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ごあいさつ

皆様に支えられ、新たにリニューアル開催となりました「世界らん展2019 -花と緑の祭典-」は数多
くのお客様にご来場いただき、多くの花々や植物に溢れた世界をご堪能いただきました。

記念すべき30回目の開催となる「世界らん展2020 -花と緑の祭典-」も「暮らしに”らんを中心とし
た花や緑を取り入れること”を愉しむ」をコンセプトにイベントを実施して参ります。部門3ディスプ
レイ部門は、「愛好家クラス」「ショーディスプレイクラス」「ライフスタイルディスプレイクラ
ス」の３つのクラスに分けて展開して参ります。

蘭を活かした華やかなディスプレイや、花や緑を暮らしに取り入れたボタニカルライフスタイルの
提案を目的としたアイデアに満ちた作品のご応募をお待ちしております。

世界らん展運営委員会事務局
株式会社東京ドーム

募集締切日：2019年9月20日(金)



審査概要

愛好家クラス・ショーディスプレイクラス・ライフスタイルディスプレイクラスの３つのクラスに分けて
審査いたします。

愛好家クラス

各クラスから選ばれたトロフィー賞から、部門賞が最大14作品選出されます。

ショーディスプレイクラス

組織委員会が認定した愛好家団体・学校で、
愛好家・教員・生徒自らが栽培した株を50%以上装飾に使用

蘭を主体にした迫力あるアイデア豊かなディスプレイを募集します。
蘭科植物を使用する事で、蘭の世界観をご提案ください。

～蘭を活かしたディスプレイ作品を審査する部門です～

蘭やその他の花と緑が溢れる、うるおいのある豊かな生活の楽しみ方を提案する作品を募集します。

花をもっと身近に楽しめるアイデアや個性溢れるディスプレイをご提案ください。

部門3「ディスプレイ」
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▲愛好家クラス（前回最優秀賞受賞作品）

▲ショーディスプレイクラス（前回最優秀賞受賞作品）

※作品はイメージです。
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生産者など上記愛好家クラスに該当しない団体・個人

蘭を主体とした迫力あるアイデア豊かなディスプレイを募集します。

蘭科植物を使用する事で、蘭の世界観をご提案ください。

■審 査 対 象 ： 蘭を活かしたディスプレイ

■審査システム ： デザイン画による1次選考を行います。

■賞 金 ： 部門総額最大720万円 ※他に賞状・トロフィーなどを贈呈

ライフスタイルディスプレイクラス

「蘭のある暮らし」をテーマとした生活提案力のある作品を募集します。

蘭を活かし、その他の花々や草木、切花など、花と緑を用いた暮らしのヒントになるディスプレイを

ご提案ください。

▲ライフスタイルディスプレイクラス
（前回最優秀賞受賞作品）

▲ライフスタイルディスプレイクラス
（前回優良賞受賞作品）



審査基準
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■愛好家クラス

■ショーディスプレイクラス

■ライフスタイルディスプレイクラス

タイトル ・タイトルに沿った展示がなされているか

表現力
・楽しさや感動を感じられるか
・作品に斬新さや独創性があるか

蘭の活かし方

・より有効に自家栽培株を使用しているか
・丁寧に美しく仕上げられているか
・蘭が作品の主体になっているか
・蘭の美しさが引き出されているか

タイトル ・タイトルに沿った展示がなされているか

表現力
・楽しさや感動を感じられるか
・作品に斬新さや独創性があるか

蘭の活かし方
・丁寧に美しく仕上げられているか
・蘭が作品の主体になっているか
・蘭の美しさが引き出されているか

・タイトルに沿った展示がなされているか

表現力

・創作意図に独自性があるか
・インテリアコーディネート/エクステリアコーディネートとして蘭を含む
花や植物が活かされた暮らしを提案しているか

・植物の美しさを引き立たせるレイアウトであるか
・インテリア/エクステリアと植物の組み合わせの調和がとれているか

総合力 ・空間デザイン、配置のバランスはとれているか

■夜間（会場照明の暗転）演出について
会場を暗転した夜間演出を行います。作品への照明演出など、創意工夫をお願いします。
実施日時： 2020年2月14日(金)、15日(土)、18日(火)、19日(水)、20日(木)の18時〜21時

その他特記事項

タイトル
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各カテゴリー毎に、募集サイズが定められております。また、以下の基準に従い展示準備金を支払います。
※愛好家クラスは、販売ブースに出店がないため、展示準備金は一律となります。
※ショーディスプレイクラス、ライフスタイルディスプレイクラスは、販売ブースに出店する方と出店しな
い方で展示準備金が異なります。

募集サイズ／展示準備金
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■愛好家クラス

■ショーディスプレイクラス

■ライフスタイルディスプレイクラス

展示小間サイズ 展示準備金 搬入出補助金

C 【間口】6.0ｍ×【奥行】4.0ｍ＝【面積】24.0㎡ 【高さ】5.4ｍ迄 650,000円 50,000円

D 【間口】4.0ｍ×【奥行】4.0ｍ＝【面積】16.0㎡ 【高さ】5.4ｍ迄 500,000円 50,000円

E 【間口】1.0ｍ×【奥行】1.0ｍ＝【面積】1.0㎡ 0円 0円

展示準備金
（販売なし）

展示準備金
（販売あり）

A 【間口】10.0ｍ×【奥行】6.0ｍ＝【面積】60.0㎡ 【高さ】7.0ｍ迄 1,100,000円 550,000円

B 【間口】 8.0ｍ×【奥行】6.0ｍ＝【面積】48.0㎡ 【高さ】7.0ｍ迄 900,000円 450,000円

C 【間口】 6.0ｍ×【奥行】4.0ｍ＝【面積】24.0㎡ 【高さ】5.4ｍ迄 500,000円 250,000円

D 【間口】 4.0ｍ×【奥行】4.0ｍ＝【面積】16.0㎡ 【高さ】5.4ｍ迄 300,000円 100,000円

E 【間口】 1.0ｍ×【奥行】1.0ｍ＝【面積】1.0㎡ 0円 0円

展示小間サイズ

展示準備金
（販売なし）

展示準備金
（販売あり）

A 【間口】10.0ｍ×【奥行】6.0ｍ＝【面積】60.0㎡ 【高さ】7.0ｍ迄 1,100,000円 550,000円

B 【間口】 8.0ｍ×【奥行】6.0ｍ＝【面積】48.0㎡ 【高さ】7.0ｍ迄 900,000円 450,000円

C 【間口】 6.0ｍ×【奥行】4.0ｍ＝【面積】24.0㎡ 【高さ】5.4ｍ迄 500,000円 250,000円

D 【間口】 4.0ｍ×【奥行】4.0ｍ＝【面積】16.0㎡ 【高さ】5.4ｍ迄 300,000円 100,000円

■海外出品者

賞構成 作品数 賞金

海外奨励賞 10作品まで 30,000円

搬入出補助金

「愛好家クラス」及び「学校」に対して、搬入出補助金を世界らん展運営委員会事務局 株式会社東京ドー
ムからお支払いします。 ※展示サイズA・B・C・D＝50,000円/E＝搬入出補助金なし

展示小間サイズ

ストックヤード

出品サイズに応じてストックヤードを提供いたします。（事前申込制）
A・Bサイズ 2小間 / C・Dサイズ 1小間 / Eサイズ なし （1小間スペース＝2.0ｍ×1.0m）
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愛好家クラス、ショーディスプレイクラス、ライフスタイルディスプレイクラスを選択し「応募用紙」2枚
に必要事項を記載の上、ご郵送ください。

■書類（デザイン画）による1次選考を行います。
※デザイン画は、当日リーフレット等で転載、紹介する場合がございます。

■ 2019年10月中旬に選考結果を郵送にて通知します。

■入選された方には、【審査登録用紙】【各種届出書】【コンテストガイドブック】をご案内します。

■詳細は後記のスケジュールをご確認ください。

締 切 日： 2019年9月20日(金)

申 込 先： 世界らん展運営委員会事務局 株式会社東京ドーム

〒112-8575 東京都文京区後楽1-3-61 ㈱東京ドーム内

コンテスト部門3担当
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申込方法

賞構成

■愛好家クラス

■ショーディスプレイクラス

■ライフスタイルディスプレイクラス

賞構成 作品数 賞金

最優秀賞 1作品 800,000円

優秀賞 1作品 400,000円

優良賞 2作品 200,000円

奨励賞 10作品まで 70,000円

賞構成 作品数 賞金

最優秀賞 1作品 800,000円

優秀賞 1作品 400,000円

優良賞 2作品 200,000円

奨励賞 10作品まで 70,000円

賞構成 作品数 賞金

最優秀賞 1作品 800,000円

優秀賞 1作品 400,000円

優良賞 2作品 200,000円

奨励賞 10作品まで 70,000円

出品者特典

会期初日の2020年2月14日(金)に開催します開会式・内覧会招待券を進呈します。
出品サイズによって枚数が異なります。

A・Bサイズ 50枚 / Cサイズ 40枚 / Dサイズ 30枚 / Eサイズ 20枚
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■出品する蘭は全て栽培品に限ります。

■｢ワシントン条約(CITES)｣附属書Ⅰ(パフィオペディラム等)、附属書Ⅱの正規の手続きで輸入されたものに限ります。
但し、1990年 1月17日の条約適用以前に入手し栽培により増殖したものや交配種は、その限りではありません。
また山採り株と見られるものは出品を受付けません。

■作品の装飾、タイトルが公序良俗に反する場合は、出品できません。

■知的財産権の侵害防止…知的財産権は慎重に扱い、権利処理など十分に対応してください。
※特許権・実用新案権(発明・考案) 商標権(名称・マーク) 意匠権(デザイン) 著作権(文芸・美術等) 肖像権やパブリ
シティ権など

■会場（東京ドーム）での搬入・搬出スケジュールも考慮に入れて、ご応募ください。

■作品の内容が一定のレベルに達していないと判断した場合は改善要請を行います。尚、その際に改善が見られない
場合は、準備金の全額返金をお願いすることがありますのでご注意ください。

■「部門1 個別部門」及び「部門2 フレグランス部門」への出品物は、「部門3 ディスプレイ部門」には使用できません。

■作品は、開催期間中の販売はできません。

■主催者側で、温度、湿度管理に留意していますが、手直し等については出品者様自らが行ってください。開催期間
中、常にベストな状態で観賞できるよう心がけてください。

■盛土(クリプトモス又はベラボン)と間仕切り植栽等は有料です。希望される方は、後日配布する申込書でお申込み
ください。なお、 開催4週間前から会期中までの間の変更には、実費（材料費、設置・撤去費）を追加請求させて
いただきますのでご了承ください。

■パネル設置の際は、隣接する出品者様と事前に打ち合わせを行ってください。問題が解決しない場合、12月初旬ま
でに事務局にご相談下さい。早めのご連絡をお願いいたします。
自社でパネルを設置する場合は、両面化粧加工を施してください。

■水や土・クリプトモス等を使用する方は、床面を保護するよう、充分配慮した装飾（施工）をしてください。また、
作品が崩れて通路にはみ出さないよう造作してください。

■小間内に、作品に関係のないスペース（備品の保管場所など）を設けることはできません。

■出品により生ずる強度の音響、光熱、熱気、埃、臭気、振動等には予防処置を行い、周囲への配慮をお願いします。

■照明器具は小間の境界線から30㎝以上離して設置してください(来場者のやけど防止のため)。

■枕木などを使用する際は、防腐剤等の臭いがしないものを使用してください。

■｢池｣｢滝｣等、水を使用する場合は、必ず養生をして水漏れ対策を行ってください。

■天井構造となる造作は基本的にできません。必ず事前にご確認、ご相談ください。

■消防査察が行われます。撤去や改善を求められた場合、その指示に従ってください。

■引火性、爆発性、その他危険性のある装飾の使用はできません。また、東京ドーム内で使用する装飾用素材は条例・
法令により、 耐火性・防炎性であることが定められています。素材（例：ベニヤ合板・発泡スチロール・布・わら・
アクリル等）により、事前の届出・防炎加工が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。未処理の場合、
消防署の査察において、撤去や改善を求められる場合があります。

■各小間には地番、出品者名、地域(都道府県)が表記されます。

■法人の名称表記(株式会社、有限会社、CO.,LTD等)は省略します。

■ゴミは事務局にて配布する指定のゴミ袋に、可燃物、不燃物を分別し、出品者名を記入した､「ゴミ処理シール」を
貼付して出していただきます。段ボール類も束ねて同様に「ゴミ処理シール」を貼付してください。「ゴミ処理
シール」は、出店者窓口にて1枚500円で販売します（ゴミ処理負担金を事前にいただいている販売ブース出店の方には、
1ブース10枚、2ブース以上20枚を配布します）。

■ご出品に際し、輸送中における破損や事故等について、主催者では損害負担、賠償の責任を一切負いません。利用さ
れる輸送会社にお問合せいただくか、必要と思われるものについては別途ご自身で保険に加入することをお勧めし
ます。

■来場者の安全のため、出品者以外は作品へ立ち入ることができません。

■会場内での作品の保全については主催者があたりますが、万一発生した火災、盗難、損傷、その他の事故について
は、損害負担、賠償の責任を負いません。

■万一、天災その他不測の事態により本展の開催が困難な状況が発生した場合は、主催者の判断によって会期等の変
更または中止をすることがあります。その場合、読売新聞紙面上又は、世界らん展公式ホームページにて告知いた
します。なお、主催者はこれにより生ずる損害、費用の増加、そのほかの責任については一切負いません。
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●お問い合わせ先●

世界らん展運営委員会事務局 株式会社東京ドーム
住所：〒112-8575 東京都文京区後楽1-3-61 ㈱東京ドーム内

TEL：03-3817-6340 FAX：03-3817-6238
担当：黒須・中川

スケジュール（2019年7月現在の予定）

※当該時間帯、部門3の出品者はマーケット（販売ブース）の搬入が可能です。なお13日(木)0:00〜7:00はエアロックを閉鎖しますので、車両の入出庫ができません。
（アリーナ内に車両を滞留することもできません。）大型出品（部門3のAサイズとBサイズ）に関しましては、先行搬入を12日(水)7:00〜10:00で行います。

名 称 ［和名］世界らん展2020 -花と緑の祭典-

［英名］Japan Grand Prix International Orchid and Flower Show 2020
［略称］JGP International Orchid and Flower Show 2020

開催趣旨 蘭を中心とした花業界すべての「花」や「緑」の普及とそれぞれの業界の発展への寄与を

目指すとともに、人々に「花」や「緑」が溢れる感性豊かな潤いのある生活の楽しみ方を
提案していくことを目的とする。

主 催 世界らん展実行委員会（読売新聞社、ＮＨＫ、世界らん展組織委員会、東京ドーム）

後 催 アメリカ蘭協会（AOS）、英国王立園芸協会（RHS）、

世界蘭会議委員会（WOC）（予定）

会 場 東京ドーム（東京都文京区後楽1-3-61）

開催期間 2020年2月14日（金）〜21日（金） 会期8日間

14日（金） 12:00〜21:00
15日（土） 10:00〜21:00
16日（日）、17日（月）10:00〜17:30
18日（火）〜20日（木）10:00〜21:00
21日（金） 10:00〜17:30
※初日2月14日10:00より開会式、表彰式及び内覧会の開催
※入場は閉場の30分前まで

部門１「個別部門」/部門２「フレグランス部門」 2019年 部門３「ディスプレイ部門」

9月20日 ■募集締切

■コンテストガイドブックをHPへ掲載
10月中旬

■１次選考結果通知
■コンテストガイドブック・各種届出等のご案内

■前年度出品者へ登録番号通知 11月下旬 ■各種届出書提出締切

12月中旬 ■搬入出補助金・展示準備金お支払い

2020年

1月中旬 ■最終案内発送（車両証・ID等）

■審査登録受付 2月12日〜13日 ■搬入（2月12日 11:00~2月13日12:00)※予定

2月14日〜21日

■終了後、撤去・搬出・作品引き取り
作品の引取りは出品者本人または代理人が行ってください。

2月21日
■終了後、撤去・搬出

■賞金のお支払い 3月末日 ■賞金のお支払い

世界らん展２０２０ -花と緑の祭典-
※14日のみ開会式・表彰式・内覧会を実施。12:00より一般公開予定
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