
6月19日は、ロマンスの日 

「大切な人を世界で一番幸せにする日」 
「ロマンスの日」、最愛の人に青いものを贈る 

Present Blueキャンペーンで、 
「東京タワー」や「マリンタワー」、 

「ハウステンボスのドムトールン」が青く輝きます。 

日本ロマンチスト協会は、ロマンチストという“大切な人を世界で一番幸せにできる人”が増えると、 
社会は今よりちょっぴりハッピーになると呼びかけ、新しい価値を創造していくクリエイティブな秘蜜結社です。 

「持続可能な社会づくり」も大事ですが、「大切なパートナーとの持続可能な関係づくり」はもっと大切です。 
当協会では、二人の関係にトキメキが甦り、幸せな未来が「永遠」に続くために、 

「日常の中の非日常的な演出」を推奨しています。 
 

そこで、2008年より、毎年6月19日を「ロマンスの日」として、老若男女問わず、 
日本中の男女が、大切なパートナーとの愛を分かち合い、クリスマス、バレンタインに並ぶ、 

国民的記念日として、日本文化に定着していくことを目指します。 

「ロマンスの日」推奨アクション 

「ロマンスの日」について 

幸せを分かち合い、絆を確かめ合う二人の誠実な誓いとして 
「真実の愛」の象徴である「青」に「最愛」というメッセージを込めて、 

大切な人に“何かひとつ青いもの”を贈る。 

「大切な人を世界で一番幸せにする日」 
 

※花嫁が結婚式に“何かひとつ青いもの”を身につけると幸せになれる“Something Blue”のおまじないも、その由縁です。 

ロゴマーク 

大切な人を幸せにしたいという気持ち、大切な人がそばにいるという安らぎと幸せ 
嬉しいことや悲しいこと、楽しいことや辛いこと、二人が時間を重ね、分かち合い、深め合っていく絆、 

それら全てに感謝し、愛おしく想う 
そういう感覚を、思い切って“最愛”と呼んでみると、ちょっぴりステキで、誇らしい気がしました。 

大切な人と“最愛”を分かち合う日があっても良い気がするのです 
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「ロマンスの日」の主な取組に関するご案内① 

●日本ロマンチスト協会とは 
  地球環境や世界平和も大事ですが、 
  ロマンチストという“大切な人を世界で一番幸せにできる人”が増えると、 
   夫婦環境や恋人環境ばかりか、社会全体が豊かになるかもしれない、 
   ということに気がついたトキメク大人たちがはじめた秘密結社です。 
   長崎県雲仙市愛野町を「ロマンチストの聖地」として本部を設置し、 
    2008年5月より活動を開始。2008年6月19日に「ロマンスの日」を制定。 
   「ジャガイモ畑の中心でロマンスを叫ぶ」、「愛の聖地復興プロジェクト」など、 
   数々の話題を巻き起こし、活動を拡大中。 
   現在、クリエイターやアナウンサー、タレント等の放送文化人、 
   経営者などの財界人を中心に約1,000名の会員組織として活動中の秘蜜結社 

●東京タワー 
 

 ▼【ロマンスの日、東京タワーが present blueライトアップ】  

    6月19日（火）19 :00～22:00、第１回ロマンスアワードで 「ロマンスエリア部門」を受賞した 
  東京タワーが、ライトアップ「ダイヤモンドヴェール」をブルーに輝かせます。 
  東京タワーからの「プレゼントブルー・ダイヤモンドヴェール」です。 
  大展望台でブルーに輝く「天の川イルミネーション」とともに、 
  ロマンチックな雰囲気を演出します。 

     

●映画『一枚のめぐり逢い』  
 

 ▼【『一枚のめぐり逢い』×東京タワー×日本ロマンチスト協会 で 
   ロマンティック・タイアップ！】  

     6月16日（土）全国ロードショー『一枚のめぐり逢い』。全世界8000万部突破の 

   恋愛小説家ニコラス・スパークスのベストセラーを映画化。運命の出会いの【結末】を 

   描いたロマンティック・ムービー。主演はザック・エフロン。 

   東京タワーで本作のブースを設置。映画のスチールパネルの展示、予告、特別映像上映。 

   非売品のポストカードをご来場者にプレゼント（先着順／現定数）。 

   また、東京タワーがpresent blueライトアップになる6月19日に向けて、素敵な人から 

   コメントが届く予定！ 

   期間：6月7日（木）～20日（水） 

   場所：東京タワーフットタウン2階特設コーナー 

   映画公式サイト：www.ichi-ai.jp 

© 2012 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 

●横浜マリンタワー 
 

 ▼【ロマンスの日、横浜マリンタワーが present blueライトアップ】   

     横浜のシンボル「マリンタワー」が初のPresent BLUEライトアップを実施。 
   長崎に続き、日本を代表する港が賛同、マリンタワーを愛してくれる大切な皆様に向けて 
   プレゼントブルーのメッセージを贈ります。 
   タワー内ショップや周辺施設との連携でのイベント企画も検討中です。 
 
     ◆横浜マリンタワー 横浜市中区山下町15番地  
    営業時間 入場開始：午前10時00分/最終受付：午後10時00分/営業終了：午後10時30分 
    http://marinetower.jp/ 

http://marinetower.jp/


「ロマンスの日」の主な取組に関するご案内② 

●ロマンティック長崎キャンペーン 
 

 ▼【ロマンス月間の長崎を盛り上げる新キャンペーンが発足！聖地・愛野町を擁する雲仙市長、 
  奥村愼太郎が発起人となり、アミュプラザ長崎、グラバー園、ハウステンボス、雲仙市商工会が賛同】  

     

  ■キックオフ記者会見 

  日程    ： 5月23日(水) 14時（予定） 

  出席予定者： 奥村 愼太郎（おくむら しんたろう） 雲仙市長、日本ロマンチスト協会本部長 
           中野 量太（なかの りょうた） 長崎ターミナルビル(株)常務取締役営業部長 
 森脇 裕（もりわき ひろし） グラバー園統括部長 
 早坂 昌彦（はやさか まさひこ） ハウステンボス(株)社長付 国際事業戦略担当 

 

     ■ロマンススタンプラリーについて 
 

 【コンセプト】  

   ロマンスの聖地・雲仙市愛野町 
   このサンクチュアリを抱える長崎県で新たなムーブメントが沸き起こります。 
   ロマンス長崎プロジェクトがついにロマンス月間に始動。 
   長崎県内のロマンティックスポットをスタンプラリーで巡りそのストーリーに想いを馳せてみませんか。 

 【スタンプラリー開催場所（予定）】  

   アミュプラザ長崎（2か所）、グラバー園（2か所）、雲仙市（3か所）、ハウステンボス（2か所） 合計9か所 

 【スタンプラリー要領】  

   スタンプラリー設置個所においてあるスタンプラリーシートにスタンプを押印し押した個数で各賞品への 
   応募をしてもらいます。（郵送受付）後日当選者に商品を発送します。 

   押したスタンプの個数 
   １～３個 Ｃ賞から１つ選択、４～６個 Ｂ，Ｃ賞からそれぞれ選択、７～９個 Ａ，Ｂ、Ｃ賞からそれぞれ選択 

 【賞品提供団体】  

   アミュプラザ長崎（2か所）、グラバー園（2か所）、雲仙市（3か所）、ハウステンボス（2か所） 合計9か所Ｃ 

■各団体の取り組み概要 

 ＜雲仙市＞ 
 

 ▼【協会本部・島原鉄道「愛の駅」ブルーイルミネーション】  

   今年も聖地の「愛の駅」が商工会青年部の手により青く染まります 

 ▼【ロマンティックな青い花小浜温泉「ジャカランダフェスタ」（6/1～6/30）】  

   ジャガランダが小浜温泉に植えられたのは昭和40年代、エチオピア暮らしの男性の 
   「島原半島全体にジャカランダの花を咲かせて！」との願いから始まりました。 
   亜熱帯性の植物であるジャカランダは湯けむりの町・小浜温泉で大樹に育ちました。 
   ロマンティックに色づく花びらが高貴な雰囲気とほのかな香りで魅了し、訪れる人々の心を癒してくれます。 

 ▼【ロマンスフェア＠かもめ広場】  

   雲仙市商工会を中心にロマンスフェアをアミュプラザ長崎かもめ広場で初の開催。 
   ロマンティックスイーツや聖地の物産を取り揃えていきます。会場では、ロマンスポテトのつかみ取りも行います。 



「ロマンスの日」の主な取組に関するご案内③ 

 ＜グラバー園＞ 
 

 ▼【ながさき南山手・グラバー園春浪漫フェスティバル開催中】  

    6月中旬頃からは園内隋所に「愛の花」アガパンサスをはじめ、 
   約2,000株の長崎の花「紫陽花」が見頃を迎えます。 
   また、6/1～6/30の期間、旧グラバー住宅前の丸花壇は青一色の 
   紫陽花がハートを模ります。 
   長崎市の花「アジサイ」が青く染まります。 

 

 ＜ハウステンボス＞ 
 

 ▼【ロマンス街コンinハウステンボス（6/10）】  

   ～ハウステンボスの中心でロマンスを叫ぶ～イベントも開催します。 

 ▼【ロマンティックヘリテージ発足イベント（6/17）】  

   ロマンチスト協会が新規事業としてはじめる、ロマンス遺産を認定する発足イベントをおこないます。 

 ▼【プレゼントブルーキャンペーン（ハウステンボス内の全店舗で開催） 】  

 ▼【青く光るドムトールン（6/17～6/30）】  

   プレゼントブルーの象徴として、シンボルタワー・ドムトールンがロマンスの日に先駆けて青くライトアップします。 

 ＜アミュプラザ長崎＞ 
 

 ▼【ロマンスポテトつかみ取り大会・ロマンスフェア（雲仙市）＠かもめ広場（6/2･3）】  

   アミュプラザ長崎でお買い物した方にレシート提示で聖地から運ばれてきた 
   ロマンスポテトのつかみ取りを行います。（両手で１回） 
   さらに、会場にはロマンスフェアが同時開催され、聖地・雲仙市の物産や 
   ロマンティックスイーツも限定販売されます。 

 ▼【うどん麺打ち親子大会＠かもめ広場（6/9）】  

 ▼【石田純一プレミアムトークショー＠かもめ広場（6/16）】  

   １４時と１６時の２回開催 トークショーには日本ロマンチスト協会 波房克典会長も加わり 
   ロマンティックトークが繰り広げられます。 
   １５:３０～１６：００に「アミュプラザの中心でロマンスを叫ぶ」、「アミュチュー」も開催。 

 ▼【ロマンスラブトレイン運行（6/16）】 （ＪＲ九州 長崎駅⇔ハウステンボス駅） 

   男性３０人、女性３０人が長崎からハウステンボスへ向かいます。街コンならぬ、「トレインコン」です。 
   列車内で仲良くなりながら、ハウステンボスの夜景でさらにロマンスは高まります。 

 ▼【ロマンスメッセージonかもめビジョン（6/19）】  

   応募いただいたメッセージをかもめ広場のビジョンに放映します。普段言えない、言葉、想いをメッセージにして 
   ビジョンに託してみませんか。 



「ロマンスの日」の主な取組に関するご案内④ 

●日本ロマンチスト協会神戸支部 

 ▼【相々傘専用「最愛傘（アンブレ・ラブ）」販売】   

   2010年に日本ロマンチスト協会神戸支部プロデュースで誕生した 
   相々傘専用「最愛傘（アンブレ・ラブ）」の販売。（5,040円） 
 
   お申込： info@japan-romance.com 

 ▼加盟店舗200店舗以上【Present BLUEキャンペーン】  
   日本ロマンチスト協会神戸支部が中心となり、 神戸の約200の店舗が加盟した「青」をテーマにした 
   「Present BLUEキャンペーン」を展開。 
 
  ■三ノ宮センター街全店舗（約90店舗）が加盟、アーケードに巨大タペストリーが掲出。 
  ■アクセサリーショップ「DAgDART（http://dagdart.jp/）」でオリジナルアクセサリー開発。 
  ■女性ブログポータルサイト「LOVE神戸（http://www.lovekobe.jp/）」のサイトが青色に。 

 
  ◆お問合せ： 日本ロマンチスト協会神戸支部 及び「ロマンスの日in 神戸2012」実行委員会 
  住 所： 神戸市中央区磯上通4-3-10-808 ㈱be love company 内 
  日本ロマンチスト協会神戸支部長：西洋子 
  実行委員長：大亀雄平 
  Email： kame@bwell.jp 
  TEL： 078－291‐6622（平日10 時～18 時） 
  公式サイト： http://romance-kobe.com/ 
  公式ブログ： http://ameblo.jp/romancekobe/ 

 

▼【6月10日（日）「波止場の中心で愛を叫ぶ」（ハトチュー）】   

    日時：6月10日（日）13時～ 
   場所：メリケン波止場 

   神戸のシンボルである波止場の中心で「大切な人を想う気持ちを伝えたい」 

   「最愛の人に感謝の気持ちを届けたい」「片思いの人に想いを届けたい」、 

   そんな想いを思いっきり叫んでみると、大切なパートナーとの関係が 

   もっと幸せになるかもしれない、そんな一大社会実験イベントです。 
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●ラジオ日本 
 ▼【ラジオ日本番組中に present blueを告知】 ※予定  

    ①『土井里美のヨコハマろはす』（９：００～１１：３０）内にてパーソナリティが、 
     “マリンタワーが青く染まる”など、主に横浜のイベント等を情報として紹介します。 
   ②『くず哲也のどんまい！』（１９：３０～２１：００）内にてロマンチスト協会メンバーが 
    ゲスト出演、パーソナリティのくず哲也が、青く染まった東京タワーの話題から 
    ロマンスの日の紹介、協会の取り組みなどについてトークを展開。 
  ※出演者・放送時間等は変更の可能性あり。 
 
   ◆株式会社アール・エフ・ラジオ日本  http://www.jorf.co.jp/ 

「ロマンスの日」の主な取組に関するご案内⑤ 

●株式会社マリジェムス 
  ▼【MACUREAL（マキュリアル）でのPresent BLUEコーナーを設置】 
   サファイヤ、ブルートパーズ、アクアマリンなど、ブルー系のジュエリーコーナーを展開。 
   ブルー系の宝石には「冷静」「静寂」「真理」「洗練」「誠実」「理想」「環境」「高貴」などの意味があり、幸福や憧憬を象徴 
   する色でもあります。 

  ▼【あ～ん専用スプーンPresent BLUEバージョンの販売】 

   ロマンチスト協会とのコラボ商品、「あ～ん」に最も適した形状を追求した 
   「あ～ん専用スプーン（ブルーダイヤバージョン）」の予約販売を期間限定で実施。 

   ◆MACUREAL（マキュリアル） 
    Web： http://macureal.com/ 
    TEL/FAX： 045-633-6099 
    〒231-0861 
    神奈川県横浜市中区元町5-206-201 

※ブルーのプリザーブドフラワー ※ブルーダイヤが入ります。 

© 2011 Focus Features LLC. All Rights Reserved. 

●映画『ワン･デイ ２３年のラブストーリー』  
 

 ▼【ロマンスの日に福岡で最高にロマンティックな映画 
   『ワン・デイ 23年のラブストーリー』カップル限定試写会を実施】  

    恋をしたことがある人なら誰でもが経験する「1日」だけを23年間に渡って描く、誰も 

  みたことのない、最高にロマンティックなラブストーリー『ワン・デイ 23年のラブストーリー』。 

  6月23日の全国公開に先駆け、6月19日（火）ロマンスの日に、カップル限定試写会を実施。 

  ロマンスの日に、最高にロマンティックな本作にご招待いたします。 

  ●会場：TOHO シネマズ天神 ソラリア館 

  （〒810-0001 福岡市中央区天神 2-2-43 ソラリアプラザ7Ｆ） 

  ●開催日時：6月19日（火） 開場：18時30分／開映：19 時00分／終了予定：20時47分 

 
  ■お問い合わせ 
  株式会社スプレンド TEL：092-718-8555 （平日10時～18時） 
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