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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 
今こそ花の⼒を信じて、⺟の⽇のお花を⼤切な⽅へ 

~ プライスダウンして⺟の⽇ギフトフラワーボックス 5 種が再登場 〜 

                                                                         
2020 年 4 ⽉ 6 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）」は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡⼤防⽌におけ
る各種対策が⽇常⽣活に⼤きく影響しているこの時期だからこそ、贈られたお⺟さまやご家族まで花の⼒で癒され、気持ちが
⼒づけられることを願い、明るく弾けるような⾊合いの花々を束ねたアレンジメントや簡単なお⼿⼊れで⻑く花を愛でることが 
出来るマイクロコチョウランなど、贈る⽅を想って選べるオリジナルデザインのギフトフラワーボックス 5 種を、プライスダウンして提供
いたします。 
5種のボックスは、4⽉16⽇（⽊）〜5⽉7⽇（⽊）の期間、広尾の「アトリエ レフレシール」店頭、オンラインショップ、メール、FAX
にて予約を受付け、実際のお花のお届けは 5 ⽉９⽇（⼟）もしくは 10 ⽇（⽇）となります（店頭受け渡しも承ります）。
今こそ花の⼒を信じて、⺟の⽇のお花を⼤切な⽅へお贈りし、感謝や癒しなど様々なお気持ちをお伝えしてみてください。 
 

【新作】 
■写真上左【奥】: Motherʼs Box 
【2020 L】  【⼿前】: Motherʼs Box 
【2020 M】  
■写真上右: Bicolore 【ビコロール】 
【定番】 
■写真下左: Motherʼs Box 【フュー
シャピンク】  
■ 写 真 下 右 : La Boîte Facile 
【rose de jardins parfume】 



 
2020 年の⺟の⽇オリジナルデザインのギフトフラワーボックス 5 種のうち、3種が今年初提案の新作です。 
 
① Motherʼs Box 【2020 M】 ＆ ② Motherʼs Box 【2020 L】 
⽇の丸を思わせる、レフレシールオリジナルの⾚と⽩のツートンカラーボックスに、明るく弾けるような⾊合いの花々を束ねた      
アレンジメントを 2 サイズで。贈られたお⺟さまやそのご家族まで、花の⼒で癒され、気持ちが⼒づけられることを願いました。 
 
③ Bicolore 【ビコロール】 
3 ⾊のマイクロコチョウランを浄化作⽤のある炭と⽔苔を⼊れ 2 トーンになったガラス花器にバランス良く活けた⼤⼈可愛い  
鉢植えスタイル。シンプルながらスタイリッシュかつキュートなデザインです。マイクロコチョウランのカラーは濃淡のピンク・オレンジ・ 
イエローなどがあり、⼀株ごとの個性をみながら 3 ⾊をアソートします（組み合わせはおまかせいただきます）。簡単なお⼿⼊れ
で⻑く花を愛でることが出来る⺟の⽇のお花です。 
 
また、定番の⺟の⽇ギフトフラワーボックス 2 種も提供いたします。 
 
④ Motherʼs Box【フューシャピンク】 
毎年⼤好評の定番アレンジメントボックス。明るく華やかなフューシャピンクのボックスに、ダリアや⾹りのバラ、カーネーションなどの
花々でピンクグラデーションを作り、グリーンをアクセントに配しました。 
 
⑤ La Boîte Facile 【rose de jardins parfume】 
フランス語で 「簡単に使える・やさしい箱」という意味の La Boîte Facile（ラ・ボワット・ファシル）。封を開けるとスタイリッシュな  
ブーケやアレンジメントが中から溢れ出る、ユニークなしかけのあるデザイン性と機能性を兼ね備えた画期的なギフトフラワー  
ボックスです。今年は、数種類の⾹りのバラとゼラニウムをふんだんに編んだ⾹り⾼い花束を忍ばせた La Boîte Facile 【rose 
de jardins parfume】をご⽤意します。 
 
花があふれ、⾊や⾹りが暮らしの中で感性を触発する「美の常習性」を意識した、レフレシール キョウコフジタが、今こそ花の⼒
を信じていただきたい、癒されていただきたいという思いを込めて、プライスダウンしてお届けするギフトフラワーボックス 5 種は、  
定番から新作まで、贈る⽅にあわせて⾊味やデザイン・プライスをお選びいただけます。 
 
■■■ レフレシール キョウコフジタ ⺟の⽇ギフトフラワーボックス 2020 ■■■     【価格は全て税別・送料別】 
 
【新作︓3 種】 

 
 
 
 
 
 
 

■Motherʼs Box 【2020 M】 7,000 円 
限定 30 個販売 
⽇の丸を思わせる、レフレシールオリジナルの⾚と
⽩のツートンカラーボックスに、明るく弾けるような
⾊合いの花々を束ね、贈られたお⺟さまやその 
ご家族まで、花の⼒で癒され、気持ちが⼒づけ 
られることを願いました。 
 
花材︓ダリア、バラ、カーネーション 3 ⾊、トルコ 
キキョウ、ビバーナム、ヒペリカム、アガパンサス、 
テマリソウ、グリーン（ポリシャス、ピスタキア、ゼラ
ニウム、レモンリーフ） 
 
全体サイズ︓約 W30cm×D20cm×H20cm 
BOX サイズ︓W20cm×D11cm×H11cm 

■Motherʼs Box 【2020 L】 13,000 円 
限定 20 個販売 
⽇の丸を思わせる、レフレシールオリジナルの⾚と
⽩のツートンカラーボックスに、明るく弾けるような
⾊合いの花々を束ね、贈られたお⺟さまやその 
ご家族まで、花の⼒で癒され、気持ちが⼒づけ 
られることを願いました。 
 
花材︓ダリア、バラ 2 ⾊、カーネーション 3 ⾊、 
トルコキキョウ、ビバーナム、ヒペリカム、アガパン 
サス、テマリソウ、グリーン（ポリシャス、ピスタ  
キア、ゼラニウム、レモンリーフ） 
 
全体サイズ︓約 W35cm×D35cm×H23cm 
BOX サイズ︓W20cm×D20cm×H12cm 
 

■Bicolore 【ビコロール】 8,500 円 
 
3 ⾊のマイクロコチョウランを浄化作⽤の 
ある炭と⽔苔を⼊れ 2 トーンになったガラス
花器にバランス良く活けた⼤⼈可愛い鉢
植えスタイル。シンプルながらスタイリッシュか
つキュートなデザインです。簡単なお⼿⼊れ
で⻑く花を愛でることが出来ます。カラーは
濃淡のピンク・オレンジ・イエローなどがあり、
⼀株ごとの個性をみながら 3 ⾊をアソート  
します（組み合わせはおまかせいただき   
ます）。 
 
花材︓マイクロコチョウラン 
 
全体サイズ︓約W30cm×D30cm×H38cm 

※花の⾼さ等個体差があります 
※花器付き 

花器サイズ︓π15.5cm×H8cm 
 
 



【定番︓2 種】 

 
 
【お申込み期間】 4 ⽉ 16 ⽇（⽊）〜5 ⽉ 7 ⽇（⽊） 

 
【お申込み⽅法】  
レフレシール キョウコフジタ ⺟の⽇ギフトフラワーボックス 2020 は、アトリエ レフレシール（広尾）の店頭、オンラインショップ、メール、FAX にてお申込みいただけます。 
 
l お届け⽇は 5 ⽉９⽇（⼟）・10 ⽇（⽇）のいずれかになります。⽇にちのご指定はいただけません 
l 4 ⽉ 26 ⽇（⽇）〜5 ⽉ 5 ⽇（⽕）は、お休みとさせていただきます。お休み期間中にご注⽂されたお客様には、5 ⽉６⽇（⽔）以降順次、確認

のご連絡をいたします 
l ⽣花のため、⼀部花材が変更になる場合がございます 
l ご希望のお届け時間帯を承ります【午前中/14 時〜16 時/16 時〜18時/18時〜20 時/19時〜21 時】 
l 配送料(梱包料)として⼀律 1,000 円 (税別)【北海道・四国・九州・沖縄は+700 円(税別)】 が加算されます 
l ヤマト運輸クール便にてお届けいたします【クール便代⾦はレフレシール キョウコフジタが負担いたします】 
l お届け先のご都合でお届けできない場合の返⾦はいたしかねます 
l ⻑期ご不在のための代替品発送には新たに商品代⾦が掛かります。またその場合、⺟の⽇企画商品以外の季節の花のお届けとなる場合がございます 
l 4 ⽉ 16 ⽇（⽊）〜 5 ⽉ 7⽇（⽊）は 10:00〜18:00 で営業いたします 
l 5 ⽉ 10 ⽇（⽇）は 10:00〜15:00 で臨時営業いたしますので、ご予約のお花のお受渡しが可能です 
 
【お申込み先】  
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  【4 ⽉ 16 ⽇（⽊）〜5 ⽉ 7⽇（⽊）】10:00〜18:00 
    【通常︓（⽉）〜（⾦）11︓00〜18︓00／（⼟）10:00〜18:00】 
    ⽇・祝⽇ 休み （不定休あり） 

Tel 03-3442-8787 Fax 03-3442-0087 
Mail  info@kyokofujita.com   
オンラインショップ www.kyokofujita.com 

 
 
 
 
  
 

■Motherʼs Box 【フューシャピンク】 6,500 円 
 
明るく華やかなフューシャピンクの⻑⽅形ボックスの定番⼈気アレンジメント。ダリアや 
⾹りのバラがカーネーションのピンクのグラデーションをさらに引き⽴てます。 
 
花材︓ダリア、バラ、カーネーション 3 ⾊、トルコキキョウ、ビバーナム、ヒペリカム、アガパンサス、テマ
リソウ、グリーン（ポリシャス、ピスタキア、ゼラニウム、レモンリーフ） 
 
全体サイズ︓約 W30cm×D20cm×H20cm 
BOX サイズ︓W20cm×D10cm×H10cm 

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 

■La Boîte Facile 【rose de jardins parfume】 9,500 円 
 
フランス語で 「簡単に使える・やさしい箱」という意味の La Boîte 
Facile（ラ・ボワット・ファシル）。封を開けるとスタイリッシュなブーケや
アレンジメントが中から溢れ出る、ユニークなしかけのあるデザイン性と
機能性を兼ね備えた画期的なギフトフラワーボックスです。今年は、
数種類の⾹りのバラとゼラニウムをふんだんに編んだ⾹り⾼い花束を 
忍ばせました。 
 
花材︓⾹りのバラ 15 本、グリーン（ゼラニウム） 
 
BOX サイズ︓W27cm×D27cm×H30cm  


