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全国花き輸出拡大協議会の概要 

名称 
 全国花き輸出拡大協議会 

 

 

発足日 
 平成２７年２月１７日  

 

会員数 
 ５３（花き関係全国団体・地方団体、事業者等） 

▪ 一般社団法人日本花き生産協会 
▪ 一般社団法人日本花き卸売市場協会  
▪ 一般社団法人日本種苗協会 
▪ 一般社団法人日本植木協会 等 

 

会長 

 会 長  一般社団法人日本花き生産協会   顧問  田島 鉄弥 
 副会長  一般財団法人日本花普及センター 会長  今西 英雄 
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 プロモーション活動（イギリス／ロンドン） 
 開催日：平成２７年５月５日 
 会場：ロンドンインターコンチネンタル・ホテル 
 内容：日本産花きの特徴、魅力等に関するセミナー、日本産食品と併せたＰＲのためのレセプション会場を彩る花きの展示 
 結果：欧州におけるバイヤー・輸入業者、小売・外食業者、英政府関係者等（約３３０名）に日本産花きと日本の花文化を

PRできた。 
 備考：ＪＥＴＲＯ、水産物、牛肉、茶、コメ・コメ加工品の各輸出団体と連携。 
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 プロモーション活動（ドイツ／ベルリン） 
 開催日：平成２７年６月１１日 
 会場：ホテル エヌハウベルリン  
 内容：日本産花きの特徴、魅力等をPRするための日本産花きの総合展示、並びに、その特徴を生かしたデモンストレー

ションセミナーの開催 
 結果：４～５年に一度開催される花のワールドカップに来場した世界の花き関係者、トップデザイナー等（約６０名）に日本産

花きと日本の花文化をPRできた。 
 備考：同時期に同市で開催された「インターフローラ・ワールドカップベルリン２０１５」では、世界２６カ国のトップデザイナー

によるコンペティションで、日本代表のデザイナーによる日本産花きを使った花き装飾デザインが４位に入賞。 
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※出典 海外の花き雑誌「Clip...Flores y mas」にイベントの記事掲載 
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 プロモーション活動（アメリカ／デンバー） 
 開催日：平成２７年７月４日 
 会場：シェラトンデンバーダウンタウンホテル 
 内容：アメリカフラワーデザイナー協会（AIFD）主催の５０周年記念シンポジウムにて、日本人のトップレベルのデザイナー

によるデモンストレーション。人気のある日本産花材を説明しながら、アレンジ方法を提案し、普及活用促進を図る。 
 結果：花きの実需者である米国、カナダのフローリスト、デザイナー等（約４００名）に日本産花きと日本の花文化をPRでき

た。 
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※出典 : アメリカの花雑誌社 「Flowers & Magazine」 
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 プロモーション活動（中国／江蘇省 常州） 
 開催日：平成２７年７月１６日－１８日 
 会場：常州夏溪花木市 
 内容：日本産花きの特徴、魅力等をPRするための植木・盆栽等を多く使った商材展示、盆栽技師の派遣による盆栽の高度

な剪定技術、手入れ等のデモンストレーション、日本産花きのパンフレット「美しい日本の花」等の配布 
 結果：中国国内の生花店、デザイナー、花き卸業者等（２０，０００名）に日本産花きと日本の花文化をPRできた。  
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 プロモーション活動（ドイツ／エッセン） 
 開催日：平成２７年９月２４日－２７日 
 会場：ドイツ・エッセン市 Home & Gardenショウ 
 内容：日本産花きの特徴、魅力等をPRするための植木・盆栽等を多く使った商材展示、植木・盆栽生産者の派遣による盆

栽の高度な剪定技術、手入れ等のデモンストレーション、盆栽・植木パンフレット、日本産花きのパンフレット「美しい日本の
花」等の配布、アンケート実施。 

 結果：一般客等（約1,100人 ブースに立ち寄った人数）に日本産花きと日本の花文化をPRできた。  
 備考： 屋外会場 
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 プロモーション活動（オランダ／フェイフハイゼン） 
 開催日：平成２７年１１月４日－６日 
 会場：オランダ・フェイフハイゼン 「International Floriculture & Horticulture Trade Fair」 （国際花き&園芸見本市） 
 内容：日本産花きの特徴、魅力等をPRするための切り花の商材展示と生け花のPR展示、現地の日本人華道家・オランダ

人トップデザイナーによる日本産花きの特徴を生かしたデモンストレーション、日本産花きのパンフレット「美しい日本の花」
等の配布、ブース来場者へのアンケートの実施。 

 結果： オランダ、EUをはじめ、２７，０００人を越える世界の花き・園芸関係者に広く日本産花きと日本の花文化をPRできた。 
 備考： 出展社数 １２８カ国  ２５３企業。 ※出典 IFTF公式サイト 
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 プロモーション活動（ シンガポール ） 
 開催日：平成２７年１２月１２日－１３日 
 会場：市内 卸売り業社 Candy Floriculture Pte Ltd の店舗と店舗内のスクールルーム 
 内容：切り花、鉢物の展示、現地の日本人の講師による「ギャザリング」のデモンストレーション、観葉植物を使用したリース

教室を実施。「美しい日本の花」等の配布、ブース来場者へのアンケートの実施。 
 結果： エンドユーザー約３００人に日本産花きと日本の花文化をPRできた。 
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平成27年 平成28年 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

国内検討会の開催 

海外マーケット調査の実施 
 

海外及び国内での日本産
品PR 
 
 

 
 
 
 

輸出環境課題の解決に向
けた取り組み 
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（ロシア補足調査） 

植木の線虫対策技術の検討 

★イタリア 

★連絡会議 

線虫対策技術の 
実証セミナー 

事業の進捗管理、統一ロゴ企画及び産地・品目・品種紹介データの活用検討等 

★委員会 ★委員会 ★委員会 ★委員会 

★産地意見交換会 

★事業実績中間報告会 

★ドイツ ★米国 ★英国 
★中国 

★産地意見交換会 

★事業実績最終報告会 

★香港 ★オランダ ★シンガポール ★米国 
★香港 

★ロシア 

海外見本市等でのＰＲ 

手土産盆栽向け 
輸出検疫条件の協議 

輸出対象国、手土産盆栽向け 
輸出検疫条件の課題整理 

★連絡会議 ★実証セミナー 

★開発会議 ★開発会議 ★開発会議 ★開発会議 

★連絡会議 

★ドイツ 
 

 

年間活動スケジュール                  

ロシア現地調査 

全国花き輸出拡大協議会の概要 




