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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 

置くだけで手軽に上質な花空間を作れて共有できる「シェア・キューブ」の発売を開始 

～ フレンチスタイルフラワーの先駆者：藤田京子がこの時期だからこそ新提案する“共有
シ ェ ア

できる”花スタイル。 

バレンタインデーやホワイトデーにもぴったりな新発想のボックスフラワー ～ 

 

 
【左】シェア・キューブ 4 箱セット 【右】シェア・キューブ 3 箱セット（左）、2 箱セット（右）＊写真はイメージです。使用花材により価格が変わります 
  
【2021 年 2 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、アトリエ＆フラワーブティック

réfléchir KYOKO FUJITA（レフレシール キョウコフジタ、以下レフレシール）より、新発想のボックスフラワー「SHARE 

CUBE/シェア・キューブ（以下シェア・キューブ）」の発売を 2 月 8 日（月）から開始いたします。 
 

■シェア・キューブとは 

色とりどりの花々を生けた 10cm 角の小さなキューブ（レフレシールオリジナル紙製ボックス）を、複数組み合わせたり個別に

取り外して置くだけで、手軽に上質な花空間を作れる新しいスタイルのボックスフラワーです。セットするキューブの数や色を変え

てお好みの花スタイルを簡単に誂えることができ、また、1 箱ずつ取り外してキューブを持ち運ぶこともできるので、花の持つ癒し

のパワーを“共有（シェア）する”こともできます。 

キューブは 1 箱 3,500 円（税別）からとお求めやすい価格なので、気軽に「花を楽しむ日常」を実現可能です。また、   

ご予算や花を飾る場所やシーン、お贈りする方のお好みなどに応じてキューブを組み合わせることができるので、バレンタイン  

やホワイトデー、大切な方のお誕生日など、ご贈答のお花としても最適です。 
 

■シェア・キューブの用い方例 

ご自宅などでご家族や少人数のご友人方とティータイムやお食事を楽しむ機会などに、シェア・キューブの組み合せセットで   

花空間を誂えます。組み合わせたり個別に取り外したりと、その日のテーブルセッティングにあわせて置くだけで映えるシェア・  

キューブの花を楽しんだ後は、お帰りの際に、一箱ずつをお土産花に。キューブの花をお持ち帰りいただくことで、楽しく過ごした

時間の思い出を花の持つちからと共に共有（シェア）できます。 
 

シェア・キューブは、今までと異なるこの時期だからこそ、日々の暮らしに気軽に花の持つ癒しのちからを取り入れ、大切な方々

と共有することを提案する、新発想のボックスフラワーです。 
 

### 

 



ボックスフラワー「SHARE CUBE/シェア・キューブ」 概要 

■内容： 色とりどりの花々を生けた 10cm 角の小さなキューブ（レフレシールオリジ

ナル紙製ボックス）を、複数組み合わせたり個別に取り外して置くだけで、

手軽に上質な花空間を作れる新しいスタイルのボックスフラワーです。  

セットするキューブの数や色を変えてお好みの花スタイルを簡単に誂える 

ことができ、また、1 箱ずつ取り外してキューブを持ち運ぶこともできるので、

花の持つ癒しのパワーを“共有（シェア）する”こともできます。 

キューブは 1 箱 3,500 円（税別）からとお求めやすい価格なので、気軽

に「花を楽しむ日常」を実現可能です。また、ご予算や花を飾る場所や 

シーン、お贈りする方のお好みなどに応じてキューブを組み合わせることが 

できるので、バレンタインやホワイトデー、大切な方のお誕生日など、ご贈答のお花としても最適です。 

今までと異なるこの時期だからこそ、日々の暮らしに気軽に花の持つ癒しのちからを取り入れ、大切な方々と共有することを提案

する新発想のボックスフラワーです。 

※紙製なので、使用後は簡単に破棄できる、環境にも優しいボックスフラワーです 

■商品名： SHARE CUBE / シェア・キューブ 

■商品サイズ（横×奥行×高さ cｍ）: ●1 箱 【箱サイズ 10×10×10】 約 20×20×20～22 ※店頭販売のみ・オンラインショップでの販売はありません 

●2 箱セット（長方形受け皿付き） 約 30×20×20～22 

●3 箱セット（長方形受け皿付き） 約 40×20×20～22 

●4 箱セット（正方形受け皿付き） 約 30×30×20～22 

■フラワーカラーの選択肢 下記からお好みのフラワーカラーをお選びください 

●Cool（クール）：  ホワイトカラーフラワーアレンジ 

●Poudre（パウダー）： パステルカラーフラワーアレンジ 

●Macaron（マカロン）： カラフルフラワーアレンジ 

●Mauve（モーヴ）： くすみピンク～紫カラーフラワーアレンジ 

 ※2 箱セットと 3 箱セットは、そのうち 1 箱がグリーンカラーアレンジになります 

※4 箱セットは、そのうち 2 箱がグリーンカラーアレンジになります 

※追加料金でグリーンカラーアレンジを他の色のフラワーアレンジに変更できます 

■価格： ●1 箱 【写真 A】 3,500 円（税別）～  ※店頭販売のみ・オンラインショップでの販売はありません 

●2 箱セット 【写真 B】 7,000 円（税別）～  ※写真は 8,000 円（税別）のアレンジメントです 

●3 箱セット 【写真 C】 10,500 円（税別）～  ※写真は 13,500 円（税別）のアレンジメントです 

●4 箱セット 【写真 D】 13,000 円（税別）～  ※写真は 15,000 円（税別）のアレンジメントです 

※追加花材オプション：1,000 円（税別）～3,000 円（税別） 

※追加料金にて宅急便での配送アレンジも可能です 

■販売開始日：   2021 年 2 月 8 日（月） 

■販売方法： ◆店頭販売 

アトリエ レフレシール 

住所： 東京都港区南麻布 5-2-37 ルランビル 1 階 

FAX： 03-3442-0087 

メール： info@kyokofujita.com 

◆レフレシール オンラインショップ  

http://reflechir-shop.com/ 

■お問合せ先：  アトリエ レフレシール  

Tel: 03-3442-8787 

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 

シェア・キューブ さくら桜 
 

特別に誂えた桐製のキューブに桜の枝花を、アレンジした特別バージョンのシェア・キューブです。期間限定で販売予定。詳細は、アトリエ レフレシールまでお問

合せください。 

【A】  

【B】  

【C】  

【D】  

＊写真は全てイメージです。使用花材に

より価格が変わります 

 

シェア・キューブ さくら桜 
 

特別に誂えた桐製のキューブに桜の枝花をアレンジした、特別バージョンのシェア・キューブです。期間限定で販売予定。詳細は、アトリエ レフレシールまで   

お問合せください。 

http://reflechir-shop.com/


[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アトリエブティックです。 

広尾に在る、オーダー中心の制作をしながらサービスブーケの販売、レッスンなどを行うショップとアトリエが

共存する「atelier réfléchir｜アトリエ レフレシール」では、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 

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） 
 
 

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。 

 

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】 
 
 

### 

 

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 


