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■ 各告知イベント・タイアップ企画について 
 

1. 東京都 東京駅・丸の内 

開催場所 

 

大丸東京店（東京都千代田区丸の内 1-9-1） 

（ア） 1階コンコース フラワーバレンタイン特設会場 

（イ） 7階メンズ ギア スクエア 

（ウ） バレンタインイベント会場 

開催日時 （ア）2013年 2月 9日（土）15:30～・16:30～ 

（イ）2013年 2月 9日（土）14:30～ 

（ウ）2013年 2月 14日（木）18:30～21:00 

内  容 （ア） フラワーバレンタインモニュメントの展示と主に男性へお花の無料配布 

（イ） 主に男性へお花の無料配布     （（ア）及び（イ）各回 250名様分） 

（ウ） 話題の“街コン”の駅バージョン「駅コン」をバレンタイン当日に開催。男

性から女性へお花のサプライズプレゼント。 

備  考 大丸東京・街コンジャパン・当委員会のタイアップ企画 

◆大丸東京店 ホームページ 

http://www.daimaru.co.jp/tokyo/130214_tokyocon_tokuten/ 

 

開催場所 （ア） JO MALONE LONDON丸の内 

（東京都千代田区丸の内 2-6-1丸の内ブリックスクエアアネックス 1階） 

（イ）ミクニマルノウチ 

（東京都千代田区丸の内 2-6-1丸の内ブリックスクエアアネックス 2階） 

開催日時 （ア）2013年 2月 9日（土）～11日（月・祝） 

（イ）2013年 2月 9日（土）16:00～17:30 

内  容 （ア）ご来店のお客様にお花のプレゼント（期間合計 200名様分） 

（イ）フラワーバレンタインアンバサダー干場義雅氏と JO MALONE LONDON岡田慎也

氏によるトークショー、フラワーアーティスト細沼光則氏によるデモンストレ

ーションを開催。（抽選で当選したご招待者のみ対象） 

備  考 JO MALONE LONDON・ミクニマルノウチ・当委員会のタイアップ企画 

 

2. 東京都 銀座 

開催場所 銀座 ソニービル 1F屋外イベントスペース「ソニースクエア」 

（東京都中央区銀座 5-3-1） 

開催日時 （ア）2013年 2月 4日（月）～14日（木） 

（イ）2013年 2月 11日（月・祝） 

第一回 13:00～ / 第二回 15:20～ 2回に分けて開催 

（ウ）2013年 2月 11日（月・祝）15:40～ 

内  容 「ソニービル フラワーバレンタイン イベント」 

（ア） 赤い花計 1,200本で作られた高さ最大 2mのハートのオブジェを 3つ展示 

（イ） ご来場のお客様へお花のプレゼント（各回先着 350名様分） 

（ウ） ヴァイオリニスト竜馬氏による生演奏 

備  考 主催：ソニー企業株式会社（ソニービル） 

協力：フラワーバレンタイン推進委員会 

◆ソニービル ホームページ 

http://www.sonybuilding.jp/campaign/flower_valentine/index.html 

 

http://www.daimaru.co.jp/tokyo/130214_tokyocon_tokuten/
http://www.sonybuilding.jp/campaign/flower_valentine/index.html
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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 2013年 2月 11日（月・祝）14:00～ 

内  容 フラワーバレンタインアンバサダー干場義雅氏がドアマンとしてご来店の女性、お子

様へ赤いバラをプレゼント（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 

◆バーニーズ ニューヨーク ホームページ 

http://www.barneys.co.jp/topics/events/130131/01.html 

 

 

 

 

開催場所 中央区立数寄屋橋公園（東京都中央区銀座 5-1） 

開催日時 2013年 2月 11日（月・祝）15:55～（予定）※雨天中止 

内  容 ヴァイオリニスト竜馬氏率いる「SoundTrackers」によるフルオーケストラ生演奏 

備  考 主催：フラワーバレンタイン推進委員会 

協賛：ユニバーサル ミュージック合同会社 

 

開催場所 プランタン銀座 １Fマロニエ道りブケ･オ!･ブケ店頭（東京都中央区銀座 3-2-1） 

開催日時 2013年 2月 11日（月・祝）14:00～ 

内  容 ご来店のお客様にバラ一輪をプレゼント（先着 200名様分） 

備  考 主催：ブケ･オ･!ブケ 銀座店、プランタン銀座 

開催場所 松屋銀座 8階レストランシティ （東京都中央区銀座 3-6-1） 

開催日時 2013年 2月 9日（土）～11日（月・祝） 

内  容 レストラン全店で「フラワーバレンタインフェア」を開催。バレンタインメニューを

ご注文のお客様にお花のプレゼント。（合計 1,000名様分） 

備  考 松屋銀座と当委員会とのタイアップ企画 

◆松屋銀座 ホームページ 

http://www.matsuya.com/m_ginza/event/details/20130130_valentine.html 

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

三越銀座店 新館 9階 銀座テラス（東京都中央区銀座 4-6-16） 

開催日時 2013年 2月 11日（月・祝） 

第一回 13:00～ / 第二回 15:00～ 2回に分けて開催 

内  容 主に男性、カップル、家族連れ等にお花の無料配布（全 2箇所で合計 2,000名様分） 

備  考 松坂屋銀座店と当委員会とのタイアップ企画 

◆松坂屋銀座店 ホームページ 

http://mt.jfr-site.net/ginza/promo/fair_event/s130205_03/ 

◆三越銀座店 ホームページ 

http://www.mitsukoshi.co.jp/store/1210/valentine/ 

開催場所 山野楽器 銀座本店 店頭特設ブース（東京都中央区銀座 4-5-6） 

開催日時 2013年 2月 11日（月・祝）13:00～ 

内  容 ユニバーサル ミュージックとフラワーバレンタイン推進委員会コラボレーション企

画、オフィシャルタイアップコンピレーションアルバム「LOVE WORDS」の PR販売に

合わせ、CD購入者へ花のプレゼント（先着 200名様分） 

備  考 ユニバーサル ミュージック合同会社と当委員会のタイアップ企画 

http://www.barneys.co.jp/topics/events/130131/01.html
http://www.matsuya.com/m_ginza/event/details/20130130_valentine.html
http://mt.jfr-site.net/ginza/promo/fair_event/s130205_03/
http://www.mitsukoshi.co.jp/store/1210/valentine/
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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 28階） 

開催日時 2013年 2月 13日（水）、14日（木） ディナー 17:30～21:00 

内  容 男性から女性に花とディナーを贈る“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本のバラの花束と JO MALONE LONDONフレグランスキャンドル「RED ROSES」

をプレゼント。 

備  考 ゴードン・ラムゼイ at コンラッド東京・JO MALONE LONDON・当委員会のタイアップ

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#dozen_roses/direct 

 

4. 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 6−10−1） 

（ア） ウェストウォーク 2階 南側吹抜け 

（イ） 館内レストラン 

（ウ） 東京シティビュー 52階インフォメーションカウンター及びマドラウンジ 

開催日時 （ア）2013年 2月 10日（日）12:00～19:00  

※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）2013年 2月 10日（日）、14日（木）（ディナータイム） 

（ウ）2013年 2月 10日（日）、11日（月・祝）※マドラウンジのみ 14日（木） 

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制作していただきます。（先着 200名様分） 

（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 16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お花の

プレゼント（期間合計：1,800名様） 

レストラン：ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション、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、ブラッ

セリ―カフェ ユイット、フランツィスカーナー バー＆グリル、マドラウ

ンジ、37ステーキハウス＆バー、アンディアーモ、野菜寿し ポタジエ、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 ル デュック 

（ウ） “恋人の聖地”東京シティビューご来場のカップルにお花のプレゼント 

備  考 六本木ヒルズと当委員会のタイアップ企画 

◆六本木ヒルズ ホームページ 

http://www.roppongihills.com/feature/valentine2013/02.html 

 

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 2013年 2月 10日（日）11:00～ 

内  容 店舗でお買い上げいただいた男性にお花のプレゼント（先着 100名様分） 

備  考 DEAN & DELUCA と当委員会のタイアップ企画 

 

http://gordonramsay.jp/news_detail.html#dozen_roses/direct
http://www.roppongihills.com/feature/valentine2013/02.html
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5. 東京都 渋谷・代官山 

開催場所 渋谷ヒカリエ（東京都渋谷区渋谷 2-21-1） 

（ア）2階アーバンコア 

（イ）6・7・8・11階のカフェ＆レストラン 

（ウ）7階「TABLE7」 

開催日時 （ア）2月 1日（金）～14日（木）  

（イ）2月 12日（火）、13日（水）18:00～23:00 

（ウ）2月 10日（日）24:00～11日（月・祝）4:00 

内  容 （ア）チューリップの「2人が永遠に結ばれる幸せのフラワーモニュメント」設置 

（イ）カフェもしくはレストランで飲食された男性にお花のプレゼント 

（各日先着 300名様分、7階特設会場にてレシートと引き換え） 

（ウ）ミッドナイトマルシェを開催。3,000円以上、深夜営業時間中にご利用いただ

いた男性のお客様に、お好きなお花（5本）を選んでいただき、フラワーブー

ケに仕立てプレゼント（先着 50名様分） 

備  考 渋谷ヒカリエと当委員会のタイアップ企画 

◆渋谷ヒカリエ プレスリリース 

http://www.hikarie.jp/img_uploads/org/valentine.pdf 

 

開催場所 代官山 T-SITE GARDEN GALLERY 

（東京都渋谷区猿楽町 16-15 代官山 T-SITE GARDEN2号棟） 

開催日時 2013年 2月 2日（土）14:00 ～16:30              ※実施済    

内  容 フラワーバレンタイン オフィシャルタイアップコンピレーションアルバム「LOVE 

WORDS」（ユニバーサル ミュージック）＆コラボ企画書籍「HOW TO 花贈り～気持ちを

花にのせて」（朝日出版社）の発売記念イベントを開催。ヴァイオリニスト竜馬氏ラ

イブ、フラワーバレンタインアンバサダー干場義雅氏トークショー、ミニブーケ制作

（CDもしくは書籍をご購入のお客様先着 50名様分）を実施。またハートのオブジェ

の前でプロのカメラマンによる撮影、その場で現像した記念写真をプレゼント。 

備  考 主催：フラワーバレンタイン推進委員会 

協賛：ユニバーサル ミュージック合同会社、株式会社朝日出版社、フローレンスカ

レッジ 

◆代官山 T-SITE ホームページ 

http://tsite.jp/daikanyama/event/001517.html 

 

6. 東京都 新宿 

開催場所 （ア） 新宿伊勢丹メンズ館入口、新宿伊勢丹本館入口（東京都新宿区新宿 3-14-1） 

（イ） 新宿伊勢丹メンズ館 各フロアレジ 

開催日時 （ア）2013年 2月 9日（土）～14日（木） 

（イ）2013年 2月 9日（土）～11日（月・祝） 

内  容 （ア） フラワーバレンタイン装飾を設置。 

（イ） 各フロアにて 10,500円以上お買い上げの男性のお客様にお花のプレゼント。

（各日先着 500名、合計 1,500名分） 

備  考 新宿伊勢丹と当委員会とのタイアップ企画 

◆伊勢丹メンズ 公式 facebook  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=551479508203039&set=a.24297672905332

0.77197.234487326568927&type=1 

 

http://www.hikarie.jp/img_uploads/org/valentine.pdf
http://tsite.jp/daikanyama/event/001517.html
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=551479508203039&set=a.242976729053320.77197.234487326568927&type=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=551479508203039&set=a.242976729053320.77197.234487326568927&type=1
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開催場所 新宿マルイ メン 1階店頭入り口（東京都新宿区 5-16-4） 

新宿マルイ アネックス 1階新宿通り店頭入り口（東京都新宿区新宿 3-1-26） 

開催日時 2013年 2月 11日（月・祝）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（各店先着 500名様分） 

新宿マルイ アネックスでは「フラワーバレンタイン」期間限定ショップを展開。 

備  考 新宿マルイと当委員会のタイアップ企画 

◆新宿マルイ メン ホームページ 

http://www.0101.co.jp/stores/guide/storetp/news/00074detail.html?comment_id=52041 

◆新宿マルイ アネックス ホームページ 

http://www.0101.co.jp/stores/guide/storetp/news/00003detail.html?comment_id=51679 

 

開催場所 バーニーズ ニューヨーク新宿店（東京都新宿区新宿 3-18-5） 

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赤いバラをプレゼント（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 

◆バーニーズ ニューヨーク ホームページ 

http://www.barneys.co.jp/topics/events/130131/01.html 

 

 

 

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 （ア）2013年 2月 10日（日）15:00 ～17:30 

（イ）2013年 2月 11日（月・祝） 

内  容 （ア） カップル料理教室で男性によるアレンジ制作を実施し、女性へプレゼント。 

（イ） ウェディングフェアへご来館のお客様へお花のプレゼント 

備  考 ハイアットリージェンシー東京と当委員会のタイアップ企画 

◆ハイアットリージェンシー東京 ホームページ 

http://www.hyattregencytokyo.com/banquet/event.html 

 

 

 

開催場所 小田急百貨店 新宿店（東京都新宿区西新宿 1-1-3） 

開催日時 2013年 2月 9日（土）～11日（月・祝） 

内  容 「イケてるメンズがご案内!?バレンタイン 3days」にご参加のお客様へお花のプレゼ

ント（合計 150名様分） 

備  考 小田急百貨店 新宿店と当委員会のタイアップ企画 

◆小田急百貨店 ホームページ 

http://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/valentine/index_06.html 

開催場所 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 20階（東京都渋谷区代々木 2-2-1） 

レストラン「TRIBEKS トライベックス」 

開催日時 2013年 2月 10日（日）、11日（月・祝） 

内  容 カップルでお食事ご利用のお客様へお花のプレゼント（合計 350名様分） 

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

http://www.0101.co.jp/stores/guide/storetp/news/00074detail.html?comment_id=52041
http://www.0101.co.jp/stores/guide/storetp/news/00003detail.html?comment_id=51679
http://www.barneys.co.jp/topics/events/130131/01.html
http://www.hyattregencytokyo.com/banquet/event.html
http://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/valentine/index_06.html
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開催場所 小田急新宿駅 西口地下改札前（東京都新宿区） 

開催日時 2013年 2月 11日（月・祝）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 500名様分） 

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 2013年 2月 11日（月・祝）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 500名様分） 

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 西武池袋駅 地下 1階改札外通路（東京都豊島区） 

開催日時 （ア）2013年 2月 1日（金）15:00～ 

（イ）2013年 2月 1日（金）～3日（日）           ※実施済    

内  容 （ア）主に男性、カップル、家族連れ等にお花の無料配布（先着 1,000名様分） 

（イ）関東東海花の展覧会とコラボレーションし、フラワーバレンタインモニュメン

トを展示。 

備  考 主催：フラワーバレンタイン推進委員会 

協力：西武鉄道 

 

開催場所 西武百貨店 池袋本店 7階（南）催事場（東京都豊島区南池袋 1-28-1） 

開催日時 2013年 2月 9日（土）10:00～ 

内  容 日本最大規模のチョコレートの祭典「チョコレートパラダイス 2013」の会場で、ブ

ラワーバレンタインを記念したお花の無料配布（先着 1,000名様分） 

備  考 西武百貨店と当委員会のタイアップ企画 

 

8. 東京都 北千住 

開催場所 北千住駅（東京）  

開催日時 2013年 2月 10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 1,000名分） 

備  考 主催：東京都花き振興協議会 北足立地区 

 

9. 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 2013年 2月 8日（金） 夕方 

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 
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10. 東京都 吉祥寺 

開催場所 アトレ吉祥寺 地下 1階 ゆらぎの広場（東京都武蔵野市吉祥寺 1-1-24） 

開催日時 2013年 2月 11日（日・祝）12：00～ 

内  容 （ア）「Flower Valentine」のテーマ曲を作曲したヴァイオリニスト竜馬氏のライブ

＆トークショー 

（イ）館内の花屋３店舗によるお花の無料配布（先着 300名様分） 

備  考 アトレ吉祥寺と当委員会のタイアップ企画 

◆アトレ吉祥寺 ホームページ 

http://www.atre.co.jp/admin/oshirase/pdf/14_event201302.pdf#search='%E5%90%

89%E7%A5%A5%E5%AF%BA+%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%AC+%E7%AB%9C%E9%A6%AC' 

 

11. 東京都 立川 

開催場所 JR立川駅 

開催日時 2013年 2月 10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 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 西多摩郡 

開催場所 イオンモール日の出（東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木 237−3） 

開催日時 2013年 2月 9日（土）第一回 11：00～／第二回 13：00～／第三回 15：00～ 

内  容 フラワーバレンタインイベント情報として、ミニコンサート、フラワーアレンジ講習

会、フラワーヘッドピース体験、お花の無料配布（先着 1,500名様分）を実施。 

※同日にイオンモール堺北花田、イオンモール高の原でもお花の無料配布を実施。 

備  考 主催：イオンモールと当委員会のタイアップ企画 

 

13. 東京都 霞が関 

開催場所 農林水産省北別館 1階「消費者の部屋」 

開催日時 2013年 2月 12日(火)～15日(金) 

内  容 ｢消費者の部屋｣にて特別展示を開催。｢フラワーバレンタイン｣の活動や取組みをパネ

ルやポスター等で紹介する。また、フラワーアレンジやテーマフラワーの展示等を行

い、「フラワーバレンタイン」を体感してもらう。 

備  考 主催：生産局農産部園芸作物課花き産業・施設園芸振興室 

 

 

http://www.atre.co.jp/admin/oshirase/pdf/14_event201302.pdf#search='%E5%90%89%E7%A5%A5%E5%AF%BA+%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%AC+%E7%AB%9C%E9%A6%AC
http://www.atre.co.jp/admin/oshirase/pdf/14_event201302.pdf#search='%E5%90%89%E7%A5%A5%E5%AF%BA+%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%AC+%E7%AB%9C%E9%A6%AC

