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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

『2022 クリスマスギフトコレクション』の予約販売受付を 10 月 24 日より開始
～ 「静謐 “serenity” ― 静かで穏やかな日々への祈りを込めて」をテーマにした
オリジナルデザインの 2022 年ノエルギフトフラワーが登場 ～

2022 クリスマスギフトコレクション 『フラワーデリ ノエル』のスワッグとアレンジメント

【2022 年 10 月 18 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)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「2022 クリスマスギフト
コレクション」の予約販売受付を、2022 年 10 月 24 日(月)より開始いたします。
2022 年のクリスマスギフトコレクションのテーマは「静謐 “serenity” ― 静かで穏やかな日々への祈りを込めて」。“静謐の内に
秘める情熱”を、オリジナルデザインのスワッグやアレンジメント、クリスマスリースに表現しています。
クリスマスを迎えるまでに、スワッグとアレンジメントを続けてお届けする『フラワーデリ ノエル』、シックで上質な『クリスマスリース』、
花があふれるキューブ型ボックスを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 ノエル』の 3 種が 2022 年
クリスマスの新作として登場するほか、シャンパン付ギフトフラワーボックスなど 7 種の定番ノエルギフトフラワーがラインナップします。
お届け期間は、2022 年 11 月 23 日(水)～12 月 25 日(日)で、宅急便発送および店舗引渡しにて対応。クリスマスギフト
の最終発送日は 12 月 24 日(土)、広尾店での引渡しは 12 月 25 日(日)午前中までとなります。
レフレシール キョウコフジタの「2022 クリスマスギフトコレクション」は、ご自宅への彩りや大切な方への贈り物などに最適です。
2022 年のクリスマスシーンの様々なお遣い物に多様にご利用ください。
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◐レフレシール キョウコフジタ「2022 クリスマスギフトコレクション」概要
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※以下の価格は全て税込です

【フラワーデリバリーサービス】
30,800
フラワーデリ ノエル ― 静謐 “serenity”
クリスマスリース ― 静謐 “serenity”
【リース】
17,600
シェア・キューブ ノエル
【ギフトフラワーボックス】
静謐 “serenity”
キューブ 2
【クリスマスグリーンキューブ×1 ＋ フラワーキューブ×1】
8,800
キューブ 3
【クリスマスグリーンキューブ×1 ＋ フラワーキューブ×2】 12,100
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

クリスマスボックス レッド
クリスマスボックス シャンパン付レッド
コロン ド ノエル カレ
ラ ボワット ファシル ”ノートルダムーローズ”
ラ ボワット ファシル ”ノートルダムーローズ”バラ入り
ラ ボワット ファシル ”サクレクール”
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】
【シャンパン付ギフトフラワーボックス】
【リース】
【ギフトフラワーボックス】
【ギフトフラワーボックス】
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■予約受付期間︓
■お引渡し期間︓

2022 年 10 月 24 日(月)～12 月 17 日(土)
【フラワーデリ ノエル、リース以外】
2022 年 11 月 23 日(祝)～12 月 25 日(日)
【フラワーデリ ノエル、リース以外】
※フラワーデリ ノエル、リースのスケジュールは該当箇所を参照ください
※フラワーデリ ノエル、リース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(土)となります
※アトリエ レフレシール(広尾)での引渡しは 12 月 25 日(日)午前中までです
■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、メールにて予約受付／店頭にて販売
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/
予約受付／販売

◐レフレシール キョウコフジタ 2022 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

＜新作 3 種＞
❶フラワーデリ ノエル ー 静謐 “serenity” 《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
2022 年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、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と
アレンジメントを順次、ご指定のお届け先にデリバリーいたします。スワッグはご自分に、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可能です。昨年 3 回だったデリバリー回数を 2 回にすることでクオリティをさらに高め、よりお求め
いただきやすい価格でご提供できるようになりました。
今年は「静謐 “serenity” ― 静かで穏やかな日々への祈りを込めて」をテーマに、2 種のノエルデコレーションをご用意。みず
みずしさと深呼吸したくなるような大らかな森の香りも長く楽しめるクリスマスフレッシュグリーン＆フラワーを贅沢に用いて、シックな
煌めきを放つオーナメントや深みのある色調とリッチな風合いの上質なリボンをセンスよく配したノエルデコレーションは、久しぶりに
集うことができる方々など大切な人たちとのひと時を優雅に彩ります。幅広いインテリアシーンに映える仕上がりです。
①

1st デリバリー︓ スワッグ
人気のスタイルのスワッグは、クリスマスの訪れを静かに楽し
みに待つ気持ちを表しています。贅沢に使われるリボンが
豊かなクリスマスグリーンのグラデーションに引き立ち、異な
る質感が生み出す静謐な美しさに溢れています。
●内容︓クリスマスグリーン(フレッシュ)、ユーカリベルガムナッツ、
マツカサ、ドライヴェスベネスト、リボン
●発送日︓11 月 25 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

●商品サイズ︓幅約 35cm／長さ約 70cm
（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。

②

2nd デリバリー︓ クリスマスアレンジメント
クリスマスのアレンジメントはスワッグに続きクリスマスシー
ズンへ誘います。深く美しいクリスマスグリーンに、ボルドー
レッドのアマリリスと共に、色調とニュアンスにこだわって
選んだ美しいバラを、上質なモーブピンクサテンとライト
グレーベルベッドのリボンの色味に連動するようにアレンジ。
淡く甘い色合いの落ち着いたトーンに仕上げました。
静謐な中に秘められた情熱を表現したアレンジメントが
日常空間の一角やディナーテーブルを上品に飾ります。
●内容︓アマリリス(ボルドーレッド)、バラ 2 種(写真はウエスト
ミンスターアビーとパリス)、クリスマスグリーン(フレッシュ)、
ダスティーミラー、マツカサ、リボン
●発送日︓12 月 16 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

●商品サイズ(横×奥行×高さ cm): 40×40×32

■予約受付期間︓2022 年 10 月 24 日(月)～11 月 21 日(月)
■価格 : 2 回デリバリーセット 30,800 円
■送料 : 3,300 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

❷クリスマスリース― 静謐 “serenity” 《限定数販売》

【リース】

深紅の上質なリボンとグレージュベルベッドのリボン、グリーンや
マットゴールドのシックなオーナメントや松かさをアクセントに、
輸入オレ ゴ ンモ ミ を加えてク リスマ スグ リー ンを 立体的に
ボリュームのあるアレンジに仕上げた、シンプルながら華やか
なラウンドシェイプのクリスマスリースです。「静謐 “serenity”
― 静かで穏やかな日々への祈りを込めて」をテーマに、レフレ
シールならではの贅沢なグリーンの重なり合いにリボンの質感
と上品なオーナメントの煌めきがクラス感を醸し出します。
森の中に迷い込んだような静謐な香りと深みのあるグリーン
の色合いをお楽しみください。
リボンは、お好みで深緑のサテンとグレージュのベルベットの
組み合わせにも変更可能です。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)。
●内容︓クリスマスグリーン(フレッシュ)、マツカサ、ドライヴェスベネスト、
リボン
●発送日︓11 月 28 日(月)～12 月 15 日(木)まで順次
【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

●商品サイズ︓ 直径約 40cm

■予約受付期間︓2022 年 10 月 24 日(月)～11 月 30 日(水)
■価格 : 17,600 円
■送料 : 1,650 円(税込)※四国、九州、北海道は別途申し受けます
*花材・クリスマスグリーン・オーナメントは仕入状況により変更になる場合がございます

➌シェア・キューブ ノエル｜Share Cube Noël

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ことで
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、1 箱ずつ取り外してキューブを持ち運べるので、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。
2022 年は、定番のキューブカラーの黒に加えて新色の赤が
登場し、ルージュ×ゴールドのトレーセットが誕生しました。
「Rouge et Noir(赤と黒)」のコンセプトで、赤のキューブは
「動、炎、雄弁、目覚め、覚醒から意識へ」、黒のキューブ
は「静止、闇、沈黙、無言、瞑想、拒否、無言、硬直から
無意識へ」をイメージ。「今は時を静かにやり過ごしながらも、
心身の深くで力強く根をはり、マグマのように熱い想いをもって
いる」という気持ちを、赤と黒の 2 つのスタイルで表しました。

【ギフトフラワーボックス】

3 種のキューブの組み合わせパターンで、赤 3 種と黒 3 種で合計 6 種のシェア・キューブ ノエルをご用意しています。
■キューブ 1︓定番のグリーンアレンジメントはもちろんクリスマスのフレッシュグリーンのみで作られたクリスマスグリーンキューブ。
きらびやかなオーナメント、質感の美しいベルベットのリボン、シナモンスティックや松かさを加えたグリーンアレンジ
メントキューブは、１箱のみで飾っても存在感を放つ優れものです。
■キューブ 2︓美しいバラ 3 輪とクリスマスグリーンをあしらったフラワーキューブ。ルージュキューブには赤いバラ、ブラックキューブ
には白いバラを用いています。
■キューブ 3︓アマリリスを堂々と活けた豪華なフラワーキューブ。ルージュキューブには赤いアマリリス、ブラックキューブには白い
アマリリスを用いています。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。
粛々と悠然とその時を待つ――、そんな今にこそ、「Rouge et Noir(赤と黒)」のふたつのスタイルから、ご自身の心のおもむく
ままにお好みのキューブセットをお選びください。
①

キューブ 2 【写真上段】

②

キューブ 3 【写真中段】

③

クリスマスグリーンキューブ 1 箱とバラのフラワーキューブ
１箱との組合せ。お花はホワイト系(ブラックキューブ)か
レッド系(ルージュキューブ)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
フラワーキューブ 2 箱(バラとアマリリス)、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(ブラックキューブ)
かレッド系(ルージュキューブ)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): 40×20×23

キューブ 3 carée カレ 【写真下段】

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 箱を正方形
(カレ)に組合せました。お花はホワイト系(ブラックキューブ)
かレッド系(ルージュキューブ)をお選びいただけます。ホワ
イト系でもレッド系でもシルバートレーになります。
■価格 : 14,850 円
■商品サイズ（横×奥行×高さ cm）: 30×30×25
■送料 : 配送の場合、それぞれ 1,650 円(税込)
※四国、九州、北海道は別途申し受けます
*花材・クリスマスグリーン・オーナメントは仕入状況により
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。

＜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・オーナメント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
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・オーナメント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

【シャンパン付ギフトフラワーボックス】

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)
■発送日︓11 月 28 日(月)～12 月 15 日(木)まで順次 【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

■予約受付期間︓2022 年 10 月 24 日(月)～11 月 30 日(水)
■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

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。

❹❺ 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

➏➐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

###

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）

＜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︓
■Grande︓

S 4,000 円～ / M 5,800 円～
S 5,800 円～ / M 8,800 円～

【価格はすべて税別】

