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はじめに 

 

 花は人間の生活に身近な存在である。例えば万葉集では梅が多く取り上げられ、古今集

では桜が取り上げられるなど、古くから日本の文化にも浸透し愛されてきた。現在も道端

やお店の内装などで見て触れる機会は多い。しかしながら普段、私達は花屋に行き、花を

購入しているだろうか。 

  

 花は一瞬の美しさを観賞して楽しむ贅沢品だ。生物であるが人や他の動物のように手塩

にかけて育て、可愛がるものではない。また新鮮だからといって美味しいわけではなく、

食べられる物ではない。このように限られた用途であるため、もともと商材として売り込

むにはかなり難しい。 

加えて花業界をとりまく現状は厳しく、景気後退と輸入の増加という現代日本が抱える

問題をそのまま受け、年々生産額・売上・花屋数は減少傾向である。この状況を打破する

ためには昔のまま変わらずに、お客さんの要望をきき、花をみつくろうお花屋さんのモデ

ルでは維持し続けられない。今こそ、新しい売るための仕組み作り、ユニークなビジネス

モデルが強く求められるのではないか。 

 

 本論文ではこのような花業界の現状に不安を抱いた著者が独自に仮説を構築し、提案を

行った結果であり、花屋の市場規模の向上を目的とした戦略を研究テーマとした。花屋店

舗調査、花の主な用途であるギフトとホームユースに分けた消費者分析、他業界と比較し

た課題探しを行い、現代に合った魅力ある花屋商品と店舗のあり方を提案する。 

また問題解決の手法としては、文献やインターネット上のデータ集を扱うだけでなく、

実際に花屋や市場にてヒアリングを行い、文字化されていない生の情報をもとに分析する

ことを心がけた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１章 概要 

 

１－１ 花き業界とは 

 花を含む、一般的な業界定義がなされる花きとは観賞用の草木を指す。しかし草木や花

と一言にいっても、それぞれ連想するものは異なる。品種でいえば桜であったり、薔薇で

あったり。形でいえば花束や鉢物、もしくは道端に咲く花かもしれない。用途もホームユ

ース、ギフト、葬儀など様々だ。そこで本論文ではまず、花き業界全体の現状を俯瞰した

後、詳細に研究対象を定めていく。 

図 1-1 

 

図 1-1では産業規

模の大きさを比較

したものである。花

き産業は産出額（生

産額と同義）でみる

と写真業や清酒と、

取引額でみると酪

農業や建設用木製

品と、全体でみると

製造業の運動用具

と同規模程度であ

ることがわかる。参

考として新鮮さが

求められる果実や野菜と比較すると、その規模は果実の２分の１、野菜の４～５分の１程

度となっている。 

 

１－２ ビジネスシステム 

 図 1-2は基本的な製品の流れであるビジネスシステムを表したものである。生産から卸売

市場を介して小売りへ流通し、販売、その後ギフト・ホームユースその他の用途で消費と

いう経路を辿る。特徴的なのは市場経由率が８５．４%（平成１８年時点）と非常に高いこ

とである。 他の農産物と卸売市場経由率を比較した図１-3 を見ると、そのことがよく分

かるだろう。この理由としては生産構造や小売り構造が零細であること、69 千品種（ＪＦ

コード）と品種品目が非常に多いこと、扱う品とくに切花の貯蔵性の乏しさが挙げられる。 



図 1-2 

 

図 1-3 

 

 

１－３ 花きをとりまく市場動向 

 ビジネスシステムの流れに沿い、まずは生産関連から見ていく。図 1-4 は花き全 6 種を

合わせた生産額の推移である。この図から花きの中でも、切花類と鉢物類の割合が圧倒的

に大きいことが分かる。また全体として微減傾向であるが、特に花木用の落ち込みが激し

いことが見てとれる。国内の生産額が下がる一方で、図 1-5に示した輸入額は 10年間で約



125%増加し、国内生産額の落ち込みを補完する形となっている。しかしながら国内生産そ

して輸入額をあわせても、全体として生産関連は微減となっている。 

図 1-4 

 

図 1-5 

 

 ビジネスシステムでの流通における、卸売市場規模つまり市場の取扱高の推移を表した

のが図 1-6 である。この図は生産関連で示した図よりも 10 年ほど前の 1990 年からの推移

を表しているため、山なりの形になっている。しかしながら 2000 年以降の流れを見ると、

生産関連と同様に下降していることが分かる。 



図 1-6 

 

図 1-7 

 

次にビジネスシステムの 3

番目、販売の項目における小

売り関連の状況を見る。市場

規模を花き取扱い小売店の売

上とする。その推移は図 1-7

のようになだらかな下降とな

っており、09 年時点で 1 兆 7

百億円程度である。 

 

 

 

この花き小売店には切花類を主に取り扱う一般的な花屋から、園芸用品を取りそろえる

ホームセンター、お供え花を置く食品スーパーなど様々なチャネルが含まれている。それ

らの具体的な市場構成比は図 1-8のようになっており、過半数を花屋が占めていることが分

かる。また近年、花屋以外の小売店の中では図 1-9に推移を示したようにホームセンターの

台頭が著しく、09年時点では売上千 4百億円を超え、市場構成比でも 10%を超える値を示

している。店舗数を表した図 1-10 を見ても 2000 年までは増加で、その後は落ち込むとい

う他の図と同じ構成になっている。増加の理由としては法人の伸びがあり、ここでもホー

ムセンターや大型スーパーが増えてきたことが結果に表れている。 

 



図 1-8 

 

図 1-9 

 



図 1-10 

 

 

１－４ 研究対象定義 

ここまで花きという大きな括りでビジネスシステムや市場動向を見てきた。しかしなが

ら図 1-4で示したように花き類といっても芝・地被類や球根類などを切花類と同列と見なし

て分析を進めるのは横暴だろう。そこで全 6 種を市場規模（生産額）、売り場、耐用年数（廃

棄までの期間）、使い道、主目的という項目でわけ、比較検討したのが図 1-11 である。する

と大きく２つに別れることがわかる。上の 4 種類（球根類、芝・地被類、花木用、花壇用

苗物類）を見ると耐用年数は長いものの、主目的として外をかざる、育てるなど使い捨て

る消費財としての色が濃い。下の 2 種類（鉢物類、切花類）は使い道として消費財的な部

屋装飾というのもあるが、どちらかと言えば主目的として贈答するなど贅沢品としての扱

われると考える。そして特に注目してほしいのは売り場の項目である。上の 4 種類は園芸

店やホームセンターでの取扱いが主だが、下の 2 種類は市場構成比でも過半数を占めてい

た花屋で販売されているとわかる。そこで生産額でも切花・鉢物の割合はかなり大きいと

いうことで、下の２種類を対象とするとしてもよい。しかしビジネス的観点で売り上げを

伸ばすという目的を目指すとすると、小売りを対象にビジネスモデルを考えるのが単純明

快である。そこで本論文では分かり易く、そして研究内容をより深めるために、「切花・鉢

物類を主に販売する花屋」に焦点を絞り、研究を進めていくこととする。 



図 1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 プレイヤー 

 花屋を取り巻く周辺環境を整理すべく、業界のトップ企業を分析し現状把握を行う。 

 

２－１ 卸売会社 

 まずは花屋の上流に位置する卸売会社である。第１章でも触れたように花き業界にとっ

て卸売市場は重要なポジションを得ている。そこで実際にはどういった機能を持つのか、

本当に必要なのか、改善すべき課題を抱えていないかを探りながらみていく。 

 

・大田花き 

設立：1988年 1月  

売上：265億 7500万（2012年）  

純利益：1億 7400万（2012年）  

東京都の中央卸売市場を運営し、東京都に出荷される花の約 40％を扱っている。取扱高

は国内第 1位であり、1日に 4,5万ケースの花を流通させ、東京に限らず日本全国に供給し

ている。また業界として認められる会社を目指すために上場し、無借金経営を貫いている。

特徴としては 2点あり、1点目は利便性向上のため日本で初めて機械セリを導入し、インタ

ーネットを通じて自宅に居ながらセリに参加できる体制を敷いていること。2点目は卸売業

の枠を超えて、生産者、さらに小売り業者も加えて消費者目線の商品開発も行っているこ

とである。 

セリの現場を実際に見ることが出来たのだが、小売業者は遠いところから（もしくはイ

ンターネットの画面上で）しか購入する予定の花き類を見ることが出来ないようになって

いた。そのため見た目では判断が難しい。何を基準に購入を決めているのかと尋ねたとこ

ろ、画面上に産地と生産者が出るため、それを参考にしているという。つまり小売業者は

生産地また生産者の違いを把握しているとのことだった。しかしながら花屋で売られてい

る花には産地などの明記はなく、消費者にまでその違いは浸透していない。卸売市場の段

階でその違いが無くなってしまっているということがわかった。 

 

・フラワーオークションジャパン（FAJ） 

設立：1988年 10月 

売上：217億 5500万 

純利益：未公開 

大田花きの隣に位置する、業界 2 位の売上高をあげている企業。大田花きは花き類全般

を取り扱うが、FAJ は切花と鉢物に絞っている。そのため切花の日持ちに焦点をあて表示

していく取り組み、日持ち満足プロジェクト「GOOD！タグ」など特化した細かなキャン

ペーンを行っている。 

  



２－２ 小売り企業 

 次に小売りの有名企業を述べ、従来の花屋のイメージからどのように転換しようとして

いるのかを見ていきたい。 

 

・日比谷花壇 

設立：1950年 12月  

売上：188億円（2011年）  

純利益：4800万円（2009年）  

店舗数：190店舗  

日比谷花壇という名称で設立したのは 1950 年だが、創業は明治 5年の老舗花屋。近年は

業界の推移と同様に下降傾向であるが売上高国内第 1 位。本論文では取り扱わないが葬祭

事業に特に強みをもつ、花屋業界のリーディングカンパニーである。店舗、WEB、カタロ

グ販売という３つのチャネル展開を行い、販売以外にフラワーアレンジメントのスクール

事業も行っている。 

また商品展開としては定番の花束や観葉植物やランなどの鉢物はもちろん、図 2-1のよう

なケーキ型やかごなどの入れ物に花をアレンジして生け、置くだけで飾れるようになって

いるアレンジメントという商品に注力している。WEB店舗を参考にすると価格帯としては

3000 円～2万円台の商品を揃えており、比較的高級なイメージを売りだしている。 

図 2-1 

フラワーケーキ(5250円) 出典：日比谷花壇 HP 

 

・パークコーポレーション（青山フラワーマーケット） 

設立：1988年 12月  

売上：52億 9000万円（2011 年）  

純利益：7500万円（2008年）  

店舗数 77店舗  

花屋業界の有名社長、井上英明氏の経営する設立 20 数年のベンチャー企業。過去 10 年

間、毎年著しい右肩成長を遂げている。小売りの青山フラワーマーケットを主軸に、フラ

ワーアレンジメントのスクール事業、空間デザイン、カフェなど多角化を行っている。こ

こではその中でも、青山フラワーマーケットに注目する。ビジネス的特徴として特筆すべ

きは廃棄率が業界平均の 1～2 割に対してわずか 3％をキープしている点である。これは会



社で花を一括購入し店舗に分配するトップダウン型ではなく、各店舗の店長が毎日の売上

げを分析し、店舗ごとで仕入れを行っていることによる。加えてその強みを支えるのは従

業員教育の徹底である。具体的には全従業員にランク付けを行いそれに伴った給与体制を

敷き、テスト結果によってランクアップが行われるなど各々のモチベーション向上を促し

ているという。 

また商品に関しては客単価 1500 円と非常に安価で、ギフトが主体の他店に比べて 3分の

1 に満たない典型的な薄利多売の構造である。それを後押ししているのが図 2-2のようなラ

イフスタイルブーケという定番商品である。今まで玄人出ない限り、なかなかホームユー

ス用に切花を組み合わせて選び購入できないという課題があった。それに対し日常の場面

（玄関、キッチン、リビングなど）に合う花を、すでに生ける必要のない花束の形で

350~1500 円で安価に販売し、気軽に家に花を飾る習慣をつけるという商品である。その結

果、消費者用途の割合はギフト：ホームユース＝４：６と通常とは逆転した結果となって

いる。 

図 2-2 

キッチンブーケ(525円) 出典：青山フラワーマーケット HP 

出店する場所の選定としては駅前、駅構内に出店。形態としては壁のないオープンな空

間で屋台やワゴンのような店舗が多く、壁やガラスで仕切られた仰々しさのある花屋が多

い中、めずらしく気軽に立ち寄り易い雰囲気を醸し出している。図 2-3に示した間取り図は

青山フラーマーケットの表参道本店で、他店舗よりは余裕のある広い作りになっている。

客単価が平均よりも高くなっているがこれは周囲の環境によるニーズの違いが影響してお

り、店長により駅構内タイプとは異なる店舗づくりがなされていると推測する。実際にこ

ちらの店舗に出向いた印象としては、陳列の美しさに目を奪われるので、とりあえず入っ

てみたいと思うような雰囲気がまずある。店内に入るとクリスマスが近づいていたため、

ポインセチアなどの鉢物、クリスマスリースなど花関連の商品、その他キャンドルやツリ

ーの飾りなど花以外の商品も同様に陳列されており、花を買う目的がもともとなくても楽

しめる。加えて POPなどによる店員のお勧めや花の種類、値段の分かり易い提示もあるな

ど当たり前と思われるが中々花屋ではみかけない工夫がなされていた。全体として入りや

すさ、中での楽しさ、買いやすさがカバーされた店舗構成である。しかしながら産地の明

記まではなく、店員が近づいてきて説明するような積極的な接客もない。消費者としては

判断基準として、どうしても見た目でしか商品を選ぶことが出来ないのではないかという

疑念が浮かび上がった。 



図 2-3 

 

 

２－３ 街の店舗 

 最後に実際に街の店舗に出向き、店の雰囲気やお客さんの様子や店員さんに直接話を伺

い理解したことを記す。街の店舗といっても立地により店舗戦略や商品の売れ行きなどが

異なるだろうと予測出来るため、駅チカの花屋、商店街の花屋、郊外の花屋とわけてヒア

リングを行った。 

 

・駅チカの花屋 

① 目黒駅 第一フラワー 

図 2 エラー! 指定したスタイルは使われていません。-4 

販売商品：切花、花束、鉢物  

ターゲット：ギフト用の顧客 （常連客が約 5%）  

商品の目的別割合：70%ギフト、30%ホームユース  

価格：花束 1000～3000円、鉢物 2000～3000 円  

周囲の環境として周辺に寺院が多いため、墓参り需要

があり、お供え用の花がよく売れるという。それでも売

上は季節に左右されやすく、イベント期、年末、歓送迎会、クリスマスに売上が上昇する。

また立地に関しては巨大ターミナル駅ではないため、 顧客で溢れ返ることはないため、一

人一人の要望に応えやすい。そのため目的と予算に合わせて店員が切花を選び、その場で

花束にして購入される方が多い。しかしながらしばらく店内をのぞいていても、店員が花

束制作に夢中になってしまい、話しかけるなどの接客がおろそかになってしまっていた。 



 

② 新宿駅 FLORIST 

図 2-5 

販売商品：切花、花束、鉢物  

ターゲット：ギフト用の顧客  

商品の目的別割合：80%ギフト、20%ホームユース  

価格：花束 1000～3000円、鉢物 2000～3000 円  

人の往来が激しい新宿駅では、切花を選んで花束に

アレンジしている時間がない。そのため回転率を意識

し、花束、鉢植えなど既に完成している商品が 80%以上である。 目黒駅同様、イベント期、

年末、歓送迎会、クリスマスに売上が上昇で季節による乱高下が激しい。 

 

③ 信濃町駅 トワローズ 

図 2-6 

販売商品：切花、鉢物、仏花  

ターゲット：お見舞い、結婚式、お墓参り  

商品の目的別割合：80%ギフト 、20%ホームユース  

価格：花束 3000～1万円、 鉢物 3000 円程度  

信濃町駅周辺に慶應病院、明治記念館、寺院・墓

地があり、 上記２つの店舗と比較すると季節性はあ

る程度カバーされている。花束は高めの 3000 円以上を基本としていて、作りおきしておら

ず、注文後つくる目黒駅と同様のスタイル。 注文後つくるパターンを実際に観察したとこ

ろ、目黒駅同様に予算を伝えた後は店員にお任せすることが多い。消費者が花を選ぶこと

はほとんどなく、選ぶにしても花の違いをよく理解できていないと予想できる。また駅チ

カの花屋①~③に共通することは、全体としてオシャレで女性が好みそうな外装であり、女

性客が多く、下着屋や化粧品店のように男性が近寄りがたい雰囲気であった。 

 

・商店街の花屋 

図 2-7 

ベルフラワー 湘南台店 

販売商品：切花（7割）、鉢物、 花壇用苗物 、仏花  

ターゲット：多様、男性客が比較的多い  

商品の目的別割合：70%ギフト 、30%ホームユース  

価格：花束 3000～1万円、鉢物 500～1万円、花壇用

100～200円 

 湘南台駅から徒歩 5 分程度の町中に位置しており、周辺にスナックが連なるためママの



誕生日に 1 万円程度の高価な花束を買う光景がよくある。また湘南台付近の大学、SFC や

文教大学の男子大学生が女子に安価ではあるが花束を買うという。花屋にはめずらしく、

男性客が多いというのが大きな特徴だ。 商店街の一角にあるため、八百屋など他店と同じ

気軽な感覚で立ち寄り易いのではないか。 

 

・郊外の花屋 

図 2-8  

米山園 茅ヶ崎店 

販売商品：切花・花束（1 割）、鉢物（2 割）、花壇

用苗物（メイン 7割）、  

ターゲット：近所の方、病院訪問者  

商品の目的別割合：20%ギフト、80%ホームユース 

価格：花束 1000～5000 円、鉢物 5000～3万円、花

壇用 50～300円  

 茅ヶ崎駅から徒歩 5 分の場所に位置し、目の前に総合病院がある以外は住宅地となって

いる。スペースがあるため店自体の面積も広く、収容台数は多くないが駐車場も設備。車

で来ることができるからか駅チカや商店街とは異なり、商品群として荷物になりやすい花

壇用苗物の割合が大きく、ホームユースとして花を購入する方々が多い。また病院へのお

見舞いで出来あいの花束、ギフトラッピングされた鉢物なども少ないが用意されている。 

 

・まとめ 

予測していたように立地や店の形態によってターゲットや販売商品が違う。同じ都心の

駅チカでも、人の往来によって出来あいの花束を置くか、店員がその場で作るかと商品が

異なるようになっていた点は興味深い。また後者の場合、何を買えばよいかわからず店側

に任せてしまう傾向があることが分かった。先述した青山フラワーマーケットでは POPな

どに店員のオススメや花の紹介があるため多少の判断基準を得ることができる。しかし街

中の花屋では切花ごとの値段すら明記されていないところも多かった。 

加えて、多少の違いはあるが立地に関わらず共通していたことは大きく 3点ある。1点目

は季節やイベントによる売上の乱高下が激しいということ。2点目は男性客が圧倒的に少な

いということ。3点目は実際に訪問すると総じて入店障壁の高さを感じるということだ。何

故なら花を買う目的がなく花屋に訪れる人がほとんどいない。また花屋に買う目的で来る

人ですら、店員に花選びからラッピングまでほとんどを任せてしまうため長居して選ぶ人

がいない。そのため人があまりいなく、いても短時間のため入りにくい。購入機会を増や

すために、店内を見て回わり楽しめる工夫が必要ではないかという仮説が浮かんだ。 

 

 



第３章 消費者 

 この章では消費者調査をギフト、ホームユースという用途別に区切って分析していく。

用途別に分けた理由はギフトとホームユースとしてだと、購入する商品や動機、比較検討

する競合品が異なると予測できるからだ。更にこの２つの用途に絞ったのは、研究対象に

した「切花・鉢物類を主に販売する花屋」という点で、図 3-1のように用途別の売上割合が

圧倒的に贈答用（ギフト）・家庭用（ホームユース）に別れたことによる。以下では現状、

消費者がどのような消費をしているか、どんな不満を持つのかなどを洗い出す。 

図 3-1 

出典：農林水産省 花き産業振興方針参考資料 

 

３－１ ギフト 

花業界のギフトとは、個人が個人に贈答する目的で購入する切花（花束含む）・鉢物のこ

とを指すとする。 以下では花業界のギフトを花ギフトと呼ぶ。流れとしてはギフト市場全

体をみつつ、その中で花ギフトが消費者にとってどのようなポジションにあるのかという

のを探る。 

図 3-2 

図 3-2 は個人ギフ

トの市場規模の推移

である。中元や歳暮

などのフォーマルギ

フトと誕生日や贈り

たいときに贈るカジ

ュアルギフトに分類

されており、近年は



カジュアルギフトが増加傾向である。個人ギフト市場は 2006 年時点で約 8.5兆円。それと

図 3-3に示した同年の切花・鉢物のギフト用途での売上を比較すると、花ギフトは全体の約

4%以下であることが分かる。 

図 3-3 

 

図 3-4 

では花以外にどのよ

うなものが贈られてい

るのか、競合する商品を

みる。図 3-4は近年増加

のカジュアルギフトに

限る、「実際に贈ったギ

フト」のアンケートだ。

ここではお菓子・デザー

トが大差をつけて人気

であり、以下はほぼ同列

で 7番目に花・鉢物が入

っている状況だ。 

 

 

 



図 3-5 

なぜこれほどまで差がつい

てしまっているのか、お菓子・デザートが人気の理由を花ギフトと比較して考察する。あ

げる側もらう側両方の立場で考えたとき、良いギフトとしての条件を消費のし易さ、価値

の分かり易さ、買う場所（チャネル）の３点で考えたのが図 3-5である。これを見ると、い

ずれの項目も花ギフトは幾分劣っているように思える。特にお菓子・デザートのチャネル

展開は品物にもよるが、コンビニから百貨店まで、至る所で購入機会があるというのは大

きなポイントではないか。そこでギフト全体の調査に戻り、購入場所に注目してみてみる

と、約 5 割の人々が百貨店、ショッピングモールで買うと回答している。これは場所の性

質を考えると、事前に買うものを決めているというよりは、様々な店や品物がある中で、

その場で何を買うか考えながら決めていると想像できる。 

図 3-6 

次に、誰が花ギフトを

購入しているのかと

いう点をみる。図 3-6

を見ると店舗見学に

抱いた感想と同じく、

ほぼ全年代、男性より

も女性の購入率が高

いことが分かる。しか

しながらギフトとし

てならば、男性から女

性に贈るというイメ

ージもあるため、男性

の割合が低いこの結



果は少々意外である。購入しない理由を聞いてみると、男性のなかには 「花屋へ行くこと

自体に抵抗がある。店員も周りのお客も女性ばかりでその中に入っていくのは照れ臭い」(30

代)｢プレゼントに花を買うとカッコ付けていると思われてないかと勘ぐってしまう｣（50 代）

など花・花屋への抵抗感があるという意見が多数あった。  

図 3-7 

 最後に図 3-7で、花

ギフトの購入金額を

全体と比較する。ギ

フト全体と大きく差

がついたのは黄色の

枠組みの部分、つま

り 5000 円以上と

1999 円以下だ。つま

り花ギフトは高くも

なく、安くもない中

途半端な価格帯であ

ることがわかった。 

 

 

 

３－２ ホームユース 

 花業界のホームユースとは、観賞や手入れなどを目的として 家庭に置いてある切花や鉢

物のことであるとする。 

図 3-8 

 まずはホームユースの

なかでも家の中に置いて

観賞するものと比較した。

図 3-8 は 1 世帯当たりの

年間支出額である。同じ

く観賞する、部屋に飾る

ものとして室内装備・装

飾品（カーテンや照明器

具などが含まれる）と比

較した。これを見ると切

花・鉢物はほぼ並ぶ支出

となっている。 



次に手入れ用、つまりお世話をしたい、何かを育てたいという欲を満たしてくれるもの

として代表的なペットと鉢物を比較した。手入れ用の場合、切花だと消費期間が 3~7 日程

度と短すぎるため、比較には除外した。 

図 3-9 

図 3-9 は年代別にペッ

ト関連と鉢物の年間支

出額をだしたものであ

る。これを見ると年代

が上がるにつれて鉢物

への支出額が増え、ペ

ット関連費を上回って

いることがわかる 

 

 

 

 

 

 

図 3-10 

では年代の話が出たとこ

ろで利用者に着目して、

誰がホームユース用に花

を購入しているのかを考

える。図 3-10 は年齢と性

別ごとによる、「花を家に

置いているかどうか」と

いうアンケートの結果で

ある。これを見ると男女

ともに年齢が上がるごと

に「置いている」と回答

しており、図 3-9 で見た

年齢が上がるごとに増え

ている支出金額と関連性があるだろう。性別で比較すると、花屋に来ていた客層から予測

していた通り、女性が男性を全年代で上回る結果となっている。 

 



図 3-11 

では反対に、花を部屋に置い

ていない人は何故置かないのか。

その理由をアンケートした結果

が図 3-11である。これを見ると

「世話が面倒」、「すぐ枯れる」

といった意見が大半を占める。

この意見は観賞用と手入れ用で

分けるならば、手間をかけたく

ないという要望が強く見受けら

れるため、観賞用としてインテ

リアなどと比較して回答してい

ると考えられる。また 4 番手に「小さな子供やペットがいるから」といった他に世話をす

る対象がいるため買わないという声があり、これは何かを育てたい欲求を満たす物がある、

つまり手入れ用としてペットと比較していることが分かる。また家に花を置いていない層

が 10~30 代に多く、一般的に子供を持つ時期と重なっていることからも因果関係があると

言えるだろう。どちらの目的にしても支出額としては競合品と変わりない、もしくは少々

上回っている。しかしながら図 3-5スイーツと比較したときのギフトとしての欠けている点

と同様に消費に手間がかかる、期限が短いという点。また競合品を持っているため余裕が

ない、いらないといった理由で支出額が伸び切らないといった現状があるとわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 提案 

 最後に今までの情報、分析を踏まえて花屋の売り上げを今後伸ばしていくには具体的に

どのような解決案が考えられるのかについて述べる。ここでは大きく商品と業態という 2

点に絞り、話を進めていく。 

 

４－１ 商品 

 

・他業界比較 

第 3 章のギフト、ホームユースでの結果では競合と比較することで、あるいは消費者の

声を分析することで花商品の欠落点、課題が発見できた。しかしながらここまで花商品を

ひと括りにしてきたが、花屋で取り扱う花商品である切花・花束・アレンジメント花・鉢

物はそれぞれ大なり小なり違いがあるのではないか。そこで花商品と同様に、贅沢品もし

くは贈答品に含まれる、同じ価格帯の他製品と並べてマトリックスに落とし込み、並べた

ものが図 4-1である。 軸の選定には各商品の違いがはっきりと出ること、また第 3章の消

費者が関心を寄せる点を考慮した。その結果、縦軸には購入時のまま手を加える必要がな

く消費できるという意味で完成品であるか否か。横軸は使用～廃棄までの消費サイクルの

期間とした。では、これらの事象ごとに課題を洗い出していく。なお４－２で業態、売り

方の話を詳しく述べるため、ここではチャネルに関することは触れないとする。 

図 4-1 

 

 

・課題（第 3章までの話も踏まえて） 

 



① 鉢物（完成品×消費サイクルが長い） 

まず完成品×消費サイクルが長いに位置する鉢物をインテリア・絵画と比較してみる。

第 3 章の図 3-8 で見たように、年間支出額でインテリアと鉢物を比較すると、少々鉢物が

上回っている。では鉢物と比べ、絵画・インテリアはどの様な点で優れている品物である

か。ここでは大きく 2点に注目した。1点目に消費者の趣味趣向に大きく問われるため、様々

な好みに沿うようデザイン性が高く作られている。2点目に水やりなどの手間がかからない。

たしかにデザインが素朴であることや世話をすることが好きな人にとっては、鉢物の方が

優れていることになる。しかしもしここで消費者が部屋にかざる、置くもので鉢物派とイ

ンテリア・絵画派に分かれていると仮定する。その場合、絵画・インテリア派を鉢物に惹

きつけるにはデザイン性と手間がかかる部分を改善する必要があるだろう。 

 

② アレンジ花・花束（完成品×消費サイクルが短い） 

次に完成品×消費サイクルの短い花束・アレンジ花をケーキ、ワイン、フルーツと比較

する。違いとしてはこれまた大きく 2つある。1点目はケーキ、ワイン、フルーツは産地ブ

ランドや企業ブランドが明確であり、かつ世間に浸透しているため、消費者主体で選びや

すい。ブランドにより価値がわかりやすいため、ギフトの需要も高い。2点目に飲食するだ

けで消費しやすく、花と比べて飾るなどの手間のかからない商品であることが挙げられる。

しかしながら第 2 章で取り上げた青山フラワーマーケットなど革新的花屋では花束やアレ

ンジ花も近年、花瓶なしでそのまま飾れる商品など、わずかな改善ではあるが消費のしや

すい商品も出てきている。だが第 3 章で触れた、中途半端な価格帯になってしまっている

ことなど踏まえると、ギフトとしての用途が大きいにも関わらずブランドがなく、消費者

は購入時にわかりやすい指針がないのは大きな課題だろう。 

 

③ 切花（未完成品×消費サイクルが短い） 

最後に未完成品×消費サイクルの短いに位置する切花と野菜（ここでは食品スーパーな

どで安売りしているものではなく、贅沢品である京野菜などを想定。）を比較する。違いは

大きく 1 点で、野菜には品種ごと、例えば京野菜の中でも九条ネギなど、細かく産地にブ

ランドがついている。しかし切花には品種の違いのみでブランドがないため、見た目でし

か差をつけられていない。 

 

・提案 

 ここでは 3 章までの分析と商品別他業界比較によって浮上した課題に対し、改善案とな

る提案を述べていきたい。①ではインテリアに対抗できるような新しい鉢物のあり方を考

えた。②、③では花束・アレンジ花、切花の項目で浮上した「ブランドがない」という課

題に対し、二つの角度からの案を導いた。 

 



① 新しい鉢物 

世話するものという認識の強い鉢物をインテリアの 1 つとして定着させるために、品種

改良などを通してデザイン性の高い鉢物を開発する。例えば図 4-2にあるように幹の部分が

ねじれ上がっていたり、1回転しているなど個性をつくる。さらに水栽培することでスペー

スを取ることがないよう小さくし、鉢物は世話するものではなく、見て楽しむものへと認

識を変えていく。また管理が難しい、世話の方法がよく分からないことから敬遠されるこ

とも多い。それにも関わらず、既存の花屋では花束制作などに人手をとられてしまってい

るため、接客で管理方法などを教えてもらえない。そこで鉢物単体で販売するのではなく、

肥料・管理の仕方や手入れ方法などが記載された簡単な本などと一緒にセット販売するこ

とで購入することの障壁が緩和される。加えて、少しでも世話をする手間を省くことがで

きるのではないか。当たり前のことのように思えるが、実は行われていないというのが鉢

物販売の盲点である。 

図 4-2 

 

 

② 成功しているブランドとコラボ 

花商品にブランドをつけるためには、すでに成功したブランドイメージを利用するとい

う手が考えられる。花はよく分からなくても、そのブランドの安心感や高級感などにより、

消費者は商品を選びやすくなる。ここではサントリーを対象のブランドと設定し、サント

リー製品とコラボレーションすることでブランドを構築していく。なぜサントリーを選ん

だかというと、まず日本全国で愛されているブランド力は周知の通りだろう。加えてサン

トリーはサントリーフラワーズという分社化した企業で世界初の青いバラの開発を成功し

ており、すでに花を生産する高度な技術を持っているためである。 

具体的には花束・アレンジ花同様に贅沢品でありギフト需要が高いサントリーの中でも

ブランド力が求められるワインとコラボレーションするとした。選定したのはサントリー



が輸入権利のあるトップブランドのスパークリングワイン、フレシネ。世界 150 カ国に輸

出され、スパークリングワイン消費大国である、ドイツ、イギリス、アメリカで圧倒的シ

ェアを持っている。フレシネのブランドワインの色をイメージしたバラを開発することで、

ブランド化できるのではないか。また販売する際もワイン+イメージバラのセット売りする

などを行うことで、他のバラと一線を画すことができるのではないだろうか。 

- 

③ 地域ブランド花を開発 

次に成功している既存のブランドに頼ることなく、ブランドをつけるにはどうすればい

いか。ここでは産地ごとに品質が異なるという卸売市場では一般的な常識に注目した。こ

の事実を消費者まで浸透させることで、地域ブランドを確立できるのではないか。改めて、

花は本当に地域ブランドが無いのかを確認したい。図 4-3は主な農林水産物・食品の地域団

体証券登録件数である。これを見てみると、野菜やフルーツは商権登録された商品が 20 以

上あるのに対し、花は一つもなく、明らかに地域ブランドへの意識が欠如していることが

分かる。 

図 4-3 

 

ではどのプレイヤーが主体となり、地域ブランドを作っていくか。生産者は第 1 章で見

たように卸売市場を経由していて小売と直接結ばれていないため、消費者の意見を商品に

反映できない。小売り業者は生産地別の品質を把握しており、かつ消費者の声も店舗など

で実際に聞くことが出来る立場にある。それならば小売りが主導となり、卸売りを介さず

に産直提携することでコストを抑えつつ、消費者の意見を反映した商品を開発していくべ

きであろう。一つの売れる品種に絞ってしまえば、産直提携のリスクも軽減されると考え

られる。これによって他店にはないオリジナルな地域ブランド花を生みだし、目玉商品と

して売り出すことで、第 2章で浮かび上がった花屋の課題「季節による売り上げの乱高下」

も緩和できるのではないだろうか。 



では地域ブランドの商品を提案するにあたり、地域ブランドで成功した例から学びを得

る。注目したのは夕張メロンである。夕張メロンは他のメロンよりと比較して形や色、網

目等の外見は良くない。しかし、味、食感において優れていて、他のメロンを食べ慣れて

いる方から「腐っている？」と驚かれるほど、非常に柔らかくジューシーである。夕張メ

ロンは最も重要な「味」1点に重点絞り、差別化を図ったのである。 

図 4-4 

花の地域ブランド

においても色んな特

徴を持たせるより、重

要な 1点の差別化をは

かる。図 4-4は、消費

者と花屋の視点から、

消費者の花購入時の

ニーズをまとめたも

のである。これを見る

と好きな品目や品種、

色、日持ちするかとい

う 3点のニーズが特に

求められているとわ

かる。品目は産直のリスクなどを加味して、もちろん絞っていく。色はある程度品目に左

右されると考えると、今回は「日持ち」に注目するとした。 

図 4-5 

具体的な品目、

地域の選定は図

4-5 に示したよ

うにギフトも多

く、もらって嬉

しい花の 1 位で

あるバラにし、

バラの出荷量が

ダントツに高い

愛知県とした。

また日持ちをよ

くするという特

徴に関しては

「バラの日持ち



は栽培環境に影響される」（出典：2009年兵庫県立農林水産技術総合センター研究報告より）

といった研究報告もあるため、バラを大量に出荷してきた経験から積まれた愛知県の技術。

さらに今後栽培環境を徹底していくことによって日持ち自慢の名産『あいちバラ』を生み

だせるのではないかと考える。 

この地域ブランド『あいちバラ』を生産しただけで今まで通り売り場に並べても、他の

バラと違いが分からないため、もちろん売れない。従って地域ブランドを浸透させていく

プロモーションについては段階を踏んで行っていく。まずは主体となった小売企業の擁す

るスクールで『あいちバラ』を積極的に使用し、ヘビーユーザーから品質の違いを感じて

もらう。次に店舗において産地を表す POP を掲示すること、接客にて違いをプレゼンする

ことを通して、ライトユーザーへも着々と認識させる。そしてマスメディアにおいて特集

を組み、花に馴染みのない潜在的な消費者にも認知を拡大し、最終的には地理の教科書な

どに載せるなど義務教育の分野にまで広げていきたいと考える。このように段階を踏んだ

プロモーションを行うことで、『あいちバラ』を地域ブランドとして確立することができる

だろう。 

図 4-6 

この地域ブラン

ド花がもたらす市

場への経済効果を

推定したものが図

4-6 だ。これに基づ

くと、約 5年後に約

218%の売上増加を

見込むことが出来

る。詳細には花き小

売店売上 1兆 693億

円のうち、約 15%が

バラの売上と仮定。

そのうち、現在の売

上 10%分の生産を

地域ブランド花に変更するとする。ブランドがないため生産額が売上に比例すると仮定す

ると、変更前の本来の売上は図 4-6 の左下にあるように約 160 億円である。それに対し、

地域ブランドの 5年間の平均生産量増加率（地域商標登録に認定された 5品目の平均結果）

をかける。さらにブランドがついたため、単価を 1.3倍に設定した。その結果、160億円か

ら 348億円への成長となる。 

 

４－２ 業態 



 花屋の課題は商品だけではない。第 2 章で取り上げた店舗などを見ると、気軽に立ち寄

りにくいという入店障壁の高さや、店舗内での商品説明が少なく陳列も煩雑など課題がい

くつも見受けられた。ここではそのような障害を取り除き、入りやすい、消費者目線に立

った新しい店舗のあり方を提案していく。 

 

・他業界分析 

 まずは業態の変革や新奇性により、成功を遂げた例から学びを得て、花屋の店舗づくり

に活かしていきたい。 

 

① 代官山蔦屋書店 

従来の気軽な近所のレンタルショップとしてのツタヤとは異なり、コンセプトは「新し

い大人文化を提案する街」「都心でのライフスタイルの創造」。店内には売れ筋や新発売の

商品を置くのではなく、このコンセプトを体現するような和書、洋書、ビンテージブック

からきちんと選書されている。ジャズ、クラシック、ロック＆ポップスの品揃えは圧巻で、

「ない映画がない」を標榜する映像フロア、店頭端末機、セルフレジ、トラベルカウンタ

ーなどを併設する新感覚の本屋である。 

代官山蔦屋書店を店舗という観点から分析してみると、物を売る場所と言うよりは文化

を売る場所というイメージで、消費者は物を買いに行く目的ももちろんあるのだが、その

世界観に触れに行くという、一種のアミューズメントパークのような要素がある。そんな

気分を味わいながら、当然見る分入る分には無料であるため、入店障壁はかなり低いと考

えられる。またこの施設は緑豊富な庭園やカフェも併設するほど、広大な敷地を擁してい

る。そのため閉塞感や店員に見られているという気分もなく、居心地良く過ごすことがで

きるし、ゆっくりと商品を選び易い。全体的に、また来たいと思わせるような満足度の高

い店舗づくりがなされていると言えるだろう。 

 

② Eately 

代官山に本店をかまえるフードマーケット。路面店のほか、日本橋三越などデパ地下に

併設するかたちなど東京を中心に全 12店舗(2013 年 1月現在)を展開している。コンセプト

は「高品質な食文化をすべての人に」で、イタリアにこだわった高品質な生ハムやチーズ

などの食材、ワインなどの飲料を豊富に取り揃えている。 

店舗という観点から分析すると、イタリア食材にあまり馴染みのない消費者にも高品質

であることを分かり易く伝えるべく、様々な工夫が施されている。例えば、食品は味が最

重要であるため、当然イートインコーナーが設けられており、普段あまり食べられないよ

うな高級なパスタやピッツァ、チーズ、 生ハム、ワインなどが試飲食可能となっている。

また数々の食育に関する講座や有名シェフを招いた料理教室が催されており、美味しい本

場の調理の仕方をその場で習うことができる。それに加えて広大な敷地を擁しており、ゆ



ったりと歩きまわりながらオシャレにディスプレイされる商品が目を楽しませてくれる。

このように店舗でいくつもの楽しみ方があり、高いエンターテイメント性を兼ね備えてい

ることが分かる。 

 

・提案 

他業界分析の２店舗から共通している点をまとめるとコンセプトの明確化、豊富かつユ

ニークな商品群、詳細な商品情報、中で楽しめるエンターテイメント性、それを補う広大

な店舗が核となっていると推測できる。これらをアレンジして新しい花屋の形を提案する。 

 

① ワゴンギフトショップ 

＜概要＞  

■コンセプト：「美しさを贈ろう」  

■場所：駅ナカ・デパ地下  

■販売目的：ギフトショップ≠花屋 

■ターゲット：ギフトを求める人 

■商品：豊富な種類の花束を揃え、工場加工によるパッケージ化（切花は置かない） 

■価格：2,000～3,000円  

■ディスプレイ：カラフルで整然と並べる、詳細な商品情報（日持ち、種類、花コトバ） 

ここでは他業界分析で学んだ、コンセプトの明確化、豊富かつユニークな商品群、詳細

な商品情報を反映した。場所が駅ナカやデパ地下という範囲がかなり限られた場所とした

ため、効率を重視しエンターテイメント性や広さによるゆったり感は今回除外した。競合

は駅ナカやデパ地下にあるような高級お菓子店（チョコレートの GODIVAや羊羹のとらや

など）を想定し、価格帯も比較的高級。花屋という概念を取り払い、ギフトショップとし

てプロモーション。顧客は完成品の中から選ぶだけで購入までの時間が短く済む。コンセ

プトに合う、ギフトに絞った花束商品のみを設置。似たイメージとしては図 4-7のような形

式である。店員が花の加工技術がなくてもよく、花束制作にあてていた時間を接客に回す

ことが出来るため販売の効率があがる。従来の花屋では切花や花束が色や種類別に別れて

いるだけであったが、消費者の目線に立ち用途別に売り場を区切り、加工済みのパッケー

ジ化された商品を陳列する。 

図 4-7 

 

 

 

 

 

大通ビッセ地下 2 階（北海道）にて１０日間限



定で行われた、花のワゴン販売の様子。他の例はほとんどない。 

このワゴンギフトショップが都内の駅構内に、新規に 20店舗を出店した際の売上試算が

図 4-8 である。この場合、都内にある駅の乗降客数上位 11~30 位の立地に出店を想定して

いるため、かなり高額な土地代、テナントの家賃が考えられる。そこで主体となる企業と

しては、賃貸も安くすむと考えられる、都内に駅を持っている電鉄会社とする。その中で

も小田急電鉄はすでに小田急沿線の駅構内に子会社にあたる花屋、小田急フローリストを

展開しており、運営ノウハウを持っている。既存の花屋よりも管理が簡単であり、花束制

作技術もいらないワゴンギフトショップであれば、小田急グループが新しい花を売る店と

して拡大していくことが出来るのではないだろうか。 

図 4-8 

 

 

② サントリーパーク 

＜概要＞  

■コンセプト：ヨーロッパの庭園～サントリー×ハウステンボス～ 

■場所：神奈川や千葉など郊外の広大な敷地  

■販売目的：花のあるオシャレで楽しい空間≠花屋  

■ターゲット：家で花を楽しむファミリー、カップルなど  

■商品：豊富な種類の切花、ライフスタイルブーケ、鉢物、ガーデニング用品  

■ディスプレイ：カラフルで整然と並べる、詳細な商品情報（日持ち、種類、花コトバ）  

■ノウハウ：開発と管理ノウハウの共有  

■カフェの併設：花のある空間を体感（サントリー協賛）  

■セミナー：季節の花、花コトバなどに関するセミナー  



■技術開発：サントリーの先端技術を体験できる  

ここでは他業界分析で学んだ、コンセプトの明確化、豊富かつユニークな商品群、詳細

な商品情報、中で楽しめるエンターテイメント性、それを補う広大な店舗と全ての要素を

取り入れた。まずコンセプトの一つ、ハウステンボスとは「自然との共生」をテーマに掲

げている長崎県佐世保市にある、オランダの街並みを再現したテーマパーク。石畳やレン

ガのひとつひとつにこだわる古きよきヨーロッパを再現しており、街に調和する四季折々

の花々が園内に広がっているというのが大きな特徴である。このハウステンボスの持つ、

世界観と花の管理ノウハウや知識を抽出する。パーク館内の見取り図としては図 4-9のよう

なものを考えている。その内装やディスプレイにはヨーロッパの雰囲気、例えばオランダ

をイメージした風車の周りには一面の花畑をつくるなどして、いるだけで楽しいオシャレ

な気分を味わえる空間作りをする。またセミナー会場ではパーク内の季節の花クイズや、

花コトバ講座、花束制作体験などを行い、顧客には花に関するリテラシーを高めながら楽

しんでもらう。 

更にもう一つのコンセプト、サントリーは本章の商品提案における成功ブランドとコラ

ボという項目で見たとおり、花に関して高い生産開発の技術を持つ企業である。サントリ

ーからはこの技術力と、本来のメイン商品である飲料を活かしていく。具体的にはサント

リーフラワーズの研究所を併設し消費者に花の先端技術を体験してもらうこと。ヨーロッ

パをイメージしたオシャレな緑いっぱいのカフェでサントリーのワインやサントリーフー

ズのソフトドリンクなどを提供することである。 

また立地に関しては広大な敷地を獲得するために郊外を予定している。商品帯も駅ナカ

やデパ地下のギフトメインとは異なり、第 2 章の郊外の花屋で売上割合の高かったホーム

ユース商品をメインとして考えている。例えば花束は第 2 章の青山フラワーマーケットの

主力商品ライフスタイルブーケのような、自宅用にかざるものとしてパッケージ化し販売

する。パークの広さを活用し、鉢物は既存のスタンダードなものから、本章で提案したデ

ザイン性の高い個性ある鉢物も揃え、切花に関してもサントリーフレシネコラボのバラを

置くなど商品のユニークさも忘れない。 



図 4-9 

 

このサントリーパークが実際にオープンした際の売上試算が図 4-10である。もしこのパ

ークが機能した場合、市場規模の拡大だけではなく、花や花屋に対するイメージ向上に繋

がるのではないかと考える。テーマパークの要素が強いため、特に男性にとっては既存の

花屋よりも入り易く、今までは少し馴染みのない存在だった花に触れる機会を持つことが

できるだろう。 

図 4-10 

 

 

 

 



おわりに 

 

 現代日本の経済状況において、贅沢品である花を売るのは決して簡単ではない。しかし

ながらそういった外的要因を言い訳に、経営努力を怠れば業界が衰退していく未来は近い

だろう。当然、花以外にも贅沢品は多々存在し、その中には今日まで安定した成長を保つ

製品も少なからず存在しているのだ。 

今後は現状に満足することなく、改革を邁進しなくてはならない。他業界の手本になる

ような、消費者の目線に基づいた地道な商品開発。時代に合わせた新しい業態の進出を行

う必要がある。 

 

家の中に置けば日々の生活に彩りや癒しの時間を。プレゼントに贈れば素晴らしい喜び

の瞬間をもたらしてくれる花。花業界の再興を図るべく、その美しさを消費者に再確認し

てもらえるよう、危機感を持って戦略の見直しを進めて頂きたい。そして本論文が少しで

も花業界の発展に寄与できることを心より願っている。 
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