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（別添２） 

■ 各告知イベント・タイアップ企画について 

 

1. 全国 ワーナー・マイカル・シネマズの全国 60の劇場 

開催場所 ワーナー・マイカル・シネマズの全国 60か所の劇場 

開催日時 2012年 2月 12日（日） 

内  容 「With Family ウィズファミリー」キャンペーンの一環として、2月 12日(日)限定

で、ファミリーでご利用のパパ（男性）にバラの花をプレゼント。 

（全国 60カ所 合計 4,000名分） 幕間ＣＭの上映は 1月下旬からスタート。 

備  考 ワーナー・マイカル・シネマズと当委員会とのタイアップ企画 

◆ワーナー・マイカル・シネマズホームページ 

http://www.warnermycal.com/event/kodomomatsuri/index.html 

 

2. 東京都 六本木  

開催場所 六本木ヒルズ 館内各所（東京都港区六本木） 

（ア）ウェストウォーク 2F 南側吹抜け 

（イ）館内レストラン ※詳細は各店にお問い合わせください。 

（ウ）東京シティビュー52F インフォメーションカウンター 

開催日時 （ア）【ウェストウォーク 2F 南側吹抜け】2012年 2月 11日（土）12:00～19:00 

※ただし当日館内にて 3,000円以上買物・飲食客対象・先着 200名に達し次第終了 

（イ）【館内レストラン】2012年 2月 11日（土）・14日（火）（ディナータイム） 

（ウ）【東京シティビュー】2012 年 2月 14日（火）12:00～ ※先着 100名 

内  容 (ア) タイアップイベント『あなただけのスウィートブーケ with「フラワーバレンタ

イン」～自分でアレンジしたブーケを男性から女性に贈ってみませんか？～』を

実施。会場に並ぶたくさんの花々から男性が女性に贈りたいお花を自分で選んで

ミニブーケを作成します。（200名分） 

(イ) タイアップ企画『花のプレゼント with「フラワーバレンタイン」』 

館内約 15店舗のレストランのいずれかにて、ディナーをご利用のカップルへ花

のプレゼント（東京シティビュー内の「レストランマドラウンジ」のみランチご

利用のカップル）合計 1,800 名分。 

レストラン：ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション、テール・ド・トリュフ東京、

レスプリ ミタニ、イル・ムリーノニューヨーク、リストランテイタリアーノ レ

スタジ、ザ キッチンサルヴァトーレ クオモ、ロイズ東京バー＆グリル、フラン

ツィスカーナーバー＆グリル、37 ステーキハウス＆バー、＆（アンド）、オービ

カ モッツァレラバー、ワイアードカフェ ダイニング ラウンジ、毛利 サルヴァ

トーレクオモ、ブラッセリーカフェユイット、野菜寿し ポタジエ、レストラン

マドラウンジ（*12：00～/東京シティビュー内 森タワー52F)   

(ウ) “恋人の聖地”＝東京シティビューに来場のカップルに配布（100名分） 

備  考 六本木ヒルズと当委員会とのタイアップ企画 

◆六本木ヒルズホームページ 

http://roppongihills.com/feature/valentine2012/02.html 
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3. 東京都 汐留 

開催場所 ゴードン・ラムゼイ at コンラッド東京 

（東京都港区東新橋 1-9-1 コンラッド東京 28F） 

開催日時 2012年 2月 10日（金）～14日（火）ディナー 17:30～21:00 

内  容 男性から女性にディナーと花を贈る“フラワーバレンタインディナー～DOZEN ROSES

～”をご提案。バレンタインディナーをご予約のお客様に、コース名と同じダズンロ

ーズィズ＝12本のバラの花束をプレゼント。 

備  考 「ゴードン・ラムゼイ at コンラッド東京」と当委員会とのタイアップ企画 

◆ゴードン・ラムゼイ at コンラッド東京ホームページ 

http://gordonramsay.jp/news_detail.html#dozenroses/direct 

 

4. 東京都 銀座 

開催場所 松坂屋銀座店 本館 1F エントランス付近（東京都中央区銀座 6-10-1） 

松屋銀座 1F 中央特設会場（東京都中央区銀座 3-6-1） 

三越銀座店 新館 9F 銀座テラス（東京都中央区銀座 4-6-16） 

開催日時 2012年 2月 12日（日） 

（第 1回）13:00より （第 2回）15:00より 2回に分けて開催 

内  容 主に男性、カップル、家族づれ等にお花の無料配布（全 3箇所で合計 3,000名分） 

備  考 主催：フラワーバレンタイン推進委員会 

◆松坂屋銀座店ホームページ

http://www.matsuzakaya.co.jp/ginza/promo/fair_event/s120124_01/ 

◆松屋銀座ホームページ 

http://www.matsuya.com/m_ginza/newinfo/information/2012/01/20120123_180158.html 

◆三越銀座店ホームページ 

http://www.mitsukoshi.co.jp/store/1210/event/terrace.html 

 

開催場所 バーニーズ ニューヨーク銀座店（東京都中央区銀座 6-8-7 交詢ビル） 

開催日時 2012年 2月 12日（日）15:00～ 

内  容 ご来店いただいた女性のお客様に先着で１本のガーベラをプレゼント（合計 500名分） 

備  考 バーニーズ ニューヨーク銀座店と当委員会とのタイアップ企画 

 

開催場所 LANCEL 銀座店（東京都中央区銀座 3-3-12 銀座ビルディング 1階） 

開催日時 2012年 2月 11日（土）～12日（日） 11:00～ 

内  容 ご来店のお客様に店頭ディスプレイよりカラー・ウェディングマーチを一輪プレゼン

ト。（合計 100名分）（問合せ先：03-3562-8890） 

備  考 LANCEL 銀座店と当委員会とのタイアップ企画 

 

 

開催場所 DEAN & DELUCA 六本木 （東京都港区赤坂 9-7-4 東京ミッドタウン B1） 

開催日時 2012年 2月 11日（土） 11:00～ 

内  容 当日、店舗でお買い上げいただいた男性にお花の無料配布（合計 100名分） 

備  考 DEAN & DELUCAと当委員会とのタイアップ企画 
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5. 東京都 新宿 

開催場所 （ア）小田急新宿駅 西口改札 地下コンコース（東京都新宿区） 

（イ）新宿ミロード モザイク通り（東京都新宿区） 

開催日時 2012年 2月 12日（日） 

内  容 主に男性、カップル、家族づれ等にお花の無料配布 

（（ア）鉢物 600名分 （イ）切花 500名分） 

備  考 主催：フラワーバレンタイン推進委員会 

 

開催場所 京王新宿駅 西口改札前広場（東京都新宿区） 

開催日時 2012年 2月 12日（日） 

内  容 主に男性、カップル、家族づれ等にお花の無料配布（合計 500名分） 

備  考 主催：フラワーバレンタイン推進委員会 

 

開催場所 小田急百貨店 新宿店 7F紳士服売場、バレンタインワールド 11F催物場 

（東京都新宿区西新宿 1-1-3） 

開催日時 2012年 2月 12日（日） 

内  容 主に男性にお花の無料配布（合計 500名分） 

備  考 主催：フラワーバレンタイン推進委員会 

◆小田急小田急百貨店新宿店ホームページ 

http://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/valentine/index_04.html 

 

開催場所 小田急ホテルセンチュリー サザンタワー 20F （東京都新宿区代々木 2-2-1） 

レストラン「TRIBEKS トライベックス」 

開催日時 2012年 2月 11日（土）～12日（日） 

内  容 レストラン「TRIBEKS トライベックス」にてお食事をされた方へお花のプレゼント。 

備  考 レストラン「TRIBEKS トライベックス」と当委員会とのタイアップ企画 

 

開催場所 小田急ホテルセンチュリー サザンタワー 2F・20F 

開催日時 2012年 1月 30日（月）～2月 14日（火）（花の無料配布のみ 2月 12日に開催） 

内  容 お客様が記入したラブメッセージカードを、アーティフィシャルの桜の木に飾り、

「LOVE TREE」としてディスプレイする。12日には主に男性、カップル、家族づれ等

にお花の無料配布をする。 

備  考 法政大学小川研究室学生と当委員会とのタイアップ企画 

 

開催場所 ハイアットリージェンシー東京  (東京都新宿区西新宿 2-7-2) 

開催日時 2012年 1月 27日（金）～2月 14日(火) 

内  容 ホテルのロビーをバレンタイン・ダズンローズをテーマに装飾。また、11日（土）

～12日（日）に開催されるブライダルフェアにご来場されたカップルへお花をプレ

ゼント。12日（日）に開催される男の料理教室へ参加した男性のお客様へお花をプ

レゼントする。 

備  考 ハイアットリージェンシー東京と当委員会とのタイアップ企画 
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6. 東京都 渋谷 

開催場所 渋谷駅 東急百貨店 東横店 ほか（東京都渋谷区） 

開催日時 2012年 2月 12日（日） 15:00～ 

内  容 主に男性、カップル、家族づれ等にお花の無料配布（合計 1,000名分） 

備  考 主催：フラワーバレンタイン推進委員会 

 

7. 東京都 池袋 

開催場所 池袋周辺 

開催日時 2012年 2月 12日（日） 

内  容 詳細が決まり次第、WEBサイト・等でご案内します。 

 

8. 東京都 原宿 

開催場所 MARC BY MARC JACOBS 原宿店（東京都渋谷区神宮前 4-25-18） 

開催日時 2012年 2月 13日（月）～14日（火） 

内  容 ご来店のお客様に赤いバラ一輪プレゼント。（合計 200名分） 

備  考 主催：MARC BY MARC JACOBS 原宿店と当委員会のタイアップ企画 

 

9. 東京都 北千住 

開催場所 北千住駅（東京） 2Ｆコンコース 

開催日時 2012年 2月 12日（日） 14:00頃～ 

内  容 主に男性、カップル、家族づれ等にお花の無料配布（合計 1,000名分） 

備  考 主催：東京都花き振興協議会 北足立地区 

 

10. 東京都 葛西 

開催場所 東京メトロ 葛西駅、西葛西駅 

開催日時 2012年 2月 11日（土）・12日（日） 12:00～ 

内  容 主に男性、カップル、家族づれ等にお花の無料配布（合計 1,000名分） 

備  考 主催：東京都花き振興協議会 葛西地区 

 

11. 東京都 立川 

開催場所 JR 立川駅 ２F 北口コンコース 

開催日時 2012年 2月 11日（土） 13:00～ 

内  容 主に男性、カップル、家族づれ等にお花の無料配布（合計 1,000名分） 

備  考 主催：東京都花き振興協議会 多摩地区 

 

12. 東京都 霞ヶ関 

開催場所 農林水産省北別館 １階「消費者の部屋」（東京都千代田区霞ヶ関 1-2-1） 

開催日時 2012年 2月 9日（木）～10日（金） 

内  容 特別展示「新しいバレンタイン、はじまっています～フラワーバレンタイン～」にて、

ポスター等の掲示並びに鉢花の展示により、フラワーバレンタインをＰＲするととも

に、一輪の花束等ノベルティを配布（各日 100名分を 12時より配布）し、花贈りの

イベントとしての普及・啓発を図る。 

備  考 主催：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 

◆農林水産省ホームページ 

http://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/1202/09.html 
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13. 東京都 世田谷 

開催場所 東急 三軒茶屋駅前 ほか東急沿線駅前 4か所（東京都世田谷区） 

開催日時 2012年 2月 12日（日） 13:00～ 

内  容 主に男性、カップル、家族づれ等にお花の無料配布（合計 500名分） 

備  考 主催：東急電鉄と当委員会のタイアップ企画 

 

14. 北海道 札幌市 

開催場所 札幌駅前 地下歩行空間 

開催日時 2012年 2月 11日（土）～12日（日） 

内  容 岩手県陸前高田市の仮設住宅に住まわれている方に向けて応援メッセージを記入し

て頂いた方にガーベラ一輪をプレゼント（合計 1,000名分）。この応援メッセージは

2月 14 日に陸前高田市の仮設住宅全 2,148世帯に花と共に届けられる。 

備  考 主催：北海道フラワーコニュニケーションズ（北海道生花商協同組合、札幌生花商業

協同組合、札幌花き園芸（株）、はまなす花き（株）、札幌花き地方卸売市場、花キュ

ーピット北海道ブロック、フジテレビフラワーネットにより構成） 

 

15. 宮城県 仙台市 

開催場所 AER（アエル）（ＪＲ仙台駅西口北側（宮城県仙台市青葉区））１Ｆ アトリウム 

開催日時 2012年 2月 11日（土）・12日（日） 13:00～ 

内  容 主に男性、カップル、家族づれ等にお花の無料配布 

（11日：切花 1,000名分、12日：切花 500名分、鉢物 500 名分） 

備  考 主催：仙台市中央卸売市場花き部運営協議会 

（仙台生花（株）、（株）仙花、仙台中央卸売市場花卉仲卸協同組合、宮城県花き商業

協同組合により構成） 

 

開催場所 フラワーウォーク＆フラワーバレンタイン（イベント） 

（場所：宮城県庁、仙台市役所、全農みやぎ） 

開催日時 2012年 2月 13日（月） 

内  容 宮城県・仙台市役所・全農みやぎの職員が、宮城県産の花を使用した花束・アレンジ・

寄植えのいずれかを購入し、帰宅の道中に持ち歩いてもらう。そして、その花をバレ

ンタインに贈るイベントを開催。 

備  考 主催：宮城県花と緑普及促進協議会 

（宮城県、仙台市、全農みやぎ、宮城県園芸協会、宮城県花卉商業協同組合、仙台市

中央卸売市場花卉仲卸協同組合、仙台生花（株）、（株）仙花、（株）石巻花卉園芸に

より構成） 

 

16. 千葉県 南房総市 

開催場所 丸山地区の幼稚園・小中学校 （千葉県南房総市丸山） 

開催日時 2012年 2月 13日（月） 

内  容 丸山地区の生産者が自ら栽培している花やグリーンでフラワーアレンジメントを製

作し、地区の幼稚園・小中学校の生徒に渡す。生徒は事前に「100文字作文（タイト

ル：ありがとう）」（協力：南房総市教育委員会）を書いておき、フラワーアレンジメ

ントと合わせて“ありがとう”を伝えたい人へプレゼントしてもらう。（合計 500名

分） 

備  考 主催：JA安房花き部丸山支部後継者部会 
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開催場所 道の駅おおつの里 花倶楽部 （千葉県南房総市富浦） 

開催日時 2012年 2月 11日（土）～12日（日） 9:00～17:00 

内  容 道の駅おおつの里・花倶楽部で開催される農場まつり会場に、カーネーション 300

輪で Carnation Heart RING を製作。ハート型のカーネーションの中で記念撮影をし

てもらい、「フラワーバレンタイン」を PRする。また、カーネーションの展示や販売・

フラワーアレンジメント教室も実施。 

備  考 主催：道の駅 花倶楽部カーネーション倶楽部 

 

17. 福井県 福井市 

開催場所 アルプラザ アミ （福井県坂井市春江町随応寺第 16-11） 

ショッピングシティベル （福井県福井市花堂南 2-16-1） 

開催日時 2012年 2月 12日（日）17:00～ 

内  容 主に男性、カップル、家族づれ等にお花の無料配布（全 2箇所で合計 300名分） 

備  考 主催：アルプラザ アミ、ショッピングシティベルと地元生花店とのタイアップ企画 

 

18. 長野県 安曇野市 

開催場所 安曇野市穂高交流学習センター「みらい」 

開催日時 2012年 2月 13日（月）13:00～15:00 

2012年 2月 14日（火）10:00～15:00 

内  容 「30分でできる！バレンタインに贈る“花ギフト”」と題し、簡単なフラワーアレン

ジを体験してもらうイベントを開催。 

備  考 主催：安曇野市農業再生協議会 花卉生産振興協議会 

 

19. 愛知県 名古屋市 

開催場所 フラワーマルシェ（イベント） 

（会場：名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール（愛知県名古屋市千種区吹上 2-6-3） 

開催日時 2012年 2月 10日（金）～13日（月） 9:30～17:00 

内  容 同イベント内で、“「フラワーバレンタイン」を楽しもう”というコンセプトで、「あ

の人に贈りたい花束」の展示（協力：日本フラワーデザイナー協会愛知県支部）を実

施。 

備  考 主催：フラワーマルシェ実行委員会 

（愛知県、名古屋市、中日新聞社、東海テレビ放送、愛知県花き温室園芸組合連合会、

名古屋国際蘭展組織委員会で構成） 

 

開催場所 名古屋駅前、栄、金山駅 

開催日時 2012年 2月 10日（金） 17:00～ 

内  容 主に男性、カップル、家族づれ等にお花の無料配布（全 3箇所で合計 1,500名分） 

備  考 主催：愛知県経済農業協同組合連合会（JAあいち経済連） 

（参加協力：一般社団法人愛知県花き市場組合、株式会社名港フラワーブリッジ、 

豊明花き株式会社、名古屋生花小売商業協同組合） 
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20. 愛知県 豊橋市 

開催場所 【フラワーバレンタイン in東三河】powered by花男子プロジェクト 

『日本一の花の生産地東三河』からフラワーバレンタインをＰＲ!! 

（東三河のランドマーク「豊橋駅自由通路カルミア敷地内」（愛知県豊橋市）） 

開催日時 2012年 2月 14日（火） 17:30～19:30 

内  容 「花男子パフォーマー」によるフラワーバレンタインデモンストレーション。 

日本一の花き産地である東三河の花をつかってフラワーバレンタインを盛り上げる。 

備  考 主催：東三河発「日本一花を作る町は日本一花を贈る町」にするプロジェクト～花男

子～ 

 

21. 静岡県  

開催場所 富士山静岡空港、ＪＲ静岡駅、県内官庁施設（浜松市役所、静岡県庁並びに県内関連

施設、藤枝市役所、焼津市役所、島田市役所、川根本町役場、牧之原市役所など） 

開催日時 2012年 2月 1日（水）～14日（火） （一部 10日（金）～14日（火）） 

内  容 フラワーバレンタインをテーマにしたお花の展示 

備  考 主催：フラワーバレンタイン静岡（県内の生産者、JA、卸売市場等で構成） 

 

開催場所 静岡市内 

開催日時 2012年 2月 12日（日） 13:30～ 

内  容 フラワーバレンタイン ウォーク in 静岡 

（ＪＲ静岡駅より生産者 100名が花束を持って繁華街へ向かって歩く） 

備  考 主催：フラワーバレンタイン静岡（県内の生産者、JA、卸売市場等で構成） 

 

22. 岐阜県 

開催場所 「ぎふフラワーフェア」 

（会場：カラフルタウン岐阜（グルメタウン前周辺等） 

開催日時 2012年 2月 10日（金）～12日（日） 

内  容 同フェアにて、ステージイベントにあわせ鉢花を計 200名に配布し、フラワーバレン

タインをＰＲする。 

備  考 主催：岐阜県 

 

23. 大阪府 

開催場所 アリオ八尾（近鉄 八尾駅前（大阪府八尾市光町 2-3）） 

JR 天王寺駅 

開催日時 2012年 2月 12日（日）  

内  容 主に男性、カップル、家族づれ等にお花の無料配布（合計 2,000名分）。 

また、2 月 9日（木）～14日（火）に、アリオ八尾内にて花絵（インフォアラータ）

を展示し、フラワーバレンタインをＰＲする。 

備  考 主催：フラワーバレンタイン関西（株式会社竹中庩園緑化、株式会社なにわ花いちば、

浜松ＰＣガーベラ、ＪＡ全農にいがた、ＪＡ兵庨六甲淡河チューリップ部会で構成） 
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24. 兵庨県 

開催場所 イーグレひめじ（兵庨県姫路市本町 68-290） 

開催日時 2012年 2月 11日（土） 10:00～ 

内  容 主に男性、カップル、家族づれ等にお花の無料配布（合計 1,500名分） 

備  考 主催：イーグレひめじとフラワーバレンタイン姫路（株式会社姫路生花卸売市場、地

元生花店にて構成）のタイアップ企画 

 

25. 広島県 広島市 

開催場所 広島市中区本通 金座街広島パルコ入り口付近 

開催日時 2012年 2月 11日（土） 12:00～ 

内  容 主に男性、カップル、家族づれ等にお花の無料配布（合計 3,000名分） 

備  考 主催：広島 花いっぱい推進委員会 

（株式会社花満、広島県花き商業協同組合、広島県花卉園芸農業協同組合、広島生花

出荷協同組合、広島市三友生花卸売商業組合で構成） 

 

26. 福岡県 福岡市 

開催場所 バーニーズ ニューヨーク福岡店 （福岡市中央区天神 2-5-55） 

開催日時 2012年 2月 12日（日）11:00～  

内  容 当日店舗にお越しいただいた女性のお客様に先着で一本の赤いバラをプレゼント（合

計 700名分を予定）。 

備  考 バーニーズ ニューヨーク福岡店と地元生花店とのタイアップ企画 

 

27. 長崎県 長崎市 

開催場所 長崎県庁ロビー 

開催日時 2012年 2月 6日（月）～14日（火） 

内  容 「フラワーバレンタイン」に向けた花材として、長崎オリジナル花き品種の展示をす

る。また、2月 13日（月）には長崎県立諫早農業高等学校の男子高校生を対象とし

たフラワーアレンジメント教室も実施する。 

備  考 主催：長崎ブランド販売研究部会、長崎県花き振興協議会草花部会チョコレートコス

モス研究会、長崎県花き振興協議会カーネーション部会 

 

28. 宮崎県 宮崎市 

開催場所 みやざき花の祭典 2012 

（会場：イオンモール宮崎（宮崎県宮崎市新別府町江口８６２−１）） 

開催日時 2012年 2月 11日（土）・12日（日） 10:00～15:00 

内  容 同イベントでは、県産花きの展示、フラワーデザインの展示、フラワーアレンジメン

ト教室、コンテナガーデニング（寄せ植え）教室、フラワーパフォーマンス、フラワ

ーオークション、花き若手生産者による花育教室、大学生による花育教室等を実施す

ることとなっており、このイベントの一環として「フラワーバレンタイン」の PR活

動を実施する。なお、同協議会では 1月中に県内の 13生花店で、「フラワーバレンタ

イン」をテーマとした花育教室を親子対象に実施を予定している（100名程度） 

備  考 主催：「みやざき花で彩る未来」推進協議会 
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29. 鹿児島県  

開催場所 フラワーフェスタインかごしま 2012 

（会場：かごしま県民交流センター、天文館ぴらもーるアーケード内） 

開催日時 2012年 2月 10日（金）～12日（日） 

内  容 同イベントでは、県内花き関係団体による会場装飾やオブジェ展示、鹿児島県産花き

の展示や産地紹介、フラワーオークション、フラワーアレンジやガーデニングの体験

教室や花育コーナー、フラワーデザインかごしまカップ等を実施することとなってお

り、このイベントの一環として「フラワーバレンタイン」の PR活動を実施する。 

備  考 主催：フラワーフェスタインかごしま実行委員会 

（株式会社鹿児島園芸花市場，鹿児島県花卉園芸農業協同組合，鹿児島県経済農業協

同組合連合会，鹿児島県フラワー協会，鹿児島県生花商組合，公益社団法人日本フラ

ワーデザイナー協会鹿児島県支部，鹿児島県花商組合，フラワーネット鹿児島支部，

花キューピット協同組合鹿児島地区会，鹿児島県フラワー装飾技能士会，鹿児島園芸

商組合，フラワーパークかごしま，鹿児島県園芸振興協議会，鹿児島県花き振興会，

鹿児島県で構成） 

 

30. その他 

開催場所 ANA ショッピング astyle (online shop） 

開催日時 2012年 2月 1日（水）～2月 10日（金） 

内  容 上記期間内に 4万円以上お買い上げいただいたお客様の中から抽選で、5名様に「ダ

ズンローズ」（12本のバラの花束）をプレゼント。 

備  考 ANA ショッピング astyleと当委員会とのタイアップ企画 

◆ANAショッピング astyle 「Travel Gentleman's」 ホームページ 

http://www.astyle.jp/category/all/sp/travel-gentleman.html 

 

開催場所 JFN「flowers」（FM放送） 

（JFN系ラジオ 20局にて放送） 

開催日時 2012年 2月 1日（水）～2月 14日（火）の放送（月～木） 

内  容 JFN 系ラジオ 20局で放送中の「flowers」にて、フラワーバレンタインに関するプロ

グラムを放送。同番組内で、フラワーバレンタインをリスナーへご紹介いただく他に、

生花小売店へのインタビューや海外のバレンタイン事情について放送します。 

備  考 ◆「flowers」ホームページ 

http://www.jfn.co.jp/flowers/ 

｢flowers｣は、日本全国の笑顔の種に花を咲かせるワイドプログラム。 

（パーソナリティ 松本英子 / Chigusa 月～木 13:30～16:45） 

 


