
2017/1/24現在

（敬称略）
実施店名 店舗名 所在地 実施期間

1 知床フラワーさかい Ｆｌｏｗｅｒ&Ｇｉｆｔくろーばー 北海道斜里郡 1/25~2/5

2 花佳 フルーロン花佳 北海道札幌市 1/23~2/5

3 本店 宮城県多賀城市

4 高砂店 宮城県多賀城市

5 高砂駅前店 宮城県宮城野区

6 大利根店 埼玉県加須市

7 北本店 埼玉県北本市

8 蓮田店 埼玉県蓮田市

9 本庄早稲田店 埼玉県本庄市

10 浦和美園店 埼玉県さいたま市

11 鶴ヶ島店 埼玉県鶴ヶ島市

12 松伏店 埼玉県北葛飾郡

13 大宮店 埼玉県さいたま市

14 毛呂山店 埼玉県入間郡

15 飯能店 埼玉県飯能市

16 飯能武蔵丘店 埼玉県飯能市

17 八日市場店 千葉県匝瑳市

18 茂原店 千葉県茂原市

19 東金店 千葉県東金市

20 八街店 千葉県八街市

21 市原店 千葉県市原市

22 千葉ニュータウン店 千葉県印西市

23 船橋習志野店 千葉県船橋市

24 富津店 千葉県富津市

25 佐倉店 千葉県佐倉市

26 木更津金田店 千葉県木更津市

27 青梅インター店 東京都青梅市

28 南砂町SUNAMO店 東京都江東区

29 町田多摩境店 東京都町田市

30 昭島店 東京都昭島市

31 城山店 神奈川県相模原市

32 インパック株式会社 フラワーリパブリック東久留米店 東京都東久留米市 1/23~1/29

33 本店 東京都新宿区

34 フローラ店 東京都新宿区

35 京王グリーンサービス株式会社 フラワーショップ京王せいせき店 東京都多摩市 2/1~2/5

36 青山フラワーマーケット青葉台店 神奈川県横浜市 2/1~2/5

37 青山フラワーマーケット渋谷東急東横店 東京都渋谷区 2/3~2/5

38 青山フラワーマーケットアトレ吉祥寺店 東京都武蔵野市 2/3~2/5

39 青山フラワーマーケットペリエ千葉店 千葉県千葉市 2/1~2/5

40 青山フラワーマーケット船橋東武店 千葉県船橋市 2/3~2/5

41 株式会社Flownesys Flownesys湊川花いちば店 兵庫県神戸市 1/28~1/29

42 ゆめタウン広島店 広島県広島市

43 ゆめタウン東広島店 広島県東広島市

44 ゆめタウン黒瀬店 広島県東広島市

45 ゆめタウン五日市店 広島県広島市

46 マダムジョイ楽々店 広島県広島市

47 サンリブ五日市店 広島県広島市

48 戸坂店 広島県広島市

49 安古市店 広島県広島市

50 五日市店 広島県広島市

51 宮内店 広島県廿日市

52 アルパーク店 広島県広島市

リレーフレッシュネスフェア実施店舗一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

株式会社多賀城フラワー

株式会社カインズ 1/26~1/31

株式会社小田急ランドフローラ 2/3~2/5

1/23~2/5

株式会社パークコーポレーション

株式会社フラワーショップみやもと 2/3~2/5

有限会社フラワーショップみなと 2/3~2/5



53 福岡県中間市

54 福岡県北九州市

55 福岡県行橋市

56 福岡県北九州市

57 福岡県北九州市

58 福岡県北九州市

59 福岡県北九州市

60 福岡県北九州市

61 福岡県北九州市

62 福岡県北九州市

63 福岡県北九州市

64 福岡県北九州市

65 福岡県北九州市

66 福岡県北九州市

67 福岡県北九州市

68 福岡県北九州市

69 福岡県北九州市

70 福岡県中間市

71 福岡県北九州市

72 福岡県北九州市

73 福岡県北九州市

74 福岡県遠賀郡

75 大分県豊後高田市

76 福岡県北九州市

77 福岡県北九州市

78 熊本県人吉市

79 熊本県人吉市

80 熊本県葦北郡

81 熊本県八代市

82 熊本県八代市

83 熊本県熊本市

84 熊本県熊本市

85 熊本県熊本市

86 熊本県熊本市

87 熊本県熊本市

88 熊本県熊本市

89 熊本県熊本市

90 熊本県熊本市

91 熊本県熊本市

92 熊本県熊本市

93 熊本県熊本市

94 熊本県熊本市

95 熊本県玉名市

96 熊本県山鹿市

97 熊本県菊池郡

98 熊本県菊池市

99 熊本県菊池郡

100 熊本県上益城郡

101 熊本県熊本市

102 熊本県上天草市

103 熊本県天草市

104 熊本県熊本市

105 熊本県熊本市

1/27～2/5

2/7～2/8　※「くまもと花の日」
に合わせて‘リレーフレッシュ

キャンペーン‘として展開

夢ギャラリー　花のれん（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

花匠　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　Blue Drop　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　フローリスト・レア　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　Ｃｈｏｃｏｔｔｔｅｓ　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　Ｈｅｕｒｕｘ　Ｈｅｕｒｅ　Ｋ＆Ｍ　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　Ｌｉｓ　Ｂｌａｎｃ　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　エバーグリーン　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　ミル・フルール　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　まなこ花店　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　花ショップ花田　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　ワカバ園芸　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

若松花のチモト　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　FREEDOM（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　フラワーギフト　花水木　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　長田生花店　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　フラワーショップあだち　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　ササキフローリスト　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

naturica　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　フローラルポート　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　ＫＲＡＮＺ（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　はなの店てぃーだ　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　花れん　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　松末　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

　幸せを運ぶお花屋さんClover　（北九州生花商協同組合品質管理研究会）

花曜日（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

花色舞（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

フラワーショップひの（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

フローリストつつみ（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

よしこフラワー（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

花番地（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

Ｆｌｏｗｅｒ　Ｈｏｕｓｅ　Ｎｏёｌ（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

ＷＨＩＴＥ☆ＣＯＳＭＯＳ（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

フローリストＭ（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

花工房ｙｏｕ（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

花メロディ（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

フラワーショップ花だより（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

あべにゅう（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

Ｌｅａｖｅｓ　Ｈｏｕｓｅ（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

ザ　ブルー（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

さくらフローリスト（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

きよはら生花店（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

フラワーショップ　仁（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

ピクシー（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

グラスランズ（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

ナチュラルフラワー（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

Flower's Saien（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

倉本園芸（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

ビーフラワーショップ（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

フラワーショップとがお（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

フラワーショップ花よど（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

金守生花店（ヒゴニサクプロジェクトチーム）

有限会社アレンジメント（ヒゴニサクプロジェクト）


