
 

 

 

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 

春の訪れを感じさせる特別仕様ギフトボックスフラワー          

「シェア・キューブ さくら桜」のご案内 

～ お花見の桜をあっという間にご自宅やお好きな空間にお誂え ～ 

 
 

【2022 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)の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、以下 レフレシール）」は、レフレシールオリジナルの桐製キューブボックスに 

桜の枝花をアレンジした特別仕様のシェア・キューブ（注 1）「シェア・キューブ さくら桜」を期間限定で販売いたします。 
 

「シェア・キューブ さくら桜」は、レフレシールが新たに提案するギフトフラワーアレンジメントボックス「シェア・キューブ」を用いて、 

コロナ禍でお花見にお出かけすることが難しくてもお花見桜を簡単に誂えていただけるように、桜の枝花を上品かつ大胆に  

アレンジした個性的なギフトフラワーボックスです。昨年春に初登場し、即座に完売するほど大好評をいただいた同商品の

2022 年版は、「エアリーピンク」をコンセプトに、うすく色づいた蕾や咲き誇れば空気のように軽やかで華やかに春の訪れを感じ

させる桜の枝花を様々なアングルから立体的にデザイン。桜にあわせて上品な桐を用いて特別に仕立てたキューブにアレンジ 

してご用意いたします。 

枝花の扱いは難しいと感じがちですが、この桜のシェア・キューブは、お好きな場所にまとめたり、間隔をあけたりして置くだけで

手軽に心地よい花空間を誂えられます。 
 

また昨年、「シェア・キューブ さくら桜と同じコンセプトデザインのブーケもほしい」というご要望が多数あがったことにお応えして、

本年は、特別仕様のブーケ「桜－Sakura ブーケ」もご用意いたします。 

「シェア・キューブ さくら桜」と同様に「エアリーピンク」コンセプトで、桜にあわせてアレンジされた桜色のバラやラナンキュラスが  

お手元に届いてから次々と開花し、ふんわりとやわらかく咲き誇ります。 
 

春の訪れを感じさせてくれる桜の花言葉は、「精神美・優美な女性・純潔」など。新しいことが始まる季節にぴったりの桜の花を

贅沢につかった「シェア・キューブ さくら桜」と「桜－Sakura ブーケ」は、レフレシールらしい春爛漫なアレンジメントとブーケです。

ご自宅用や、一緒にお花見をしたくても出来ないお友達やご家族に季節のご挨拶とお気持ちをお伝えする贈り物としてなど、

様々な用途のお遣い物としてご利用いただけます。 
 
 
（注1） 「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”ことができます。例えば、ご家族やご友人との会食

では３CUBE をまとめてテーブルを華やかに演出し、お帰りの際には 1CUBE ずつお土産花としてお持ち帰りいただくことも。季節のイベント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。 

■シェア・キューブ さくら桜 ― 3 CUBE（長方形受け皿付き） 



◐「シェア・キューブ さくら桜」＆「桜－Sakura ブーケ」 商品詳細      ※以下の価格は全て税込です 
   
❶ シェア・キューブ さくら桜 《期間・個数限定販売》  
 
レフレシールが新たに提案するギフトフラワーアレンジメントボックス「シェア・キューブ」を用いて、コロナ禍でお花見にお出かけすることが難しくても 

お花見桜を簡単に誂えていただけるように、桜の枝花を上品かつ大胆にアレンジした個性的なギフトフラワーボックスです。昨年春に初登場し、 

即座に完売するほど大好評をいただいた同商品の 2022 年版は、「エアリーピンク」をコンセプトに、うすく色づいた蕾や咲き誇れば空気のように 

軽やかで華やかに春の訪れを感じさせる桜の枝花を様々なアングルから立体的にデザイン。桜にあわせて上品な桐を用いて特別に仕立てた  

キューブにアレンジしてご用意いたします。 

枝花の扱いは難しいと感じがちですが、この桜のシェア・キューブは、お好きな場所にまとめたり、間隔をあけたりして置くだけで手軽に心地よい  

花空間を誂えられます。 

※個数が限られるため、完全事前予約制での販売となります 
 
 
① シェア・キューブ さくら桜 ― 2 CUBE（長方形受け皿付き）■右上写真■ 

桜、バラ、ラナンキュラス、ダリア、スイートピー、スカビオサなど 
*花材は仕入状況により変更になる場合がございます 
*第 1 回発送日の対応商品のみ、ひな祭り前であるため「桜」の花を「桃」に変更することが可能です 

 
■商品サイズ：  約 30×20×20～22cm（横×奥行×高さ） 
■価格：   9,350 円 
■送料：  1,650 円 ※四国、九州、北海道は別途申し受けます 

 
② シェア・キューブ さくら桜 ― 3 CUBE（長方形受け皿付き）■右中写真■ 

桜、バラ、ラナンキュラス、ダリア、スイートピー、スカビオサなど 
*花材は仕入状況により変更になる場合がございます 
*第 1 回発送日の対応商品のみ、ひな祭り前であるため「桜」の花を「桃」に変更することが可能です 
 

■商品サイズ：  約 40×20×20～22cm（横×奥行×高さ） 
■価格：   13,200 円 
■送料：  1,650 円 ※四国、九州、北海道は別途申し受けます 

 
 

❷ 桜－Sakura ブーケ 《期間・個数限定販売》 

「シェア・キューブ さくら桜と同じコンセプトデザインのブーケもほしい」というご要望が多数あがった

ことにお応えして、特別仕様のブーケ「桜－Sakura ブーケ」が初登場。 

「シェア・キューブ さくら桜」と同様に「エアリーピンク」コンセプトで、桜にあわせてアレンジされた  

桜色のバラやラナンキュラスが、お手元に届いてから次々と開花し、ふんわりとやわらかく咲き誇り

ます。 

※個数が限られるため、完全事前予約制での販売となります 
 

桜－Sakura ブーケ ■右下写真■ ※写真はイメージです 

桜、バラ、ラナンキュラス、ダリア、スイートピー、スカビオサなど 
*花材は仕入状況により変更になる場合がございます 
*第 1 回発送日の対応商品のみ、ひな祭り前であるため「桜」の花を「桃」に変更することが可能です 

 
■商品サイズ/価格/送料：   

M サイズ：  直径約 28cm / 9,900 円 / 1,650 円  
※四国、九州、北海道は別途申し受けます 

L サイズ： 直径約 33cm / 13,200 円 / 1,650 円  

※四国、九州、北海道は別途申し受けます 
 
 
【商品発送日】  
 
ご希望の発送日の申込み期限までに、ご希望の商品をご予約ください 
 
■第 1 回発送日： 2022 年 2 月 25 日（金）＊申込み期限：2 月 22 日（火） 
■第 2 回発送日： 2022 年 3 月 11 日（金）＊申込み期限：3 月 8 日（火） 

■第 3 回発送日： 2022 年 3 月 18 日（金）＊申込み期限：3 月 15 日（火） 

   ※各日程とも、販売限定数に達し次第申込み受付を終了 
※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 

 
 
【商品予約・お問合せ先】 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/ 
 
 

 

 

 

 
 

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 

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

