
◐レフレシール キョウコフジタ 「2019 クリスマスギフトコレクション」      ※以下の価格は全て税別です 
 
NEW! ❶ フラワーデリ ノエル     【フラワーデリバリーサービス】   30,000 円 
NEW! ❷ クリスマスボックス（レッドボックス） 【ギフトフラワーボックス】    13,000 円 
NEW! ❸ クリスマスボックス（シャンパン付レッドボックス） 【シャンパン付ギフトフラワーボックス】   16,000 円 
NEW! ❹ クリスマスボックス（ブラックボックス） 【ギフトフラワーボックス】    15,000 円 
NEW! ➎ スワッグ     【スワッグ】      8,500 円 

❻ コロン ド ノエル カレ    【リース】     10,000 円 
➐ ラ ボワット ジョワ ルージュ     【シャンパン付ギフトフラワーボックス】   12,800 円 
➑ ラ ボワット ジョワ ネイティブ   【シャンパン付ギフトフラワーボックス】   12,800 円 
❾ ラ ボワット ファシル ”ノートルダムーローズ” 【ギフトフラワーボックス】     12,800 円 
❿ ラ ボワット ファシル ”サクレクール”  【ギフトフラワーボックス】      8,800 円 

 
予約受付期間︓ 2019 年 10 ⽉ 28 ⽇（⽉）〜 12 ⽉ 20 ⽇（⾦）【フラワーデリ ノエル以外】 
お引渡し期間: 2018 年 11 ⽉ 21 ⽇（⽊）〜 12 ⽉ 25 ⽇（⽔）【フラワーデリ ノエル以外】 

※クリスマスギフトは 2019 年 12 ⽉ 23 ⽇（⽉）発送、12 ⽉ 25 ⽇（⽔）午前中まで広尾店にて引渡し 
予約対応・販売店︓ レフレシール キョウコフジタ ●アトリエ レフレシール（広尾） 店頭 および FAX 03-3442-0087 

●レフレシール オンラインショップ  http://reflechir-shop.com/ 
【2019 年 新作】   
❶ フラワーデリ ノエル 《限定数販売》     【フラワーデリバリーサービス】  
美しい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お送りするサービス、    
『フラワーデリ イン シーズンズ』（注 1）のクリスマス バージョン。 
今年新登場の『フラワーデリ ノエル』は、「Noël Givre＝霧氷」をテーマに、⼤⼈っぽい
印象のクリスマスをイメージして作られた 3 アイテム（1st デリバリー︓クリスマスリース、
2nd  デリバリー︓クリスマスブーケ、3rd デリバリー︓クリスマスフラワーアレンジメント）
を、11 ⽉末からクリスマス直前までに順次、ご指定のお届け先にデリバリーいたします。 
質感と⾊味にこだわってセレクトした贅沢なリボンや⼈気のドライフラワーをアクセントに  
配した各アイテムの、ふんだんに使われたレフレシールならではの上質なクリスマスグリーン 
各種から漂う静謐な⾹りと、ホワイト系のアマリリス、バラ、カラーなどの凛とした花々の  
美しさを楽しみ、クリスマスの訪れを感じながらお過ごしいただけます。  
●1st デリバリー︓ クリスマスリース ■右上写真■ 
クリスマスグリーンにモミ、ヒムロ杉など数種類を使⽤し、アイスブルーカラーのベルベット  
リボンとグレージュのスエードリボンの質感や上品なゴールドカラーのオーナメントが他には 
無いクラス感を醸し出す、シンプルながら華やかなリースです。  

発送⽇︓ 11 ⽉ 21 ⽇（⽊）【翌⽇着、時間指定可】 
※四国 翌⽇ 14時以降着／九州・北海道 翌々⽇着 

リースサイズ（縦×横 cm）︓  約 30×30 *リースボックスに⼊れてお届けします  
*ゴールドのオーナメントリーフは⽔に濡れると⾊落ちすることがありますのでご注意ください   

●2nd デリバリー︓ クリスマスブーケ ■右中写真■ 
ホワイト系のアマリリス、バラ、カラーといった花々と、クリスマスグリーンを贅沢に使⽤した    
ブーケ。⼀輪のアマビリスがシックなアクセントに。ギフトラッピングをしてお届けします。  

発送⽇︓ 12 ⽉ 5 ⽇（⽊）【翌⽇着、時間指定可】 
※四国 翌⽇ 14時以降着／九州・北海道 翌々⽇着 

ブーケサイズ︓  直径約 35cm／⻑さ約 40cm  
●3rd デリバリー︓ クリスマスアレンジメント ■右下写真■ 
レフレシールオリジナルのシルバーボックスに、ホワイトアマリリスをメインとしたホワイト系の花々
とクリスマスグリーンを贅沢に⽤いたクリスマスアレンジメント。シルバーに⾊づけされたかすみ草
が霧氷のイメージを表現し、アイスブルーやシルバーカラーのオーナメントとクールモダンな印象
のグレージュのスエードリボンを品良くアクセントに配しました。  

発送⽇︓ 12 ⽉ 19 ⽇（⽊）【翌⽇着、時間指定可】 
※四国 翌⽇ 14時以降着／九州・北海道 翌々⽇着 

ボックスサイズ（横×奥⾏×⾼さ cm）︓ 21×21×11 
アレンジメントサイズ（横×奥⾏×⾼さ cm）︓ 約 30×30×30  

■予約受付期間︓ 2019 年 10 ⽉ 28 ⽇（⽉）〜 11 ⽉ 18 ⽇（⽉）  
■価格 :   3回セット販売 30,000円 （税別） 
■送料︓  4.500円（税別）※四国、九州、北海道は別途申し受けます 
*アマリリスは蕾の状態でお届けするので、クリスマスまでに丁度よく咲き誇ります 
*送り先は毎回変更可能 
*追加料⾦ 3,000円（税別）にて花材、ボックス、リボンを⾚系に変更可能（全 3 アイテムを  

  変更する場合のみ対応いたします）。お申し込み時にお申し付けください 
*花材・クリスマスグリーンは仕⼊状況により変更になる場合がございます         

（注 1）通常の『フラワーデリ イン シーズンズ』は、デリカテッセンで好きなメニューを選ぶような感覚で、藤⽥京⼦がその時季に⾒つけた旬の花、個性的な花、めずらしい花など  
インスパイアされた花々をセレクトし、独⾃のセンスと豊富な経験によるテクニックで束ねたブーケを毎⽉ 1回、5 か⽉間にわたってお届けするサービスです。 

フレッシュグリーンのリースは、こまめに霧吹きをして乾燥を防ぎます。そうすることで、お届けから⼀ヶ⽉間は⼗分お楽しみいただけます。クリスマスリースは
伝統的にクリスマス 4週間前の⽇曜⽇に飾るので、クリスマスまではもちろんお正⽉まで、より⻑い期間をもたせることが出来ます。 



 
❷ クリスマスボックス レッド      【ギフトフラワーボックス】  
「Rouge et Rouge」をテーマにした情熱的なクリスマスギフトフラワーボックスです。⾚の 
アマリリスのベルベットのような花びらと⾚バラ、真っ⾚なベルベットリボンが華やかに暖かみの
ある上質を表現。⾚⾊に仕上げたドライフラワーや⾚いハートやボール型のクリスマスオーナ
メントがアクセントに効いています。アマリリスは蕾の状態でお届けするので、クリスマスまでに
丁度よく咲き誇ります。 
 
【花材・クリスマスグリーンは仕⼊状況により変更になる場合がございます】 
 
■価格 : 13,000円（税別） 
■出来上がりサイズ（横×奥⾏×⾼さ cm）︓30×30×30 
■ボックスサイズ（横×奥⾏×⾼さ cm）:21×21×11   
➌ クリスマスボックス シャンパン付レッド      【シャンパン付ギフトフラワーボックス】  
クリスマスボックス レッドに、モエ・エ・シャンドンのモエ・インペリアル ハーフボトル（375ml）
を添えたクリスマスギフトフラワーボックス。コンパクトながら印象的で情熱的なプレゼントに 
最適です。 
 
【花材・クリスマスグリーンは仕⼊状況により変更になる場合がございます】 
 
■価格 : 16,000円（税別） 
■出来上がりサイズ（横×奥⾏×⾼さ cm）︓30×30×30 
■ボックスサイズ（横×奥⾏×⾼さ cm）:21×21×11 
*オーナメントがシャンパン無しのクリスマスボックス レッドと異なります 
*シャンパン⼊りはクリスマスボックス レッドのみ対応可能です   
❹ クリスマスボックス ブラック     【ギフトフラワーボックス】  
「Noir et Noir」をテーマに、ブラックの花々を集めた、⾟⼝でクール＆スパイシーなテイストの 
クリスマスギフトフラワーボックス。クリスマスグリーンとあわせたグリーンのクリスマスオーナメント
とベルベットリボンがシックな質感を醸し出します。アンスリューム、カラー、ダリア、パフィオ  
ペディラム（蘭）、チョコレートコスモス、ドラセナコンパクタ、とうがらしなどのブラック系    
フラワーとグリーンのコントラストがキリッとした印象で⼤⼈の聖夜を彩ります。 
 
【花材・クリスマスグリーンは仕⼊状況により変更になる場合がございます】 
 
■価格 : 15,000円（税別） 
■出来上がりサイズ（横×奥⾏×⾼さ cm）︓30×30×30 
■ボックスサイズ（横×奥⾏×⾼さ cm）:21×21×11   
➎ スワッグ     【スワッグ】  
近年⼈気上昇中のスワッグを、「シンプル＋上質＝洗練」をコンセプトとするレフレシール 
スタイルでクリスマス仕様に仕上げました。アイスブルーカラーのベルベットリボンとグレージュの
スエードリボンで、レフレシールならではのフレッシュクリスマスグリーンミックスと淡いブルーの 
オーナメントを束ねた上品なクリスマススワッグです。軽量なのでお気軽に壁などにお飾り 
いただけます。 
 
【花材の仕⼊れにより写真と異なることがございます。また、グリーンの種類は変更される場合があります】 
 
■価格 : 8,500円（税別） 
■出来上がりサイズ︓幅約 25cm／⻑さ約 60cm   
【⼈気定番】   
➏ コロン ド ノエル カレ     【リース】  
スエードの⿊のリボンとロウ付されたグレーの松かさをアクセントに、様々なクリスマスグリーンを   
グラデーションにアレンジして作られた四⾓い（キャレ）リース。スタイリッシュな リースをお探し
の⽅に最適です。数種のフレッシュなクリスマスグリーンの⾹りをお楽しみください。 
お好みで⾚いリボンやオーナメントにも変更可能です。また、ご希望のサイズでのカスタマイズ製
作もご相談ください。（価格は応相談） 
 
【花材の仕⼊れにより写真と異なることがございます。また、グリーンの種類は変更される場合があります】 
 
■価格 : 10,000円（税別） 
■リースサイズ（縦×横 cm）: 28×28 
 
  
 
 
 
 

フレッシュグリーンのリースは、こまめに霧吹きをして乾燥を防ぎます。そうすることで、お届けから  
⼀ヶ⽉間は⼗分お楽しみいただけます。クリスマスリースは伝統的にクリスマス 4 週間前の⽇曜⽇
に飾るので、クリスマスまではもちろんお正⽉まで、より⻑い期間をもたせることが出来ます。 



 
➐ ラ ボワット ジョワ ルージュ                                 【ギフトフラワーボックス】  

グラマラスなクリスマスイメージのフラワーアレンジメントとシャンパーニュを組み合わせたスタイリッシュ
なギフトボックス。⾚いダリアやバラを使⽤したグラマラスなクリスマスイメージのフラワーアレンジメント
とシャンパーニュを組み合わせました。中にセットするシャンパーニュは銘柄を選ぶことも、ノンアルコール
スパークリングに替えることも可能です。また、持ち込み料 3,000 円にて、ワインのお持ち込みも  
承ります。 
 

【Moët Chandon フルボトル（750ml）セットの場合】 
■価格 : 12,800円（税別） 
■ボックスサイズ（横×奥⾏×⾼さ cm）: 18×18×48  

 
 
 
           

➑ ラ ボワット ジョワ ネイティブ                【ギフトフラワーボックス】  
モダンボタニカルなイメージのクリスマスフラワーアレンジメントとシャンパーニュを組み合わせたスタイリッシュ
なギフトボックス。シャンパーニュは Moët Chandon フルボトル（750ml）をセットしています。なお、
ホワイトカラーのフラワーアレンジメントへの差し替えも対応いたします。また、Moët Chandon 以外の
銘柄のシャンパーニュを選ぶことも、ノンアルコールスパークリングに替えることも可能ですのでご相談  
ください。（価格は応相談）持ち込み料 3,000円にて、ワインのお持ち込みも承ります。 
 
【Moët Chandon フルボトル（750ml）とモダンボタニカルフラワーアレンジメントセットの場合】 
■価格 : 12,800円（税別） 
■ボックスサイズ（横×奥⾏×⾼さ cm）: 18×18×48    
❾ ラ ボワット ファシル ”ノートルダムーローズ”                          【ギフトフラワーボックス】  

開くと花があふれ出る驚きを楽しめる"ラ ボワット ファシル"にクリスマスカラーの⾚いアマリリスのアレン
ジメントを配したフラワーボックス。持ち運びに優れ、シックなデザインの箱をそのまま花器としても使⽤
できると話題の、レフレシール キョウコフジタ独⾃開発のフラワーギフトボックス"ラ ボワット ファシル"

に、クリスマスを象徴する⾚のアマリリスをシックに配列し、⾜元に
は深紅のバラや松かさのデコレーションが豪華さを添えています。 
 
■価格 : 12,800円（税別）  
■ボックスサイズ（横×奥⾏×⾼さ cm）: 27×27×30  
*⾜元をグリーン＆松かさ等にする場合は、価格: 8,800円（税別）となります 
*アマリリスは蕾の状態でお届けするので、クリスマスまでに丁度よく咲き
誇ります    

❿ ラ ボワット ファシル ”サクレクール”                            【ギフトフラワーボックス】  
開くと花があふれ出る驚きを楽しめる"ラ ボワット ファシル"に LUXE な⽩いアマリリスのアレンジメント
を配したフラワーボックス。持ち運びに優れ、シックなデザインの箱をそのまま花器としても使⽤できると
話題の、レフレシール キョウコフジタ独⾃開発のフラワーギフトボックス"ラ ボワット ファシル"に、静謐

で LUXE な空気を湛えるアマリリスに数種のグリーンと松かさで 
アクセントをつけて、シンプル＆ナチュラルなクリスマスを表現しま
した。  
 
■価格 : 8,800円（税別） 
■ボックスサイズ（横×奥⾏×⾼さ cm）: 27×27×30  
*⾜元を⽩バラとグリーン、松かさ等にする場合は、 価格: 12,800円（税別）となります 
*アマリリスは蕾の状態でお届けするので、クリスマスまでに丁度よく咲き 
 誇ります                               



  
[参考資料] 
 
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︓  S  3,500円〜 / M  5,500円〜  
■Grande︓ S  5,800円〜 / M  8,800円〜   【価格はすべて税別】 
 

### 
 
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。 
広尾に、⽣花やサービスブーケの販売とレッスンなどを⾏うサロンが共存するショップ「atelier 
réfléchir｜アトリエ レフレシール」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。 
これらのブーケ・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」での誂えもおすすめです。 
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）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。その他、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に加え、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。 
 
■atelier reflechir | アトリエ レフレシール 【広尾】 

Address: 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 
URL:  http://www.kyokofujita.com/reflechir  
オンラインショップ: http://reflechir-shop.com/ 
営業時間: ⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 11︓00〜18︓00／⼟曜⽇ 10:00〜18:00 

  ⽇・祝⽇ 休み （不定休あり） 
 

### 
 
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・⻄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（〜2018 年 12 ⽉）。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、⻄⿇布店を広尾に移し「atelier réfléchir」に改名してオープンし、現在に⾄る 

 
 
 
 
 


