News Release
㈱日比谷花壇
〒106-8587 東京都港区南麻布 1-6-30
2010 年 12 月 21 日

～幸運のしるしがついたフラワーシリーズ「ラッキーコレクション」第 6 弾～

プリザーブドアレンジメント『しあわせの鍵』を
1 月 16 日（日）から販売開始
株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）は、ラッキーアイテムをフラワーアレンジメントに
取り入れたフラワーシリーズ「ラッキーコレクション」のシリーズ第 6 弾として、幸運の扉を開く「鍵」をラッキーアイテムとし
たプリザーブドアレンジメント『しあわせの鍵』〔3,990 円（税込）〕を、2011 年 1 月 16 日（日）から全国の日比谷花壇店頭（一
部店舗を除く）で販売を開始します。（展開店舗詳細は別紙参照）
ヨーロッパでは、古くから魔除けや幸運のシンボルとして親しまれ
てきた「鍵」。鍵は家の入り口を示すことから、家の中に「富」や「健
康」、「愛」などを呼び込むといわれています。また鍵で「開く」こと
から「希望への道を開く」などの意味もあります。
プリザーブドアレンジメント『しあわせの鍵』は、フロスト加工のガラ
ス花器に、プリザーブドローズやリボンをデザインし、持ち手がハ
ート型をした鍵のチャームを飾りつけました。シャーベットカラーの
優しいピンクとイエローの 2 色を展開し、まだ寒い日々に、春を感
じさせるような明るく可愛らしいアレンジメントです。
チャームは、アレンジメントから取り外すこともでき、ストラップにし
たり、ネックレスにして身につけたりと、アクセサリーとしても活躍し
ます。
誕生日や記念日のお祝いのギフトとしてはもちろん、ご自身の玄
関や部屋の中に幸運を呼び込むアイテムとしてもおすすめです。
また、希望の道が開きますようにと願いを込めた贈り物としてもピ
ッタリです。
「ラッキーコレクション」は、見近にあると幸運が訪れるといわれるラッキーアイテムを取り
入れたプリザーブドフラワーなどのフラワーアレンジメントを約 2 ヵ月ごとに展開していく、
当社オリジナルのフラワーシリーズです。今後も、幸運のシンボル“四葉のクローバー”
のラッキーアイテムを取り入れたフラワーアレンジメントの展開を予定しています。
【ラッキーコレクションシリーズ第 6 弾 1～2 月展開商品】
プリザーブドアレンジメント 『しあわせの鍵』
販売方法 全国 61 店舗で販売 （別紙 1・2 の販売店舗一覧を参照）
販売期間 2011 年 1 月 16 日（日）～2011 年 2 月 28 日（月）
価格
各 3,990 円 （税込）
サイズ
高さ：約 14cm、幅：約 12cm
詳細
http://www.hibiyakadan.com/pr/luckycollection/

（『しあわせの鍵』に関する情報は、1 月 14 日（金）UP 予定）
※ 内容：プリザーブドフラワー（ローズ、アジサイ）、アートフラワー（フラワーピック、リーフ）、ガラス製花器、キーチャーム、リボン
※
※
※
※
※

花色・花器などの色合いは写真と異なる場合があります。
店舗により販売状況が異なります。詳細は、各店に問い合わせください。
持ち帰り専用商品ですので、発送は承ることができません。
売り切れ次第、終了となります。予めご了承ください。
プリザーブドフラワーとは
ドライフラワーや造花とは全く異なる加工花です。独自の製法により鮮やかな美しさと風合いを長期間に渡って保ちます。
生花ではないため水やりの必要はありません。高温多湿を避けて飾ってください。

株式会社日比谷花壇について
1872 年創業、1950 年に東京・日比谷公園店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国に約 180 店舗を展開。フラワーディスプレ
イ、フラワーギフトの企画･制作･販売、装花を伴うイベントのプロデュース等を行い、花と緑溢れるライフスタイルを提案しています。
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幸運のしるしがついたフラワーシリーズ「ラッキーコレクション」 1 月～2 月展開

『しあわせの鍵』 販売店舗 一覧 （計 61 店舗）
各店詳細は、ウェブサイトを参照ください。日比谷花壇店舗情報

http://www.hibiyakadan.com/shop/

北海道・東北地区
ヒビヤカダン 札幌グランドホテル店（北海道）

http://www.hibiyakadan.com/shops/30040

ヒビヤカダン 札幌パークホテル店（北海道）

http://www.hibiyakadan.com/shops/30050

ヒビヤカダン スタイル オオウチヤ店（宮城）

http://www.hibiyakadan.com/shops/25070

ヒビヤカダン スタイル 仙台パルコ店（宮城）

http://www.hibiyakadan.com/shops/25160

日比谷花壇 秋田ビューホテル店（秋田）

http://www.hibiyakadan.com/shops/25310

日比谷花壇 盛岡フェザン店（岩手）

http://www.hibiyakadan.com/shops/25611

日比谷花壇 郡山ビューホテルアネックス店（福島）

http://www.hibiyakadan.com/shops/25410

日比谷花壇 郡山ハマツ店（福島）

http://www.hibiyakadan.com/shops/25420

ヒビヤカダン ANA クラウンプラザホテル新潟店（新潟）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1720

関東・甲信地区
ヒビヤカダン そごう八王子店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1440

ヒビヤカダン スタイル アトレ恵比寿店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/2190

ヒビヤカダン スタイル アトレ目黒店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/2450

ヒビヤカダン スタイル ルミネ池袋店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1920

ヒビヤカダン スタイル 順天堂店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/2090

N.Y.F アトレ品川店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/2560

ヒビヤカダン 日比谷公園店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1010

日比谷花壇 日比谷シティ店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1300

日比谷花壇 大手町ファーストスクエア店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/2210

日比谷花壇 池袋西武フラワーショップ クラブ・オンゲート店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/2470

日比谷花壇 日本橋高島屋店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1070

ヒビヤカダン 銀座松屋店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1800

日比谷花壇 松屋浅草店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1700

エイチケイ プラス モード シェラトン都ホテル東京店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1240

日比谷花壇 京王プラザホテル店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1120

日比谷花壇 リーガロイヤルホテル東京店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/2040

日比谷花壇 浅草ビューホテル店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1530

ヒビヤカダン ホテルメトロポリタン店（東京）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1510

日比谷花壇 水戸プラザホテル店（茨城）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1410

イーレーベル エキュート大宮店（埼玉）

http://www.hibiyakadan.com/shops/2600

日比谷花壇 そごう川口店（埼玉）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1910

日比谷花壇 そごう大宮店（埼玉）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1650

ヒビヤカダン スタイル そごう千葉店（千葉）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1990

ヒビヤカダン スタイル アトレ新浦安店（千葉）

http://www.hibiyakadan.com/shops/2310

日比谷花壇 そごう横浜店（神奈川）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1540

ベリーメリー モザイクモール港北店（神奈川）

http://www.hibiyakadan.com/shops/51010
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東海地区
ヒビヤカダン 松坂屋フラワーサロン（愛知）

http://www.hibiyakadan.com/shops/10040

日比谷花壇 名古屋観光ホテル店（愛知）

http://www.hibiyakadan.com/shops/10010

日比谷花壇 キャッスルプラザ店（愛知）

http://www.hibiyakadan.com/shops/10090

日比谷花壇 丸栄店（愛知）

http://www.hibiyakadan.com/shops/10220

メリーチップス 名古屋駅前店（愛知）

http://www.hibiyakadan.com/shops/10390

日比谷花壇 ホテルアソシア豊橋店（愛知）

http://www.hibiyakadan.com/shops/10330

ヒビヤカダン スタイル ホテルアソシア静岡店（静岡）

http://www.hibiyakadan.com/shops/1400

日比谷花壇 浜松メイ・ワン店（静岡）

http://www.hibiyakadan.com/shops/10070

日比谷花壇 グランドホテル浜松店（静岡）

http://www.hibiyakadan.com/shops/10170

関西地区
ヒビヤカダン スタイル なんば CITY 店（大阪）

http://www.hibiyakadan.com/shops/6380

ヒビヤカダン スタイル あべの and 店（大阪）

http://www.hibiyakadan.com/shops/6360

日比谷花壇 そごう神戸店（兵庫）

http://www.hibiyakadan.com/shops/6090

日比谷花壇 ホテルグランヴィア京都店（京都）

http://www.hibiyakadan.com/shops/5920

九州・中国・四国地区
ヒビヤカダン スタイル 天神イムズ店（福岡）

http://www.hibiyakadan.com/shops/15060

日比谷花壇 ホテル日航福岡店（福岡）

http://www.hibiyakadan.com/shops/15070

日比谷花壇 グランド・ハイアット・福岡店（福岡）

http://www.hibiyakadan.com/shops/15160

日比谷花壇 ホテルセントラーザ博多店（福岡）

http://www.hibiyakadan.com/shops/15040

日比谷花壇 西鉄グランドホテル店（福岡）

http://www.hibiyakadan.com/shops/15200

日比谷花壇 リーガロイヤルホテル小倉店（福岡）

http://www.hibiyakadan.com/shops/15120

日比谷花壇 ホテル京セラ店（鹿児島）

http://www.hibiyakadan.com/shops/15140

日比谷花壇 鹿児島東急イン店（鹿児島）

http://www.hibiyakadan.com/shops/15100

日比谷花壇 そごう広島店（広島）

http://www.hibiyakadan.com/shops/20140

日比谷花壇 ホテルグランヴィア広島店（広島）

http://www.hibiyakadan.com/shops/20740

日比谷花壇 福山ニューキャッスルホテル店（広島）

http://www.hibiyakadan.com/shops/20300

日比谷花壇 全日空ホテルクレメント高松店（香川）

http://www.hibiyakadan.com/shops/20710

日比谷花壇 ホテルクレメント徳島店（徳島）

http://www.hibiyakadan.com/shops/20600

