
世界らん展運営委員会事務局
株式会社東京ドーム

世界らん展２０２０
－花と緑の祭典－

～出店のご案内～

会場 ： 東京ドーム（東京都文京区後楽1-3）

会期 ： 2020年2月14日（金）～21日（金）

申込締切 ２０１９年８月３０日（金）
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■開催概要（案）

■ごあいさつ

■前回の様子

1991年より開催された「世界らん展日本大賞」はその規模・内容に充実と洗練を加えながら、世界最大規模の蘭のイ

ベントへと成長してきました。また、前回の第29回開催では更に多くのお客様をお迎えすべく、「世界らん展2019-花と

緑の祭典-」として新たなスタートを切り、蘭を中心としながらも様々な花と緑の魅力を取り入れた多くの新規企画を実

施した結果、新たに若い世代や新規のお客様をお迎えすることができました。

令和の新時代を迎え30周年の記念開催となる2020年はこの成果を受け継ぎつつ、時代の変化に合わせた新領域の

開拓を積極的に行い、さらなる賑わいを創出します。

お客様に蘭・多様な花と緑・ライフスタイル雑貨の魅力をご堪能いただき、「花と緑のある暮らし」の提案型催事とする

とともに、花業界の発展と充実に寄与するよう努力を重ねていきます。ぜひ共に、本展を盛り上げていただきたく、ご出

店のお申し込みを心よりお待ち申し上げます。

【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 援】 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）

【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
※入場は閉場の30分前まで
※オープニングセレモニー及び内覧会 14日（金）10：00～12：00 

以上、予定
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■開催までのスケジュール（予定）

2019年5月下旬 出店募集開始

8月30日（金） 出店申込締切

9月上旬
～9月中旬

世界らん展運営委員会事務局にて一斉審査

10月上旬 出店可否通知（出店承諾書、出店料請求書送付）

11月上旬 出店者説明会開催

12月上旬 各種届出締切

12月25日（水） 出店料支払期日

2020年2月14日（金）
～21日（金）

世界らん展2020–花と緑の祭典- 開催

■基本ブース仕様

■出店ブース仕様

○基本のブースサイズは、間口4,000［3,920］mm×奥行き2,500［2,420］mm×高さ2,700mmです。（1小間約10㎡ ）

※［ ］内寸 ※但しサイドパネル（仕切パネル）は、奥行き2,500mmに対し奥から 2,000mmまでです。

○隣接する他の出店者との境界線上に仕切りパネルを設置します。（奥行き2,000mm×高さ2,700mm）

○共用通路に面しているところは、パラペットを設置し、表示には社名看板、裏には蛍光灯を取り付けます。（パラペット高

さ300mm・蛍光灯1灯40Ｗ）

○パラペットへの装飾行為は禁止します。

○世界らん展運営委員会事務局が施工する仕切パネル、パラペット等は、移動したり、損傷したりする事はできません。

また、壁面への釘打ちや経師貼り、塗装もできません。何らかの損傷がなされた場合、原状復帰のための実費を別途

請求させていただきます。

○2小間以上のブースは4,000mmごとに柱が入ります。

○出店者の責任において行う小間内装飾に関しては、会場全体の調和を保つ事を前提に消防法に基づいて厳守してい

ただかなければならない事項があります。詳しくは、後日ご案内する出店ガイドブックをご確認ください。
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■出店について

※ごみ処理負担金を含んでおります。規定枚数以上は有料です。

※ご希望の方のみ下記料金が発生します。
・ストックヤード使用料金 15,000円（税別）
・会場パンフレットへの広告掲載料。 （詳細は出店ガイドブックにてご確認ください）
※消費税の税率改正により、消費税は10％が適用になります。

◆出店申込
○出店申込の締切は8月30日（金）とさせていただきます。

○出店者の決定は、申込順や出店経験の有無にかかわらず、9月上旬～9月中旬に世界らん展運営委員会事務局

株式会社東京ドーム（以下、事務局）にて一斉審査のうえ、決定します。

○審査の結果は、10月上旬にお申込みいただいた各社に、封書にて通知します。

出店料金 415,000円（税別）

◆出店料（1小間につき）

◆誓約事項
下記の誓約事項を必ずお読みください。同意いただける場合は、出店申込書のチェック欄にレ点をご記入ください。

【誓約事項】

①取扱商品、サービス、販売方法は、第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権及び肖像権（パブリシティ権）を侵害して
おらず、法令の定めを遵守するとともに、これに伴う顧客対応を含め一切の責任を負います。

②食品を取扱う場合、食品衛生法及びそれに関連するその他の法令に定められた基準を遵守し、関係官庁の指示に従う
ことはもとより、食中毒、伝染病の発生防止に最大の注意を払います。万一食中毒その他の事故が発生した場合、世
界らん展運営委員会事務局 株式会社東京ドーム（以下「事務局」といいます） に速やかに報告し協議のうえ、自らの責
任と費用で対応します。

③植物を取扱う場合、ワシントン条約（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）を遵守し、環境
省が作成するレッドリスト（レッドデータブック）記載の植物、違法輸入品及び山採り株の陳列・販売はいたしません。
違反した場合には、速やかに事務局へ報告すると共に、自らの責任において監督省庁の指導・指示に従います。

④来場者、他出店者及び事務局に迷惑をかける行為（押し付け販売、強引な客引き、名誉及び信用を毀損する行為
等含む）は一切行いません。

⑤暴力団等反社会的勢力並びにそれらの構成員及び関係者でないこと、また、これらと関係する取引を行っておらず、
今後も行わないことを保証します。

⑥出店承諾後、お送りする「出店ガイドブック」の諸注意事項を遵守し、事務局の指示に従います。
⑦本誓約書に違反する行為が認められた場合、事務局の裁定に速やかに従います。
⑧個人情報を取得する場合、個人情報保護法及び関連法令を遵守し、利用目的をあらかじめ公表・通知し、適法かつ
適切な取得・管理等をいたします。なお、事務局による審査の結果、出店を承諾されなくても、なんら異議は申しません。
出店が承諾された場合、「出店承諾書」の当方への到達をもって出店契約の締結となること及び事務局の規定に従って
期日までに出店料を振り込むことに同意いたします。

2019年5月

◆出店承諾後の手続き
○事務局は、出店承諾者に対し、受理した申込書に基づき「出店承諾書」を送付し、その到達をもって出店契約締結とし

ます。 また、同時に「出店料請求書」を送付しますので、支払期日までに出店料をお振込みください。

◆出店料支払期日
○2019年12月25日（水）

◆小間割当
○小間割当は事務局が決定し、その場所を小間割図面に表示します。なお、出店者は、小間割当に対する変更の申し出と割

り当てた小間の全部、または、一部を第三者に譲渡、貸与もしくは出店者相互間で交換することはできません。

○共同出店は原則としてできません。やむを得ない場合は事務局にお申し出ください。



◆出店申込の取り消し及び、出店契約の解除
○「出店承諾書」の到達後（出店契約締結後）、出店者の都合などにより、出店契約を解除する場合は下記のキャンセル

料が発生します。

○2019年12月25日までに出店料の入金が確認できない場合は出店契約を解除する場合がありますが、その場合もキャン

セル料が発生します。

◆出店者表記名について
○各販売ブースのパラペットには、事務局が出店者名の表記をします。この社名看板には、販売ブースNO.と出店者名、地域名

を表示します。

・表示する出店者名は「出店申込書」に記載の出店表記名となります。

「和文表記」と「英文表記」の両方を表示します。

・地域名は国内の場合は「都道府県名」、

海外は「国名または地域名」で表示します。

・書体は角ゴシック体とし、色は黒で統一します。

・ロゴマーク、指定書体での表記はできません。

・法人名称表記（株式会社、有限会社、co.LTD）は省略します。

◆販売商品画像について
○販売商品の確認と、世界らん展-花と緑の祭典-公式ホームページ・各種宣伝媒体で使用させていただく場合がございま

すので、販売商品画像をデータでご送付ください。

○お預かりした写真等は、使用しない場合がございます。

○制作スケジュールの関係上、使用した写真等の校正は当社の責任で実施します。

◆出店者サポート（昨年実績）
○宅配便受付コーナー

お客様が購入された商品の宅配・出店者荷物搬出の際、発送をすることができる宅配便受付コーナーを、会場内に設置

します。

○人材派遣サービス

ブース運営に関わる人材派遣サービスを斡旋します。

○東京ドームホテル宿泊予約

出店者の皆様に対して、期間中、出店者特別料金にてお部屋をご用意しております。

※部屋数には限りがございます。

○各種資材・消耗品等の販売・配送

イベントに関わる各種資材、包材等の事前発注システムがございます。

会期中に会場までお届けします。

※各種サポートの詳細内容は、出店承諾後にご案内する出店ガイドブックにて記載します。
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キャンセル期日 キャンセル料

出店契約締結後から2019年12月25日まで 出店料の50％

2019年12月26日以降 出店料の100％

1.容 量：1MB以上（単位MB=1,000KB） ※できるだけ画素数が大きいもの

2.形 式：jpg

3.送付方法：メール添付、ファイル転送サービス、CD-R・USB等

4.ファイル名：出店表記名_商品名 （例）IMG_3363.jpg→東京ドーム_ミディ胡蝶蘭.jpg
※ファイル名は、正確な出店表記名・商品名に変更してください。
各種宣伝媒体へ掲出する際、そのまま使用させていただきます。



■入場について

◆出店者入館証（IDカード）
○出店者が会期中に入場できる出店者入館証（IDカード）を小間数に応じて無料配布します。

（1小間につき4名分）

○出店者入館証（IDカード）の追加に関しては、有料（4,000円）でご購入いただけます 。

詳細については、「出店ガイドブック」にてお知らせします。

■注意事項
○出店に際し、営業活動での事故・怪我・盗難などの一切のトラブルについては主催者側では責任は負いかねますので、

出店者様の責任においてご対応をお願いします。

○主催者は、天災や不可抗力の原因等により発生した際の出品物の損害、滅失、盗難等に関しての責任は負いません。

○会場への搬入から撤去までの期間、必要と思われるものについては損害保険に加入することをお奨めします。

○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わないものとします。

■公式入場者数

※2018年の初日は内覧会のみ、2019年の初日は内覧会と一般公開の合計

■来場者アンケート

●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 （株）東京ドーム内

TEL：03-3817-6340 FAX：03-3817-6238 担当：原・髙階・黒須・阿井
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開 催 日 天 候 入 場 者 数

2月16日（金） 曇 3,257

2月17日（土） 曇 18,387

2月18日（日） 晴 19,928

2月19日（月） 晴 20,324

2月20日（火） 晴 15,189

2月21日（水） 晴 17,719

2月22日（木） 雪/雨 12,312

2月23日（金） 雨/雲 11,711

合 計 118,827

開 催 日 天 候 入 場 者 数

2月15日（金） 晴/雪 11,433

2月16日（土） 晴 22,375

2月17日（日） 晴 19,072

2月18日（月） 晴 18,571

2月19日（火） 晴/雨 18,491

2月20日（水） 晴 19,053

2月21日（木） 晴 16,981

2月22日（金） 晴 10,260

合 計 136,236

世界らん展日本大賞2018 世界らん展2019-花と緑の祭典-


