ＪＦＭＡフラワービジネス講座 2022年度
9期生募集
JFMA花の教育プログラム

「花き業界に従事する人材を育成するための講座」
～成長は学びからしか生まれない～

ＪＦＭＡフラワービジネス講座 2022年度 第9期
◆講座期間： 2022年5月～11月
◆開催時間
13：30～16：15（75×2）最終日のみ異なる
◆副読本
「お花屋さんの仕事基本のき」（2000円/冊）
◆受講料◎全シリーズ：69,000円/シリーズ（24回）非会員：81,000円/シリーズ（24回）

（会員）選択10回講座29,000円 選択5回講座14,500円
1日受講：6,000円 非会員：7,000円 学生：5,400円＊シリーズ受講 割引あり
1講座受講：3,000円 非会員3,500円 学生：2,700円
「お花屋さんの仕事基本のき」をお持ちで
＊カリキュラム・講師は変更する可能性がございます
ない方はJFMAで販売しておりますので合
わせてご購入下さい。

■ 前期講座内容

（敬称略）

日程

時間

5/17（火）

13：30～14：45
15：00～16：15

内容

①お花屋さんのマーケティング
入門
②図解で紐解く花き業界

分

75

13：30～14：45

③売れるお花屋さんの店作り

法政大学経営大学院
教授・JFMA会長

小川 孔輔

75

大田花き花の生活研究所
取締役 内藤 育子

75

株式会社日比谷花壇
リテール事業統括部

産業規模から消費トレンドまで、
ぜ～んぶサクッとひとおおり！

5/31（火）

講師

～VMDｳﾞｨｼﾞｭｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ～

副統括部長大瀧

15：00～16：15

④花の効用

75

～花や緑がもたらす心理効果～

6/7（火）

13：30～14：45
15：00～16：15

7/5（火）

13：30～14：45
15：00～16：15

7/19（火）

13：30～14：45

⑤お花屋さんの技術・接客・
クレーム対応
⑥年間販売計画
～年間52週のMDの法則～
⑦お花の品質管理・日持ちする
お花 ～パート1～
⑧お花の品質管理・日持ちする
お花 ～パート～

⑨仕入れと花の流通

部長

75

宍戸 純

JFMA事務局

野口 弥生

75
75

株式会社花佳
（フルーロン花佳）

75

代表取締役

75

株式会社東日本板橋花き
代表取締役社長 樋口博紀

～管理次第でお花の寿命が延びる

8/2(火)

久美子

株式会社大田花き 商品開発部

薄木 健友

15：00～16：15

⑩花を生かす色彩テクニック

75

日本カラリスト協会
講師 上田裕子

13：30～14：45

⑪AFM（青山フラワーマーケット）が
お客様に支持される理由
⑫花屋さんに必要な
花に使用されている農薬の知識

75

株式会社パークコーポレーション
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｸﾘｴｰﾀｰ 江原 久司

75

MPSジャパン株式会社

15：00～16：15

彦田 岳士

講座は、専門的内容だけでなく「現在の状況と課題
と展望」という内容もお話いただく予定です。
一緒に学ぶ人とも交流していただき、ご自身の仕事
やキャリアに活かしましょう！

🌸🌸2022年9月～11月
■後期講座内容
日程
9/6（火）

9/20（火）

（敬称略）

時間

内容

分

講師

13：30～14：45

⑬お花屋さんの利益を生み出す
方法～日々の仕事の管理～

75

15：00～16：15

⑭スタッフを生かす職場づくりとは

75

13：30～14：45

⑮花のケア・管理（切花）

75

福花園種苗株式会社
最高顧問 市村 一雄

15：00～16：15

⑯花のケア・管理（花鉢・観葉植物）

75

西村農業コンサルタント

13：30～16：15

⑰【外出】フィールド調査
⑱フィールド調査まとめ

株式会社花恋人

野田 将克

代表取締役社長

西村 潤
10/4（火）
10/18（火）

11/1（火）

法政大学経営大学院
教授・JFMA会長

13：30～14：45

⑲世界の花事情

75

クリザール・ジャパン株式会社
取締役副会長 海下 展也

15：00～16：15

⑳デジタル時代の花店経営

75

株式会社自由が丘フラワーズ
代表取締役社長 松村 亮佑

13：30～14：45

㉑産地から見た花屋さん

75

JA会津よつば

15：00～16：15

㉒未来につながる花の取り組み

75

MPSジャパン株式会社
代表取締役社長 松島

～サスティナブルな活動とは？～

11/15（火）

小川 孔輔

13：30～15：00

15：15～16：45

㉓キーワードで読み解く花の
トレンド

90

㉔ディスカッション

90

菅家 博昭
義幸

株式会社大田花き 商品開発部
部長

宍戸 純

小川孔輔×宍戸 純

～今後の花業界にもの申す～

【お申込みの流れ】
①申込フォームでお申し込み
②事務局より連絡、金額確認
③支払い

◆今期もオンライン講座になりました。どこか
らでも、ネット環境がありパソコン、タブレット、
スマホがあれば参加できます。

＊請求書が必要な方は連絡ください

④参加日までに事務局より副読本・
参加者専用URLを送付します

「お花屋さんの仕事基本のき」をお持ち
でない方はJFMAで販売しておりますの
で合わせてご購入下さい。

2022年度第9期 ＪＦＭＡフラワービジネス講座
申込用紙
2022年5月～11月
振込先：三菱ＵＦＪ銀行

該当の□にㇾをつけて必要事項をご記入ください。 普通口座 1374190

市ヶ谷支店（014）

口座名義（社）日本フローラルマーケティング協会
振込手数料は、ご負担いただきますようお願いします

◆「勉強する」と決めたら全シリーズで受講しませんか？
「お花屋さんの仕事基本のき」をお持ちでない方は合わせてご購入下さい。

◆2022年 5月～11月 シリーズ申し込みは、こちら

なんと3000円の割引です

シリーズ受講
副読本の購入

□会員69,000円 /シリーズ（24回）□非会員：81000円 /シリーズ （24回）
□（ ）冊購入する（2200円/冊） □すでに持っているので不要

会社名：

受講者名：

支払い方法

上記の口座振込ください：
請求書：領収書 どちらか必要な方は○を付けてください

受講者連絡先：

TEL:

メールアドレス：

■オンデマンドで、リアルでなくてもあとから録画の講座を受講できます
◆2022年選択申し込み 1講座から何講座でも受講可能！
自分に合う講座を自分でチョイス→何を受けるべきか、アドバイス必要な方は野口まで
選択受講
副読本の購入

□会員 □非会員
□（ ）冊購入する（2200円/冊）

選択講座

□会員6,000円/日 □非会員7,000円/日
□会員3,000円/講座 □非会員3,500円/講座

□すでに持っているので不要
□学生：5400円/日
□学生2700円/講座

□10回選択講座29,000円（会員のみ）
□5回選択講座14,500円（会員のみ）
会社名

お名前

連絡先：

上記の口座振込ください：

請求書：領収書 必要な方は○を付けてください

選択する講座番号を
記入して下さい⇒
連絡先

TEL：
メールアドレス：

★お申込みは⇒ ＪＦＭＡ事務局 担当：野口まで

info@jfma.net

