遊ぶこともできる商品の提案
販売をイメージして陳列台も制作

チーム名︓パッション︕
参加メンバー
・名古屋学芸⼤学
・菊花園

作品名 希望に満ちた世界を⾒る⽬

⽬に映る世界が希望に満ち溢れていること
を表現した作品

チーム名︓おしゃ丸
参加メンバー
・名古屋動物専⾨学校
・名城⼤学
・halsabloom
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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



４ 学⽣が創る花の魅⼒発信プロジェクト

作品名 夫婦⼆⼈の思ひ出

⽣花、植物の種、造花など様々な材料を⽤いて
箱の中に四季を表現した作品

チーム名︓できすぎ君
参加メンバー
・名古屋⽂化短期⼤学
・フローラルデザインWhite Rose

作品名 ⽣命

⽩いガーベラを染⾊液につけて、時間を
追って異なる花の様⼦が楽しめる作品

チーム名︓easy going
参加メンバー
・名古屋学芸⼤学
・花ギャラリーめぐみこ
・坂野⽣花店
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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 2021年1⽉30⽇（⼟）、31⽇（⽇）
■実施場所 mozoワンダーシティ1F イーストコート
■実施内容 「愛妻の⽇」テーマカラーのイエローを基調としたミニフラワーブーケ

のプレゼント
■主催 mozoワンダーシティ /  協⼒ 名古屋⽣花⼩売商業協同組合

外出⾃粛や在宅ワークによって、これまで以上に夫婦が⼀緒にいる時間が増えた。ともに
過ごす時間が増える⼀⽅で、⼤変なこともたくさんある。誕⽣⽇や結婚記念⽇とか、実は
理由なんて必要ない。照れくさくて普段は⾔えない愛（おもい）をお花にのせて届けよう。

1/22（⾦）〜1/31（⽇）の期間の専⾨店お買い上げレシート税込3,000円分（合算可）
をご呈⽰で「愛妻の⽇」テーマカラーのイエローを基調とした、ミニフラワーブーケを
プレゼント︕（各⽇先着50名様）
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【ご参照】mozo ワンダーシティの取り組み



【ご参照】mozo ワンダーシティの取り組み

■実施期間 2021年3⽉13⽇（⼟）、14⽇（⽇）
■実施場所 mozoワンダーシティ1F イーストコート
■実施内容 「ホワイトデー」フラワービュッフェ企画
■主催 mozoワンダーシティ /  協⼒ 名古屋⽣花⼩売商業協同組合

ホワイトデーのビジュアルに
合わせて「フラワービュッフェ」企画
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mozoから「3LOVESTORIESフラワーバレンタイン2021」
イベントのニュースリリース配信

【ご参照】mozo ワンダーシティの取り組み

年間を通じて愛知の花のPRをしながら
イベント開催、FVを機に取り組み定着
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フラワーパーク江南におけるプロモーション

期間︓2021年２⽉１⽇（⽉）〜14⽇（⽇）

場所︓国営⽊曽三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、フラワーアレンジメント体験

１ フラワーバレンタインディスプレイ
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
で、来場者の視線を集めていた。

２ フラワーアレンジメント体験
２⽉11⽇（⽊）限定で男性向けフラワーアレンジメント体験を⾏った。
参加した多くの男性が、ピンクのガーベラやカーネーションを使って⼤切な⼈に贈る
アレンジメントを真剣に作っていらした。

25

【愛知県】フラワーバレンタインあいち実⾏委員会



⼩売店における取組

期間︓2021年１⽉14⽇（⽊）〜２⽉14⽇（⽇）

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

１ 各⼩売店の取組

写真提供：フローリストみき

フラワーバレンタインのポスターや幟等の設置のほか、店内ディスプレイに⼯夫を
凝らした独⾃の取組を実施されている花店もあった。 26
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２ フラワーバレンタイン啓発グッズ

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。

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に配布したほか、愛知豊明花き地⽅卸売市場や愛知名
港花き地⽅卸売市場でも配布した。
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今年度、フラワーバレンタインの
お店作りを展開されましたか。

Q1

アンケート結果

Ｑ１ではいを選んだ⽅にお聞きしま
す。販売結果はいかがでしたか。

Q２ Ｑ１でいいえを選んだ⽅にお聞きしま
す。フラワーバレンタインは販売に影
響しましたか。

Q３

より多くの花店がフラワーバレンタ
インに取り組むためには何が必要と
思われますか。

Q４

名古屋⽣花⼩売商業協同組合の加盟店を対象にアンケート調査実施（回答店舗数115店舗）

・フラワーバレンタインの広報
・マスメディア、SNSの活⽤
・販促品を含め、広告費、その他の経費がかかることへの懸念をなくす

Q4「その他」の主な内容

Ｑ１でいいえを選んだ⽅にお聞き
します。フラワーバレンタインに
取り組まない理由は何ですか。

Q５

はい, 

55
いいえ, 

60

販促品の充実, 
27

⾝近な成功
事例, 19

店づくりのア
ドバイス, 15

その他, 
11

店頭販売をして
いない, 14

売り上げが伸び
るとは思えな

い, 29
⼿が回らない, 

59

取り組み⽅が
わからない, 

24

昨年より伸び
た, 14

昨年とほぼ変わらな
い, 30

昨年より下がった,
11

売上が伸
びた, 4

昨年と
ほぼ変
わらな

い, 
36

昨年より下
がった, 7

分からない、
その他, 13
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ご意⾒をお願いします。Q６

○ フラワーバレンタインの認知度上昇、広報の充実を
・感謝の気持ちを表現する催事であることを周知する。
・気軽にお花を贈りたいという気持ちになるように、世間の雰囲気（空気）を変えていっ

て、もっと周知していけばいいと思う。
・バレンタインに花を贈ることは、まだまだ周知されていないのでイベント等を通して

広めていきたいです。
・認知度がまだまだ低いと感じたので、根気強くＰＲを続ける。
・各花店のＳＮＳやＨＰでＰＲすることが必要。
・積極的にマスメディアを使ったＰＲ。
・友達同⼠でブーケを渡し合うくらいフラワーバレンタインが浸透するとよい。
・花⼀輪をプレゼントに添えて贈るなど、気軽さをアピールしてはどうか。
・花業界が⺟の⽇なみに⼒を⼊れるといいと思う。

○ フラワーバレンタインの取組⽅法についての提案
・組合で発⾏する特典付きのかわいいシール（めくると次回使えるお品引換券的な）。
・製菓業界とのコラボレーションをするなど、消費者に周知してもらう活動を増やす。
・⽣花店で共通のグッズ製作する。
・意識向上のため店頭でディスプレイする商品を決めて講習会する。
・個⼈店は⾃分の個性を出すこと。

○ 成功事例の情報提供を
・成功している花店さんの店のディスプレーや商品など⾒せて欲しい。

○ その他
・毎年毎年、フラワーバレンタインの需要が増えている気がします。

今年は、⼩学⽣の男の⼦がママへバラの花束を買いに来てくれました。
そんなことが⼀般的になる位、定着していく未来になる気がします。

・売上げは昨年とあまり変わりませんが、フラワーバレンタインという⾔葉は年々、
認知度が上がっていると思います。

・外国⼈のお客様には、バレンタインの花贈りが定着してしるようで利⽤が多かった。
・花贈りのきっかけになるイベントは実施すると良いと思えるようになった。
・バルーン以外でディスプレーなど教えてほしい。
・フラワーバレンタインはやめて、ホワイトデーに⼒を⼊れて欲しい。
・１０年経っても浸透していないのなら、やめることも考えてはどうか。
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その他啓発活動

１ 名花協フラッピーフェスティバルでの啓発展⽰

期間︓2020年10⽉７⽇（⽔）、８⽇（⽊）
場所︓愛知名港花き地⽅卸売市場
内容︓横断幕、のぼりの展⽰

２ 「今⽉のあいちの花」とのコラボ展⽰

期⽇︓2021年２⽉１⽇（⽉）〜15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︓2021年２⽉１⽇（⽉）〜７⽇（⽇）
場所︓豊橋駅コンコース

豊橋駅での展⽰

30
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報道結果

Twitter

NHK名古屋放送局「まるっと」2021年2⽉8⽇（⽉）放送

NHK名古屋放送局「ウィークエンド中部」2021年2⽉6⽇（⼟）放送

朝⽇新聞 2021年2⽉7⽇（⽇）掲載

その他
中⽇新聞 2/14（⾦）掲載
⽇本農業新聞 2/7（⽇）掲載
花卉園芸新聞 3⽉号掲載
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■実施期間 2021年2⽉2⽇（⽕）〜2⽉14⽇（⽇）
■実施場所 イオンモール東海 1Ｆ セントラルコート
■実施内容 フラワーガーデン＆最終⽇にお花プレゼント︕
■協⼒ 名古屋⽣花⼩売商業協同組合

【愛知県東海市】名古屋⽣花⼩売商業協同組合

★第⼀弾★
フラワーガーデン︓2021年2⽉2⽇（⽕）〜2⽉6⽇（⼟）
お花プレゼント ︓2021年2⽉7⽇（⽇）10:00〜

★第⼆弾★
フラワーガーデン︓2021年2⽉9⽇（⽕）〜2⽉13⽇（⼟）
お花プレゼント ︓2021年2⽉14⽇（⽇）10:00〜

●イオンモール東海フラワーバレンタイン2021

イオンモール東海1階セントラルコートの会場には⽣花およそ1,000本が飾られた
「フラワーガーデン」が設置され、⽤意されたフォトスポットで⾃由に写真をとることが
できる。⼀週間ごとに展⽰の花が⼊れ替わり、さまざまなお花が楽しめる。それぞれの
最終⽇には展⽰していたお花をプレゼント。
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■実施期間 令和3年2⽉6⽇（⼟）〜2⽉14⽇（⽇）
■実施場所 蔵王⼭展望台、蔵王⼭展望台パノラマカフェ
■実施内容 ①蔵王⼭展望台、三河⽥原駅、道の駅あかばねロコステーション

フォトスポット設置
②蔵王⼭展望台パノラマカフェ装飾

■主催団体 愛知県⽥原市産業振興部農政課

【愛知県⽥原市】愛知県⽥原市産業振興部農政課

フラワーバレンタインPRポスター

各所のフォトスポットの様⼦

蔵王⼭展望台 蔵王⼭展望台パノラマカフェ
33



各所のフォトスポットの様⼦

三河⽥原駅 道の駅あかばねロコステーション

新聞記事
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2021年2⽉12⽇（⾦）
中⽇新聞

2012年2⽉10⽇
東愛知新聞

【愛知県⽥原市】愛知県⽥原市産業振興部農政課



■実施期間 2021年2⽉8⽇（⽉）〜12⽇（⾦）
■実施場所 兵庫県庁正⾯⽞関
■実施内容 モニュメント展⽰
■主催･協賛 株式会社JF兵庫県⽣花 / 協⼒︓花萌（かもえ）様

【兵庫県神⼾市/芦屋市】株式会社JF兵庫県⽣花

岐⾩県の花を使い、
JR芦屋駅にて男性へプレゼント︕︕

モニュメント（兵庫県庁）
兵庫県庁正⾯⽞関にてモニュメント展⽰

神⼾三宮の花店、
「花萌（かもえ）様」作
FV仕様アレンジメント

■実施期間 2⽉11⽇〜13⽇
■実施場所 兵庫県芦屋市 JR芦屋駅前
■実施内容 駅前イベント
■主催 ︓ガーデンガーデン様 / 協賛︓JF兵庫県⽣花

イベント 駅前にてアピール（JR芦屋駅前）
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【兵庫県宝塚市】宝塚フラワー＆コンサート

■実施期間 令和3年2⽉11⽇（⽊︓祝⽇）14:00〜
■実施場所 宝塚ベガ・ホール
■実施内容 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 宝塚フラワー＆コンサート
■協⼒ (有)薔薇園植物場/栗⽥クリニック
■後援 宝塚市/宝塚市教育委員会 /(公財)宝塚市⽂化財団/(⼀社)花の国⽇本協議会/

FM宝塚/コンアニマ(愛知県⽴芸術⼤学同窓会関⻄⽀部)

「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.8』
を8年連続で開催することができた。
今年は新型コロナウイルスの影響で、開催が
危ぶまれたが、毎年楽しみにしてくださる皆
様に、明るく楽しい気持ちを届けしたいとい
う想いで、感染対策をしっかり⾏い、開催す
ることとなった。

コロナ禍のため、事前に美座会館にて「花作り
ワークショップ」を少⼈数で開催。皆様に制作
頂いた「紙の花」で綺麗な舞台装飾となった。

京都のバラ園の奥⽥よしひこさんが宝塚で花の装飾、薔薇の⽯鹸やオイルなどの講習を
されている⽅。コンサートでは京都から朝1番に会場⼊りし、明るいディスプレイ制作。

36



コンサート終演後、「⽣花のブーケ」を来場の皆様
にプレゼントした。春らしく、チューリップ、
ガーベラ、⻨、スイートピーの花束。 170セット
配布した。

このコロナ禍でコンサート開催が危ぶまれたが、コンサートが皆様に⼼明るく楽しい
気持ちを届け、免疫⼒アップにつながることでしょう、と宝塚医師会会⻑栗⽥義博先⽣
からもご挨拶をいただいた。

このコンサートでお花を提供してくださった有限会社薔薇園植物
場 代表取締役社⻑ ⾦岡信康様、4代⽬⼜右衛⾨さんが、コンサー
トのオープニングで緑のサンタさんの⾐装を着て、ご挨拶。

地球を守る緑の普及活動、花を育てる社会を広める活動を世界中
で⾏なっているとアピール。コンサート来場の皆様にプレゼント
されたお花は無償で提供していただいた。
「宝塚から、花を贈るバレンタインデーを広めて参りましょう」
とお話しされた。
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■実施期間 2021年2⽉13⽇（⼟）〜2⽉14⽇（⽇）
■実施場所 ①ピオレ姫路1F 

②イーグレ姫路2Fしろみエール
■実施内容 ①ＦVフォトスポットモニュメント設置

②ＦVフォトスポットモニュメント設置
先着200名様にお花をプレゼント

③ブライダル協⼒企業様でお客様へお花プレゼント
■主催団体 花の街ひめじ実⾏委員会 （株）姫路⽣花卸売市場

【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

ブライダル企業とのコラボイベントとして、ラヴィーナ姫路様80本、ロイヤルクラシック
姫路様40本、ベルクラシック姫路様20本、総社姫路会館様40本、ヴェスパ様15本、披露
宴やブライダルフェアにご来場のお客様へプレゼントしていただいた。
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①ＦVフォトスポットモニュメント設置

②ＦVフォトスポットモニュメント設置

フラワーバレンタイン in ひめじ



Vリーグチーム「ヴィクトリーナ姫路」
の選⼿25名様に、フラワーバレンタイ
ンブーケを贈呈させていただいた。
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③ブライダル協⼒企業様で
お客様へお花プレゼント

ご協⼒いただいた商業施設
イーグレひめじ様のご投稿

【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



【岡⼭県岡⼭市】岡⼭県花き消費拡⼤実⾏委員会

■実施期間 2021年２⽉１１⽇（⽊）、２⽉１２⽇（⾦）
■実施場所 イオンモール岡⼭
■実施内容 ①岡⼭県産スイートピー１万本のフラワーアート

②フラワーデザイナー杉本⼀洋⽒によるデモンストレーション
③岡⼭県花き共進会の表彰式 （関係者のみ）

■主催団体 岡⼭県花き消費拡⼤実⾏委員会

2021 FLOWER VALENTINE IN AEONMALL OKAYAMA
岡⼭県スイートピー１万本でフラワーバレンタインをPR
花の楽しさを伝えるデモンストレーションをLIVE配信＆館内放送

①スイートピー１万本
フラワーアート

②杉本⼀洋⽒による
デモンストレーション

③新聞で掲載
（⼭陽新聞、読売新聞）
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■実施期間 2021年２⽉上旬〜１４⽇（⽇）
■実施場所 JR⾼松駅、ことでん⽡町駅、三豊市役所、観⾳寺市役所、県庁⽣協、⽣花店
■実施内容 ①「県産花きのフラワーモニュメント飾花」

②「県産カーネーションのフラワーバイキング」
③「店舗でのフラワーバレンタインPR販売」

■主催団体 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

【⾹川県】⾹川県花き園芸協会

●「県産花きのフラワーモニュメント飾花」
県内の駅や⾃治体（JR⾼松駅、ことでん⽡町駅、三豊市役所、観⾳寺市役所）に県産の
花で彩ったフラワーモニュメント飾花を実施した。カーネーションやラナンキュラスを
はじめとする県産花材を使⽤し、「フラワーバレンタイン」をテーマに、ハートをかた
どった飾花やフォトスポット、PRパネルなどを設置してPRした。
実施の様⼦は、テレビや新聞に取り上げられたほか、地元の観光協会のInstagramの
「いいね︕」の数が1000⼈を超えるなど、⼤きな反響があった。

●「県産カーネーションのフラワーバイキング」
県庁⽣協で、「フラワーバレンタイン」の花贈りに向けて
県産カーネーションの販売を実施した。
⽣産者が、カーネーションの切花やブーケ等を販売し、
「フラワーバレンタイン」PR資材（包装紙やリボン）を
⽤いてラッピングし、好評のうちに完売した。

●「店舗でのフラワーバレンタインPR販売」
⾹川県産花き取扱協⼒店11店舗で、店舗での
「フラワーバレンタイン」ポスターや包装紙、
リボンなどを活⽤したPR販売を実施した。
店頭でのポスター展⽰や、スタッフの⽸バッチ
着⽤、PR資材を活⽤した「フラワーバレンタ
イン」特設ブースの設置、SNS（Facebook、
Instagram等）での発信等を通じて、
「フラワーバレンタイン」の花贈りをPRした。 41

フラワーバレンタイン in ⾹川



花き消費拡⼤推進事業

プロモーション展開

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

花は⾃由なラブレター
フラワー

バレンタイン

花と素敵な週末を。
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花き消費拡⼤推進チーム フラワーバレンタイン2021

花き消費拡⼤推進チーム
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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2021

2/14    フラワーバレンタイン
2021年で第11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

●商業施設
●九州電⼒
●ふくおかフラワーフェア
●異業種コラボ企画

●番組企画
●報道取材
●企業HP、SNS

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2021
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※市場での取り組みは
第9章へ



店頭プロモーション活動 フラワーバレンタイン2021

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。

コラボレーション企画【ウェストコート姪浜】 Ⅰ フラワーバレンタイン2021

ウェストコート姪浜コラボ企画
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を展⽰。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、⻄区の商業施設や駅がある繁華
街エリアで効果的なプロモーション活動を実施しました
●期 間︓2⽉12⽇（⾦）〜14⽇（⽇）
●場 所︓ウェストコート姪浜
●内 容︓フラワーオブジェの展⽰

・フォトスポットとして活⽤し、SNSで投稿。
●協 ⼒︓花あふれるふくおか推進協議会、福岡県花き園芸連合会
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コラボレーション企画【ウェストコート姪浜】 Ⅱ フラワーバレンタイン2021

コラボレーション企画【ウェストコート姪浜】 Ⅲ フラワーバレンタイン2021

HPでご紹介いただきました

公式Facebookでご紹介いただきました 45
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コラボレーション企画【天神ロフト】 Ⅰ フラワーバレンタイン2021

天神ロフトコラボ企画
10〜30代の⽅たちが多く来館する天神ロフトでは、インスタ映えするフラワーフォトスポットの設置や福岡県産の花を
使ったフラワーブーケがあたるプレゼント企画も実施。当⽇は多くの来館者が写真撮影を楽しみ、沢⼭のプレゼント企
画の応募がありました。
また、期間中、公式twitterやHP、館内エレベーターやエスカレーター出⼊⼝付近にフラワーバレンタインの紹介を⾏っ
ていただきました
●⽇ 時︓2⽉11⽇（祝）〜14⽇（⽇）
●場 所︓天神ロフトビル（福岡市中央区渡辺通4-9-25）
●内 容︓①フラワーフォトスポットの設置（2/11-14）

②フラワーブーケプレゼント企画 10名様（2/13） ※応募者156名
●協 ⼒︓花あふれるふくおか推進協議会

コラボレーション企画【天神ロフト】 Ⅱ フラワーバレンタイン2021
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コラボレーション企画【天神ロフト】 Ⅲ フラワーバレンタイン2021

47

エレベーターや
エスカレーター出⼊⼝に
フラワーバレンタイン企画を告知

コラボレーション企画【天神ロフト】 Ⅳ フラワーバレンタイン2021

公式ホームページやTwitterにフラワーバレンタイン企画を告知 47
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コラボレーション企画【キャナルシティ博多】 Ⅰ フラワーバレンタイン2021

キャナルシティ博多コラボ企画
キャナルシティ博多のご協⼒により、インスタ映えするフラワーフォトスポットを設置しました。
●⽇ 時︓2⽉11⽇（祝）〜14⽇（⽇）
●場 所︓キャナルシティ博多センターウォーク２F（福岡市博多区住吉1丁⽬2）
●内 容︓フラワーフォトスポットの設置
●協 ⼒︓花あふれるふくおか推進協議会

コラボレーション企画【キャナルシティ博多】 Ⅱ フラワーバレンタイン2021

BRANCH福岡下原コラボ企画
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コラボレーション企画【BRANCH福岡下原】 Ⅰ フラワーバレンタイン2021

BRANCH福岡下原コラボ企画
BRANCH福岡下原とまちスポ福岡東のご協⼒により、コラボ企画が実現。スーパーや飲⾷、スポーツクラブなど、ご家
族で来館いただく⽅をターゲットにフラワーバレンタインのPRを実施しました。当初予定しておりましたアレンジメント教室
は緊急事態宣⾔発令を受け、中⽌となりました

●⽇ 時︓2⽉11⽇（⽊祝）〜14⽇（⽇）
●場 所︓BRANCH福岡下原（福岡市東区下原4丁⽬2-1）
●内 容︓フラワーフォトスポットの設置。
●協 ⼒︓花あふれるふくおか推進協議会、⼤和リース株式会社、まちスポ福岡東、アクションタウンラボ、九州電⼒

コラボレーション企画【BRANCH福岡下原】 Ⅱ フラワーバレンタイン2021
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コラボレーション企画【BRANCH福岡下原】 Ⅲ フラワーバレンタイン2021

九州電⼒福岡⽀店のご協⼒によるフラワーアレンジメント教室中⽌を
受けご⽤意した花材をご⾃宅でできるように、⼤津⽣花店さんの
ご協⼒によりフラワーレシピを作成。
参加者20組の皆さまにお渡ししました。

コラボレーション企画【ミリカローデン那珂川】 Ⅰ フラワーバレンタイン2021

ミリカローデン那珂川コラボ企画
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。公式SNSへの告知を⾏っていただき、フラワーバレンタインの訴求を⾏いました

●期 間︓2⽉10⽇（⽔）〜14⽇（⽇）
●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
●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【ミリカローデン那珂川】 Ⅱ フラワーバレンタイン2021

コラボレーション企画【ミリカローデン那珂川】 Ⅲ フラワーバレンタイン2021

公式facebookに紹介いただきました 51

【福岡県】福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム



LINE動画で⾏うフラワーバレンタインワークショップ Ⅰ フラワーバレンタイン2021

52

⾃宅でゆっくりフラワーバレンタイン特別レッスン
2⽉14⽇「世界でいちばん花を贈る⽇」 LINEにてレッスン動画を送信。ご⾃宅でゆっくりフラワーアレンジメント企画
を実施。

■参加要項
①2⽉11⽇（⽊祝）〜13⽇（⼟）の3⽇間。お店に花材を引取りに来られる⽅
②アレンジ動画、製作の様⼦を（2-3枚）メールで送信頂ける⽅
③SNSに頂いた写真を投稿了解の⽅
④材料費1,000円

■申込・企画構成
花urara（那珂川市）

LINE動画で⾏うフラワーバレンタインワークショップ Ⅱ フラワーバレンタイン2021
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LINE動画で⾏うフラワーバレンタインワークショップ Ⅲ フラワーバレンタイン2021

コラボレーション企画【九州電⼒福岡⽀店】 Ⅰ フラワーバレンタイン2021

九州電⼒福岡⽀店コラボ企画
九州電⼒福岡⽀店のご協⼒による花きの⽀援事業の⼀環として、福岡県内の3営業所のご協⼒によるアレンジメ
ント教室を企画していましたが、緊急事態宣⾔発令により全て中⽌となりました

●会 場︓BRANCH福岡下原 まちスポ福岡東（福岡市東区下原4丁⽬2-1）
●⽇ 程︓1⽉17⽇（⽇） ①11時 ②14時 各10組
●内 容︓福岡県産の花を使ったフラワーアレンジメント教室とパンケーキ作り体験
●講 師︓⼤津⽣花店
●協 ⼒︓九州電⼒福岡東営業所、まちスポ福岡東

●会 場︓九州電⼒福岡南営業所（筑紫野市⼆⽇市⻄1丁⽬6-5）
●⽇ 程︓1⽉29⽇（⾦） ①10時 ②13時30分 各6組
●内 容︓福岡県産の花を使ったフラワーアレンジメント教室とパンケーキ作り体験
●講 師︓フラワーショップトビマツ
●協 ⼒︓九州電⼒福岡南営業所

●会 場︓九州電⼒福岡⻄営業所（福岡市⻄区姪浜駅南1丁⽬9-20）
●⽇ 程︓2⽉6⽇（⼟） ①10時 ②13時30分 各6組
●内 容︓福岡県産の花を使ったフラワーアレンジメント教室とパンケーキ作り体験
●講 師︓花物語
●協 ⼒︓九州電⼒福岡⻄営業所 53
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ふくおかフラワーフェア フラワーバレンタイン2021

九州新幹線全線開通10周年事業コラボ企画 フラワーバレンタイン2021

熊本経済連・⿅児島経済連共同企画
九州新幹線全線開通10周年を記念し、熊本・⿅児島で⽣産されている花きの紹介・ディスプレイ製作をJR博多
駅みどりの窓⼝にて実施。毎年プロモーション活動で来ている「くまモン」は、今年はパネルでフラワーバレンタインを応
援いただきました

54

【福岡県】福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム



博多じょうもんさんコラボ企画 Ⅰ フラワーバレンタイン2021

JA福岡市「博多じょうもんさん」5市場でPR
博多じょうもんさん5市場、⽇佐市場、花畑市場、⼊部市場、福重市場、周船寺市場でフラワーバレンタインのポス
ター掲⽰のご協⼒をいただきました。また、各市場の情報誌にも告知やプレゼント企画など実施いただきました。

博多じょうもんさんコラボ企画 Ⅱ フラワーバレンタイン2021
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メディアプロモーション【202１年の実績】 Ⅰ フラワーバレンタイン2021

2021年の福岡県内のメディアプロモーションは、各種イベントが中⽌となり展⽰やフラワーバレンタインの告知が中⼼と
なりましたが、ダズンローズミニブーケプレゼント企画等の⼯夫を凝らし、メディアへのアプローチを実施いたしました。
コロナ禍の状況の中で、メディアも最初は慎重でしたが、展⽰の状況やプロモーション当⽇などに取材依頼が増え、掲
載等のご協⼒をいただきました

2018年 2019年 2020年 2021年
媒体数︓41 媒体数︓38 媒体数︓59 媒体数︓28
紹介数︓58 紹介数︓41 紹介数︓3,981 紹介数︓37

メディアプロモーション【202１年の実績】 Ⅱ フラワーバレンタイン2021

No 媒体 ⽇時 内容
1

テ
レ
ビ

NHKはっけんTV 2⽉3⽇（⽔）11時55分〜30秒 宣伝隊（30秒PR）
2 RKB「タダイマ。」 2⽉11⽇（⽊）16時44分〜30秒 フラワーバレンタインPR

3 TNCももち浜S特報ライブ 2⽉2⽇（⽔）18時00分〜5分 コロナ取材〜⽣産者・市場・花商〜フラワーバレンタイン取
材

4 KBCテレビ「ふるさとウイシュ」 2⽉9⽇（⽕）7時50分 フラワーバレンタインPR、男性のアレンジメント体験
5 NHK福岡放送 2⽉10⽇（⽔）18時45分〜2分 JAみなみ筑後フラワーバレンタインの取り組み
6

ラ
ジ
オ

RKBラジオ「⼤庭宗⼀博多熱⾵塾」 2⽉7⽇（⽇）19時30分〜10分 フラワーバレンタインPR
7 RKBラジオ「歌のない歌謡曲」 2⽉8⽇（⽉） フラワーバレンタインPR
8 RKBラジオ「オトナビゲーション」 2/8（⽉）、9（⽕）、10（⽔）、12（⾦） フラワーバレンタインPR・ふくおかフラワーフェアPR
9 RKBラジオ「よなおし堂」 2/1（⽉）〜5（⾦） フラワーバレンタインPR・プレゼント企画告知・ゲスト出演
10 NHKはっけんラジオ 2/12（⾦）17時10分〜10分間 フラワーバレンタインPR・ゲスト出演
11 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・プレゼント企画告知・ゲスト出演
12 LOVE FM「Top of the Morning」 2⽉1⽇（⽉） フラワーバレンタインPR・プレゼント企画告知・ゲスト出演
13 FM福岡「教えてコンシェルジュ」 2⽉5⽇（⾦） フラワーバレンタインPR
14 新

聞
読売新聞 2⽉12⽇（⾦） フラワーバレンタイン紹介（下賀理事⻑取材）

15 ⻄⽇本新聞 2⽉12⽇（⾦） フラワーバレンタイン紹介（天神ロフトビル）
16 雑誌 シティ情報ふくおか 1⽉28⽇（⽊）発刊 フラワーバレンタインPR
17

HP

・SNS

天神サイトHP 1⽉11⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⽇） フラワーバレンタインPR・ふくおかフラワーフェアPR
18 天神サイトinstagram 1⽉11⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⽇） フラワーバレンタインPR・ふくおかフラワーフェアPR
19 天神サイトtwitter 1⽉11⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⽇） フラワーバレンタインPR・ふくおかフラワーフェアPR
20 ウェストコート姪浜HP 1⽉11⽇（⽉）〜1⽉14⽇（⽊） 九電ワークショップPR・フラワーバレンタインPR
21 ウェストコート姪浜HP 2⽉1⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⽇） フラワーバレンタインPR
22 天神ロフトHP 2⽉10⽇（⽔）〜2⽉14⽇（⽇） フラワーバレンタインPR

23 LOVE FM「Top of the Morning」
instagram 2⽉1⽇（⽉）〜 フラワーバレンタインPR、プレゼント企画紹介

24 RKBラジオ「よなおし堂」公式twitter 2⽉1⽇（⽉）〜 フラワーバレンタインPR、プレゼント企画紹介
25 みんなの経済新聞 1⽉13⽇（⽔）〜 フラワーバレンタインPR・ふくおかフラワーフェアPR
26 RKBラジオ公式Youtubeチャンネル 2⽉10⽇（⽔）〜 フラワーバレンタインPR
27 ミリカローデン那珂川facebook 2⽉11⽇（⽊）〜 フラワーバレンタインフォトスポット案内
28 天神ロフトtwitter 2⽉11⽇（⽊）〜 フラワーバレンタインフォトスポット案内
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メディアプロモーション【202１年の実績】 Ⅲ フラワーバレンタイン2021

RKBラジオ「オトナビゲーション」 RKB「タダイマ。」 RKBラジオ「よなおし堂」

LOVE FM「Top of the Morning」 NHKはっけんTV KBCテレビ「ふるさとウイシュ」

メディアプロモーション【202１年の実績】 Ⅳ フラワーバレンタイン2021

⻄⽇本新聞 57
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メディアプロモーション【202１年の実績】 Ⅴ フラワーバレンタイン2021

読売新聞

メディアプロモーション【202１年の実績】 Ⅵ フラワーバレンタイン2021
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【福岡県】福岡県花卉農業協同組合花き消費拡⼤チーム



【福岡県久留⽶市】城島酒蔵ドライブスルー実⾏委員会

■実施期間 2021年２⽉13⽇（⼟）、14⽇（⽇）
■実施場所 福岡県久留⽶市城島町
■実施内容 ①城島酒蔵ドライブスルー開場装飾

②花束（１輪バラ）のプレゼント
■主催団体 城島酒蔵ドライブスルー実⾏委員会

＜配布した花束＞

当⽇の会場① 当⽇の会場②

＜イベントチラシ＞

当⽇の会場③

例年、この時期に酒蔵開きイベントとして市内
８酒蔵が参加し開催されていたが、今年はコロ
ナ感染拡⼤に伴い、緊急事態宣⾔が発出される
中、蜜を避けるためにドライブスルー⽅式で新
酒の販売を⾏った。
新酒を購⼊された来場者の⽅へ、両⽇先着
100名にバラをプレゼント。
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【⼤分県⼤分市】⼤分県花き産業振興協議会 他

■実施期間 2021年2⽉1⽇（⽉）
■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

フラワーバレンタイン⼤分
●2⽉1⽇（⽉）⼤分県庁へ表敬訪問
広瀬勝貞⼤分県知事を訪問。愛妻の⽇、フラワーバレンタイン、ホワイトデーの
「3LOVESTORIES」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）

⼤分合同新聞掲載写真
TV、新聞地元メディア
に取り上げられた

農林⽔産部⻑へ⼤分県知事へ 60



■実施期間 2021年1⽉15⽇（⾦）〜17⽇（⽇）・2⽉1⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⽇）
■実施場所 ⼤分県総合⽂化センターアトリウムプラザ・複合商業施設⼤分ＯＰＡ
■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

●フラワーバレンタインフォトスポット展⽰
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バラ等を⼤量に使い、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等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。

展⽰⽇程 1/15~17 ⼤分県総合⽂化センターアトリウムプラザ
2/1~2/14 ⼤分ＯＰＡ
2/1 ⼤分県庁 応接室（知事に花束贈呈時）

知事室での展⽰→

←↑⼤分ＯＰＡでの展⽰ ホームページより
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【⼤分県⼤分市】⼤分県花き産業振興協議会 他



■実施期間 2021年2⽉13⽇（⼟）、2⽉14⽇（⽇）
■実施場所 ⼤分ＯＰＡ ４階飲⾷店５店舗
■実施内容 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・⼤分県園芸活性化協議会・⼤分園芸花市場・

⼤分園芸花商組合

●複合商業施設内飲⾷店コラボ
2⽉13⽇（⼟）・14⽇（⽇）にカップルで店に訪れたお客様へ花束を⽤意。
同伴の⽅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。

内容・感想
九州花き卸売市場連合会の九州内統⼀企画。カップルをターゲットに絞った花贈りを実施
した。今年で7回⽬の実施となり、ますますコラボ協⼒店を増やそうと思っていたが、
今年は安全性を鑑み⼀つの商業施設のみのじっしとした。花材は⼤分県産バラを使⽤し、
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。

⼤分オリジナルFVチラシを掲⽰
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【⼤分県⼤分市】⼤分県花き産業振興協議会 他



■実施期間 2021年2⽉10⽇（⽔）
■実施場所 複合商業施設 ⼤分ＯＰＡ・ＪＲ別府駅・ＪＲ中津駅
■実施内容 ⼤分県産スイートピーの花束とチラシを配布。
■主催団体 ⼤分県園芸活性化協議会・⼤分県・⼤分県花き⽣産者協議会・

⼤分県消費拡⼤連合会・⼤分園芸花市場・⼤分⼤同⻘果・別府花市場・
中津花市場・ＪＡ花き販売対策協議会

●県産スイートピーでPR
2⽉10⽇（⽔）16時より県内３カ所にて⼀⻫に通勤途中の男性を中⼼に、⼤分県産スイート
ピーの花束500束（⼤分市300束・別府市100束・中津市100束）とチラシを合わせて配布。
フラワーバレンタインをＰＲした。

←↑⼤分市

別府市→

←↑中津駅

←⼤分市チーム
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【⼤分県⼤分市】⼤分県花き産業振興協議会 他



■実施期間 2021年2⽉14⽇（⽇）
■実施場所 ⼤分市 コンパルホール
■実施内容 ⼤分県産スイートピーの花束とチラシを配布。
■主催団体 ⼤分県園芸活性化協議会・⼤分園芸花市場・⼤分園芸花商組合

●新規就農者へのPRイベント
花束製作は⼤分園芸花市場が⼤分園芸花商組合に委託した。
2⽉14⽇（⽇）13時より農林⽔産業就職相談会・農業法⼈等合同就職相談会に来場された
⽅に⼤分県産スイートピーの花束150束とチラシを合わせて配布。フラワーバレンタイン
をＰＲした。

会場⼊⼝の受付にて配布
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【⼤分県⼤分市】⼤分県花き産業振興協議会 他



2⽉1⽇OBSラジオ
チャレンジトゥザフューチャー

2⽉7⽇OBSラジオ
中島三奈の教えて︕農業

2⽉12⽇ ⽇本農業新聞16⾯

【その他】
⼤分合同新聞
NHK いろどり⼤分
OABじもっと⼤分 他

⼤分オーパ異業種コラボ
2⽉12⽇(⾦)ＴＯＳゆーわくワイド中継

2⽉10⽇OBSニュース
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●メディア露出まとめ（2021年2⽉1⽇〜14⽇）

【⼤分県⼤分市】⼤分県花き産業振興協議会 他



■実施期間 2021年2⽉12⽇（⾦）〜2⽉14⽇（⽇）
■実施場所 ⼤分県…「⼤分OPA」施設内飲⾷店（5店舗）

宮崎県…⼤⼿アパレルショップグループ「PALVERSION」が
運営する宮崎県内のセレクトショップ（10店舗）

■実施内容 異業種の皆様とフラワーバレンタイン啓発のためのコラボを実施。
バレンタイン期間中にご来店いただいた⽅へ、
フラワーバレンタイン仕様のスリーブに⼊れた⼀輪花束を配布。

■主催団体 九州花き卸売市場連合会、⼤分園芸花市場、宮崎中央花き

【⼤分県】…⼤分OPA（複合商業施設）
フラワーバレンタインの啓発のため、

カップルで来店いただいたお客様にはパ
ートナーへプレゼントしているシーンを
撮影していただきSNS等への投稿をお願
いした。同商業施設内の別フロアにて、
フラワーフォトスポットも展開。施設全
体でフラワーバレンタインをPRいただ
いた。

【店舗数…5店舗】
【花束配布数…200本】

【宮崎県】…PALVERSION（アパレルショップグループ）
協⼒店舗の商品提案⽤Instagramアカウントにて、フラワーバレンタインのPR投稿
していただいた。花材に宮崎県産のラナンキュラスを採⽤することで、地域⾊を持た
せたフラワーバレンタインを展開できた。

【店舗数…10店舗】
【花束配布数…500本】

【所感】
2015年から6年に渡り継続実施してきた異業種との当コラボ企画ですが、残念ながら本
年は新型コロナウイルス感染症の拡⼤を受け、九州花き卸売市場連合会としての企画実施
を断念することとなった。
しかし今回、上記2市場が安全⾯に⼗分配慮した上で、異業種コラボを独⾃で実施してく
ださった。これまでのノウハウを活かしつつ、各県の強みも盛り込んだ上で企画が展開さ
れており、「各地での花き需要促進機会の創出と拡⼤」という当企画の⽬標が達成された
と感じた。
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【九州地区】九州花き卸売市場連合会

※前述



●「フラワーバレンタイン普及TVCM放送」
期間︓１/３０〜２/１４
放送局︓秋⽥放送（⽇本テレビ系列） ︓３６本

秋⽥テレビ（フジテレビ系列） ︓３０本
秋⽥秋⽥放送（テレビ朝⽇系列）︓３０本

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。

●新聞広告「秋⽥魁新報 朝刊広告掲載」
掲載⽇︓２０２１年２⽉６⽇（⼟）掲載
発⾏部数︓約210,000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。

【ご参照】秋⽥県フラワーバレンタイン推進委員会

■実施期間 １⽉３０⽇（⼟）〜２⽉１４⽇（⽇）
■実施場所 県内協賛⽣花店・秋⽥駅ぽぽろーど・県内特別協賛社
■実施内容 TVCM放送、新聞広告掲載、モニュメント展⽰、HP運⽤、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（秋⽥）

秋⽥では数年前より
ビジュアルなど
完全独⾃路線で展開中
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●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
ページの開設を⾏った。
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った。
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●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制作。

【ご参照】秋⽥県フラワーバレンタイン推進委員会



●JR秋⽥駅 フラワーモニュメント展⽰
モニュメント展⽰期間︓2/8（⽉）〜2/16（⽕）

⽣花約2,000本の⽣花を使ったモニュメントを制作・展⽰を⾏った。
コロナ禍により、例年⾏っているお花の配布や、リーフレットの配布は⾏わなかったが、
通学や通⼈、お買い物にいらした⽅が多く⾜を⽌めてモニュメントを眺めていた。
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【ご参照】秋⽥県フラワーバレンタイン推進委員会



【ご参照】WEBニュースやSNSに⾒る全国FVイベント事例

●秋⽥県秋⽥市 フラワ―バレンタイン推進委員会＆JA全農あきたが協業。
県産の花でフォトスポット制作し、フラワーバレンタインPR
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【ご参照】WEBニュースやSNSに⾒る全国FVイベント事例

●福島県郡⼭市 福島県郡⼭市ではフジフラワーネット、花キューピット加盟店の
⽣花店が協⼒し、県産の花とFVをPR
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【ご参照】WEBニュースやSNSに⾒る全国FVイベント事例
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●福島県福島市 福島県花き振興協議会と花キューピット福岡⽀部のお取り組み

【ご参照】WEBニュースやSNSに⾒る全国FVイベント事例

花キューピット福島⽀部制作の
フラワーバレンタインCM︕
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【ご参照】WEBニュースやSNSに⾒る全国FVイベント事例

●静岡県静岡市
静岡駅で静岡市産の花＆FVPRのイベントを
2⽇間開催︕例年商業施設で開催していたが
今年は駅で2⽇間実施できた模様。
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●静岡県熱海市「アカオハーブ＆ローズガーデン」株式会社ホテルニューアカオ

障害者就労⽀援施設にて選別・洗浄された
ビンをフラワーベースにフラワーアレンジ
メントを展⽰、販売

【ご参照】WEBニュースやSNSに⾒る全国FVイベント事例

緊急事態宣⾔で
フラワーバレンタインイベントは休⽌、
ホワイトデーに延期して実施︕
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協⼒花店︓「花と緑 のキタザワ」
協⼒ガーベラ⽣産者︓アド―アフローカ



県産の花の展⽰やフラワーデコレーション、作品の展⽰、
新潟駅でのオブジェ設置や、新幹線で東京駅までチューリップを
運び、花束と⼟産品のセット販売を⾏うなど、積極的にFVをPR

●新潟県新潟市

【ご参照】WEBニュースやSNSに⾒る全国FVイベント事例

https://prtimes.jp/main/html/rd/
p/000000332.000021357.html
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新潟市から配信の
ニュースリリースより抜粋



●新潟県新潟市

【ご参照】WEBニュースやSNSに⾒る全国FVイベント事例

新潟市から配信のニュースリリース（続き）
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富⼭市や⽣産者団体が協⼒。もはや富⼭のバレンタインの⾵物詩、
園児らが友だちに感謝の花束を贈るイベントや富⼭駅構内にハード
型オブジェを展⽰し、FVをPR︕

●富⼭県富⼭市

富⼭駅構内に県産の花でオブジェを制作展⽰。
また、県産ストックの花束を男性限定で無料
配布し、FVをPR

【ご参照】WEBニュースやSNSに⾒る全国FVイベント事例
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【ご参照】WEBニュースやSNSに⾒る全国FVイベント事例

●⼤阪府⼤阪市 なにわ花市場 恒例となったFVイベント︕今年は「アルスト
ロメリア」をテーマにフォトスポット展⽰。
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【ご参照】WEBニュースやSNSに⾒る全国FVイベント事例

●⼭⼝県宇部市 宇部市内の花店が協⼒、宇部市篠原市⻑と共に
県内産の花でFVをPR、今年で3回⽬︕
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【ご参照】WEBニュースやSNSに⾒る全国FVイベント事例

●⻑崎県花き振興協議会公式サイト『花してる︖』
フラワーバレンタイン花プレゼントCP⇒花店送客企画
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⽣花商組合が運⽤
県内約70店の花店が参画



●福岡県みやま市（道の駅）

【ご参照】WEBニュースやSNSに⾒る全国FVイベント事例

●佐賀県 JR佐賀駅

コロナ禍ではありましたが、
こちらでご紹介できていない
多くのイベントが全国各地で
⾏われていたことと思います。
⼀部、第8章メディア露出の
章にて、地⽅新聞の記事など
に掲載されているイベントも
あります。そちらもあわせて
ご参照ください︕
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