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2020年 5 月 7日 
株式会社ポジティブドリームパーソンズ 

 

「思いを結ぶフラワーギフト」をコンセプトに掲げる「SAINT
サ ン
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ジョルディ
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フ ラ ワ ー ズ
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ザ

 DECORATOR
デ コ レ ー タ ー

」 

母の日ギフトに寄せられた“早く会いたい”の思いを受け、 

「―世界が花で溢れたらー」プロジェクトを開始 

“母の日ギフト”を 5月31日まで延長。コロナ対応オリジナルギフト「フラワーレター」商品をシリーズ化。 

 

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、以下、PDP）が運営する、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、毎年「母の日」に花を通して"思いを結ぶ“機会をご提供してきました。また、今般の新型コ

ロナウィルス感染症による自粛ムードの影響の多大さから、何でも無い日常への感謝の思いを、花を通して伝える機

会を増やすべく、新商品「Flower letter(フラワーレター)」をリリースしてきました。 

今年の 5 月 10 日の母の日のご依頼を承る中で、“早く会いたい”“いつもは帰省していたけど今年は花で”といっ

た多くの贈り主のメッセージを代筆し、自粛の只中にある“届けたい思い”に花が寄り添えることを実感しました。そこ

で改めて、花で思いを繋ぐプロジェクト「ー世界が花で溢れたらー」を開始します。第一弾として「Flower letter(フラワ

ーレター)」商品の限定デザインをリリース。また、母の日ギフトを一部 コラボ商品を再入荷し、5 月 31 日まで販売期間

を延長致します。 

 [詳細 URL] トピックス 

 

■「―世界が花で溢れたらー」プロジェクト概要①「Flower letter（フラワーレター）」追加販売開始 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のための外出自粛要請を受け、先

駆けてリリースしご好評頂いた、商品「 Flower letter(フラワーレター ) 」

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000389.000010391.html）。 

こちらの「母の月限定デザイン」及び「初夏限定デザイン」を追加で 5月 7日より

販売を開始いたします。 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000389.000010391.html


「母の月限定デザイン～会いたい気持ちを感謝に変えて～」 

 

 

 

 

販売期間：2020 年 5月 7日～5 月 31日まで  

size: W16×D8×H10cm  Price:￥2,750（税込）／（生花） 

 

“こんな時期だけど元気に頑張ろう“と言うメッセージを込めた 

暖色の明るさにグリーンの柔らかさを合わせた木漏れ日のようなデザイン 

をイメージし、フラワーデコレーターがお選びいたします。 

(※生花を使用、デザインはお任せになります) 

 

「初夏限定デザイン～夏には会えますように～」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売期間：2020 年 5月 7日～7 月 31日  

※予約販売 6月 1日以降のお受け取り商品です。 

size: W16×D8×H10cm  Price:￥2,750（税込）／（生花） 

 

避暑地やリゾート感、夏への希望を感じていただけるように 

リゾート感やトロピカルも匂わせた鮮やかで爽やかなデザイン 

をイメージし、フラワーデコレーターがお選びいたします。 

(※生花を使用、デザインはお任せになります) 

 

コロナの早期の終息に願いを込めて。また結婚式等のお祝い事や、お葬式等の別れの直接的な機会損失を余儀

なくされた方々に、思いを届けるきっかけとなれるギフトです。 



「Flower Letter（フラワーレター）の特徴」 

沢山の方に思いを届けていただきたく、通常\4,620（税込）のところを

￥2,750(税込み)と特別価格でご用意した商品です。―世界が花で溢れたら

ー専用のメッセージカードを同封しています。会えない方へ思いを届けることは

もちろん、一緒に近況を届けるような写真などをご自身で同梱することもできま

す。 
 
 

 

■「―世界が花で溢れたらー」プロジェクト概要②「母の月」として母の日期間を 5月 31日まで延長 

母の月公式ページ URL：https://www.saintjordiflowers.com/event/mothersday/ 

5 月の恒例イベントである母の日。今年は特に、母の日の商品をご購入された贈り主からから、「いつもありがとう」以

上に「早く会いたい」「いつもは帰省していたけど今年は花で」「体調には気をつけて」といった思いやりのメッセージや

長く温かいメッセージの代筆が多く承りました。 

完売のコラボ商品の一部も再入荷し、5月いっぱい「母の月」として思いをお届けします。 

 

＜追加商品＞ 

・Flower letter(フラワーレター) 

（生花） 

販売価格:￥2,750（税込）◆サイズ: W16×D8×H10cm 

“こんな時期だけど元気に頑張ろう“と言うメッセージを込めた 

暖色の明るさにグリーンの柔らかさを合わせた木漏れ日のようなデザイン 

をイメージし、フラワーデコレーターがお選びいたします。 

(※生花を使用、デザインはお任せになります) 

 

 

 

 

 

＜再入荷商品＞ 

・RURUMARY’S 母の日限定コラボレーションギフト（40個限定追加） 

 

（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。 

 

 

 

 

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


・PRESS BUTTER SAND 母の日限定コラボレーションギフト（50個限定追加） 

（プリザーブドフラワー） 

販売価格：￥6,600（税込） ◆サイズ：size: W17×D17×H8(cm） 

 

より良い材料を使い、しっかり手間をかけ、これからのお菓子を追求し続ける、新

しい美味しさのギフト「PRESS BUTTER SAND」。地域限定のフレーバーを含めた 4

種類の味を 1度に楽しめる、ここでしか味わえないちょっと贅沢なギフト。テーブル

に広がる笑顔をイメージしたプリザーブドフラワーボックスと共にお届けします。 

 

 

 

 

 

その他商品は「母の月公式ページにてご紹介しています。 

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

 

今後も SJF では、コロナに負けず、人同士の思いが花を通じて世の中に広がっていくような取り組みを順次行ってい

く予定です。 

[オンラインショップ URL] https://www.saintjordiflowers.com/onlineshop/ 
 
 
 
 
＜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。 

 
 

 
 
 
 
 
 

＜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 

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


■ＳＪＦ店舗一覧  
 

 

 

 

 

※現在は全店休業しております 

  オンラインストアのご注文は通常通り承っております。 

 

＞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 ) 

【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

