Press Release
株式会社キョウコフジタ
「シンプル＋上質＝洗練」をコンセプトに
豪華さの先にある豊かさ、個々にとっての真の豊かさを探求したフラワーデコレーションを提案する

レフレシール キョウコ フジタ| réfléchir KYOKO FUJITA
独自に提案・展開するブーケデリバリーサービス

『フラワーデリ イン シーズンズ』のご案内
恋人やお母さまなどご家族、ご友人など大切な人にーー そしてご自分への癒しにーー、
藤田京子がセレクトする季節の花々を編んだブーケを定期的にご指定のお届け先へデリバリー。
オリジナルデザインで束ねられた花々に触れ、多忙な日々の暮らしの中でも季節の移り変わりを感じ、
色や香り、花のパワーに呼び醒まされ、リフレッシュするという真の豊かさを定期的にお届けいたします

『フラワーデリ イン シーズンズ（Flower Deli in Seasons）』 ブーケ イメージ（花器は含まれていません）

2018 年 7 月 12 日： デコラトリス・藤田京子(株式会社キョウコフジタ 代表取締役 栗田京子)のフラワーサロン
ブティック「レフレシール キョウコ フジタ（réfléchir KYOKO FUJITA）」（以下、レフレシール）は、様々な味覚を
お好きなように楽しめるデリ感覚で藤田京子がセレクトする季節の花々を編んだオリジナルデザインのブーケを定期的に
ご指定のお届け先へデリバリーするサービス、『フラワーデリ イン シーズンズ（Flower Deli in Seasons）』を、
2018 年 2 月～7 月期間の提供に続いて、2018 年 9 月～2019 年 1 月の期間中（毎月 1 回、12 月のみ 2 回
デリバリー。全６回）で、提供いたします。
■『フラワーデリ イン シーズンズ』の詳細情報は次ページ以降をご覧ください
本件に関する取材・写真素材・お問い合わせ先
担当: R/O ｜ アールオー 大嶋 理絵

MAIL: otoole@kpb.biglobe.ne.jp

TEL : 090-4829-1098

■レフレシール キョウコフジタ
『フラワーデリ イン シーズンズ（Flower Deli in Seasons）』
◐フラワーデリ イン シーズンズとは
デコラトリス・藤田京子がセレクトする季節の花々を編んだブーケを毎月ご希望のお届け先にデリバリーする、
レフレシール キョウコフジタが新たに提案するフラワーデリバリーサービスです。
様々な味覚をお好きなように楽しめるデリ感覚で藤田京子がセレクトする季節の花々を編んだオリジナルデザインのブーケを通して藤田京子
が伝えたい“美の常習性”というコンセプトを体感し、実践していただけるように、その時期一番美しい花たちを束ねたブーケを毎月お手元に
お届けいたします。
上質で長持ちする花々をスタイリッシュに編み上げたブーケは、季節を感じながら色や香りに触発され、物語を思い浮かべていただけるような
ドラマティックな仕上がり。ギフトラッピング仕様でデリバリーされ、毎月のお届け先を都度変えられるので、恋人やお母さまなどご家族、ご友人
など大切な人へのプレゼントとして贈ったり、ご自分を癒すために暮らしのアクセントとして日常に取り入れていただいたりと、用途にあわせて
デリバリーサービスをご利用いただけます。
オリジナルデザインで束ねられた花々に触れ、多忙な日々の暮らしの中でも季節の移り変わりを感じ、色や香り、花のパワーに呼び醒まされ、
リフレッシュするという真の豊かさを定期的にお届けいたします。

◐美の常習性とは
「美しいモノをいつも身の回りに置き、美しいコトを行う。そんな日常の生き方が本当に美しいヒトを作る」という、
デザインする花々を通して藤田京子が伝えたいコンセプトです。
『フラワーデリ イン シーズンズ』は、多忙な日々の暮らしの中でも季節の移り変わりを感じ、色や香り、花のパワーに呼び醒まされリフレッシュ
され、“美の常習性”を体感し、実践していただけるように、その時期一番美しい花たちをセレクトして束ねたブーケを毎月ご希望のお届け先
にデリバリーいたします。

◐2018 年 9 月～2019 年 1 月期間提供 『フラワーデリ イン シーズンズ』 ブーケ参考イメージ

ダリア、バラ、クルメケイトウ、ケイトウ、ジニア、アワ、ベニスモモ、アリアム、
ビバーナムティナスをあしらったブーケ

ダリア 、カラー 、秋 色アジサイ 、スプレーバ ラ 、トウコキキ ョウ 、レース
フラワー、ヒマワリ、エリンジウム、石化ケイトウ、ドラセナをあしらったブーケ

バラ、シンビジウム、アジサイ、カラー、エケベリア、トルコキキョウ、ユーカリ、
クジャクソウをあしらったブーケ

■■上記の各ブーケは参考イメージです。実際のブーケと異なる場合がありますのでご了承ください。また花器はサービスに含まれません■■

◐フラワーデリ イン シーズンズ（Flower Deli in Seasons）概要
■お届け内容： 藤田京子がセレクトする季節の花々を編んだオリジナルデザインのブーケをギフト用ラッピング仕様でお届けいたします
※ご希望によりブーケをアレンジメントに変更することも可能です
■提供期間： 2018 年 9 月～2019 年 1 月 【毎月 1 回、12 月のみ 2 回デリバリー。全６回】
※ご契約お申込みは継続デリバリー（デリバリー回数：2 回以上）のみ承ります。途中解約はお受け出来ません
※毎月 2 回 （異なるブーケ）のデリバリーでのお申込みも可能です。お申込み時にご希望をお選びください
※オンラインショップではお好きなタイミングで一回毎のご注文も可能です
■お届け予定日： 毎月第 1 火曜日または第 3 火曜日
※ご希望のお届け日をお申し込み時にお選びいただきます
※お届け予定日を第 1 火曜日→第 3 火曜日へ、もしくは第 3 火曜日→第 1
火曜日へ変更をご希望の際は、前月の最終木曜日までにご連絡ください
※年末年始は第 1、第 3 火曜日以外のお届けとなる場合がございます
※北海道、四国、九州、沖縄へのデリバリーについては、午前中指定などができない場合があるのでお届け予定日は別途ご相談させていただきます
■料金： ご希望サイズのブーケデリバリー1 回料金
□ラブリー｜Lovely 【S サイズ】
1 回 6,000 円（税別）
□プレシャス｜Precious 【Regular サイズ】
1 回 9,000 円（税別）
□グラマラス｜Glamorous 【L サイズ】
1 回 12,000 円（税別）
■送料： 一律 1,500 円（税別）
※北海道、四国、九州、沖縄は別途で追加送料を申し受けます
※季節によってクール便を利用いたしますが、クール便料金は弊社負担でお届けいたします
■デリバリー仕様： ギフトラッピング仕様のブーケをデリバリー用ボックスに入れて配送いたします
■デリバリー用ボックスサイズ / ブーケ直径サイズ：
□ラブリー｜Lovely 【S サイズ】
□プレシャス｜Precious 【Regular サイズ】
□グラマラス｜Glamorous 【L サイズ】

ボックスサイズ： 30×30×40（㎝）/ ブーケ直径サイズ： 約 20 ㎝
ボックスサイズ： 30×30×40（㎝）/ ブーケ直径サイズ： 約 25 ㎝
ボックスサイズ： 37.5×37.5×45（㎝）/ ブーケ直径サイズ： 約 30 ㎝

■ご契約お申込み方法： 2018 年 9 月以降のお届け予定日の前週木曜日までにレフレシール 2 店舗（トウキョウ＆広尾アトリエ）、オンライン、FAX にて
お申込みください
■お支払い方法： 現金、クレジットカード、pay pal、銀行振込
※オンラインでお申し込みの場合は月ごとのご決済またはデリバリー回数分をまとめてお支払いのどちらかをお選びいただけます
※銀行振込の場合は、デリバリー回数分まとめてのお支払いとなります
■その他： □メッセージカードを添えたお届けも可能です
□ご契約時に指定いただいたお届け先以外のご住所へ配送を希望される場合は、お届け予定日の 1 週間前までにご連絡ください
□お申し込みのご本人様以外へのお届けは、お届け先のご在宅の確認をお願いいたします。生花のデリバリーであるため、不在配達は 2 回までしか
出来ません。不在の場合、お花は弊社へ戻しますが、返金、再度のお届けはいたしかねますのでご了承ください
■お問い合わせ：

レフレシール キョウコフジタ トウキョウ｜réfléchir KYOKO FUJITA Tokyo
東京都千代田区丸の内 1-8-2 鉃鋼ビルディング 1 階
Tel： 03-3212-8787
Fax： 03-3212-8786
Mail： info@kyokofujita.com

本件に関する取材・写真素材・お問い合わせ先
担当: R/O ｜ アールオー 大嶋 理絵

MAIL: otoole@kpb.biglobe.ne.jp

TEL : 090-4829-1098

[参考資料]
réfléchir KYOKO FUJITA｜レフレシール キョウコ フジタ
「シンプル＋上質＝洗練」をコンセプトに豪華さの先にある豊かさ、個々にとっての真の豊かさを探求したフラワーデコレーションを提案する
藤田京子のフラワーサロンブティックです。
東京・八重洲に生花のショップとサロンが共存する「réfléchir KYOKO FUJITA Tokyo」、広尾には「atelier réfléchir」（サービスブーケを
除き、生花の販売は事前オーダー制です）の 2 店舗を有し、プレタポルテとオーダーメイドの双方で生花のブーケやアレンジメントをご用意いたし
ます。生花のブーケ・アレンジメントは、混雑した場所でも花を傷つけることなく持ち帰ることができるオリジナルギフトボックス「ラ・ボワット・ファシル」
でもご用意できます。また、藤田京子が独自で輸入したアーティフィシャルフラワー（1 本から購入いただけます）のアレンジメントやプリザーブド
フラワーのアレンジメントの他、花器や国内外から仕入れた花に纏わる様々な商品を取り揃えています。ギフトにも使えるシャンパーニュやノンアル
コールスパークリングと花をセットにしたスタイリッシュなギフトボックス等も取り扱っており、ウエディングブーケ・ブーケトニアなどのオーダーメイド
対応も承ります。
■réfléchir KYOKO FUJITA Tokyo｜レフレシール キョウコフジタ トウキョウ
東京都千代田区丸の内 1-8-2 鉃鋼ビルディング 1 階
Tel 03-3212-8787
Fax 03-3212-8786 Mail info@kyokofujita.com
営業時間 月曜日－金曜日 11：00-18：30
http://www.kyokofujita.com/reflechir
■atelier réfléchir｜アトリエ レフレシール
東京都港区南麻布 5-2-37 ルランビル 1 階
Tel 03-3442-8787
Fax 03-3442-0087 Mail info@kyokofujita.com
営業時間 月曜日－金曜日 11：00-18：00 土曜日 10：00-18：00
※不定休
http://www.kyokofujita.com/reflechir

###
デコラトリス 藤田京子
「シンプル＋上質＝洗練」をコンセプトに
豪華さの先にある豊かさ、個々にとっての真の豊かさを探求したフラワーデコレーションを提案いたします

プロフィール：
食空間プロデューサー木村ふみ氏に師事した後渡仏し、ジョルジュ・フランソワ氏に師事。フランスを代表するフローリスト達
から指導を受ける。帰国後、「クール・ド・テコラシオン・フローラル」を主宰。通算 7 年半のパリ、6 年の京都暮らしを通して
得た美意識を、花を通して表現。
2013 年、東京・西麻布にフラワーサロンブティック「réfléchir KYOKO FUJITA Nishiazabu」をオープン。2015 年
10 月、首相公邸史上初となる公邸玄関の装花を行う。2015 年 12 月、東京・八重洲に 2 店舗目となる「réfléchir
KYOKO FUJITA Tokyo」をオープン。2016 年 5 月には、日本で開催された G7 伊勢志摩サミット 2016 において
来日された G７各国首脳をお迎えする客室へのウエルカムフラワーおよび安倍晋三首相夫人主催による各国首脳夫人を
招いてのディナーでの装花を担当する。2016 年 8 月末、西麻布店を広尾に移し「atelier réfléchir」に改名してオープン。
現在に至る

###
La Boite Facile | ラ ボワット ファシル
『La Boite Facile（ラ ボワット ファシル）』の「Facile」は、英語の
「Easy」と同義語。つまり、『La Boite Facile（ラ ボワット ファシル）』
はフランス語で「簡単に使える・やさしい箱」という意味です。今まで
にない画期的なデザインで花にやさしく、運びやすく、スタイリッシュで
エレガントなブーケやフラワーアレンジメントを簡単にお届けできる
レフレシール キョウコ フジタ オリジナルの新スタイルのギフトフラワー
ボックスです。ミシン目にそってボックスを切り開くと、中からふわりと
花があふれ出す、マジカルでドラマティックな演出を可能とするフラワーボックスは、箱の下部が花器となって直ぐにそのまま花を飾ることができ
レストランや個人宅でのパーティーなどへの贈り物に最適です。
■Petite：
■Grande：

S 3,500 円～ / M 5,500 円～
S 5,800 円～ / M 8,800 円～

【料金はすべて税別】

###

