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NHK 名古屋 放 送 センタービル
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あいちの花農家（洋らん） ｜ コチョウラン・シンビジウムなど

あいちの花農家（切花）× お花屋さん ｜ 切花・アレンジなど

名古屋市朝市青空市部会・飯田農園 ｜ 名古屋のやさい

名古屋生花小売商業協同組合 ｜ 花器・ブーケなど

あいちの花農家（和物） ｜ シクラメン、松、ガジュマルの苔玉など

JA 愛知みなみ・田原市 ｜ 田原市産切花・タハナの予約受付

フローラ ｜ 園芸資材

HANAMICHI ｜ 切花・花束など

Love action わたしと地球を愛するマーケット ｜ アクセサリー・雑貨など

地上階へ▶

NHK 名古屋放送センタービルへ▶

お花のフォトスポット

世界で活躍する写真家 HASEO氏が手掛ける「花のメリー
ゴーランド」など、日本一の花の産地である愛知県の花を
ふんだんに使ったフォトスポットが登場。

インフォメーション（抽選場所）
イベントの質問やスタンプラリー抽選場所（フラリエでも対応）はこちらです。
オアシス �� テナント連携キャンペーンの抽選もこちらにお越しください。

季節の花や植物を、あいちの農家さんやお花屋さんから
直接買うことができるマルシェです。

場所 ｜ NHK 名古屋放送センタービル 1F「プラザウェーブ 21」 
日時 ｜ 11:00～17：00  予選 「コンテスト作品展示 ＆ 一般投票」

 13:30～ 　　    ファイナル  「ステージイベント」

ジャパンカップ
東海ブロック代表選考会

東海エリアのフローリストが最高の技術力を競い合う様子を、ぜひ会
場でお楽しみください。一般投票に参加いただいた方には、後日、抽
選でプレゼントもあります。

真のフローリスト日本一を決定する
競技会の地方予選を同時開催

お花の体験教室

フラワーアレンジや寄せ植えなど、期間中合計 �� クラス
以上を開催！ 花のことをたくさん知って、もっともっと花
を楽しんでください。＊事前 WEB 予約制（当日不可）

お子さんから楽しめる
お花の体験教室がいっぱい

場所 ｜ オアシス 21地上階「緑の大地」
日時 ｜ 11月19日（土）、20日（日）　11:00～16:00

SOCIAL TOWER
MARKET

秋の季節にぴったりな、お洋服、帽子、鞄、靴、
アクセサリーなどのファッション雑貨や、食欲を
そそる飲食店が集合しています。

「おしゃれとごはん」をテーマに
約 �� 店舗の個性あふれるお店が並びます

緑 の大 地（地 上階）

久 屋 大 通 庭 園フラリエ

多肉と
みどりの
マルシェ

写真家 HASEO ｜ 写真集販売

とよかわ・お花釣り（豊川市農政企画協議会） ｜ お花釣り ＊��/��（木）のみ

花屋に並ばない花コーナー ｜ 市場に出荷されない切花　＊��/��（金）～��（日）

つむぐ ｜ 鉢の植え替えコーナー・鉢販売・観葉植物

あいちの花農家（鉢物） ｜ 鉢花・観葉植物などの鉢物

JP マート株式会社 ｜ プランツギャザリング体験・販売など

一般社団法人 愛知県木材組合連合会 ｜ 花と木のある暮らし

あいち里山の木の会 ｜ 木と花の香るグランピングテント

※レイアウトやタイムテーブルは変更になる可能性があります。
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あいちフラワーコンテスト

花の王国あいちが誇る花の品評会を開催。県内の花農家が追求し
た花の匠の逸品をぜひご覧ください。

場所 ｜ 久屋大通庭園フラリエ「クリスタルガーデン」 
日時 ｜ 展示：11月17日（木）～20日（日）9：00～17：00
               即売会：11月19日（土）14:00～ 切花即売会
　　　　　　　           20 日（日）14:00～鉢花即売会

場所 ｜ 久屋大通庭園フラリエ
日時 ｜ 11月17日（木）～20日（日）

9:00～17:00

約���点ものあいちの花を一堂に展示
即売会で購入もしていただけます

多肉植物や珍しい植物、お洒落な
ハンドメイド雑貨が大集合。

花 マルシェ

あいち花マルシェ ����
ポップアップ・ストア

��月��日（月）より、オンラインでも植物のお買い物をお楽しみいただけます！
友だち募集中！ 公式 LINEに登録いただいた方にはオンライン限定の販売情報を、いち早くお届けします。

開催日 ｜ ��月��日（日） 開催日 ｜ ��月�� 日（土）・��日（日）

オアシス �� テナント
連携キャンペーン

お買い物をして
抽選に参加しよう！
＊オアシス ��テナントにて、�,���円
以上（合算不可、税抜き）飲食・購入
したレシートをインフォメーション

にお持ちください。

LINE 登録は
こちらからどうぞ

地下鉄「栄駅」へ▶

AICHI
FLOWER MARCHE

あいち花マルシェ ����

日本一の花の生産を誇る「花の王国あいち」の花を、
見て・触れて・購入できるイベント

STAMP
RALLY

▼ オアシス21
ステージ： ① HASEO氏「花のメリーゴーランド」展示
出入口 ： 生産者展示（②カーネーション部会、③スプレーマム部会、④きく部会）
▼ 久屋大通庭園フラリエ
クリスタルガーデン内： 生産者展示（PR部会）

i

即売会｜ ��月�� 日（土）・�� 日（日）

※ 各日12:00～ 同場所で
　 整理券を配布します。
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新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み　● マスクの着用にご協力ください ● 手指消毒にご協力ください ● 混雑時は入場制限する場合があります ● 大声を出さないでください
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