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ラッキーモチーフに加え、パワーストーンをフラワーアレンジメントに取り入れた 
「ラッキーコレクション」新シリーズを 5 月 9 日（月）から販売開始 

～新シリーズ第 1 弾は、女性美を高めるローズクォーツと「愛情」が花言葉のバラをラッキーアイテムに～ 

 
 

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、昨年 5 月から約 1 年間にわたり 2 ヵ月ごと
に新商品を展開し、好評を頂いてきた、ラッキーモチーフを取り入れたフラワーアレンジメント「ラッキーコレクション」シリ
ーズをリニューアルし、幸運を引き寄せるといわれるラッキーアイテムに加え、パワーストーンを新たに取り入れ、「ラッキ
ーコレクション」新シリーズとして、5 月 9 日（月）から全国の日比谷花壇店頭（一部店舗を除く）で販売します。（展開店舗
詳細は別紙参照） 
 
「ラッキーコレクション」新シリーズは、身につけたり、身近に置いたりすることで幸運を引き寄せるといわれる「ラッキーモ
チーフ」と、運気を上昇させる力があるとされる石「パワーストーン」を組み合わせたチャームを飾りつけ、それぞれが持
つ意味や色を、プリザーブドフラワーなどの花々でも表現したアレンジメントです。約 2 ヵ月ごとに新商品を投入し、シリー
ズで展開していきます。 
 
新シリーズ第 1 弾として 5 月から 6 月の期間は、愛のエ
ネルギーに満ちたパワーストーン“ローズクォーツ”とバ
ラのオーナメント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「シークレットローズガーデン」を展開しま
す。 
 
“ローズクォーツ”は、女性的魅力を高め、やさしさや愛
を育てる石と言われ、恋愛成就にも人気のパワースト
ーンです。バラの花言葉「美・愛情」にもつながる効果
があるとされています。 
 
アレンジメントは、花模様が入った白い陶製花器に、プ
リザーブドローズやグリーンなどをあしらい、まるで花咲
き誇る初夏のバラ園のような、華やかな装いに仕上げ
ています。色鮮やかでエレガントなピンク 2 種（3,990 円
＊写真右手前、5,250 円＊写真奥〔共に税込〕）、爽やかで明
るいイエロー1 種（3,990 円〔税込〕＊写真左手前）の 3 商品
を展開します。パワーストーンとバラのオーナメントを組
み合わせたオリジナルチャームは、アレンジメントから
取り外すことができるので、ストラップにしたり、お気に
入りの小物につけることができます。 
 
誕生日や記念日のお祝いのギフトとしてはもちろん、男性から女性へ、女性から女性へ
贈るギフトとして、また自分へのご褒美としてもおすすめです。 
 
今後も、同シリーズとして、アクアマリン、ムーンストーン、水晶などのパワーストーンと、
幸せを運ぶ“羽”や幸せをすくう“銀のスプーン”などのラッキーモチーフを取り入れたフラ
ワーアレンジメントの販売を予定しています。 
 
 
 
 
 
 
 

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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プリザーブドアレンジメント「シークレットローズガーデン」 3 商品 

“ローズクォーツ”、バラのオーナメント、 
ボールオーナメントのオリジナルチャーム



 
 
 
 
 
 
 

 

 

【ラッキーコレクション 新シリーズ 5～6 月展開商品 概要】 （＊以下表記価格は全て税込） 

 

商品名  プリザーブドアレンジメント 「シークレットローズガーデン」 

販売方法 全国 61 店舗で販売  （別紙 2・3 の販売店舗一覧を参照） 

販売期間 5 月 9 日（月）～6 月 30 日（木） 

価格  ピンク：3,990 円、5,250 円 
  イエロー：3,990 円 

サイズ  高さ：約 13 ㎝、幅：約 12 ㎝ ［3,990 円のアレンジメント］ 

  高さ：約 16 ㎝、幅：約 16 ㎝ ［5,250 円のアレンジメント］ 

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（グリーン）、ベリーピック 

陶製花器、リボン、ラッキーチャーム（ローズクォーツ、ローズチャーム、ボールオーナメント） 

樹皮製造花（ダリア）〔5,250 円のアレンジメントのみ〕 

詳細  http://www.hibiyakadan.com/pr/luckycollection/   
（「シークレットローズガーデン」に関する情報は、4 月 28 日（木）UP 予定） 

 

※ 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 

独自の製法により鮮やかな美しさと風合いを長期間にわたって保つ加工花です。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。 
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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」新シリーズ 5～6 月展開 

プリザーブドアレンジメント「シークレットローズガーデン」 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 秋田キャッスルホテル店（秋田）     http://www.hibiyakadan.com/shops/25320 

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 

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 日比谷公園店（東京）      http://www.hibiyakadan.com/shops/1010 

ヒビヤカダン 銀座松屋店（東京）      http://www.hibiyakadan.com/shops/1800 

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 

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 

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 

日比谷花壇 松屋浅草店（東京）      http://www.hibiyakadan.com/shops/1700 

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 

日比谷花壇 水戸プラザホテル店（茨城）     http://www.hibiyakadan.com/shops/1410 

日比谷花壇 ホテルメトロポリタン長野店（長野）    http://www.hibiyakadan.com/shops/2150 
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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 静岡伊勢丹店 （静岡）    http://www.hibiyakadan.com/shops/10200 

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 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 ホテル日航福岡店（福岡）   http://www.hibiyakadan.com/shops/15070 

日比谷花壇 大分全日空ホテルオアシスタワー店（大分）  http://www.hibiyakadan.com/shops/15190 

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 ホテルグランヴィア岡山店（岡山）   http://www.hibiyakadan.com/shops/20520 

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 ラグナガーデンホテル店（沖縄）   http://www.hibiyakadan.com/shops/15110 
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