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「思いを結ぶ、母の日」 限定フラワーギフト 
2020年 4月 1日(水)より販売開始 

 

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の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）が運営する男性をターゲットにしたフラワーブランド 「サンジョルディフラワーズ ザ・デコレー

ター(以下 SJF)」は、5月 10 日（日）の母の日限定のフラワーギフトを 2020年 4月 1日（水）より販売開始いたします。 

特設サイト URL  https://www.saintjordiflowers.com/event/mothersday/ 

 

 SJF は「思いを結ぶフラワーギフト」をコンセプトに掲げ、ボックスに花を閉じ込めて贈るスタイルが特徴で、大切な人への

ギフトシーンをセンスフルに演出するフラワーブランドです。2020年の母の日のフラワーギフトは、生花のみでストレートに思

いを表現する“STANDERD SERIES”や、ミシュラン星付レストラン御用達の「ロイヤルブルーティ」の高級茶、チョコレートを

主役にしたブランド「ルル メリー」やミルフィユ専門店「ミルフィユメゾン」のスイーツをセットに花と共に余韻も楽しむことが

できる“COLLABORATION SERIES”、毎年のマンネリ化の悩みを払拭するアート感覚溢れる豪華な”ARTIST SERIES“と、

様々なシチュエーションやニーズにお応えできる全 9 商品をラインナップしました。 

日頃言えない「ありがとう」の思いを、自分らしく伝えませんか。SJFはフラワーギフトを通して演出します。 

 

＜母の日販売概要＞  

■ご予約販売期間／2020 年 4 月 1日（水）～ 5 月 4 日（月）20 時まで 

■店舗お渡し期間／2020 年 5月 8日（金）～ 5 月 10 日（日） 

■商品配送期間／ 2020 年 5 月 8日（金）～ 5 月 10日（日）のいずれかにお届け 

※配送日時のご要望は承れません。予めご了承ください。 

■ご注文方法 

オンラインストアにてお申し込みください。 

■WEB：ブランドサイト https://www.saintjordiflowers.com/ 

     母の日サイト https://www.saintjordiflowers.com/event/mothersday/ 

https://www.saintjordiflowers.com/event/mothersday/


＜商品ラインナップ －全９商品―＞ 

 

 

 

■ STANDERD SERIES 
① Herbarium-luminous- （ハーバリウム）  
販売価格：￥6,050（税込） ◆サイズ：size: W9×D4.5×H19.5（cm） 

大人気ハーバリウムの母の日限定デザイン。 

クールで透き通る透明感と見る角度によって表情を変えるスワロフスキーがアクセントとに。 

 

 

 

② Jewelry Box-Sincerely-<Red / Pink> （生花） 

販売価格：￥3,850（税込） ◆サイズ：size: W13×D13×H７（cm） 

生花がお好きなお母様へ。 

一面に敷き詰めたバラやカーネーションでさりげなく感謝の気持ちを伝えたい方へ。 

 

 

 

③ Porter Box(S)-Heart-<Red / Pink> （生花）  
販売価格：￥5,500（税込） ◆サイズ：size: W16×D16×H26（cm） 

カーネーションの花言葉は赤が「愛情」ピンクが「感謝」。 

蓋を開けた瞬間にストレートに思いが伝わるフラワーボックス。 

 

 



■ COLLABORATION SERIES 
④ 【母の日限定コラボレーションギフト】  ROYAL BLUE TEA× SAINT JORDI FLOWERSTHE 

DECORATOR （生花）  

販売価格：￥19,800（税込） ◆サイズ：size: W21×D21×H36（cm） 

高級茶ブランド「ロイヤルブルーティー」のミシュラン星付レストラン御用達の香り高いジャスミン茶 “花

茶 Jewel of Flowers HANA” をお茶のイメージに合わせ優雅な華やかさの中にきりっとしたシルエット

のカラーやランの花々で包み、ラグジュアリーな時を演出。 

 

⑤ 【母の日限定コラボレーションギフト】 RURUMARY× SAINT JORDI FLOWERSTHE DECORATOR 

（ドライフラワー） 

販売価格：￥4,950（税込） ◆サイズ：size: Φ17×H30(cm） 

“もっとおいしく、もっとたのしく時間が生み出すコミュニケーション”をコンセプトにした【RURU MARY’S

（ルル メリー）】のルルサブレ母の日限定ギフト。ゆったりとした【縷々(るる）】なひと時の余韻を長く楽し

んでいただけるように、愛らしいドライフラワーのミニブーケを添えて。 

 
⑥ 【母の日限定コラボレーションギフト】  MILLE-FEUILLE MAISON FRANCAIS × SAINT JORDI 

FLOWERS THE DECORATOR （生花） 

販売価格：￥8,800（税込） ◆サイズ：size: W16×D16×H26（cm） 

こだわりのミルフィユ専門店【MILLE-FEUILLE MAISON FRANCAIS】との母の日限定コラボレーションギ

フト。一つ一つ丁寧に物語を綴るように焼き上げられたミルフィユを封した本型のギフトボックスをフラワ

ーボックスと共に。 

 

 

■ ARTIST SERIES 
⑦ Precious Box－Memory- （プリザーブドフラワー）  

販売価格：￥60,500（税込） ◆サイズ：size: W24×D24×H9(cm) 

上品なピンクをベースに仕立てた贅沢なプリザーブドフラワー。 

重厚感のあるボックスを開けた瞬間、心が躍るギフト。 

 

 

 

⑧ Bouquet-glory- （生花） 

販売価格：￥16,500（税込） ◆サイズ：size: Φ50×H50(cm) 

いつまでも輝いていてほしいという願いを香り豊かなバラを贅沢に使用した華やかなブーケで表現。 

 

 

 

 
⑨ Glass Dome-eternal- （プリザーブドフラワー）  

販売価格：￥13,200（税込） ◆サイズ：size: Φ18.5×H27(cm) 

グラスドームの中に永遠の花をイメージ。 

現代的なアートを連想させるデザインはお洒落な人にこそ選んでいただきたいギフト。 

 

 



＜SAINT JORDI FLOWERS THE DECORATOR (サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター)について＞ 
 

SJF は、花を通して大切な人へ気持ちを伝え、思いを結ぶサービスを提供するブランド

で“大人の男性”をターゲットに東京・恵比寿からスタートしました。 

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・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ウェディング・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。 

SJF は、これまで数々の国際大会に日本代表として出場しており、2017 年にフランスで

行われた「アート・フローラル国際コンクール」では４位を受賞し、装飾技術やセンスに高

い評価を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

■ ＳＪＦ店舗一覧  
 

 

 

 

 

 

 

 

＞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  

■葉山店 神奈川県逗子市逗子 1-7-2 エル・カミーノ 1F/TEL.046-854-4005 

■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 6F/TEL.078-367-1633 

■大阪店 大阪府大阪市中央区大阪城 3（JO-TERRACE OSAKA内）/TEL.06-6941-7757 

■広島店 広島県広島市西区観音新町 4-14-11 CASAFELIZ内/TEL.082-503-3256 

■福岡店 福岡県福岡市博多区中洲 5-4-6 リバーフェイス博多 2F/TEL. 092-283-2700 

■長崎店 長崎県長崎市宝町 2‐26 ザ・ホテル長崎 BW プレミアコレクション 1F/TEL. 095-816-3737 

 

 

■社名 ：株式会社ポジティブドリームパーソンズ 

■設立 ：1997年7月1日 

■代表取締役社長 ：杉元崇将 

■本社所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1A-PLACE恵比寿南ビル4F 

■従業員数 ：960名（2019年5月現在）  

■事業内容 ：ホテル、レストラン、ウェディング、宴会施設、フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業 

■WEBサイト ：https://www.positive.co.jp/ 

■公式アカウント：Facebook( https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons ) / Twitter（ @pdp_kandou ） 

                 Youtube(https://www.youtube.com/positivedreampersons) / Instagram( positivedreampersons_inc persons_inc ) 

＜これまでの受賞歴＞ 
・2017年 フラワーアートアワード 2017 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 

・2016年 フラワーアートアワード 2016 優秀作品賞 東京堂賞 
・2015年 フラワーアートアワード 2015 優秀作品賞 リッツカールトン賞 
・2014年 フラワーアートアワード 2014 優秀作品賞 東京ミッドタウン賞 

・2013年 フラワーアートアワード 2013 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 

【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[中上] 
TEL/03-5720-7880  FAX/03-5704-8674 Email/ pr_team@positive.co.jp 

会社概要 

 

https://www.saintjordiflowers.com/
https://www.youtube.com/positivedreampersons

