
Flower Festival
（ ハナショクコウジョウ ）

（ フラワー フェスティバル ）

2018 年
1 月 13日

（土曜日）

10:00 ～ 21:00
「京都駅前地下街ポルタ」

フラワーワーク
      ＆デモンストレーション

フラワー
デザインコンテスト

・トップデザイナー３名
・全国各地のデザイナー 29名 観覧無料

プレゼント企画あり

www.flower-d.com

Flower Festival
（ ハナショクコウジョウ ）

（ フラワー フェスティバル ）

＜インストラクターによる共演＞

主催：花職向上委員会
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Flower Festival

ごあいさつ

　花職向上委員会の活動としては、初めての公式公開イベントとなります。
　大変多くの方から『花職』についてもっと広くお客様に知っていただきたいという企画へのご賛同を頂きま
した。また、素晴らしい会場をご提供くださいました京都駅前地下街ポルタ様には、格別のご高配を賜り心よ
り御礼申し上げます。
　当初は委員会単独での開催を企画しておりましたが、様々な分野の方々より御協賛のお申し出を頂き、より
盛大に開催する運びとなりました。御協賛各社の皆様にも心よりの感謝を申し上げますと共に、皆様からの期
待の大きさも実感いたしております。
　
　私たちはこれを機に、花職全般の向上を目指し様々な挑戦を続けていきたいと思います。1日限定のイベント
となりますが、『同じ花職の道』を『同じ時代』に歩む者同士の交流の場となり、楽しんで頂ければ幸いです。

花職向上委員会　委員長：磯部健司

Design by Kakeru Wada



トップデザイナー

インストラクターの紹介　www.flower-d.com/up/

フラワーワークス＆デモンストレーションのデザイナー紹介
委員会Master インストラクター 3名のパフォーマンスをお楽しみ下さい。
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トップデザイナー

Design by Tetsuya Okada

　「花職」とはフローリスト・フラワーデザイナー・フラワーアーティスト・
生花店 ( 花屋 )・生産者など「花」に携わる全ての「職」を持った方々の総
称として私達は位置付けました。その技術・意欲・地位などの様々な向上
を目的とするのがこの委員会です。当初は花職人の技術向上を目的として
集まり、次第に日本全体に拡大している任意団体です。
　花職人は技術職です。技術習得のための「会得」「研究」は不可欠で、技
術なくしての向上はありえません。そのため、まずは「基本セオリーがわ
かる花のデザイン」を誠文堂新光社より発刊しました。
　そして今回のイベントは「花職」という業界全体の認知を一般の方々に
普及するための事業の一環として開催させて頂きました。今後も「花職」
全体の PRになるような企画、イベントを開催していきたいと思います。

【正規メンバー】
　技術向上に研究・情報交換をしています。花職向上委員会に協賛金を納
入している。またその条件を満たした上で特に技術を認められたメンバー
は「インストラクター」として活動しています。

【賛助会員 ( メンバー )】
　委員会への協力をしていただける方 ( 個人、法人とも ) を募集しています。

【協賛金】
年間 1口￥5000、最大 4口。
　賛助会員には毎年委員会制作のカレンダーを配布。お預かりした協賛金
はイベント・出版・運営経費として全て運用させて頂いています。今回の
イベントの基金にも協賛金をもとに開催させていただきました。

ご賛助いただけます方のご協力を広くお願いしています。

花職向上委員会とは、

花塾 Florist Academy
名古屋市瑞穂区下坂町 2-4 Design_Studio
070-5077-2592
www.instagram.com/kenjiisobe

全国各地で技術向上の為に貢献する。
1997 年　世界大会 (TI) 優勝等受賞多数

磯部 健司 Kenji Isobe

ARTISANS flower works
京都市左京区田中東樋ノ口町 35
075-744-6804
http://fleurartisans.com

Japan Florist of the year 2012　
日本大会 (FFN) 優勝等受賞多数

小谷 祐輔 Yusuke Kotani

flower's laboratory Kikyu
Tokyo・東京都渋谷区神宮前
Sasebo・長崎県佐世保市新港町
http://www.kikyu-ari.jp/

日本で一番の注目が高まっているデザイナー。
2015 年世界大会 (Interflora)４位等受賞多数

中村 有孝 Aritaka Nakamura

10:10 ～ 12:10 ～ 14:10 ～

-
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花職向上委員会インストラクター

福岡県北九州市小倉北区紺屋町 13-1
093-522-8701
atelier fair bianca　（福岡市東区）

花工房 おかだ

岡
田 

哲
哉

M
★★★

東京都練馬区
090-3729-2038

Angel's Garden

林 

由
佳

H
★★

福岡県大野城市下大利 1-18-4
092-585-1184
092-582-2085（FAX)

フラワーショップ トビマツ

飛
松 

誠
自

H
★★

北海道釧路市貝塚３丁目 2-57
0154-42-6479
0154-42-6479（FAX)

つくし園

長
久
保 

修
一L

★

青森県青森市浜田 2丁目 7-10
017-763-0087
017-763-0097（FAX)

KANONE

乘
田 

悟
L
★

福岡県飯塚市芳雄町 2-1952
0948-24-3556
www.fb.me/aica.flower

フラワーズステーション～アイカ

小
畑 
勝
久

L
★

埼玉県さいたま市北区日進町 2-815-3
048-666-4631
www.ariri.co.jp

フラワーショップ アリリ 

山
本 

雅
弘

沖縄県中頭郡北谷町美浜 2-1-13
098-989-7222
http://lapin-okinawa.co.jp

有限会社 ラパン

柳 

真
衣

福岡県北九州市門司区栄町 3-16-1F
093-321-3290
http://naturica87.com/

naturica ／和田生花店

和
田 

翔
M
★★★

兵庫県尼崎市武庫之荘 6-1-32-309
090-2106-3542

flower design works rosemary

ヤ
マ
ダ 

エ
ン
コ
ウM

★★★

鹿児島県鹿児島市宇宿３丁目 28-1
099-252-4133

㈲花家フローリストいえむら

家
村 

洋
一

H
★★

福岡県春日市春日原北町 3-75-3
092-586-2228
長住店／博多駅南店／ウエストコート姪浜店

有限会社　花物語 

下
賀 

健
史

L
★

新潟市中央区笹口2丁目 9番 10号
025-249-4223
http://www.barubora.com/arbre/

fleur arbre

石
井 

宏
L
★

大阪府東大阪市中石切町 4-4-7
072-986-7188
www.fb.me/kajuen

kajuen* 花樹園

川
端 

充
L
★

千葉県成田市飯仲 45　成田総合流通センター内
0476-23-6636
http://www.flower-basket.jp/

フラワーバスケット

小
松 

弥
生

東京都練馬区桜台 1-4-14
03-3991-3037
www.instagram.com/sakuradaikaen/

桜台花園

山
崎 

慶
太

各地のデザイナー

13:00 ～

花職向上委員会インストラクターによる共演
共通花材を使用した、花束のデザインをお楽しみください。

M
★★★

H
★★

L
★

マスターインストラクター

ヘッドインストラクター

（地域リーダー）インストラクター

11:00 ～

インストラクターの詳細は、HPでご確認ください。
http://www.flower-d.com/shop/
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各地のデザイナー

15:00 ～

プロフィールは２ページを参照

磯部 健司 M
★★★

愛知県日進市赤池 3-707
052-803-4187
www.87olive.com

フラワーショップ オリーブ
和歌山県和歌山市十三番丁 29
073-436-7783
www.fb.me/POKHARAflowerart

㈲フラワーアートポカラ

矢
野 

三
栄
子H

★★

L
★

福岡県福岡市南区大橋 2-14-16
092-403-6696
www.fb.me/dor.fd

Flower Design D'or

深
町 

拓
三

H
★★

東京都足立区中央本町
090-2623-8510

Flower Design はなはじめ

柴
田 

ユ
カ

H
★★

福岡県田川郡赤村内田字小柳 2429 
080-8555-4224

合同会社 branch 4 life

安
田 

一
平

L
★

熊本県荒尾市東屋形１－９
0968-64-2992
www.fb.me/tsubaki.abr.p

椿原園

椿
原 

和
宏

L
★

新潟県新潟市中央区花園１丁目 3-17
025-244-0714

㈲フラワーショップ水野

坂
井 
八
恵
子

福岡県嘉麻市嘉麻市鴨生 523
0948-42-1393
www.fb.me/suemitsuhanaten

すえみつ花店

末
光 

匡
介

鹿児島県鹿屋市笠之原町 49-12
0994-45-4187
http://florist-you.com

FLORIST・YOU（ベルキャンバス鹿児島）

南
中
道 

兼
司
朗L

★

京都府京都市上京区千本通り芦山寺上る閻魔前町９
075-461-8724
075-462-0968（FAX)

ＳＥＮＢＯＮ花ふじ
堤 睦仁

岡山県岡山市東区西大寺中野本町 4-3
086-943-9611

山田生花店
山田 京杞

小谷 祐輔 M
★★★

奥 康子

テーマであれ、新アイディアであれ、
お互い「花に携わるもの」なら、
ディスカッションさえすれば、十分！

先生も必要ない！

》北海道（札幌）
》東北（盛岡）
》新潟
》東京
》名古屋
》関西（京都）
》岡山
》福岡（博多）
》福岡（久留米）
》鹿児島
》沖縄

「理想は研究科！」

新規メンバーを募集しています。

ディスカッションできる土壌を育てられるセミナー

www.flower-d.com/up/school/

　セミナーの考え方は、まずは知る事を前提と
しています。完成形を持ち帰るより、知る／考え
る／次に繋ぐ、ことが重要です。
　さらに基礎からデザインに発展するよう、ディ
スカッションの流れ、様々なルールをそれぞれ
の地域で育てていきたいと考えています。

～講師派遣～
　花職向上委員会には、全国で100名程度の「インストラクター」
がいます。委員会より講師の派遣も行っています。(花職向上／花
文化の貢献／技術習得／販売強化など。)
　次世代のお子様相手の「花育」からプロの指導／生花店や職人
の指導まで、ご相談ください。ご要望にあったインストラクターを
派遣、紹介いたします。

　また委員会のネットワークにより、通常の
生花店では不可能なイベントの設営や装
飾なども承っており、各地で実績をあげて
います。私たちの技術力、ネットワークを是
非ご活用ください。

お問合せは、ホームページまたは委員長に相談ください。
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協賛各社のご案内

花職向上フラワーフェスティバル広告
1/8   W84×H55mm

株式会社 名古屋花き
http://www.flonet.co.jp/
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協賛各社のご案内

〒802-0831　福岡県北九州市小倉南区八重洲町 7-12

TEL 093-961-0765
FAX 093-961-0835
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フラワーデザインコンテスト

　私たちの考える「フラワーデザインコンテスト」
１．技術やデザインの競い合い
２．新しい花仲間とのネットワークの拡大
３．次世代へのメッセージ
４．一般を含めた「花職」の周知
５．新しい逸材の発見

　これらが柱となり、今回のイベントの主を飾ることになり
ました。業界内外の壁を越えて、戦いそして交流して頂けれ
ば、幸いと考えています。
　今回は、花業界のみの審査によるデザインコンテストでは
なく、異業種のデザイン、造形の各方面の先生方にも実際に
審査に関わっていただき、広く「花職」の仕事について、知
って頂くとともに、意見交換などを経て、新しい花職のデザ
インについて意見交換を交わして頂きたく、このような審査
員にお越しいただきました。

　また優秀な作品には、協賛各社様より「副賞」として進呈
させていただきます。純粋な順位だけでなく、次のデザイン
に期待ができる造形やスタイルにも、賞を与えたい考えです。

審査員の紹介

花職向上委員会　磯部 健司
中村 有孝

プロフィールは、2page を参照ください。

平原 真
インタラクションデザイナー、造形作家。
大阪芸術大学アートサイエンス学科准教授
著書「実践 Arduino ！電子工作でアイデアを形にしよう」
http://makotohirahara.com

三崎 善弘

角野 峰生

デザイン・ニュートラル 代表 
デザイン的理論のワイルドカードを手にする西日本では
数少ないクリエイター。京都市の駐輪禁止サイン制作。
京都市営地下鉄の国土交通省のサインデザインマニュアル制作等

空間デザイナー　　アルヒテクトン合同会社代表社員
ディスプレーデザインから建築設計に至るまで
空間デザイン全般をフィールドに活動

Design by Yumi Ito

Design by Yusuke Kotani
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コンテスト エントリー

地域 氏名エントリー
Number 地域 氏名エントリー

Number地域 氏名エントリー
Number

コンテスト出場者一覧

エントリーナンバーの左側に、お客様が選ぶナンバーワンの作品に「★」をつけて、受付までお越しください。
一般投票のご協力を頂いた方から、先着順でカレンダーを進呈しております。（※複数は２～３ヶまで）

Design by Enko Yamada

61 岡山県 住宅 里美

62 京都府 桜井 宏年

63 岐阜県 有田 菜穂子

64 東京都 柴田 ユカ

65 和歌山県 貴志 敦代

66 新潟県 小野 美代子

67 大阪府 村田 真紀

68 京都府 狩野 美鶴

69 鹿児島 用之丸 由佳子

70 京都府 山下 里美

71 東京都 梅森 克佳

72 滋賀県 松本 美奈子

73 岡山県 木村 聡子

74 滋賀県 辻本 富子

75 千葉県 野上 元彦

76 大阪府 加茂 久子

77 大阪府 守口 佐多子

78 滋賀県 前川 幸子

79 岡山県 山田 京杞

80 岩手県 伊東 秀

81 大阪府 巴 芳江

82 滋賀県 鈴木 優子

83 京都府 堤 睦仁

84 京都府 仲川 由香

85 沖縄県 佐事 真知子

86 滋賀県 高田 ゆかり

87 大阪府 山口 真樹子

88 京都府 山本 祥子

89 滋賀県 松下 真由子

90 岩手県 近藤 明美

91 東京都 山崎 慶太

1 大阪府 池田 唱子

2 福岡県 和田 翔

3 岩手県 目時 泰子

4 東京都 大谷 和仁

5 福岡県 深町 拓三

6 福岡県 末光 匡介

7 茨城県 松本 さくら

8 京都府 内田 尚子

9 富山県 安部 はるみ

10 愛知県 近藤 容子

11 愛知県 矢野 三栄子

12 大阪府 川端 充

13 兵庫県 加島 公世

14 北海道 門田 久子

15 大阪府 吉野 ひとみ

16 福岡県 渡部 陽子

17 埼玉県 山本 雅弘

18 千葉県 小松 弥生

19 福岡県 下賀 健史

20 熊本県 眞崎 優美

21 大阪府 藤垣 美和

22 京都府 長谷川 麻奈美

23 熊本県 塚本 学

24 京都府 山本 明子

25 岡山県 原野 あつこ

26 岡山県 西原 正剛

27 岡山県 石田 有美枝

28 新潟県 石井 宏

29 新潟県 坂井 八恵子

30 大阪府 上田 信二

31 徳島県 萱谷 厚子

32 大阪府 黄 和枝

33 静岡県 大田 久美子

34 愛知県 片桐 由美子

35 沖縄県 飯室 実

36 沖縄県 池ノ上 翼

37 神奈川県 羽原 正枝

38 奈良県 安井 智佳子

39 奈良県 中尾 一義

40 兵庫県 峰 あや

41 岡山県 深井 孝子

42 佐賀県 志岐 貴子

43 東京都 藤本 昭

44 岡山県 辻川 栄子

45 愛知県 飯田 天

46 東京都 林 由佳

47 長野県 川上 慎二

48 沖縄県 佐喜眞 ゆかり

49 三重県 稲葉 弥生

50 三重県 市野 莉央奈

51 大阪府 細谷 洋子

52 岡山県 山口 奈弥

53 和歌山県 奥 康子

54 愛媛県 德本 花菜絵

55 奈良県 中尾 一義

56 滋賀県 山本 早苗

57 沖縄県 仲宗根 実寿

58 沖縄県 安谷屋 真里

59 滋賀県 遠藤 玲子

60 兵庫県 福井 洋子

あなあたが選ぶ

No.1 投
票
券
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協賛各社のご案内

協賛各社のご案内
　第一回目の花職向上 ff（フラワーフェスティバル）で
すが、盛大に開催できたのは、ご協力頂きました
皆様のおかげです。ここではご協賛いただきまし
た各社の紹介をさせていただきます。ご協賛各社
様には、多大なるご協力感謝いたしております。
　その他にも５ページ、６ページ、10ページにご
ざいます。　ありがとうございます。
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委員会　正規メンバーの会
福岡／東京／関西／沖縄／鹿児島／名古屋／東北／新潟／久留米／岡山／北海道

また、花職向上 ff2018「後援・懇親会」の会費の
一部も運営費に替えさせていただきました。

皆さまよりお預かりしております「協賛金」を今回のイベント設営／運営に一部を
使わせて頂きました。ありがとうございました。
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協賛各社のご案内

ベストグリーン友詮
沖縄

Atelier muni
Custom Knife, Engraving & Fine Jewelry

E-mail:info@ateliermuni.com

http://atelier-muni.com

花の二葉屋

花の卸商

有限会社

098-865-2119
(FAX)865-2102

Okinawa
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タイムスケジュール

[ 特設ステージ ] では

10:10 ◆磯部健司 demonstration

11:00 ①Flower Works

テレフローラ世界大会優勝から 20年、花職向上委員会委員長
の磨きのかかった技の妙から目が離せません。

３回に分けて行われる、フラワーショーでは、全国各地
のデザイナーによる、デモンストレーションです。

12:10 ◆小谷祐輔 demonstration

13:00 ②Flower Works

京都を拠点に全国で活躍する気鋭のデザイナー。
ホームグラウンドで魅せる技に乞うご期待！

共通花材を使用しながら、各地の雰囲気、また各々
のデザイナーのテクニック／表現力をお楽しみください。

14:10 ◆中村有孝 demonstration

15:00 ③Flower Works

インターフローラをはじめ、今世界で活躍する花の
デザイナーのショーを間近で見られるチャンスです。

花職向上委員会インストラクターによる花束のショー。
インストラクター同士の熱い戦いになること間違いなし。

17:00　フラワーデザインコンテスト表彰式

◆トップデザイナーの詳細は２ページを参照してください。

◎各地のデザイナーの詳細は、３～４ページを参照ください。

花育体験募集！
11:00 ～
13:00 ～
15:00 ～

参加費　￥1000
15歳未満のみ（材料費）
6名３回のみ開催します。

パンフレットに掲載してある、お花の作品は、誠文新光社より発売の「基本セオリーがわかる 花のデザイン」　基礎科①
花の取り扱いを学ぶ　～植物を知り、活かす～　に掲載の作品より、花職向上委員会Master インストラクターの作品を抜粋しています。

Design by Aritaka Nakamura

　花職向上委員会は、花文化を次世代につなぐた
め、花育（はないく）にも力を入れています。今回は、
スペースの都合により１５歳未満を対象とした、
花育を体験して頂きます。フロールエバー株式会社
のプリザーブドフラワーを使用した、キュートで
楽しいフラワーレッスンを是非ご体験ください。
　ご予約は、当日受付開始後～先着順とさせて頂
きます。参加費をイベント受付にてお支払いのう
え、お申込みください。事前ご予約は承っており
ません。

10:00　開会宣言（セレモニー）

19:00 ～ 21:00　後援懇親会（委員会内）別会場

あなたが選ぶNo1

※カレンダープレゼント

　フラワーデザインコンテストの作品に、
ご観覧の皆様の一般投票をお願い致します。
お客様が選ぶ「ナンバーワン」の投票に是
非ご協力ください。
　詳細はイベント受付にてご案内致します。
投票して頂いた方々に花職向上委員会制作
のカレンダーをプレゼントさせていただき
ます。集計結果は特設ステージの表彰式に
て発表いたします。
受付：投票受付 15時まで

プレゼント用のカレンダーは、数百部用意しておりますが、
無くなり次第投票及びプレゼントを締め切らせていただきます。
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