
Re:ROSE GINZA7

「農」×「企業連携セミナー」
SDGsの実現と企業のCSV活動の促進に向けて

〜フラワーロスをゼロに。
⼀輪も取り残さない〜

株式会社ジャパン・フラワー・コーポレーション
代表取締役 松村吉章





そのラインナップは、根強い人気が創業以来続く名花から、
ローズギャラリーオリジナルの、他にない新しいバラまで。

バラ本来の美しい姿と香り高さを引き出す土耕栽培により
愛情と手間をかけて育てられた特別なバラを

契約農家より取り揃えています。

ローズギャラリーの伝説と魂は生花にあり



店名 ローズギャラリー

会社名 ジャパンフラワー
グループ株式会社

代表者 代表取締役 松村吉章

所在地 〒104-0061 東京都中
央区銀座8-4-27

バラのあるライフスタイルを提案したい。

そんな思いからROSE GALLERYは生まれました。
日々表情を変えるフレッシュローズのドラマティックな迫力。
花びらの隅々まで磨き上げるプリザーブドローズの丹精な魅力。

ROSE GALLERY はバラの美しさと、
バラが与えてくれる感動を様々なかたちで追求し、

上質な「バラのある暮らし」と
「スペシャルなギフトシーン」をご提案しています。



コロナ禍 2020年4月7日 緊急事態宣言発令

大量のフラワーロスの発生



https://jfc.thebase.in

「2020スマイルフラワープロジェクト」 2020年4月11日～

https://jfc.thebase.in/


ガーベラの花言葉は

「希望」

不安の募る自粛期間

人々の心に笑顔を届け

多くのご共感を頂戴しました。



日経新聞 土曜版PLUS１全面記事掲載

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62332910V00C20A8W07000

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62332910V00C20A8W07000


https://flower-life.org
2020年9月24日設立

農林水産省「公共施設等における花きの活用拡大支援事業」を受託。

■10/2～4 富山 国宝 瑞龍寺
■10/21～11/3 大阪 大丸梅田
■10/22～24 豊島区 伝統工芸展
■10/24～11/3 長崎 ハウステンボス
■10/25 山口県 宇部市商店街
■10/30～11/1 大阪 咲くやこの花館
■10/31～11/1 軽井沢駅 コンコース
■10/31～11/8 広島空港 コンコース
■10/31～11/3  岐阜 花フェスタ記念公園
■11/13～11/15 世界遺産 奈良 興福寺
■11/20～11/22 富山 グランドプラザ
■11/28～11/29 岡山 国宝閑谷学校

■11月～12月初旬 神奈川 ラゾーナ川崎
■12/5～12/6 三菱地所『丸の内ブライトクリスマス2020
■12/16 ベルマーレ 水戸クリスマスイベント
■12/18 mavimoon ポップアップ
■12/22 オンラインライブ配信『Wakana Anime Classic 2020』
■2021年2/20～2/21 兵庫 国宝 姫路城
■2021年2/24、25 サステナブルブランド国際会議
■2021年3/6、7 愛知 道の駅とよはし
■2021年3/11 茨城 潮音寺 311追悼
■2021年3月20,21 伊勢神宮 内宮外宮ご奉納

伊勢フラワーサミット

https://flower-life.org/
https://flower-life.org/
https://flower-life.org/


朝日新聞 全国紙 夕刊一面に掲載



森村学園小学五年生チーム「フラワーロス」をテーマに映像制作
パナソニック映像コンテスト2020 最優秀グランプリ受賞



Apple Books
「2020年度の森村学園初等部Team2020の実践記録」より

https://books.apple.com/jp/book/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AF
%E7%89%A9%E8%AA%9E%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%B5%E3%
82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B/id1566281542

https://books.apple.com/jp/book/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AF%E7%89%A9%E8%AA%9E%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%B5%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B/id1566281542


(1)生産現場
①規格外ロス: 生産本数の15 ~ 20% 程度発生

推計年間9.25億本
②出荷調整ロス: コロナ禍において大量に発生

(2) 流通段階
①市場在庫ロス
②流通ロス:長距離の輸送(フラワーマイレージ)
や，温 度管理の不徹底など，輸送ストレスによる
鮮度落ちによる廃棄

(3) 小売・消費
①店頭在庫ロス ：
鮮度落ちによる経済損失年間1,500 億円
一般的な生花店での廃棄率仕30 ~ 50%

②業務需要ロス:コロナ禍で大量に発生
③装花ロス:催しが終わり次第，ゴミとして廃棄

多段階に発生するフラワーロス



「ガイアの夜明け モッタイナイ2021～今これ どうにかしよう！～」
2021年2月23日放送



店頭サブスクリプション
毎日お花を受け取れるサービス

規格外の花などを中心に
気軽に花に親しんでいただくための取り組み

富山 花まつ
大阪 フェニックス、コノカで実施中



「エシカルコンビニ」伊藤忠商事が、世の中のあらゆるSDGsに関する
取り組みの発信拠点として開設した『ITOCHU SDGs STUDIO』の
エシカルに配慮したグッズを販売する「エシカルコンビニ」に出品。



rooms JOURNEY 01出展

https://www.roomsroom.com/journey

クリエイティブでサステナブルな思想や⽂化、
アイデアを持つ作り⼿が約80組以上集結

https://www.roomsroom.com/journey


花のいのちと向き合い新たな宿り先を生み出す研究所

Upcycli
ng



NEW OPE
N

re:ROSE GINZA7
エシカルコンセプトストア

〒104-0061 東京都銀座７丁目７-１２ 圭田ビル 1階

“leave NO ROSE behind”

「一輪のバラも取り残さない」

“ leave no one behind”

SDGs持続可能な開発目標
「地球上の誰一人取り残さない」



re:Rose water 

1st lot
・Papa Meilland
・Rhapsody+ 
・Rosa Meikui
・Mafille
・Chocola romantica

2nd lot 
・Papa Meilland
・White Success
・Rouge
・Rosa Meikui

【re:ROSE No.0】
first limited edition 

re:ROSE
No.0 
¥5,800
60 mℓ 



FM radio J-WAVE 81.3FM 

NHK WORLD-JAPAN 経済番組「BIZ STREAM」 2020年7月10日放送

※アーカイブを
ご視聴頂けます
（2022年1月10日迄）

『GOOD NEIGHBORS』
「MORI BUILDING 
TOKYO PASSPORT」

特集「re:ROSE GAINZA7」





淡路島
カーネーション
産地復興

高齢化
後継者問題
国内自給率 ↑
カーボンオフセット
持続可能な経営
生産者収入 ↑

国内生産者支援、新規就労応援プロジェクト

→スマイルフラワープロジェクトで規格外カーネーション
のお取り扱い開始



JFC×○○○による
チューリップ生産

JFC× ○○○による
淡路島
カーネーション生産

人流↑商流↑物流↑
6次化×１次＋２次＋３次
サプライチェーン
バリューチェーン
ブランド差別化
DX

アグリテック構想・企業農業推進プロジェクト



ご静聴ありがとう
ございました。

「農」×「企業連携セミナー」
SDGsの実現と企業のCSV活動の促進に向けて

株式会社ジャパン・フラワー・コーポレーション
代表取締役 松村吉章


