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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 

réfléchir KYOKO FUJITA | レフレシール キョウコフジタ 

“at home Christmas”をテーマに「2020 クリスマスギフトコレクション」を提供 

～ 暖かみのある美しさでオーセンティック&トラディショナルなクリスマスを彩るブーケやリース、 

アレンジメントを新作・定番とも豊富に提案。11 月後半からクリスマスまでフラワーデコレーションが 

サブスクリプションスタイルで 3 回届くデリバリーサービス『フラワーデリ ノエル』も好評につき再登場 ～ 

【2020 年 10 月】 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)は、フラワーサロンブティック

「réfléchir KYOKO FUJITA（レフレシール キョウコフジタ）」より、新作と人気の定番をラインアップした「2020 クリスマス 

ギフトコレクション」を提供いたします。2020 年10 月 23 日（金）より、アトリエ レフレシール（広尾）店頭および電話、FAX、

メール、オンラインショップにて予約受付を開始し、2020 年 11 月 13 日（金）〜12 月 25 日（金）の期間で宅急便  

発送および店舗引渡しいたします（クリスマスギフトの最終発送日は 12 月 23 日（水）、広尾店での引渡しは 12 月 25 日

（金）午前中まで）。なお、昨年スタートした、クリスマスフラワーデコレーションを 11 月末からクリスマスまでの間に順次サブス

クリプションスタイルで 3 回デリバリーする「フラワーデリ ノエル」も、好評により今年も新デザインを限定数販売いたします。

今季のクリスマスギフトコレクションは、“at 

home Christmas”をテーマにイエローゴールド

とブラウン、ベージュをベースカラーとして組み  

合わせ、暖かみのある美しさを表現。クリスマス

グリーンや大山木、松かさ、麦、シャーベットオレ

ンジのアマリリス、深紅のバラ、などに繊細な光沢のある質感と色味にこだわったリボンやオーナメントを合わせて束ねたスワッグ

やブーケ、アレンジメントは、オーセンティック&トラディショナルなクリスマスを演出します。ボールオーナメントは高級なフランス産

生地を使って手作りしたオリジナル品で、“at home Christmas”にふさわしい暖かい雰囲気を醸し出すアクセントになって

います。

新作 4 種、定番 7 種の合計 11 品を取り揃えた「2020 クリスマスギフトコレクション」は、大切な方への贈り物やパーティー 

シーズンの手土産、ご自宅のおうち時間への彩りなど、クリスマスシーズンの様々なお遣い物に多様にご利用いただけます。 

■2020 年新作 4 種■

【1】上段写真 3 枚 

『フラワーデリ ノエル』の 3 商品 

左： スワッグ 

中： ブーケ 

右： フラワーアレンジメント 

【2】中段写真 

『クリスマスボックス（ブラックボックス）』 

【3】下段写真 

『ラボワットファシル ”マドレーヌ“』 

【4】縦写真 

『麦オブジェ』 



◐レフレシール キョウコフジタ 「2020 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】 35,000 円 
NEW! ❷ クリスマスボックス ブラック 【ギフトフラワーボックス】 16,000 円 
NEW! ❸ 麦オブジェ 【ギフトフラワーボックス】 14,500  円 
NEW! ❹ ラボワットファシル ”マドレーヌ“ 【ギフトフラワーボックス】 10,000 円 

➎ クリスマスボックス レッド 【ギフトフラワーボックス】 13,000 円 
❻ クリスマスボックス シャンパン付 【シャンパン付ギフトフラワーボックス】 16,000 円 
➐ コロン ド ノエル カレ 【リース】 12,000 円 
➑ 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 
❾ 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 
❿ 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】 13,500 円 
⓫ 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】 10,000  円 

予約受付期間： 2020 年 10 月 23 日（金）〜12 月 19 日（土） 【フラワーデリ ノエル以外】 

お引渡し期間: 2020 年 11 月 13 日（金）〜12 月 25 日（金） 【フラワーデリ ノエル以外】 

※フラワーデリ ノエルのスケジュールは以下の該当箇所を参照ください

※フラワーデリ ノエル以外のクリスマスギフトコレクションの最終発送日は 12 月 23 日（水）。アトリエ レフレシール

（広尾）での引渡しは 12 月 25 日（金）午前中まで

予約対応・販売： 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） 店頭および電話、FAX、メール

●レフレシール オンラインショップ http://reflechir-shop.com/ 

【2020 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です。11 月末からクリスマスまでの間に順次、クリスマス

フラワーデコレーションをサブスクリプションスタイルで 3 回にわたり、ご指定のお届け先にデリバリーします。

レフレシールならではの上質なクリスマスグリーンから漂う静謐な香りと、シャーベットオレンジのアマリ

リス、深紅のバラなどの花々や大山木の暖かみのある美しさを楽しみ、クリスマスの訪れを感じながら

上質なおうち時間をお過ごしいただけます。

① 1st デリバリー： スワッグ ■右上写真■

５種類以上のクリスマスグリーンを束ねたスワッグは、深いグリーンのグラデーションが森の香り、

大地の大らかさを感じさせます。シルクやベルベットの数種類のリボンを贅沢にあしらい、ソバージュ

でありながら豪華な美しさを称えた、クリスマスシーズンの始まりにふさわしいスワッグです。

●発送日： 11 月 27 日（金）【翌日着、時間指定可】 
※四国、中国地方 翌日 14 時以降着／九州・北海道 翌々日着

●サイズ： 幅約 40cm/長さ約 70cm
*ボックスに入れてお届けします

② 2nd デリバリー： クリスマスブーケ ■右中写真■

深紅の大山木と５種類以上のクリスマスグリーンにシャーベットオレンジ

のアマリリスと赤いバラを束ねました。アシンメトリカルなデザインが、シン

プルながらダイナミックな印象を称えるブーケです。

●発送日： 12 月 4 日（金）【翌日着、時間指定可】 
※四国、中国地方 翌日14 時以降着／九州・北海道 翌々日着 

●サイズ： 直径約 40cm/高さ約 40cm

③ 3rd デリバリー： クリスマスアレンジメント ■右下写真■

森の中のコテージでサロンの暖炉を囲むファミリーをイメージしてデザイン

したアレンジメントです。シャーベットオレンジのアマリリスがクリスマス

グリーンの中で暖かな炎のようにともります。ファブリックのオーナメントは

優雅なサロンのクッションのよう。シナモンステイックや松かさ、「パリ

Quintessence」製レフレシール オリジナルのアロマキャンドルの香りも

添えてクリスマスを暖かく彩ります。

●発送日： 12 月 18 日（金）【翌日着、時間指定可】 
※四国、中国地方 翌日 14 時以降着／九州・北海道 翌々日着

●出来上がりサイズ（横×奥行×高さ cm）： 約 35×33×25

■予約受付期間： 2020 年 10 月 23 日（金）〜11 月 24（火）  
■価格 : 3 回セット販売 35,000 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です

*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

わたってサブスクリプションスタイルでお届けするフラワーデリバリーサービスです。 

http://reflechir-shop.com/


❷ クリスマスボックス ブラック
【ギフトフラワーボックス】

今年のクリスマスボックス ブラックは、ベルベットの 

オーナメントを加え、スウェードレザーとサテンの

リボンがピリッと辛口の新デザイン。５種類以上の

クリスマスグリーンとともにドライ素材のオーナメント

をふんだんにアレンンジした今年らしい素材選びが

効いたこだわりのアレンジメントです。

■価格 : 16,000 円（税別）
■出来上がりサイズ（横×奥行×高さ cm）：

約 35×33×25
*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

➌ 麦オブジェ 【ギフトフラワーボックス】

今年、新しい生活様式を模索する中で藤田京子が「花の原点」そして「パリで出会った

花の原点」に立ち返る機会を得て、『re−STYLE』というコンセプトが生まれました。

『re−STYLE』とは、根底に通じる、今も変わらない藤田京子のフレンチフラワーデコ  

レーションの「原点」を守りながら、進化し、深化させ、新化させたスタイル。ゴールド

スプレーを重ねた麦のドライフラワーを束ね、『re−STYLE』を表現した、今あらためて

新鮮なスタイルのクリスマスオブジェです。シナモンステイックの器には質感と色味にこだ

わった上質なリボンをダブルでデコレーションし、足元には松かさや野バラのツルで動きの

あるデザインに仕上げています。

■価格 : 14,500 円（税別）
■出来上がりサイズ（横×奥行×高さ cm）：約 20×20×52
*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
*大きなサイズもお作りいたします（別途お見積もり）

❹ ラ ボワット ファシル ”マドレーヌ“ 【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、レフレシール キョウコフジタオリジナルの画期的な

デザインの花箱"ラ ボワット ファシル"に、今季はシャーベットオレンジのアマリリスを 

ふんだんに引き詰めました。“at home Christmas”をテーマにしたおうち時間のクリス

マスにふさわしい暖かな美しさと、中央に配した黒に近いエンジ色のカラーが力強さを

感じさせています。甘さと強さが共存する、藤田京子ならではのフラワーデコレーション

スタイルです。

■価格 : 10,000 円（税別）
■ボックスサイズ（横×奥行×高さ cm）: 27×27×30

*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
*足元を赤バラとグリーン、松かさ等にする場合は、価格: 13,500 円（税別）

*定番のラ ボワット ファシル”ノートルダムーローズ”
（赤アマリリス、赤バラ入り）、”サクレクール”（白アマ
リリス）もご用意しています

*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



  
【人気定番】 
 
➎ 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。どたなからも好まれる大人気の定番アレンジメントです。 
 
■価格 : 13,000 円（税別） 
■出来上がりサイズ（横×奥行×高さ cm）：30×30×30 
*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 

 

➏ 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）

をプラス。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。 
 
■価格 : 16,000 円（税別） 
■出来上がりサイズ（横×奥行×高さ cm）：30×30×30 
*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 
*同ボックスのオーナメントは、シャンパン無しのクリスマスボックス レッドで使用している物と異なります 

*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 
 

➐ コロン ド ノエル カレ 【リース】 
 
スエードの黒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（カレ）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） 
 
■価格 : 12,000 円（税別） 

■リースサイズ（縦×横 cm）: 28×28 
*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 

 
 
 
 
 
 
➑ 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  

*資材の入荷状況により花器が変更になる場合ございます 

 
 
 
          

 

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）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  
*資材の入荷状況により花器が変更になる場合ございます 
    

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、より長い期間をもたせることが出来ます。 



❿ 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 : 13,500 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: 10,000 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 
   

⓫ 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 :10,000 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: 13,500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] 
 

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・デコラシオン・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（〜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し、現在に至る 
 

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。 
 
■レフレシール キョウコフジタ 

ホームページ: http://www.kyokofujita.com/reflechir  
オンラインショップ: http://reflechir-shop.com/ 
Facebook： https://www.facebook.com/kyokofujita.reflechir/  
Instagram： https://www.instagram.com/reflechir.kyoko_fujita/  
プロモーションビデオ： https://www.youtube.com/channel/UCVdI6z4lzjnAlUDDlbO5vDw  

 
■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 
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） 
 
 
 

http://www.kyokofujita.com/reflechir
http://reflechir-shop.com/
https://www.facebook.com/kyokofujita.reflechir/
https://www.instagram.com/reflechir.kyoko_fujita/
https://www.youtube.com/channel/UCVdI6z4lzjnAlUDDlbO5vDw
mailto:info@kyokofujita.com


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  4,000 円〜 / M  5,800 円〜 

■Grande： S  5,800 円〜 / M  8,800 円〜   【価格はすべて税別】 

藤田京子の『re−STYLE』とは 
レフレシール キョウコフジタが探求する真の豊かさを表現するフラワーデコレーションの最新コンセプト

新しい生活様式を模索する中で、藤田京子の「花の原点」、そして「パリで出会った花の原点」に立ち返る機会を得て生まれたコンセプトです。『re−STYLE』 

とは、根底に通じる、今も変わらない藤田京子のフレンチフラワーデコレーションの「原点」を守りながら、進化し、深化させ、新化させたスタイル。1980 年台後半

から 1990 年台初頭に培われた藤田京子の「花の原点」の発想を、新しい豊富な花材・素材を用いて今を表現したフラワーデコレーションは驚くほど新鮮な  

印象です。 

藤田の「花の原点」が醸成された当時は、花の種類は少なく、輸入された花材も品質は良くありませんでした。そんな中で、パリで暮らし、実際に見て感じた  

フレンチスタイルのフローラルデコレーションという世界を日本の皆さまに紹介したいという思いで、必死に花と向き合い表現していました。時は経ち、今、古いアル

バムや資料を整理する時間の中で、そんな時代に作った、今見ると荒削りな、「若いな」と感じる沢山の作品にあらためて向き合うことが出来ました。同時に、

当時を知らない若い世代の人たちにとって、当時の発想はとても新鮮に映る様だという発見がありました。そして、1980 年台後半から 1990 年台初頭に培われた

「原点」の発想を元に、今の新しい、豊富な花材・素材で作品を作ってみたらどうだろうというアイディアが生まれたのです。

オートクチュールが健在でファッションが時代を牽引していた頃のパリでは、マダムたちはそれぞれのライフスタイルに合うフローリストを持っていて、その時々のテーマに

合わせて自在に身の回りを花で飾っていました。辛口ファッションのマダムは大らかな色気のある花が好きだったり、はたまた、シナモンのようなピリッとエスプリの効い

た花が好きだったり、大人の女性でも可愛いものが大好きだったりと、パリのマダム達の嗜好は様々です。そんな個性的なマダムたちの嗜好を汲み、その豊かな 

ライフスタイルに想いを馳せてフローラルデコレーションを作り続けた経験が藤田京子の「花の原点」。そんな時代のパリの空気感を、一つのアレンジメントを通して

感じ取っていただきたいという思いは、今も変わらず持ち続けています。 

パリでの経験を経て、「本当に豊かな暮らしとは何か？」という問いを、花を通して考え、表現していきたい、という想いで西麻布に初めて店舗をオープンし、「レフ

レシール＝よく考える」と名づけました。それからさらに時が経ち、今振り返ってみると、原点は大きく変化することなく、その発想を持ち続けてきたことがよく分かり

ます。レフレシール キョウコフジタは、根底に通じる変わらない藤田京子の「原点」の発想を守りながら今のスタイルで表現する『re−STYLE』のフレンチフラワー

デコレーションを提案してまいります。


