
 

 

 

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 

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

“Noël blanc et doux（白くて甘いクリスマス）”をテーマに 

「2021 クリスマスギフトコレクション」を提供 
～ クリスマスまでにスワッグなどのフラワーデコレーションがサブスクスタイルで 3 回届く『フラワーデリ ノエル』や 

発売以来大好評！花があふれるキューブを置くだけで手軽に上質な花空間を作れる＆共有できる「シェア・キューブ」の  

スタイリッシュなクリスマスバージョン＝『Share Cube Noël（シェア・キューブ ノエル）』と 

白胡蝶蘭のクリスマスアレンジメント『Bicolore Noir（ビコロール ノワール）』が初登場！ ～ 
 
【2021 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「2021 クリスマス 

ギフトコレクション」を提供いたします。2021 年10 月 25 日（月）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、2021 年 11 月 24 日（水）〜12 月 25 日（土）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 24 日（金）、広尾店での引渡しは 12 月 25 日

（土）午前中まで）。 

      

今季のクリスマスギフトコレクションは、“Noël blanc et doux（白くて甘いクリスマス）”をテーマに、様々な白とスモーキー 

ピンクのバラ、ベルベットのリボンなどで優しく温かみのあるクリスマスを表現。レフレシールならではの豊富で贅沢なグリーンの  

重なり合いで、森の中に迷い込んだような香りや異素材グリーンの深みのある色合いをお楽しみください。 

2021 クリスマスギフトコレクションでは 3 種の新作をご用意しています。まずは、11 月末からクリスマスまでの間に順次、今季

のテーマを表現したクリスマスデザインのスワッグ、ブーケ、アレンジメントをサブスクリプションスタイルで 3 回にわたってお届けする

『フラワーデリ ノエルーイノセント innocent』。そして、本年初登場の『シェア・キューブ ノエル』は、10cm 角のキューブを、

複数組み合わせたり個別に取り外したりして置くだけで、手軽に上質な花空間を作れる新発想のボックスフラワー「シェア・  

キューブ」のクリスマスバージョンです。セットするキューブの数を変えると空間にあわせ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。ホワイト系かレッド系のお花に、シックなブラックカラーのキャンドルと型押しキューブ、シルバーのトレーを組み合わせ、レフレ

シールらしい辛口でユニセックスなスタイル感を追求しました。また、レフレシールの人気シリーズである胡蝶蘭の寄せ植え   

「ビコロールⅢ」をクリスマス仕様に仕立てた『ビコロール ノワール』も新登場。白い胡蝶蘭「アマビリス」を浄化作用のある炭と

水苔を入れた黒いポリカーボネートの器に植えて、足元にクリスマスのリボンやゴールドの松かさなどの飾りをあしらったシャープな

デザインが印象的なクリスマスギフトフラワーです。 

■2021 年新作 【左写真】フラワーデリ ノエルーイノセント innocent の 3 商品 【右上写真】シェア・キューブ ノエル キューブ 2   
【右下写真】シェア・キューブ ノエル キューブ 4 

 



 

新作 3 種の他、スクエア型がモダンなクリスマスリース『コロン ド ノエル カレ』」など、毎年人気の定番 7 種も取り揃えた     

レフレシール キョウコフジタ 2021 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ご自宅のおうち時間への彩りなど、2021 年

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。 
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◐レフレシール キョウコフジタ 2021 クリスマスギフトコレクション 概要     ※以下の価格は全て税込です 
 
 
NEW! ❶ フラワーデリ ノエルーイノセント innocent 【フラワーデリバリーサービス】       41,800 円 
NEW! ❷ シェア・キューブ ノエル   【ギフトフラワーボックス】       

キューブ 2 【フラワーキューブ×1＋クリスマスグリーンキューブ×1】     8,800 円 

  キューブ 3 【フラワーキューブ×1＋LED キャンドルキューブ×1＋クリスマスグリーンキューブ×1】  12,100 円 

キューブ 3 カレ carée 【フラワーキューブ×２＋クリスマスグリーン入り長方形シルバーボックス×１】  14,850 円 
  キューブ 4 【フラワーキューブ×2＋LED キャンドルキューブ×1＋クリスマスグリーンキューブ×1】  15,950 円 

NEW! ❸ ビコロール ノワール    【ギフトフラワーオーキッド】    16,500 円 

 ❹ クリスマスボックス レッド   【ギフトフラワーボックス】   14,300 円 
➎ 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】  17,600 円 
❻ コロン ド ノエル カレ   【リース】     14,300  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】  15,400 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】  15,400 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】    11,000 円 
 ➑ ラ ボワット ファシル ”ノートルダムーローズ” バラ入り 【ギフトフラワーボックス】    14,850 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】    11,000  円 
❿ ラ ボワット ファシル ”サクレクール” バラ入り 【ギフトフラワーボックス】    14,850  円 

 
予約受付期間： 2021 年 10 月 25 日（月）〜12 月 18 日（土） 【フラワーデリ ノエル以外】 

お引渡し期間: 2021 年 11 月 24 日（水）〜12 月 25 日（土） 【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 24 日（金）。アトリエ レフレシール

（広尾）での引渡しは 12 月 25 日（土）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  

住所： 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 

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

◐レフレシール キョウコフジタ 2021 クリスマスギフトコレクション 商品詳細  ※以下の価格は全て税込です 
  
【2021 年 新作 3 種】  
 
❶ フラワーデリ ノエルーイノセント innocent 《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、今季のテーマを表現したクリスマスデザインのスワッグ、ブーケ、アレンジメントをサブスクリプ  

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いたします。また、スワッグはご自分に、ブーケはお友達に、アレンジメントはご実家

に、というようにお届け先を毎回変更することもできます。 

今年は“Noël blanc et doux（白くて甘いクリスマス）”をテーマに、様々な白とスモーキーピンクの  

バラ、ベルベットのリボンなどで優しく温かみのあるクリスマスを表現。レフレシールならではの豊富で贅沢

なグリーンの重なり合いで、森の中に迷い込んだような香りや異素材グリーンの深みのある色合いを   

お楽しみください。 
 
① 1st デリバリー： スワッグ ■右写真■ 

マグノリアフラワー白（アーティフィシャル）、ドライマツカサ、クリスマスグリーン（フレッシュ）、 

マグノリアリーフ、ドライヴェスベネスト、リボン 

■５種類以上のクリスマスグリーンを束ねたスワッグは、深い森の香りと大地の大らかさを感じ 

させます。純白のマグノリアフラワーが清潔な印象。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 26 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 45cm/長さ約 70cm 

http://reflechir-shop.com/


② 2nd デリバリー： クリスマスブーケ ■右上写真■ 

アマリリス白、スモーキーピンクのバラ、カラー、クリスマスグリーン、ダスティーミラー、リボン 

■白のアマリリスと人気のスモーキーピンク２種のバラをリボンとふんだんなクリスマスグリーンが 

包み込むような華々しさを感じさせるブーケです。  
 

●発送日： 12 月 3 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■ 

アマリリス白、スモーキーピンクのバラ、クリスマスグリーン、ダスティーミラー、マツカサ、リボン 

■シルバーのオリジナル BOX の中に目を引く、スモーキーグリーンのリボンとシックなスモーキー   

ピンクのバラの優しい色合わせ。プラチナゴールドのオーナメントの控えめな煌きと純白のアマリリスが

いつでも華やかに平和でありたいというイノセントな主張を感じさせるアレンジメントです。 
 

●発送日： 12 月 17 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： 約 35×32×32（横×奥行×高さ cm） 
 

■予約受付期間： 2021 年 10 月 25 日（月）〜11 月 22 日（月）  
■価格 :   3 回セット販売 41,800 円 
■送料：  4,950 円（税込）※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 
*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。 
 

❷ シェア・キューブ ノエル｜Share Cube Noël 【ギフトフラワーボックス】 
10cm 角のキューブを、複数組み合わせたり個別に取り外したりして置くだけで、手軽に上質な花空間を作れる新発想のボックスフラワー 

「シェア・キューブ」（注 2）のクリスマスバージョンです。セットするキューブの数を変えると空間

にあわせ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。  

ホワイト系かレッド系のお花に、シックなブラックカラーのキャンドルと

型押しキューブ、シルバーのトレーを組み合わせ、レフレシール  

らしい辛口でユニセックスなスタイル感を追求しました。 
 
① キューブ 2 ■右 1 段目写真（写真小：レッド系版）■ 

フラワーキューブ１箱とクリスマスグリーンキューブ 1 箱の組合せ。お花
はホワイト系かレッド系をお選びいただけます。 
■価格 : 8,800 円 
■商品サイズ（横×奥行×高さ cm）: 30×20×20 

 
② キューブ 3 ■右 2 段目写真（写真小：キューブを取り外したレッド系版）■ 

フラワーキューブ 1 箱、LED キャンドルキューブ 1 箱、クリスマスグリーンキューブ 1 箱の組合せ。   

お花はホワイト系かレッド系をお選びいただけます 

■価格 : 12,100 円 
■商品サイズ（横×奥行×高さ cm）: 40×20×22 
*オプションで LED キャンドルのリモコンあり 

 

③ キューブ 3 carée カレ  

■右 3 段目写真（写真小：キューブを取り外したレッド系版）■ 

フラワーキューブ 2 箱（ホワイト系 or レッド系）とクリスマスグリーン入り長方形シルバーボックスの計  

3 箱を四角（カレ）に組合せました 
■価格 : 14,850 円 

■商品サイズ（横×奥行×高さ cm）: 30×30×28 
 
④ キューブ 4 ■右 4 段目写真（写真小：レッド系版）■ 

フラワーキューブ 2 箱（ホワイト系 or レッド系）、LED キャンドルキ
ューブ 1 箱、クリスマスグリーンキューブ 1 箱の組合せ。 
■価格 : 15,950 円 
■商品サイズ（横×奥行×高さ cm）: 30×30×28  
*オプションで LED キャンドルのリモコンあり 

 
*配送の場合、それぞれ 1,650 円（税込）の送料がかかります ※四国、九州、北海道は別途送料 
 を申し受けます 
*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 

 
（注2） 「シェア・キューブ」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

り個別に取り外したりして置くだけで、手軽に上質な花空間を作れる   

新発想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  

空間にあわせ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。 

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、一箱ずつをお土産や贈り

花として花の持つちからを共有（シェア）できます。クリスマスやお正月、バレンタインや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。  



     
➌ ビコロール ノワール｜Bicolore Noir 【ギフトフラワーオーキッド】 
レフレシールの人気シリーズである胡蝶蘭の寄せ植え「ビコロールⅢ」をクリスマス仕様に仕立てた   

『ビコロール ノワール』が新登場。白い胡蝶蘭「アマビリス」を浄化作用のある炭と水苔を入れた黒い 

ポリカーボネートの器に植えて、足元にクリスマスのリボンやゴールドの松かさなどの飾りをあしらった   

シャープなデザインが印象的なクリスマスギフトフラワーです。 
 
■価格 : 16,500 円 
■出来上がりサイズ（横×奥行×高さ cm）：約 45×40×55 

*花材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 7 種】                                                 
 
❶ 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 : 14,300 円 
■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 
 
 

❷ 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・インペリアルのハーフボトル（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 : 17,600 円 
■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 
 
 

➌  コロン ド ノエル カレ 【リース】 
 
スエードの黒のリボンとグレーブラック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）クリスマスリースはモダンなデザインが印象的。   

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 : 14,300 円 
■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 

 
 
 
 
 
 
 

❹ 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。（価格は応相談）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 : 15,400 円 
■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 

飾りはじめるので、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。 



 

❺ 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、  

ホワイト系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）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 : 15,400 円 
■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 
 
 
 
 
 
 
 

➏ 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 : 11,000 円（足元グリーンと松かさ等) 
 14,850 円（バラ入り）＊写真はこちら 
■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 
 

 
 
 

➐ 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 : 11,000 円（足元グリーンと松かさ等) ＊写真はこちら 
 14,850 円（バラ入り） 

■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 
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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] 
 

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） 
 
 

＜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たりして置くだけで、手軽に上質な花空間を作れる新発想の 
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空間にあわせ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。 

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、一箱ずつをお土産や贈り花として花の持つちからを共有（シェア）できます。クリスマスや

お正月、バレンタインや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。 
 
 

＜La Boite Facile  | ラ ボワット ファシルとは＞ 
 

『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】 

 

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