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ワークショップ
講師募集案内
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開催概要

【名 称】 世界らん展2020 –花と緑の祭典–

【開催趣旨】 らん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1-3-61）

【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

※入場は閉場の30分前まで

※開会式及び内覧会 14日（金）10：00～12：00

【会場構成】 ・オーキッドゲート、シンボルロード、シンボルモニュメント

・ＩＫＫＯのオーキッドルーム

・フラワーアーティストの世界～假屋崎 省吾～ 他
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以上予定
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世界らん展2019-花と緑の祭典-

前回の様子

1991年より開催してきた「世界らん展日本大賞」は、29 回目を迎えた前回から名称を

「世界らん展 - 花と緑の祭典-」とし、生活提案型の文化催事としてリニューアルいたしま

した。蘭を中心とした「花」や「緑」にあふれ、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に、136,236人のご来場者をお迎えして、大盛況のうちに無事終了致

しました。

30～40 代の働く女性といった新たな層にも楽しんでいただける催事を目指し、様々な花

や緑を取り入れ、世界らん展の新しい楽しみ方として、会期中5日間で21 時までの夜間営業

を行い、18 時以降は場内照明を落とし、植物が浮かび上がる幻想的な空間を演出しました。



ワークショップ実施概要

●開催会場

●開催日程

●実施時間

●最大受講人数

●参加者受講費

●タイトル

●音響設備・備品

世界らん展2020 -花と緑の祭典-

アリーナ内 ワークショップコーナー

2020年2月14日（金）～2月21日（金）

1枠 60分 （ナイト枠を除く）

※タイムスケジュール（P5）をご参照ください。

初心者の方も気軽に参加できるようなワークショップ

指定時間の中で終了できるように作品や進行をご調整ください。

●講座内容

30～40名（予定）

参加料（材料費・教材費）は参加者から徴収してください。

任意の講座タイトルをご設定してください。

＊参加者に分かりやすく、コンパクトなタイトルを推奨いたします。

＊当日ガイドブックや公式HP掲載用に原稿の提出をお願いいたします。

マイク・スピーカー・テーブル・ホワイトボード・椅子等は事務局にて手配いたし

ます。詳細は後日改めてご連絡いたします。
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●フラワーアレンジメント ●アロマ作り ●アクセサリー作り

●ドライフラワー ●多肉植物寄せ植え ●ピラティス

●ブレンドティー作り ●テラリウム ●ライフスタイル講義 等

※講座内容のお問い合わせは「世界らん展事務局」まで。

世界らん展2019 -花と緑の祭典- 講座例



ー 4 ー

the Farm UNIVERSAL プロデュースの緑あふれる
アトリエのような空間で日々の生活をより楽しくするワークショップ

ワークショップのイメージ

MY TIMEテーマは 自分のための時間

プロモーション

ブランディング

テストマーケティング

世界最大級の花と緑のイベント「世界らん展2020 -花と緑の祭典-」へ参加することで、貴社商品やサー
ビスのブランドイメージ向上とプレミア感の付加が見込めます。

公式HPやSNSを用いた会期前のプロモーションに加え、当日会場内での直接のアプローチが可能です。
今までのファンに加えて、新規のユーザー層へのプロモーションが展開できます。

10代～60代の幅広い層の来場者に対し、効率よくアプローチできる場として、様々なトライアル施策が
可能です。

ワークショップ参加のメリット

※世界らん展2019のイメージ



2月16日
（日）

2月17日
（月）

2月21日
（金）

10:30～11:30

11:30～11:55 団体入れ替え

11:55～12:55

12:55～13:20 団体入れ替え

13:20～14:20

14:20～14:45 団体入れ替え

14:45～15:45

15:45～16:10 団体入れ替え

16:10～17:10
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タイムスケジュール

2月14日
（金）

2月15日
（土）

2月18日
（火）

2月19日
（水）

2月20日
（木）

10:40～11:40

11:40～12:10 団体入れ替え

12:10～13:10

13:10～13:40 団体入れ替え

13:40～14:40

14:40～15:10 団体入れ替え

15:10～16:10

16:10～16:40 体入れ替え

16:40～17:40

17:40～18:10 団体入れ替え

18:10～21:00

1枠目

2枠目

3枠目

5枠目

4枠目

6枠目（ナイト）

開
会
式
・

内
覧
会

開
会
式
・

内
覧
会

1枠目

2枠目

5枠目

4枠目

3枠目



●ワークショップ申込金額
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申込金額 ３０,０００円＋税／１枠 （60分）

事
務
局
支
援
業
務
内
容

①会場・備品貸出

②チケット販売代行（下記参照ください）

③公式ホームページ掲載

④開催報告書

ワーク
ショップ

①HP内にワークショップ特

設ページを作成

②ワークショップ内容と講師の方

のHPへのURLリンクを付けます。

③オンライン決済にて、HPから前売

券付きチケットの発券を致します。

＜申し込み希望の方＞

申込金額と事務局支援業務に関して

●事務局支援業務

チケット販売代行

※お申し込みを希望の方は別途「ワークショップ講師申込書」に必要事項をご明記の上、事務局
へご郵送ください。

申込金額
２０,０００円＋税／１日

講師申込金額

（オプション）the Farm日替マルシェ申込金額

ワークショップ講座にて日替

マルシェを出店できます。販売

したり、貴社PRを終日行う事が

できます。※マルシェの詳細は

追ってご連絡いたします。

※消費税10％統一
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＜申し込み希望の方＞

受講料の設定・講座内容に関して

●受講料の設定に関して

受講料に関しては、材料費、講座費等を請求してください。2,000～3,000円程度をお勧め
しております。前売券付のチケットを販売するので、受講料に前売券料金が加算され公式HP
に記載されます。

受講料2,300円の場合・・・

前売券

1,700円

受講料

2,300円

HP掲載価格
（前売券付チケット）

4,000円
※セット券特別価格。※後日プレイガイド手数料を差引いてご返金。

●講座に関して

1枠目 5枠目～ 6枠目（ナイト）

ユニバーサル園芸社とタイアップした緑あふれる、
ワークショップコーナーで講座をして頂きます。

控え室をご用意しておりますので、搬入は講座の
前に搬入準備をすることができます。講座時間中で
あれば、ワークショップコーナー内にて貴社PRが可
能です。

講座種類は時間帯によって、下記2種類に分かれ
ますので選択の際はご注意ください。

講座形式 事前申込 出入自由

公式HPにて事前にチケットを販売致
します。講師のご要望があれば、一部
を残して当日会場にても販売可能です。

公式HPでの告知はあります、チ
ケットの販売は致しません。約2.5
時間ワークショップコーナーを自
由に使っていただくことができま
す。※チケット販売は別途ご相談。

会場 明転状態 暗転状態
照明は主催にて準備致します。

※世界らん展2019のイメージ



関係者ツール発送

10月18日

1月中

一次申込み締切

11月上旬 一次審査結果通知

２
０
１
９

提出書類を指定期日までにお送りください。

一次申込み締切後、申込順や出展経験の有無
に関わらず、主催者にて一斉審査を行い出展者
を決定します。

会期中に使用するＩＤを送付いたします。
会期約2週間前に最終報告をいたします。

２
０
２
０

2月15日
～22日 一般公開

2020年2月14日（金）～2月21日（金）
開場時間はP1の開催概要案をご覧ください。

HP公開情報提出11月上旬
HP公開に際して、講座内容、講師名、講師所
属団体、イメージ写真、チケット販売価格等の情
報をご提出いただきます。※12月1日から随時公開予定

申込料支払期日12月20日 支払期日までにご入金ください。

報告書送付6月
事務局から世界らん展2020の開催報告書を送
付いたします。

＜申し込み希望の方＞

申し込みまでのスケジュール

9月上旬 申込み開始 提出書類を指定期日までに郵送でお送りください。

受講料返金3月

受講料分をご返金いたします。事務局宛の請求
書に関しては会期後にお送りいたします。※プレイ
ガイド手数料10％を差し引いてご返金いたします。
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＜＜問い合わせ先＞＞
世界らん展運営委員会事務局
ワークショップ担当：髙階・阿井

TEL:03-3817-6340 FAX:03-3817-6238
〒112-8575 東京都文京区後楽1-3-61
株式会社東京ドーム興行企画部内


