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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 

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 2013年 2月 14日（木） 

内  容 全国のワーナー・マイカル・シネマズにて映画ご鑑賞のお客様へお花のプレゼント 

（先着合計 4,000名様分） 

備  考 ワーナー・マイカル・シネマズと当委員会のタイアップ企画 

◆ワーナー・マイカル・シネマズホームページ 

http://www.warnermycal.com/event/flowervalentine2013/ 

 

 

2. 北海道 

開催場所 札幌地下歩行空間（北海道札幌市中央区北３条広場交差点あたり） 

開催日時 （ア）2013年 2月 9日（土）、10日（日）11：00～13：00 

（イ）2013年 2月 9日（土）15：00～ 

内  容 （ア）ブーケ作り体験イベントの開催およびお花の無料配布（先着合計 1,000名様分） 

（イ）イベント参加者が花束を持ち、札幌地下歩行空間を歩きながらフラワーバレン

タインをＰＲするフラワーウォークを実施。 

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

協同組合、札幌花き園芸株式会社、はまなす花き株式会社、株式会社ディノ

ス フジテレビフラワーネット、花キューピット北海道ブロック、社団法人

全国花卸協会札幌ブロック、社団法人全国花卸協会札幌ブロック） 

 

 

開催場所 （ア）ラルズマートしゃり（北海道斜里郡斜里町豊倉 50-6） 

（イ）Aコープしゃり（北海道斜里郡斜里町青葉町 33-1） 

開催日時 2013年 2月 9日（土） 

内  容 ご来店のお客様にお花の無料配布（先着合計 300名様分） 

備  考 主催：フラワーバレンタイン知床 

 

 

3. 宮城県 

開催場所 仙台市内フラワーウォーク 

開催日時 2013年 2月 13日（水） 

内  容 県産花きを用いたアレンジ及び寄せ植えを県・仙台市・全農みやぎなどの職員が購入

し、帰宅時に持ち歩きながらフラワーバレンタインをＰＲする。 

備  考 主催：宮城県花と緑普及促進協議会（宮城県、仙台市、全国農業協同組合連合会宮城

県本部、宮城県園芸協会、宮城県花卉商業協同組合、仙台中央卸売市場花卉仲

卸協同組合、仙台生花株式会社、株式会社仙花、株式会社石巻花卉園芸） 
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開催場所 三井アウトレットパーク仙台港（宮城県仙台市宮城野区中野出花 123） 

開催日時 （ア）2013年 2月 9日（土）～11日（月・祝） 

（イ）2013年 2月 9日（土）～11日（月・祝）13：00～ 

内  容 （ア）アウトレット内のステージに、ハート型モニュメントを展示 

（イ）ご来場のお客様へお花の無料配布（各日先着 500名様分） 

備  考 主催：仙台市中央卸売花き部運営協議会 

 

 

4. 山形県 

開催場所 山形県立置賜農業高等学校（山形県東置賜郡川西町上小松 3723） 

開催日時 2013年 2月 14日（木）13：40～ 

内  容 農業高校の生徒に向けて、おきたま産の花材（アルストロメリア・啓翁桜）を使用し

たフラワーアレンジメント教室を実施。 

備  考 主催：JA山形おきたま花卉振興会 

 

 

開催場所 米沢市役所前（山形県米沢市金池 5-2-25） 

開催日時 2013年 2月 14日（木）13：00～ 

内  容 女性を対象に、お花の無料配布（先着 200名様分） 

備  考 主催：JA山形おきたま花卉振興会 

 

 

5. 新潟県 

開催場所 新潟市食育・花育センター アトリウム（新潟県新潟市中央区清五郎 401） 

開催日時 2013年 2月 1日（金）～14日（木） 

内  容 「チューリップの花言葉は『愛の告白』」というテーマで、フラワーバレンタインの

ＰＲ展示 

備  考 主催：にいがた花推進委員会 

 

 

6. 石川県 

開催場所 北陸農政局（石川県金沢市広坂 2-2-60） 

開催日時 （ア）2013年 1月中旬～2月 15日(金) 

（イ）2013年 2月 1日（金）～15日（金） 

（ウ）2013年 2月 14日（木） 

内  容 （ア）北陸農政局内にフラワーバレンタイン PR資料を掲示 

（イ）北陸農政局「消費者の部屋」において、「フラワーバレンタイン」をテーマと

してパネルを展示 

（ウ）石川県で育成した新品種フリージアを含む花束を職員が購入し、帰宅時に持ち

歩きながらフラワーバレンタインをＰＲする 

備  考 主催：北陸農政局、北陸地域花き連絡協議会 
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7. 栃木県 

開催場所 「とちぎ花フェスタ 2013 in うつのみや」（栃木県宇都宮市新里町丙 254） 

開催日時 2013年 2月 9日（土）10：00～16：30、10日（日） 9：30～16：30、 

 11日（月・祝） 9：30～16：00 

内  容 テーマ：「フラワーバレンタイン～花で伝える愛のメッセージ～」 

とちぎ花フェスタは、「とちぎの花」の普及促進と生産振興を図るとともに、「花と緑

にあふれるふるさと栃木」の実現を図るため、県内各地で生産される花を一堂に集め

た花の総合イベントとして開催している。今回は、フラワーバレンタインをテーマと

して、ポスターやのぼり等での紹介や花きの展示を行う。 

備  考 主催：とちぎ花フェスタ 2013実行委員会（栃木県、宇都宮市、公益財団法人栃木県

農業振興公社、全国農業協同組合連合会栃木県本部、一般社団法人とちぎ農産

物マーケティング協会、花咲くとちぎ推進協議会、栃木県卸売市場連絡協議会、

宇都宮農業協同組合、宇都宮市花き園芸組合） 

後援：株式会社下野新聞社、株式会社日本農業新聞、ＮＨＫ宇都宮放送局、株式会社

とちぎテレビ、株式会社栃木放送、株式会社エフエム栃木、東日本旅客鉄道株

式会社 大宮支社、関東自動車株式会社、東武鉄道株式会社、公益社団法人日

本フラワーデザイナー協会、一般社団法人日本生花通信配達協会、栃木県生花

商協同組合 

 

 

8. 埼玉県 

開催場所 関東農政局（埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1） 

開催日時 2013年 2月 14日（木） 

内  容 静岡県産のガーベラを使ったミニブーケを職員が購入し、帰宅時に持ち歩きながらフ

ラワーバレンタインをＰＲする。 

備  考 主催：農林水産省関東農政局 

 

 

9. 千葉県 

開催場所 丸山地区の幼稚園・小中学校（千葉県南房総市富浦） 

開催日時 2013年 2月 14日（木） 

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制

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する。（合計 600名分） 

備  考 主催：JA安房花き部丸山支部後継者部会 

 

 

10. 神奈川県 

開催場所 バーニーズ ニューヨーク横浜店（神奈川県横浜市中区山下町 36-1） 

開催日時 2013年 2月 11日（月・祝）14:00～ 

内  容 ご来店の女性、お子様等にドアマンからカーネーション「ムーンダスト」をプレゼン

ト（先着 500名様分） 

備  考 バーニーズ ニューヨークと当委員会のタイアップ企画 
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11. 静岡県 

開催場所 （ア）静岡おでんフェア 前夜祭（静岡県静岡市葵区呉服町） 

（イ）新静岡セノバ（静岡県静岡市葵区鷹匠 1-1-1） 

（ウ）静岡県内の官公庁（県庁、その他総合庁舎、市役所、区役所等） 

（エ）JR浜松駅（静岡県浜松市中区砂山町 6-2） 

開催日時 （ア）2013年 2月 8日（金）18：00～ 

（イ）2013年 2月 8日（金）～14日（木） 

（ウ）2013年 2月 1日（金）～14日（木） 

（エ）2013年 2月 7日（木）～14日（木） 

内  容 （ア）JR静岡駅からおでんフェアの会場に向かって、県内花き関係者による「フラ

ワーウォーク in静岡」を実施。 

（イ）モニュメントの展示やデモンストレーションの実施 

（ウ）計 400個以上のナンシュル君(一輪挿し)の展示 

（エ）ガーベラモニュメントの展示 

備  考 主催：フラワーバレンタイン静岡 2013 実行委員会、静岡県花卉園芸組合連合会、静

岡県花卉園芸組合連合会ガーベラ部会 

共催：静岡おでん祭り実行委員会、静岡県花き生産者マーケティング研究会、静岡県

生花商組合連合会、花キューピット静岡支部、静岡県花き市場連合会 

後援：静岡県 

 

 

12. 愛知県 

開催場所 「フラワーマルシェ 2013～とっておきの花いちば～」 

（会場：吹上ホール（愛知県名古屋市千種区吹上 2-6-3） 

開催日時 2013年 2月 10日(日)12：00～、15：00～ 

内  容 フラワーマルシェ 2013のイベント会場内にて、『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～』がパフォーマンスを実施 

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） 

 

開催場所 愛知県庁フラワーウォーク（愛知県名古屋市中区三の丸 3-1-2） 

開催日時 2013年 2月 14日（木） 

内  容 男性から女性にプレゼントしたら喜ばれそうな花を、県庁職員が帰宅時に持ち歩きな

がらフラワーバレンタインをＰＲする。 

備  考 主催：愛知県花き温室園芸組合連合会 

開催場所 ワーナー・マイカル・シネマズ 港北ニュータウン（神奈川県横浜市都筑区中川中央

1-25-1） 

開催日時 2013年 2月 7日（木）19：00～ 

内  容 フラワーバレンタインプレゼンツ・カップル試写会『英国ロイヤル・バレエ団「ロミ

オとジュリエット」』開催。（抽選で当選したご招待者のみ対象） 

備  考 ワーナー・マイカル・シネマズと当委員会のタイアップ企画 
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開催場所 （ア）栄オアシス 21「トヨタ・ホームリンク」（愛知県名古屋市東区東桜 1-11−1） 

（イ）セントレア・スカイタウン（愛知県常滑市セントレア 1-1中部国際空港） 

開催日時 2013年 2月 2日（土）                 ※実施済 

内  容 （ア）スケートリンク「トヨタ・ホームリンク」の利用客を対象にお花をプレゼント

（先着 300名様）。併せて、花束を持って名古屋市中心部の JAビルより、オア

シス 21までお花を持ち歩きながらＰＲを行い、終了時にお花を無料配布する

（先着 330名様） 

（イ）NFD愛知県支部の協力により「フラワーモニュメント」を作成。お花の無料配

布（先着 200名様）や、モュメント前での記念撮影時に花束をプレゼント（先

着 70名様）。 

備  考 主催：フラワーバレンタインあいち実行委員会（愛知県、名古屋生花小売商業協同組

合、愛知県経済連、愛知豊明花き地方卸売市場、愛知県花き市場組合、愛知名

港花き地方卸売市場） 

 

開催場所 テバオーシャンアリーナ（愛知県名古屋市港区金城ふ頭 2-7） 

開催日時 2013年 2月 9日（土） 

内  容 「Ｆリーグ 2012 powered by ウィダ－inゼリ－ Charge→Goプレーオフ Final Round 

開幕戦」でパフォーマンスを行い、フラワーバレンタインをＰＲする。 

備  考 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～ 

 

 

13. 岐阜県 

開催場所 「フラワーバレンタインフェア」 

（会場：アクティブＧ（岐阜県岐阜市橋本町 1-10-1・岐阜駅横）） 

開催日時 （ア）2013年 2月 8日(金)～14日(木) 

（イ）2013年 2月 10日（日） 第一回  13：30～／第二回 15：00～ 

内  容 （ア）岐阜駅に隣接した商業施設アクティブＧにて、フラワーバレンタインの展示 

（イ）｢フラワーバレンタイン大作戦｣と題し、ステージ上で男性から女性に花を添え

て、愛や感謝の気持ちを伝えるイベントを開催する。また、男性来場者に「ぎ

ふの花」をプレゼントする（先着合計 200名様） 

備  考 主催：花工房ぎふ、岐阜花き流通センター農業協同組合、岐阜バラ会、岐阜県 

協力：東海地域花き普及・振興協議会 

 

 

14. 大阪府 

開催場所 阪神梅田本店 B1F（大阪府大阪市北区梅田 1-13-13） 

開催日時 2013年 2月 14日 17:00～ 

内  容 フラワーバレンタインの PR活動として、バレンタインデー当日に、【男性限定！！】

でお花をプレゼントいたします。仕事帰りのビジネスマンや学生、年配の方など全て

の【男の子】が対象です！ 

備  考 主催：株式会社なにわ花いちば 西日本花き株式会社 

協賛：関西生花市場協同組合 

協力：株式会社竹中庭園緑化 
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開催場所 （ア）なんば CITY（大阪府大阪市中央区難波 5-1-60） 

（イ）クロス茶屋町（大阪府大阪市北区茶屋町 15-9-2） 

開催日時 2013年 2月 8日（金）～10日（日） 

内  容 各施設内テナント約 10店舗に花束引換券を設置。引換券を施設内フラワーショップ

にお持ちいただくと花束をプレゼント（（ア）先着合計 1,000名様、（イ）先着合計

700名様） 

備  考 （ア）主催：なんば CITY 

企画・運営：なんば CITY、ヒビヤカダン スタイル なんば CITY店 

（イ）主催：クロス茶屋町 

企画・運営：クロス茶屋町、株式会社日比谷花壇 

協賛：関西生花卸売市場協会 

協力：株式会社 JF鶴見花き 

 

開催場所 （ア）中之島フェスティバルタワー B1階入口（大阪府大阪市北区中之島2丁目3-18） 

（イ）京橋の京阪モール 2階入口もしくは JR通路側（大阪府大阪市都島区東野田

町 2-1-38） 

（ウ）中央電気倶楽部（大阪府大阪市北区堂島浜 2-1-25） 

開催日時 （ア）2013年 2月 14日（木）17：00～18：00 

（イ）2013年 2月 14日（木）17：00～18：00 

（ウ）2013年 2月 8日（金）19：00～21：00 

内  容 （ア）ご来場の女性のお客様にガーベラなどのお花を無料配布（先着 100名様） 

（イ）ご来場の女性のお客様にガーベラなどのお花を無料配布（先着 300名様） 

（ウ）ローズソムリエ小山内健氏による「大人のバレンタイン・セミナー」講演 

備  考 （ア）（イ）主催：京阪園芸 協力：JF鶴見花き 

（ウ）主催：産経新聞社、関西花消費拡大委員会 協力：京阪園芸 

 

開催場所 JFN（ジャパンフラワーネットワーク）大阪支部・兵庫支部の加盟店 

開催日時 2013年 1月末頃～2月初旬 

内  容 「お花で笑顔を咲かせよう」プロジェクトの一環として、各加盟店が「試飾」として

お花を無料配布する。 

備  考 主催：関西花き事業協同組合 

 

 

15. 兵庫県 

開催場所 バーニーズ ニューヨーク神戸店（兵庫県神戸市中央区京町 25） 

開催日時 2013年 2月 11日（月・祝）14:00～ 

内  容 ご来店の女性、お子様等にドアマンからガーベラをプレゼント（先着 500名様分） 

備  考 バーニーズ ニューヨークと当委員会のタイアップ企画 

 

開催場所 JR姫路駅南口前（兵庫県姫路市駅前町 188） 

開催日時 2013年 2月 9日（土）10：00～14：00  

内  容 主に男性、カップル、家族連れ等にお花の無料配布（先着 2,000名様） 

備  考 主催：株式会社姫路生花市場 
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16. 京都府 

開催場所 （ア）大阪ガス・ディリパ京都（京都府京都市下京区中堂寺粟田町 93） 

（イ）京都花き総合流通センター（京都府京都市伏見区深草中川原町 13） 

開催日時 （ア）2013年 2月 2日（土）、3日（日） 

（イ）2013年 2月 9日（土） 

内  容 （ア）京都市婚活イベント「クッキング de京都婚活」の男性参加者へお花のプレゼ

ント 

（イ）小学生以下の男の子と保護者を対象にフラワーバレンタインをテーマにした花

育教室の開催（先着申込 30組） 

備  考 主催：京都生花株式会社、京都市 

◆京都フラワーバレンタイン推進協議会ホームページ 

http://www.kyotoseika.co.jp/FVkyoto/ 

 

開催場所 京都中央郵便局 ATMコーナー展示スペース（京都府京都市下京区東塩小路町 843-12） 

開催日時 2013年 1月 25日（金）～2月 15日（金） 

内  容 フラワーバレンタイン装飾および展示 

備  考 主催：近畿農政局 

花材提供および装飾協力：株式会社ノムラ 

 

 

17. 奈良県 

開催場所 大和西大寺 駅前（奈良市西大寺国見町 1丁目 1-1） 

開催日時 2013年 2月 14日 17:00～ 

内  容 フラワーバレンタインの PR活動として、バレンタインデー当日に、【男性限定！！】

でお花をプレゼントいたします。仕事帰りのサラリーマンをターゲットに配布しま

す。 

備  考 主催：株式会社なにわ花いちば 奈良県花き植木農業協同組合  

協賛：関西生花市場協同組合 

協力：株式会社花恋人（KARENDO） 

 

 

18. 和歌山県 

開催場所 阪和自動車道 上り（和歌山行き）サービスエリア 

開催日時 2013年 2月 10日（日）13：30～ 

内  容 印南町のマスコット「カッ君」「エルちゃん」が、ＪＡみなべいなみ産の花を無料配

布（先着 200名様分）。 

備  考 主催：JAみなべいなみ 花き部会 

協賛：印南町花き連絡協議会 
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19. 広島県 

開催場所 広島パルコ前 特設会場（広島県広島市中区新天地 2-1） 

開催日時 2013年 2月 9日（土）14：00～ 

内  容 （ア）花のプロによるブーケ作り・プロミュージシャンによる演奏のステージ開催 

（イ）カップルや男性の方を中心にお花をプレゼント（先着 50名様分） 

御希望の方にはポラロイド記念撮影 

（ウ）パルコのレシートを持参された方にお花をプレゼント（先着 100名様分） 

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）  

 

 

20. 香川県 

開催場所 丸亀町商店街（香川県高松市） 

開催日時 2月 7日（木）15：30～16：30 

内  容 （ア）全国の若手カーネーション生産者が集まり、花束を持って商店街を歩く「フラ

ワーウォークを行いながらフラワーバレンタインをＰＲする 

（イ）商店街の中心でお花の無料配布（先着 200名様分） 

備  考 主催：香川県カーネーション協会 

 

 

21. 福岡県 

開催場所 （ア）リバ－ウォ－ク北九州（福岡県北九州市小倉北区室町 1-1-1） 

（イ）イオンモ－ル福岡（福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木 192-1） 

（ウ）西日本鉄道 天神大牟田線「久留米駅改札口前」（福岡県久留米市東町 309-2） 

開催日時 （ア）2013年 2月 7日（木）～14日（木） 

（イ）2013年 2月 9日（土）～10日（日） 

（ウ）2013年 2月 9日（土）～10日（日） 

内  容 （ア）フラワーオブジェの展示、お花の無料配布、フラワーアレンジメント教室 

（イ）フラワーオブジェの展示、お花の無料配布 

（ウ）フラワ－オブジェの展示、お花の無料配布、フラワーアレンジメント教室 

備  考 主催：福岡県花き園芸連合会（福岡県花卉農業協同組合、久留米花卉園芸農業協同組

合、JAふくおか八女電照菊部会、飯塚花き園芸組合、JAたがわ花き部会、JA

直鞍花き部会、北九州市花き園芸協議会）  

 

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

開催日時 2013年 2月 11日（月・祝）14:00～ 

内  容 ご来店の女性、お子様等にドアマンからガーベラをプレゼント（先着 500名様分） 

備  考 バーニーズ ニューヨークと当委員会のタイアップ企画 
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22. 佐賀県 

開催場所 JR佐賀駅（佐賀県佐賀市駅前中央 1） 

開催日時 2013年 2月 14日（木）17：30～18：30 

内  容 男性を対象にバラの無料配布（先着 200名様分） 

備  考 主催：ＦＩＮＥＲＯＳＥ、佐賀花市場、佐賀花市場花商組合、佐賀花市場バラ部会） 

 

 

23. 長崎県 

開催場所 （ア）ハウステンボス ショコラ会場（長崎県佐世保市ハウステンボス町） 

（イ）ハウステンボス マルシェドパラディ（長崎県佐世保市ハウステンボス町） 

（ウ）ハウステンボス ホテルヨーロッパロビー（長崎県佐世保市ハウステンボス町） 

開催日時 2013年 2月 9日（土）～11日（月・祝） 

（ア）13：00～ （イ）10：00～ 

内  容 （ア）男性スタッフからご来場のお客様にお花のプレゼント（各日先着 300名様分） 

（イ）花のギフトボックス作りの体験教室（有料・各日先着 20名様） 

（ウ）バレンタインをテーマにホテルロビーを装飾 

備  考 ハウステンボスと当委員会のタイアップ企画 

 

 

24. 熊本県 

開催場所 九州農政局（熊本県熊本市西区春日 2-10-1） 

開催日時 2013年 2月 1日(金)～2月 15日(金) 

内  容 「大切な人への花にそえる一行メッセージ」を一般消費者から募集し、優秀な作品の

表彰や九州農政局内の「消費者の部屋」にて特別展示(2月 4日～15日)を行い、本キ

ャンペーンのＰＲを実施する。 

備  考 主催：九州花き振興協議会（九州・山口花き園芸連絡協議会、九州花き卸売市場連合

会、九州生花商団体連合会、九州 7県） 

 

 

25. 宮崎県 

開催場所 「みやざき花の祭典 2013」 

（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 （ア）2013年 2月 9日（土）15：30～、10日（日）11：30～ 

（イ）2013年 2月 10日（日）10：00～ 

（ウ）2013年 2月 9日（土）15：00～、10日（日）12：30～ 

内  容 （ア）男性限定フラワーアレンジメント教室を開催（定員 24名） 

（イ）地元アナウンサーによるフラワーバレンタイントークショー 

（ウ）花男子から花束のプレゼント 

備  考 主催：「みやざき花で彩る未来」推進協議会（宮崎県、宮崎県経済農業協同組合連合

会、宮崎県花き卸売市場連絡協議会、宮崎県生花商組合連合会、宮崎県花き生

産者連合会、宮崎県 JA花き協議会） 
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26. 鹿児島県 

開催場所 「フラワーフェスタインかごしま 2013」（鹿児島県鹿児島市山下町 14-50） 

開催日時 2013年 2月 1日（金）～3日（日）            ※実施済 

内  容 「フラワーバレンタイン」をテーマとし、花きの装飾やフラワーデザインカップ（競

技）を開催し、フラワーバレンタインを広く県民にＰＲ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（鹿児島県、株式会社鹿児島園芸花

市場、鹿児島県花卉園芸農協、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、公益法人日本フラワーデザイナー協会鹿児

島支部、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）  

 


