
2020 年 1 月吉日 
生花店・生花仲卸店 各位 

花き生産供給力強化協議会 
 

平成 31 年度農林水産省補助事業／次世代国産花き産業確立推進事業 

花シェルジュ認定講座・前期セミナー開催に関するご案内 

このたび、農林水産省が推進する補助事業「次世代国産花き産業確立推進事業」（事業実

施主体：花き生産供給力強化協議会）の事業の中で、「花シェルジュ認定制度」を開始する

こととなりました。 
 
「花シェルジュ」とは、花きの品質管理を担い、お客様が何でも相談できる窓口となる

者です。この認定制度は、野菜分野で豊富な経験と実績を有する「一般社団法人日本野菜

ソムリエ協会」との協同企画で組み立てました。 
 「花シェルジュ」の認定方法は、２段階方式とし、第１段階として前期セミナーを 2020
年 2 月末までに全国で実施いたします。前期セミナーを受講した方は、前期セミナー受講

後 2 週間以内に「品質管理チェックシート」をご提出いただきます。その後、第２段階の

後期セミナー（2020 年 6 月～8 月に前期セミナーと同地区で開催予定）に進んでいただき、

品質管理以外の、顧客との対話方法や花シェルジュに必要な知識等について、受講いただ

き、最後に筆記試験を受けていただきます。 
 つまり、前期・後期両セミナーを受講し、「品質管理チェックシート」の提出及び筆記試

験で、一定の成績をおさめた方について、「花シェルジュ」の認定をおこなうことになりま

す。 
つきましては、添付案内をご覧いただきまして、参加資格のある方でご興味のある方は

ぜひご参加いただきますようご案内申し上げます。今年度、受講料は無料です。 
近い将来、「花シェルジュ」のいる花店なので安心、何でも相談できると一般生活者に思

っていただけることを目指して、「花シェルジュ」が生花店になくてはならない社会インフ

ラとなるよう、認定制度関係者一同頑張っています。まずは、「花シェルジュとはどういう

資格なのか」ぜひ聞いてみてください。 
何卒よろしくお願いいたします。 

 
※2/12（水）愛知県名古屋市開催分は、既に申込受付終了となりました。（1/12 現在） 



 
TEL： 03–6228–4046 (平日10時～17時) FAX： 03–3541-1339 E-mail： flower@fooddiscovery.jp 

花のある暮らしを提案する 

花を大切に扱い、奥深い花の世界を迷うことなく案内し、良い花を届けられる人。 

それが「花シェルジュ」です。 
 
生活者が、日常に花を取り入れ、心豊かな暮らしを楽しむことができるように、 
「花を売る人」から「花のある暮らしを提案できる人」をめざしませんか？ 
 
お花屋さんのための新しい資格認定制度「花シェルジュ」 2020年１月下旬より開講します。 

【問合せ】 花シェルジュ認定講座事務局 

農林水産省 次世代国産花き産業確立推進事業 

主催：花き生産供給力強化協議会  

受講資格 花シェルジュ認定講座は、受講申込時に生花店、生花仲卸店に勤める方で、以下の①②いずれか
の該当者のみ受講いただけます。 

 ①花店、園芸店、量販店、仲卸等での花きの販売について2年以上の実務経験を有する方。 
 ②生花にかかる専門学校、大学、短期大学、園芸系高校で花きにかかる専門教育を受けた方、 
 または生花店での実務や各種教育、講座等において、これと同等の教育を受けた方。 
 
申込方法 所定の申込用紙にご記入の上、 
 メールまたはFAXにて事務局宛てにご提出ください 
 
受講料 無料 
 
 
前期セミナー 開催日程    2020年1月下旬より全国12か所で開講予定 
                     ※裏面 開催日程表をご覧ください 
 

前期セミナー 
・花シェルジュの役割 
・花きの品質管理の基礎 
・店舗での品質管理の進め方について 

後期セミナー 

・花シェルジュコミュニケーション 
・花きの生産と流通 
・花文化 
・ライフスタイルの提案 

認定試験 ・後期セミナー終了後、筆記試験 

カリキュラム 

花 
認定講座 

シェルジュ 

※カリキュラムは予告なく変更される可能性があります。 

花シェルジュ資格取得までのフロー 
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花シェルジュ認定講座 前期セミナー日程表 

開催地 日程 会場名 住所/最寄駅

青森県 2/26(水）13：00～16：30
リンクモア平安閣市民ホール

（青森市民ホール）
青森県青森市柳川１丁目2番14号
（最寄駅：青森駅）

岩手県 2/6（木）13：30～17：00 ホテルロイヤル盛岡
岩手県盛岡市菜園１丁目１１番１１号
（最寄駅：盛岡駅）

宮城県 2/15（土）9：00～12：30
仙台市中央卸売市場 本場

管理棟３Ｆ会議室
宮城県仙台市若林区卸町４丁目３－１
（最寄駅：仙台駅）

群馬県 2/7（金）13：00～16：30 前橋テルサ
群馬県前橋市千代田町二丁目５番１号
（最寄駅：前橋駅）

東京都 2/27（木）14:30～18:00
日本フラワー会館３Ｆ

ＪＦＴＤ学園教室
東京都品川区北品川4-11-9
（最寄駅：大崎駅）

富山県 2/18（火）13:30～17:00 富山県教育文化会館
富山県富山市舟橋北町7-1
（最寄駅：富山駅）

愛知県 2/12（水）14:00～17:30 名古屋国際会議場
愛知県名古屋市熱田区熱田西町１番１号
(最寄駅：西高蔵駅 または 日比野駅）

滋賀県 2/13（木）13:30～17:00 ウィングプラザ
滋賀県栗東市綣2丁目4-5
（最寄駅：栗東駅）

岡山県 1/28（火）13:30～17:00
岡山市中央卸売市場
管理棟３Ｆ大会議室

岡山県岡山市南区市場一丁目1番地
（最寄駅：岡山駅）

山口県 2/19（水）12:30～16:00 山口グランドホテル
山口県山口市小郡黄金町１－１
（最寄駅：新山口駅）

愛媛県 2/4（火）13：30～17：00 ホテルグランフォーレ
愛媛県四国中央市三島朝日１丁目１－３０
（最寄駅：伊予三島駅）

福岡県 2/12（水）14：00～17：30 ヒルトン福岡シーホーク
福岡県福岡市中央区地行浜２－２－３
（最寄駅：唐人町駅））



令和元年度 

花シェルジュ認定講座 ＜前期セミナー＞ 受講申込書 

受講を希望される方は、本受講申込書に必要事項をご記入の上、E メールまたは FAX にて事務局まで 
送信してください。 
 
 
■別紙「花シェルジュ認定講座 前期セミナー日程表」を参照の上、ご希望の開催地・日程を 

ご記入ください。 

開催地  日程 2020 年  月   日（  ） 

■受講者情報 

フリガナ  生年月日 年    月    日 

氏名  性別 □ 女     □ 男 

住所 
〒    － 
 

電話番号  E-mail  

■所属店舗情報 

所属する花店名  勤務年数  

花店住所 
〒    － 
 

電話番号  E-mail  

■受講資格確認 花シェルジュ認定講座は、受講申込時に生花店・生花仲卸店に勤める方 で、 
以下のいずれかの該当者のみが受講することができます。該当する項目に✔を入れてください。 

 □ 花店、園芸店、量販店、仲卸等での花きの販売について 2 年以上の実務経験がある 
 □ 専門学校、大学、短期大学、園芸系高校で花きにかかる専門教育を受けた 
   （学校名：                  卒業年度：             ） 
 □ 生花店での実務や各種教室、講座等においてこれと同等の教育を受けた 
   （どこで：                年数：                 ）    

■アンケート 

 ・花き関連の保有資格がありましたらご記入ください 
  例：フラワー装飾技能検定（厚生労働省）・フラワーデコレーター（FDA）・ 

フラワーデザイナー（NFD）・草月流師範  等 
  （                                         ） 
 
 
 

  

FAX：03-3541-1339 
E-mail：flower@fooddiscovery.jp 

花シェルジュ認定講座事務局 

□ 別紙記載の募集要項および注意事項に同意する 

※12/27～1/8 は年末年始休業とさせていただきます。お問合せの回答、申込受付は 2020/1/9 以降順次対応させていただきます。 



令和元年度 

花シェルジュ認定講座  募集要項・注意事項 

 
目的 

 花シェルジュ認定制度は、生花小売店の従業員について、花きの品質管理、情報伝達、顧客サービスへ

の対応能力の向上を図り、一定の水準以上にあると認められるものを「花シェルジュ」として認定するこ

とにより、当該店舗における花きの品質管理、情報伝達、顧客サービスへの対応を改善し、花文化の普及

と花きの消費拡大を図ることを目的とする。 
 
受講対象 

花シェルジュ認定講座は、受講申込時に生花店、生花仲卸店に勤める者で、以下の①②いずれかに該当

する者が受講することができる。 
①花店、園芸店、量販店、仲卸等での花きの販売について 2 年以上の実務経験を有する者。 
②生花にかかる専門学校、大学、短期大学、園芸系高校で花きにかかる専門教育を受けた者、または生花

店での実務や各種教育、講座等において、これと同等の教育を受けた者。 
 

認定基準 
以下の①～③すべてをクリアしたものを花シェルジュとして認定する 

①前期セミナーを受講した者。 
②前期セミナー受講後、後期セミナーを受講する前に所属する店舗における花きの品質管理業務を指定の

「品質管理チェックシート」により行い提出した者。 
③後期セミナー受講後、研修にかかる筆記試験に合格した者。 
 

認定資格の有効期間 
花シェルジュ認定資格は認定を受けた日から、当該日の属する年度の翌々年度の末日までとする。 
資格の更新については別途ご案内する。 
 

受講料等 
無料 
※農林水産省 令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業の一環のため。 
尚、同事業による補助終了後は受講料・更新料等が必要となる。 
 

注意事項 
・天候および講師の病気等、やむを得ない事情で講座日程が変更になる場合があります。  
・受講希望者が規定人数に達しない場合は、開講を中止することがあります。 
・講師、他の受講生および当協会に対して迷惑をかける行為のあった場合には、受講資格を 
剥奪されることがあります。 

・講座のテープ録音、写真、ビデオ撮影は固くお断りします。 
 
 
 

【問合せ】 花シェルジュ認定講座事務局  

TEL： 03–6228–4046 (平日 10 時～17 時) FAX： 03–3541-1339 E-mail： flower@fooddiscovery.jp  

 



個人情報の取り扱いに関するお知らせ（プライバシーポリシー） 
 
花き生産供給力強化協議会 （以下当協議会とする）は、プライバシーの保護を重視し、以下の方針に基づき受講生・修了生・ 
資格取得者など（以下会員とする）の個人情報を保護します。 
 
１． 個人情報の取得について 
 
当協議会では、以下の情報を保護措置を講じた上で収集します。 
１） 氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス等申込書等にご記入いただいた事項。および申し込み後に 

お届けいただいた上記事項に関する変更事項。 
２） 受講に際しご記入いただいたアンケートの質問事項。 

当協議会において個人情報とは、個人の名前、電子メールアドレス、その他一つまたは数個の情報の組み合わせによって 
個人を識別することのできる情報を指します。 

 
２． 個人情報の利用について 
 
提供された情報の利用目的は、下記のとおりです。 
１－１）の情報   ⅰ会員への連絡、管理 

ⅱ営業活動のお知らせ、サービス・商品等のご紹介、有用と思われる関連会社の商品・サー 
ビス等のご紹介のためのダイレクトメール及び電子メール等の送付、電話 

ⅲ当協議会が、企画・運営・管理を委託するフードディスカバリー株式会社の商品開発・販売戦略ほか 
マーケティングに関する情報収集の為のダイレクトメールおよび電子メール等の送付、電話 

 
１－２）の情報      講座、商品、サービス等の改善、企画、開発の参考とするため 
 
当協議会では、第三者に個人情報の取り扱いを委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行った上で、秘密を保持させる為に、 
適正な監督を行います。会員の個人情報、講座申し込み、および利用サービスに関する全ての情報は、外部組織に提供されたり 
売却されることは一切ありません。 
当協議会で収集された個人情報は、下記の場合を除いては、個人の同意なしに、第三者に開示・提供することはありません。 

・当協議会が提供する商品やサービスに関する質問への対応、申し込みの受付、郵便物の発送、およびイベントへの 
登録処理などの業務、当協議会の業務上必要な調査・作業を、他社に委託する場合 

・その他、法令の定めのある場合 
 

３． 個人情報の共同利用について 
 
当協議会が保持する個人情報について、以下の者と共同利用をいたします。 

１） 当協議会が保持する個人情報 
１－１）、１－２）に準ずる 

２） 共同利用する個人データ項目 
１－１）、１－２）に準ずる 

３） 共同利用者 
（１）東京都中央区築地 3-11-6 築地スクエアビル 7F 

          フードディスカバリー株式会社 
       （２）東京都品川区北品川 4-11-9 日本フラワー会館 

一般社団法人 JFTD 
       （３）東京都中央区東日本橋 3-6-17 山一ビル 5 階 
          一般社団法人日本花き生産協会 
  

４） 共同利用目的 
当協議会は、３－３）については、共同利用者とマーケティングや研修会等の運営を共同して行ってまいります。そのた

め下記の目的で個人情報の共同利用をいたします。 
１－１）の情報  
営業活動のお知らせ、サービス・商品等のご紹介、有用と思われる関連会社の商品・サービス・マーケティング情報 
等のご紹介のためのダイレクトメールおよび電子メール等の送付、電話 
１－２）の情報  
講座、商品、サービス等の改善、企画、開発の参考とするため 

５） 個人情報の管理について責任を有するもの 
東京都中央区東日本橋 3-6-17 山一ビル 5 階 
一般社団法人 日本花き生産協会 

４．個人情報の開示、削除、訂正、利用停止等 
 
  お申し出先は、５.に記載のとおり当協議会の定めによります。 
５．問い合わせ窓口 
 

個人情報の取り扱いにつきましてご意見、ご質問、苦情、個人情報の削除、訂正、利用停止等は、 
当協議会相談窓口、03-6228-4046(フードディスカバリー株式会社)までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

 
制定日：令和元年 12 月 1 日 
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