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」×「Christmas Market in横浜赤レンガ倉庫」 

大切な人への「贈り物」を運ぶ 
“黒いサンタ”が横浜赤レンガ倉庫に出現 

クリスマスマーケット期間内 12月 7日（土）,14日（土）にて時間限定イベントを開催 

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ （本社：東京都渋谷区、

代表取締役社長：杉元崇将、以下、ＰＤＰ）が運営する、男性をターゲットにしたフラワーショップ 「サンジョルディフラワーズ 

ザ・デコレーター(以下 SJF)」は、横浜赤レンガ倉庫で 11 月 22日（金）から開催されている「Christmas Market in横浜赤

レンガ倉庫」にて、12月 7日,14日 2 日程限定で“黒いサンタからの贈り物”イベントを実施致します。 

 [イベント URL] https://www.yokohama-akarenga.jp/christmas/event/ 

 

＜スペシャルイベント「黒いサンタからの贈り物」について＞ 

『 黒いサンタが、クリスマスマーケット内のどこかに現る。』 
2019 年 11 月 22 日（金）～12 月 25 日（水）に、横浜赤レンガ倉庫で開催されている

「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」。期間中、イベント会場のどこかに、黒いサンタ
が出現します。黒いサンタは花を摘んだワゴンを引いて登場します。運良く「黒いサンタ」に
出会えた方は、プレゼントがもらえるかも。でもそのプレゼントは受け取った「あなた」ではなく
「あなたの大切な誰か」へ贈るギフトです。手に取った際は想いを添えてあなたの「大切な
誰か」に届けてみて下さい。 
 
#黒いサンタ（ハッシュタグ黒いサンタ）で Instagram の SJF 公式アカウント「＠
saint_jordi_flowers」でも随時イベントの様子や想いを更新します。 
■イベント開催日 12月 7 日（土） 14日（土） 
■出現時間帯 15:00～17:00 
■出現場所 会場エントランス・メインツリー 他 
 

SJF は、「大切な人へ自らが進んで花を贈ろうという人をひとりでも多く増やしていきたい」そんな想いからイベントを企画
致しました。このイベントを通して“花が大切な人に気持ちを伝える後押しをしてくれる”ことに気づきに「花贈りの素晴らしさ」
を感じて頂くことを目的としています。 

https://www.yokohama-akarenga.jp/christmas/event/


＜クリスマスマーケット内にあるクリスマスツリーも SJFが装飾＞ 
「Christmas Market in横浜赤レンガ倉庫」のクリスマスツリーの装飾は、SJFがプロデュース。高さ約 10mの本物のモミ

の木を、“NEW Classic”をテーマに、クリスマスのレッドとシャンパンゴールドのオーナメントで華やかに彩り、「王道だけど新
しい」クリスマスツリーにデコレーションしています。 
【「Christmas Market in横浜赤レンガ倉庫」についてリリースから引用】 
 
 
＜クリマスマーケット in横浜赤レンガ倉庫について＞ 

横浜赤レンガ倉庫では、11 月 22 日（金）から 12 月 25 日（水）までの計 34日間、昨年 85 万人以上*の方にご来場

頂いた『クリスマスマーケット in横浜赤レンガ倉庫』をイベント広場と赤レンガパークにて開催しています。クリスマスマーケッ

トは、1393 年にドイツ・フランクフルトで始まったと言われている、クリスマスの訪れを待つ“アドヴェント”の期間にクリスマス

の準備のショッピングを楽しむ催しです。開催地である横浜赤レンガ倉庫がドイツの所縁があることから、本場の雰囲気を

感じられるクリスマスマーケットとして 2010年から開催し、今回で 10 回目の実施となります。 

*横浜赤レンガ倉庫 2号館の来館者数より 

今年は多種多様なマーケットが特徴の「ドイツ・ニュルンベルク」のクリスマスマーケットがモチーフになっています。 

ニュルンベルクに倣い、コンセプトの異なるマーケットが初登場。クラシカル＆本場ドイツの雰囲気を感じて頂ける伝統的な

マーケットに加え、ロマンティックな雰囲気が漂う「シーフード＆シャンパン」をテーマにした新マーケットをお楽しみ頂けます。 

 

■開催期間 
11月 22日（金）～12月 25日（水） 
 
■開催時間 
【11月 23日（土）～12月 13日（金）】 

11:00～21:00 （L.O. 20:30） 
【12月 14日（土）～12月 25日（水）】 

11:00～22:00 （L.O. 21:30） 
 
※ラストオーダーは営業終了時間の 30 分前 
 
 
 
 
 

[専用サイト URL] https://www.yokohama-akarenga.jp/christmas/ 
 
 
＜SAINT JORDI FLOWERS THE DECORATOR (サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター)について＞ 

 SJF は、花を通して大切な人へ気持ちを伝え、思いを結ぶサービスを提供するブランド

で“大人の男性”をターゲットに東京・恵比寿からスタートしました。 

黒を基調としたスタイリッシュなフラワーギフトをすべてオーダーメイドでお届けするサービス

が最大の特徴で、時流を捉えるセンス・豊富な知識・経験を兼ね備えたデコレーターと呼ば

れるプロフェッショナルが、お客様のご希望にあわせて日常からウェディング・パーティシー

ンに至るまで、花のあるシーンを華やかに仕立てます。 

SJF は、これまで数々の国際大会に日本代表として出場しており、2017 年にフランスで

行われた「アート・フローラル国際コンクール」では４位を受賞し、装飾技術やセンスに高い

評価を頂きました。 

 

＜これまでの受賞歴＞ 

・2017年 フラワーアートアワード 2017 最優秀作品賞・優秀作品賞（*2作品が受賞）/アート・フローラル国際コンクール世界第4位 
・2016年 フラワーアートアワード 2016 優秀作品賞 東京堂賞 
・2015年 フラワーアートアワード 2015 優秀作品賞 リッツカールトン賞 

・2014年 フラワーアートアワード 2014 優秀作品賞 東京ミッドタウン賞 
・2013年 フラワーアートアワード 2013 最優秀作品賞 / アート・フローラル国際コンクール世界第 5位 

https://www.yokohama-akarenga.jp/christmas/


＜クリスマス期間もポーターサービスで特別な時間をご提供＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[URL]ポーターサービス専用ページ  

https://www.saintjordiflowers.com/service/porterservice 
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＞MAIL/: info@saintjordiflowers.com    

＞WEBサイト/: https://www.saintjordiflowers.com/ 

 

■恵比寿本店 東京都渋谷区恵比寿南 1-16-12 ABC MAMIES PARKHILLS 1F/TEL.03-5720-6331 

■品川店 東京都港区高輪 3-13-3 SHINAGAWA GOOS内 3F/TEL.03-5447-1185  

■葉山店 神奈川県逗子市逗子 1-7-2 エル・カミーノ 1F/TEL.046-854-4005 

■神戸店 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5 神戸ハーバーランドホテルクラウンパレス神戸 6F/TEL.078-367-1633 

■大阪店 大阪府大阪市中央区大阪城 3（JO-TERRACE OSAKA内）/TEL.06-6941-7757 

■広島店 広島県広島市西区観音新町 4-14-11 CASAFELIZ内/TEL.082-503-3256 

■福岡店 福岡県福岡市博多区中洲 5-4-6 リバーフェイス博多 2F/TEL. 092-283-2700 

■長崎店  長崎県長崎市宝町 2‐26 ザ・ホテル長崎 BW プレミアコレクション 1F/TEL. 095-816-3737 

 

 

■社名 ：株式会社ポジティブドリームパーソンズ 

■設立 ：1997年7月1日 

■代表取締役社長 ：杉元崇将 

■本社所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1A-PLACE恵比寿南ビル4F 

■従業員数 ：960名（2019年5月現在）  

■事業内容 ：ホテル、レストラン、ウェディング、宴会施設、フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業 

■WEBサイト ：https://www.positive.co.jp/ 

■公式アカウント：Facebook( https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons ) / Twitter（ @pdp_kandou ） 

                 Youtube(https://www.youtube.com/positivedreampersons) / Instagram( positivedreampersons_inc ) 

【本件に関するお問い合わせ】 

株式会社ポジティブドリームパーソンズ  広報担当[中上・土屋] 
TEL/03-5720-7880  FAX/03-5704-8674 Email/ pr_team@positive.co.jp 

会社概要 

 

■ポーターサービスについて 

ポーターサービスとは、思いをデザインに封じ込め、“お客

様が指定した場所・時刻にフラワーデコレーターがお花と思い

を届ける“SJF独自のサービス。 

クリスマスに大切な人へ思いを伝えたい方へ。 

大切な人へのギフトを渡すシーンから、SJF のデコレーターが

一生忘れられない最上級のひとときをプロデュースします。 

12月 16日～25日のクリスマス期間のみ１店舗１日 1組

限定でご予約を承ります。 

 

※お届けエリア・詳細は左記 URL よりご参照下さい。 

  お申込のご希望・お問い合わせは以下 URL内 

  ご注文フォームもしくは店舗へお問合せ下さい。 

 

https://www.saintjordiflowers.com/service/porterservice
https://www.saintjordiflowers.com/
https://www.youtube.com/positivedreampersons

