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～特別な方の昇進昇格、叙勲祝いや新築祝いに贈るプレミアムギフト～

日本の伝統工芸と花のコラボレーション
有田焼と花のギフトセットを 10 月 24 日（土）から
数量限定で注文受付開始

有田焼エッグシェル タンブラーペア
とアレンジメントのセット
税込 32,400 円（本体価格 30,000 円）

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、昇進昇格、叙勲祝いや新築祝いなど
で、取引先や普段お世話になっている特別な方へ贈るギフトとして、有田焼の老舗とコラボレーションし、タンブラ
ーやカップ、小皿などの有田焼磁器と花のセット計 5 種類を企画しました。これらの商品を、10 月 24 日（土）から
数量限定で、法人・個人向けに、当社の日比谷公園店（東京都千代田区）をはじめとする全国限定 9 店舗と、法人
向けデスク（フリーダイヤル 0120-33-5330）で、注文受付を開始します。（商品詳細、注文方法は別紙参照）
日比谷花壇のデザイナーがデザインした「胡蝶蘭」「押し花」「バラ」の柄をあしらった有田焼エッグシェル*のオリジ
ナルタンブラーやカップは、「乾杯」の意味を込め、古来より日本人が身近な草花を愛で季節の移ろいを感じてい
たように、花を愛でながら「乾杯」の時間を楽しんでいただきたいという想いから、お世話になっている方に贈る花
とのセットギフトとして、計 3 種類を企画しました。このほか 1 つ 1 つに縁起の良い意味が込められた文様の描か
れた有田焼の茶器や小皿と花のセット 2 種類も企画展開します。
日比谷花壇では、昇進昇格、叙勲祝いや新築祝いに贈るプレミアムギフトとして、会社としてのつながりだけでなく、
個人と個人のつながりを結びつけ、贈る方と贈られる方の縁を結ぶ、新しい社用ギフトに対応する新商品の開発
に注力してまいります。
なお当社日比谷公園店は、10 月 24 日（土）～11 月 3 日（火）の間に開催される、一般財団法人伝統的工芸品産
業振興協会主催の「ジャパン・トラディショナル・クラフト・ウィーク」に参加します。
＊エッグシェルとは、厚さが 1mm 程の素地による技術の域を極めた、卵の殻のように薄く丈夫な磁器です。
■注文受付開始日

10 月 24 日（土）

■お届け開始日

11 月 1 日（日）

＊数量限定商品のため、売切れ次第終了となります。

株式会社日比谷花壇について https://www.hibiya.co.jp/
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。ウエディン
グ装花、直営店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフトの企画・制作・販売、お葬式サービス、各種空間装飾デザ
イン・ディスプレイ、屋内緑化の設計・施工等を行い、花とみどり溢れるライフスタイルを提案しています。今後も、さまざまな日常の生
活のシーンの中に、花とみどりのある生活文化を創造していきます。
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【有田焼と花のギフトセット 概要】
＊次頁に続きます。表記価格すべて送料別です。

◆有田焼エッグシェル ピルスナーペアと胡蝶蘭（赤リップ）のセット
税込 32,400 円（本体価格 30,000 円）
「幸せが飛んでくる」という、花言葉を持つ胡蝶蘭。 蝶が飛んでいる
ように見える咲き姿が美しい花は、昔からお祝い花の定番として親し
まれています。「むすぶ」ことから縁起がいいとされ、昔から親しまれ
てきた風呂敷で包むことで、さらに特別なギフトに仕上げています。
金と銀の流れるような胡蝶蘭をデザインした繊細な曲線の有田焼ピ
ルスナーとセットにしました。
◇内容：ミディ胡蝶蘭 3 本立ち（赤リップ）風呂敷包、有田焼エッグシェル ピルスナーペア
(胡蝶蘭柄、化粧箱入り) ＊やま平窯
◇サイズ 胡蝶蘭：高さ 約 65cm、幅 約 40cm、奥行 約 25cm
有田焼エッグシェル(胡蝶蘭柄)：高さ 約 16cm、直径 約 7.2cm

◆有田焼エッグシェル タンブラーペアとアレンジメントのセット
有田焼エッグシェル ピルスナーペア(胡蝶蘭柄)
税込 32,400 円（本体価格 30,000 円）
日比谷花壇のデザイナーが摘み取った植物を押し花にし、タンブラー
に転写した、自然情景を切り取ったようなデザインの日比谷花壇オリジ
ナル有田焼タンブラーと野の花を思わせる繊細な曲線が優しいアレン
ジメントのセット。日本人が古来から、身近な草花を愛で季節の移ろい
を感じることで喜びを感じ豊かな日常を送ってきたように、忙しい日常
の中でも自然との接点を持つことで心穏やかに豊かな日常をおくって
いただきたいという想いを込めています。
◇内容： 生花（ミニバラ・レースフラワー・スカビオサ・トルコキキョウ・アストランチア・秋色ア
ジサイ・レモンリーフ・アイビー）、バスケット、有田焼エッグシェル タンブラーペア（押し花柄、
化粧箱入り） ＊やま平窯
◇サイズ
アレンジメント：高さ 約 45cm、幅 約 40cm、奥行き 約 40cm
有田焼エッグシェル（押し花柄）：高さ 約 14cm、直径 約 7.2cm

◆有田焼エッグシェル カップペアとアレンジメントのセット
税込 32,400 円（本体価格 30,000 円）
有田焼エッグシェル タンブラーペア(押し花柄)

「愛」や「美」など、可憐な花言葉を持つバラを、有田焼の丸いフォ
ルムの陶器にデザイン。 有田焼に合わせるアレンジメントは、と
ても香りが強く鮮やかなバラを使用しました。バラが持つ唯一無
二の華やかさ、愛らしさを堪能いただけます。
◇内容：生花（パラ・カーネーション・アジサイ・アイビー）、
陶製花器、有田焼エッグシェル カップペア（薔薇柄、 化粧箱入り） ＊やま平窯
◇サイズ
アレンジメント：高さ 約 20cm、幅 約 25cm、奥行き 約 25cm
有田焼エッグシェル（薔薇柄）：高さ 約 9cm、直径 約 6.5cm

有田焼エッグシェル カップペア(薔薇柄)
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【有田焼と花のギフトセット 概要】
◆有田焼色絵丸紋茶器とアレンジメントのセット
税込 37,800 円（本体価格 35,000 円）
丸みを帯びた可愛い急須と湯呑に描かれた文様にはひとつひとつに
「長寿」や「繁栄」を表す縁起の良い意味が込められています。丸いフ
ォルムの賑やかな赤や黄色、オレンジに緑の花が 様々なギフトシーン
に色を添えてくれます。 大切な方のますますの幸せ、贈る方、贈られ
る方との縁を願うギフトです。
◇内容：生花（バラ、ピンポンマム、テマリソウ、シンビジューム、スプレーバラ、グリーン）、
陶製花器、色水引、有田焼色絵丸紋茶器（急須 1 個、茶器 5 個、化粧箱入り）＊香蘭社
◇サイズ アレンジメント：高さ 約 20cm、幅 約 35cm、奥行 約 20cm
有田焼色絵丸紋茶器 （箱サイズ）：高さ 約 9cm、幅 約 27cm、奥行 約 21cm

①

②

③

④

⑤

⑥

有田焼色絵丸紋茶器に描かれている文様 左から
①「七宝」：無限に輪が連鎖する縁や生命の繁栄の意味
②「亀甲」：長寿の意味
③「立湧」：蒸気が立ち上るさまを表した吉祥文様
④「花菱」：繁栄を表す意味
⑤「紗綾形」：長久の幸せを願う意味
⑥「麻の葉」：真直ぐに成長するという意味

◆有田焼縁起柄小皿とプリアレンジメントのセット
税込 27,000 円（本体価格 25,000 円）
古来から人々に愛されてきた縁起柄の有田焼の銘々皿に、 縁起
の赤絵と合わせた赤い花がメインのプリザーブドアレンジメント。 紫
色の糸菊をあしらい日本を感じさせるあしらいの中にも、色合い等
で現代風のアレンジに仕上げています。 大切な方のますますの幸
せ、贈る方、贈られる方との縁を願うギフトです。
◇内容：プリザーブドフラワー（バラ、カーネーション、キク、ラン）、
陶製花器、有田焼縁起柄小皿（4 枚、化粧箱入り）＊香蘭社
◇サイズ アレンジメント：高さ 約 20cm、幅 約 30cm、奥行 約 15cm
有田焼縁起柄小皿（1 枚）：高さ 約 2cm、幅 約 13.3cm、奥行 約 13.3cm

有田焼縁起柄小皿 左から
「唐草」：繁栄、長寿を表す意味
「七宝」：無限に輪が連鎖する縁や生命の繁栄の意味
「麻の葉」：真直ぐに成長するという意味
「紗綾形」：長久の幸せを願う意味
＊やま平窯（所在地：佐賀県西松浦郡有田町、設立：昭和 47 年）
佐賀県の有田町に位置する有田焼の「やま平窯元」先々代・山本平作は有田焼窯元「山庄窯」の次男として生まれ焼物の修行を積み、戦後間もなく、
名前の 2 文字をとって「山平窯」として独立しました。
その後、先代・山本正治により 1972 年社名を「やま平窯元」として法人化。現在は山本博文氏が自社ブランド Y’s home style を立ち上げ、脈々と続く
有田焼の伝統文化を大切にしながら、時代のニーズに合わせた新しい作品をうみだしています。
＊香蘭社（本社所在地：佐賀県西松浦郡有田町、創立：明治 12 年（1879 年））
日本で初めて磁器が焼かれた 1616 年以降、藩に擁護されて続けてきた有田の陶磁器産業は明治維新に続く廃藩置県で販路を失うという最大の危
機に陥りますが、海外輸出が許されたのを機会に万国博覧会に出品して世界中の人々に日本磁器の秀逸さを知ってもらおうと結社を誕生させました。
それが合本組織香蘭社です。
香蘭社は明治 8 年（1875）に 5 人の有志により設立されましたが、明治 12 年に（1879）には有志の一人である 8 代深川栄左衛門の単独経営となり
ました。以来、窯業という分野で美術品から碍子製品、ニューセラミック商品の 3 つの事業を通じて日本の食卓文化を彩ってきた会社です。
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■注文及び商品に関する一般からの問い合わせ先
◇日比谷花壇 日比谷公園店
電話 0120-390-870 http://www.hibiya.co.jp/hibiyakouenten/
◇日比谷花壇 ホテルオークラ東京店
電話 03-3224-7216 http://www.hibiyakadan.com/shop/02730.html
◇日比谷花壇 札幌グランドホテル店
電話 0120-394-487 http://www.hibiyakadan.com/shop/30040.html
◇日比谷花壇 札幌パークホテル店
電話 0120-89-3987 http://www.hibiyakadan.com/shop/30050.html
◇日比谷花壇 名古屋観光ホテル店
電話 0120-02-8870 http://www.hibiyakadan.com/shop/10010.html
◇日比谷花壇 リーガロイヤルホテル店
電話 0120-398-713 http://www.hibiyakadan.com/shop/05010.html
◇日比谷花壇 グランド・ハイアット・福岡店
電話 0120-871-687 http://www.hibiyakadan.com/shop/15160.html
◇日比谷花壇 ホテル日航福岡店
電話 0120-373-878 http://www.hibiyakadan.com/shop/15070.html
◇日比谷花壇 帝国ホテル店
電話 03-3503-8781 http://www.hibiyakadan.com/shop/01020.html
◇日比谷花壇 法人向けデスク
電話 0120-335330 （平日 9：00～18：00）
以上

