2019 年 4 月 26 日
株式会社ポジティブドリームパーソンズ

3 日間限定。花とスイーツに思いを込めた母の日ギフト
「Mother’s day gift box」
品質にこだわるフラワーショップとお菓子専門店のコラボが実現。
東京と長崎で、店頭販売
全国でウェディングプロデュースを中心に感動を創出する企業、株式会社ポジティブドリームパーソンズ （本社：
東京都渋谷区、代表取締役社長：杉元崇将）が運営する、「思いを結ぶフラワーギフト」を提供するフラワーショ
ップ 「サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター(以下 SJF)」は、株式会社 BAKE(本社：東京都港区、代表取
締役社長 CEO：門田浩)が運営する、焼きたてチーズタルト専門店「ＢＡＫＥ ＣＨＥＥＳＥ ＴＡＲＴ」及びガトーシ
ョコラ専門店「Chocolaphil™（ショコラフィル）」、とコラボレーションし、母の日限定ギフト「Mother‘s day gift box」
を、両社限定店舗にて、2019 年 5 月 10 日（金）～12 日（日）の 3 日間限定で販売いたします。

今回のコラボレーションは、1Brand=1Product の専門店業態にこだわりその美味しさを追求する BAKE Inc.と商
品と、花と思いを詰め込んだボックスフラワースタイルを得意とするＳＪＦのこだわりを、それぞれのボックスにつ
め、お客様にお届けしたいという想いで作った母の日限定商品です。
【商品について】
１．
商品名：「Ｍｏｔｈｅｒ‘ｓ ｄａｙ ｇｉｆｔ ｂｏｘ」
内容：焼きたて抹茶チーズタルト『涼』3 個・焼きたてチーズタルト 3 個（計 6
個）入りボックス+ボックスフラワー
価格：２５７４円（税込）

２．
商品名：ＢＡＫＥ ＣＨＥＥＳＥ ＴＡＲＴ「Ｍｏｔｈｅｒ‘ｓ ｄａｙ ｇｉｆｔ ｂｏｘ」
内容：焼きたて抹茶チーズタルト『涼』3 個・焼きたてチーズタルト３個（計 6
個）入りボックス+ブーケ
価格：3654 円（税込）

販売店舗：サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター アミュプラザ長崎 （ポップアップ店。5/10～12 のみ）
ＢＡＫＥ ＣＥＥＳＥ ＴＡＲＴ アミュプラザ長崎店
住所：長崎県長崎市尾上町 1-1 アミュプラザ１Ｆ
TEL:095-801-1711(代表)
ＢＡＫＥ ＣＥＥＳＥ ＴＡＲＴ 自由が丘店 （*ボックスフラワーのみの販売）
住所：東京都目黒区自由が丘 1-31-10
TEL:03-5726-8861
販売期間：2019 年 5 月 10 日（金）、11 日（土）、12 日（日）
商品詳細：茶師として最高位の十段を持つ小林裕氏が、同ブランドのためだけに 30 種以上の宇治茶葉を巧
みにオリジナルブレンドした抹茶を使用した「焼きたて抹茶チーズタルト『涼』」3 個と「焼きたてチーズタルト」3 個
が入っています。お花は「BAKE CHEES TART」のパッケージやブランドカラーからインスピレーションを得てコー
ディネートしました。
3.
商品名：Chocolaphil「Ｍｏｔｈｅｒ‘ｓ ｄａｙ ｇｉｆｔ ｂｏｘ」
内容：ガトーショコラレクタングル+ボックスフラワー
価格：3996 円（税込）
販売店舗：※店頭販売のみ
サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター品川店
住所：東京都港区高輪 3-13-3ＳＨＩＮＡＧＡＷＡＧＯＯＳ内３Ｆ
ＴＥＬ:03-5447-1185
Ｃｈｏｃｏｌａｐｈｉｌエトモ自由が丘店
住所：東京都目黒区自由が丘 1-31-11
TEL：03-6459-5821

販売期間：2019 年 5 月 10 日（金）、11 日（土）、12 日（日）
商品詳細：
チョコレートよりもチョコレートを感じるガトーショコラがコンセプトの、ガトーショコラ専門店「Chocolaphil™」からは、
コロンビア産の厳選されたチョコレート 2 種を使用した芳醇な味わいや香りが楽しめ、生チョコのような濃厚さを
感じていただける「ガトーショコラ レクタングル」をご用意しております。カカオ豆をフレーク状に砕きキャラメリゼ
した「カカオニブ」とともにお楽しみください。お花は「Chocolaphil™」のパッケージやブランドカラーからインスピレ
ーションを得てコーディネートしました。

【サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーターについて】
「サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター」は、花を通して
大切な人へ気持ちを伝え、思いを結ぶフラワーサービスを提
供するブランドで、東京・恵比寿から始まり全国に 7 店舗展開
するフラワーショップです。スタイリッシュなフラワーギフトをす
べてオーダーメイドでお届けするサービスが最大の特徴で、時
流を捉えるセンス・豊富な知識と経験を兼ね備えたデコレー
ターと呼ばれるプロフェッショナルが、お客様のご希望にあわ
せて日常からパーティシーンに至るまで、花のあるシーンを華
やかに仕立てます。
ＷＥＢサイト/https.www.saintjordiflowers.com

【株式会社 BAKE について】
株式会社 BAKE は「お菓子を、進化させる」というステイトメン
トのもと、1Brand=1Product のビジネスモデルを軸に、日々進
化する IT・テクノロジー使ったユニークなブランド開発、および
製造手法を取り入れながら「お菓子の可能性」を広げていくこ
とを目指しています。またお菓子作りには欠かすことのできな
い、より良い原材料の調達・開拓のため、第一次産業と積極
的に結びつき「共創」を理想に掲げ、お菓子作りの本質を掘り
さげながらおいしさを追求し続けていきます。業態、販売方法、
デザイン等、お菓子を取り巻く全て環境に徹底してこだわるこ
とで、今までにないワクワクするようなカスタマーエクスペリエン
スを提供します。2019 年 4 月現在 7 ブランド 108 店舗を展
開し、日本で誕生したブランドを国内および海外 8 カ国へとお
届けしています。WEB サイト/https://bake-jp.com/

■補足【SAINT JORDI FLOWERS THE DECORATOR(サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター)店舗紹介】
SJF は 2017 年 4 月に東京ミッドタウンで行われた「フラワーアートアワード 2017」にて最優秀賞(グランプリ)を
受賞し、日本代表として国際大会に出場、2017 年 7 月 9 日から 12 日までフランスで行われた「アート・フロ
ーラル国際コンクール」に日本代表として出場し、４位を受賞いたしました。2013 年にも国際大会に出場して
おり、２度目の日本代表選出・国際大会への出場をしています。
＜これまでの受賞歴＞
・2017 年 フラワーアートアワード 2017
・2016 年 フラワーアートアワード 2016
・2015 年 フラワーアートアワード 2015
・2014 年 フラワーアートアワード 2014
・2013 年 フラワーアートアワード 2013

店舗一覧

最優秀作品賞・優秀作品賞（*2 作品が受賞）/アート・フローラル国際コンクール世界第4位
優秀作品賞 東京堂賞
優秀作品賞 リッツカールトン賞
優秀作品賞 東京ミッドタウン賞
最優秀作品賞 / アート・フローラル国際コンクール世界第 5 位

MAIL/: info@saintjordiflowers.com

WEB サイト/: https://www.saintjordiflowers.com/

■恵比寿本店 東京都渋谷区恵比寿南 1-16-12 ABC MAMIES PARKHILLS 1F
TEL.03-5720-6331
■品川店 東京都港区高輪 3-13-3 SHINAGAWA GOOS 内 3F
TEL.03-5447-1185
■神戸店 兵庫県神戸市中央区東川崎町 1-3-5 神戸ハーバーランドホテルクラウンパレス神戸 6FTEL.078-367-1633
■大阪店 〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城 3（JO-TERRACE OSAKA 内）
■広島店 広島県広島市西区観音新町 4-14-11 CASAFELIZ 内
TEL.082-503-3256
■福岡大名店 福岡県福岡市中央区大名 1-1-15 ダイアモンドヒルズ大名 1F
TEL.092-738-2202
■福岡ファクトリー 福岡県福岡市博多区中洲 5-4-6 マイアトリアリバーフェイス 1F
TEL. 092-283-2700
■長崎店 長崎県長崎市宝町 2‐26 ベストウエスタンプレミアホテル長崎 1F
TEL. 095-816-3737
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社ポジティブドリームパーソンズ 広報担当 [土屋]
TEL/03-5720-7880
FAX/03-5704-8674 Email/ pr_team@positive.co.jp

