
 

 

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 

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

2022 母の日バージョン「Share Cube Mother 2022」の予約販売を開始 

～ 花の癒しのちからを“分かち合える（シェアできる）”キューブ型ボックスフラワー「シェア・キューブ」の 

母の日バージョンをメインに『家族を想う気持ち』をテーマとした母の日の贈り花 新作 4 種＋定番 2 種が登場 ～ 
 

 

2022 年 4 月 8 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）は、花の癒しのちからを大切な方と     

“分かち合える（シェアできる）”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）」を 

母の日に向けて新しいカラーデザインで提案した母の日バージョンの新作、「Share Cube Mother 2022」3 種の予約販売を  

4 月 8 日（金）から開始いたしました。 
 

長引く不安な状況は２年以上にも及び、昨今の国内外で巷をとりまく状況は非常に厳しくなっている現在、「今ほど『家族』の 

ことを強く想うことはなかったのではないか」という思いから、このような時に迎える母の日のために『家族を想う気持ち』をテーマに

2022 年母の日用シェア・キューブ「Share Cube Mother 2022」をご用意いたしました。 

いつにもまして感謝や思慕の気持ちをお母さまに寄せる日となるであろう 2022 年の母の日に向けて、「Share Cube Mother 

2022」は、家族と幸せをシェアするにふさわしいデコレーションに装いを新たにして登場。複数の 10cm 角のキューブ型ボックス 

フラワーの組合せで花の癒しのちからを大切な人と“分かち合える（シェアできる）”という新発想が人気を博しているシェア・  

キューブの 2022 年母の日バージョンは、定番のシルバーカラーのキューブと特別に作った優しいペールピンクのキューブボックスを 

組合せた上品なデザインが花々の美しさを際立たせます。 

 

 

【新作 4 種】 上段左: Share Cube Mother 【4 キューブ】  上段中: Share Cube Mother 【3 キューブ】 上段右: Share Cube Mother 【2 キューブ】  

下段左: Mother’s Bouquet 

【定番 2 種】 下段中: Mother’s Box 【フューシャピンク】 下段右: La Boîte Facile 【rose de jardins parfume】 



また、今年は「Share Cube Mother 2022」の新作 3 種に加えて、ピンクのグラデーションと若々しい爽やかなグリーンが華や

かな「Mother’s Bouquet」も新たに登場し、新作は全 4 種がラインナップ。さらに、ロングラン定番商品のフューシャピンクの 

ボックスアレンジメント「Mother’s Box 【フューシャピンク】」と、Grande サイズのファシルボックスに薫り高いバラをふんだんに  

編んだアレンジメント「La Boîte Facile 【rose de jardins parfume】」の定番 2 種も取り揃えています。 
 

2022 年の母の日にレフレシールが提案する贈り花は、お母さまや大切な方と『家族を想う気持ち』を分かち合い、昨今の世情

によって知らず知らずのうちにストレスを抱えて疲れ果てている私たちにも花の癒しのちからをシェアしてくれます。 

全 6 種の 2022 母の日ギフトフラワーシリーズは、4 月 8 日（金）～ 5 月 4 日（水）の期間中、オンラインショップ、メール、

FAX、広尾の「アトリエ レフレシール」店頭（営業日時は要確認）にて申込みを受付し、実際のお花のお届けは5月7日（土）

もしくは 8 日（日）となります。 
 
 

■■■ レフレシール キョウコフジタ 2022 母の日ギフトフラワー 商品概要 ■■■ 
 
 

【新作：4 種】 Share Cube Mother 2022 シリーズ 

置くだけで手軽に上質な花空間を作れて、花のもつ癒しのパワーを“分かち合える（シェアできる）”シェア・キューブを使った    

藤田京子のオリジナルデザインのギフトフラワーボックスです。贈る方と贈られる方で花空間をシェアできることを願って、上品な 

明るい色味や落ち着いた色味のピンクグラデーションに若々しく爽やかな印象のグリーンをバランスよく配し、「家族を想う気持ち」を

込めてデザインしました。                                              

【価格は全て税込・送料別】 

 
 

■Share Cube Mother 【4 キューブ】  14,850 円 
 
ピンク系キューブ 2（濃淡） ＋ グリーン系キューブ 2 
 
花材：カーネーション 3 色、バラ 3 色、トルコキキョウ 3 色、ビバーナム、ヒペリカム 

2 色、グリーントリュフ、グリーン（ゼラニウム他） 
 
商品サイズ（横×奥行×高さ cｍ）：約 30×30×20～22（正方形受け皿付き） 

レフレシール キョウコフジタ オリジナル --- SHARE CUBE｜シェア・キューブ 
 

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、花の癒しのパワーを“共有（シェア）する”こともできます。 

気軽に「花を楽しむ日常」を実現でき、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、大切な方のお誕生日など、ご贈答のお花にも最適です。シェア・キューブは、日々の暮らしに気軽に花の癒しのちからを取り入れ、大切な方々と花の

癒しを分かち合う（シェアする）ことを提案する新発想のボックスフラワーです。 

■Share Cube Mother 【3 キューブ】  12,100 円 
 
ピンク系キューブ 2（濃淡） ＋ グリーン系キューブ 1 
 
花材：カーネーション 3 色、バラ 3 色、トルコキキョウ 3 色、ビバーナム、ヒペリカム 

2 色、グリーントリュフ、ナデシコ、グリーン（ゼラニウム他）  
 
商品サイズ（横×奥行×高さ cｍ）：約 40×20×20～22（長方形受け皿付き） 

 

■Share Cube Mother 【2 キューブ】  8,250 円 
 
ピンク系キューブ 1 ＋ グリーン系キューブ 1 
 
花材：カーネーション 2色、バラ 2色、トルコキキョウ 2色、ビバーナム、ヒペリカム、

グリーントリュフ、グリーン（ゼラニウム他）  
 
商品サイズ（横×奥行×高さ cｍ）：約 30×20×20～22（長方形受け皿付き） 



 

【定番：2 種】 Mother’s Box 【フューシャピンク】 ＆ La Boîte Facile 【rose de jardins parfume】 

華やかでありながら上品な色合いの花々を溢れさせ、贈られたお母さまやそのご家族まで、花の持つちからで癒され、気持ちが

力づけられることを願いデザインされたフラワーボックスです。今年はピンクのグラデーションと若々しい爽やかなグリーンのみずみず

しさが晴れやかなデザインです。  

 
 

【お申込み期間】 4 月 8 日（金）～ 5 月 4 日（水） 
 

【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 2022 は、オンラインショップ、メール、FAX、広尾の「アトリエ レフレシール」店頭  

（営業日時は要確認）にてお申込みいただけます。 

⚫ お届け日は 5 月 7 日（土）・8 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 
⚫ 4 月 29 日（祝）～5 月 1 日（日）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 2 日（月）以降順次、確認

のご連絡をいたします 
⚫ 生花のため、一部花材が変更になる場合がございます 

⚫ 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】 
⚫ 配送料(梱包料)として一律 1,650 円 (税込)【北海道・四国・九州・沖縄は+770 円(税込)】 が加算されます 
⚫ 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】 
⚫ 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 
⚫ 長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 
⚫ 5 月 6 日（金）は出荷作業のみの営業とさせていただきます 
⚫ 5 月 7 日（土）は 10:00～18:00、5 月 8 日（日）は 10:00～15:00 でご予約のお引き取りのみの営業となります 

【お申込み先】  
⚫ オンラインショップ http://reflechir-shop.com/ 

⚫ Mail  info@kyokofujita.com   

⚫ 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  Tel 03-3442-8787 Fax 03-3442-0087 

※営業日時は要確認 

【通常】（月）～（金）11：00～18：00 ／（土）10:00～18:00 ／ 日・祝日 休み （不定休あり）※営業日時は要確認 

 

 

 

 

■Mother’s Box 【フューシャピンク】  7,480 円 
 
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 
オリジナルボックスに、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。 
 
花材：カーネーション2 色、ダリア、バラ、トルコキキョウ、ビバーナム、ヒペリカム、ナデシコ、     

グリーン（ゼラニウム他） 
 
全体サイズ：約 W30cm×D20cm×H20cm 

Box サイズ：W20cm×D10cm×H10cm 

■La Boîte Facile 【rose de jardins parfume】  9,900 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デザインの花々
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  
アレンジメントをラ・ボワット・ファシルに忍ばせました。 
 
花材：香りのバラ 12 本、ビバーナム、グリーン（ゼラニウム他） 
 
Box サイズ：W27cm×D27cm×H30cm  

■Mother’s Bouquet  11,000 円 
 
花材：内容はお任せとなります。 
 
商品サイズ： ワンサイズ 直径約 30cm～35cm 
 

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アトリエ＆フラワーブティックです。 

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） 
 
 

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  4,400 円～ / M  6,380 円～ 

■Grande： S  6,380 円～ / M  9,680 円～   【価格はすべて税込】 
 

 

 
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://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

