the 16th

Florever WEB Contest

花を贈る日
第 16 回 フロールエバー ウェブコンテスト

特別な日に贈る花

何でもない日に贈る花

花を贈ることで︑

日常が非日常になる

あなたが創る花を贈るストーリーと
プリザーブドフラワーギフトをご提案ください
募集期間

2019 年

7月 19 日(金) - 9月 2 日 (月)

＊郵送の場合は当日着有効。WEB の場合は

入選作品展 2019 年

9 月 2 日 24：00 送信分まで受付け。

10月 17日(木 ) - 10月 23日 (水)

開館時間 11:00 -19:00 ※21 日 ( 月 ) は休館

BROOKLYN BEAUTY / FASHION LABO in Tokyo (BBFL in Tokyo)

会 場

（東京都江東区新木場 1- 4- 6 Ateli er 2F）

Web C on test 賞（ 1 点）、審査員賞（1 点）、

賞

協力会社による各賞他 (10 点 )

計 12 点

＊受賞作品は 2020 年フロールエバーカレンダーに掲載予定。

審査員

＊受賞者にはフロールエバー商品を贈呈。

小川 典子 氏

一般社団法人花の国日本協議会プロモーション推進室長
フラワーシーンプロデューサー

主催 フロールエバー株式会社 ／ 後援 駐日コロンビア大使館

特別協力 BROOKLYN BEAUTY / FASHION LABO in Tokyo (BBFL in Tokyo)
協力

フロールエ バー ウ ェブコンテストとは？

株式会社 KADOKAWA『花時間』、株式会社フォーシーズンズプレス、株式会社ブティック社

< information <

2004 年のスタートから、過去 15 回にわたり開催してきたプリザーブドフラワーのコンテスト。
WEB から気軽にご応募でき、海外からの参加も可能です。

毎回変わるテーマは花の枠にとどまらず、プリザーブドフラワーの可能性を常に探求しています。

一次審査を通過した入選作品は WEB 上で写真を公開し、一般の方にも人気投票にご参加いただきます。

また、入選作品展示会を BROOKLYN BEAUTY / FASHION LABO in Tokyo (BBFL in Tokyo)( 東京・新木場 )
で開催します。皆様のご参加を、心よりお待ちしております。

（50 音順）

お問い合せ

フロールエバー株式会社「フロールエバー ウェブコンテスト」係
TEL

03-5244-4687 ／

FAX

03-5244-4690

 info@ﬂorever.co.jp
 http://www.ﬂorever.co.jp/contest/016/
 https://www.facebook.com/FloreverWebContest

公式サイト

第 16 回 フロールエバーウェブコンテスト
第 16 回コンテストテーマ

『花を贈る日』

特別な日に贈る花／何でもない日に贈る花
花を贈ることで、日常が非日常になる

募集要項

応募規定：

作品サイズおよび形状：

花を贈るシーンとそれにふさわしいプリザーブドフラワーギフトであ
ること。
オリジナル、未発表の作品であること。
バラ、カーネーション、カラー、ラン類、マム類などのメイン花材は
フロールエバーに限定。リーフや小花等は特に指定なしとする。

約40cm四方以内、かつご自身で搬入出可能なもの。
展示場所は作品の形状を確認の上、ウェブコンテスト係にて
決めさせていただきます。
展示場所のイメージはウェブサイトをご確認ください。

賞： Web Contest賞（1点）、審査員賞（1点）、
協力会社による各賞他(10点)

募集締め切り：2019年9月2日(月)

計12点

＊受賞作品は2020年フロールエバーカレンダーに掲載予定。
＊入選者全員に記念品を進呈。

＊郵送の場合は当日着有効。WEBの場合は9月2日24:00送信分まで受付け。

応募方法：次の①もしくは②の方法で募集

① WEB応募フォームによる応募 / スマートフォンからも応募可

作品写真データをご用意いただき、応募フォームよりご応募ください。
※WEB 受付では、デジカメやスマートフォンで撮影した作品の写真データ (1 点 ) を、
応募フォームご記入時に同時に送信いただきます。画像は作品の審査に支障がないよ
う、作品の形態・使用花材等がはっきりとわかるものとしてください。その際、下記の
制限・注意を遵守していただきますよう、ご協力お願いいたします。

② 郵送による応募

審査用写真（日付け無し・L判89 ×127mm・1枚）の裏側に必要事項を記入し、このペ
ージ下部の応募先までお送り下さい。

＜郵送の場合の必要事項＞

5.住所

6.氏名(フリガナ)

10.メールアドレス

7.年齢

◇ 郵送による応募の宛先

3.写真データのファイルサイズは、各2MBまでとしてください。

4. 写真がアップできない場合は、撮影時の画質の設定を少し落として
いただくか、画像処理ソフトにて画像サイズを調整する際は、縦横ど
ちらかの長辺を4000ピクセル以内に収めてください。

www.ﬂorever.co.jp/contest/016

4.郵便番号

9.電話番号

11.メルマガ配信の希望（あり・なし）

2.写真データのファイル名を変更する際は、日本語(ひらがな・カタ
カナ・漢字)を使用せず、半角英数字として下さい。また、スペース
は使用出来ません。

◇ WEB による応募フォーム URL

3.主な使用花材
8.職業

1.写真データの種類は、JPEG形式(.jpg)のみです。

5.写真データにフォトフレームをつけるなどの加工をせずにお送りく
ださい。

2.花を贈る理由、シーンなどあなたが創る

花を贈る日のストーリー（200字程度）

＜応募フォームにアップロードできる画像データ＞

※ファイルサイズが大きくなればなるほど転送に時間がかかり、受付の処理に
時間がかかりますのでご了承ください。

1.作品タイトル

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビルディング5F
フロールエバー株式会社「フロールエバーウェブコンテスト｣係
TEL 03-5244-4687 FAX 03-5244-4690

※お1人様1作品のみの応募とさせていただきます。

※応募写真、データは1点とさせていただきます。
（複数枚お送りいただいた場合は、
掲載前にこちらで1枚に選定させていただきますのでご了承ください。)
※ご応募いただいた情報は「フロールエバーウェブコンテスト」受付け、フロールエ
バーからのご案内(不要の方はその旨明記してください）のみに使用し、本人の同意
を得ずに第三者に開示することはありません。

審査スケジュール
１次審査

１次審査
結果発表

２次審査
入選作品
展示会
２次審査
結果発表

9月中旬

審査員により、入選20作品を選出

2019 年 9 月 20 日（金）頃を予定。発表はフロールエバーホームページ上にて行います。
また入選者の方にはこちらより直接ご連絡し、作品搬入等のご説明をいたします。

フロールエバーホームページ上にてクリック投票を実施し
（9 月 20 日（金）-10 月 22 日（火）を予定）
「ウェブコンテスト賞」を決定。
、
また、審査員による「審査員賞」、協力会社各社による賞など、計 12 点を選定。
展示会場：BROOKLYN BEAUTY / FASHION LABO in Tokyo (BBFL in Tokyo)

東京・新木場

会期：2019 年 10 月 17 日（木）-10 月 23 日（水） ※21 日 ( 月 ) は休館
時間：11:00～19:00
＊最終日、午後に表彰式とパーティーを予定しております。詳細は入選者に別途通知いたします。

10月下旬頃（フロールエバーホームページ上にて）

審査員 小 川 典 子
Noriko Ogawa

展示会場：新木場駅から徒歩５分

一般社団法人花の国日本協議会 プロモーション推進室長
フラワーシーンプロデューサー

大学卒業後、ワコール、キリンビールのアグリ事業・食
品事業にて 20 年に渡りマーケティング全般に従事、市
場調査、商品・店舗ブランド・コミュニケーション開発
に携わる。キリン在職中の新品種プロモーションや花店
プロデュースの経験を活かし、2010 年よりフラワーバ
レンタイン推進リーダーを務め、2014 年より現職。23 歳

より花修行をはじめ、フラワーアレンジ講師、ウェディ
ング装花、大型展示会ブース制作などデザイン経験も多
数。現在は、新たな花文化の創出に向け、男性の花贈りを
応援する「フラワーバレンタイン」
および、ホームユース
需要を喚起する「WEEKEND FLOWER 花と素敵な週
末を。
」
活動を推進中。

フラワーバレンタイン
公式サイト

WEEKEND FLOWER
公式サイト

