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■開催概要（案）

■ごあいさつ
　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まいりました。2019年に「世界らん展 -花と緑の祭典-」とリニューアルをし、蘭を中心とした様々な

花と緑の魅力を取り入れたイベントへと進化し、2020年は30周年の記念開催となりました。

　「世界らん展-花と緑の祭典-」について、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、様々な予防・拡散防止の対応策

を検討し、2021年2月の開催に向け、協議を重ねて参りました。しかしながら、秋以降再び感染拡大の可能性も指摘さ

れるなど、事態の終息が見込めない環境で、一日最大2万人近くの来場者が自由に回遊し楽しんでいただくという本来

の魅力を安心して体験・体感していただくことや、東京ドーム規模での安全衛生管理の徹底と十分な感染防止対策を

講じることが難しいと判断し、大変辛い判断ではありますが、2021年の東京ドームでの開催は中止とさせていただくこ

とといたしました。

　歴史ある世界らん展を継続させる為に、安全対策・管理を徹底した上でイベントを実施できないか検討を重ねた結果、

3月下旬に東京ドームシティ　プリズムホールにて、コンテスト部門１とボタニカルマーケット、展示を中心とした会場構

成で開催することにいたしました。

 　花業界の発展と充実に寄与するよう、来場者に安心して楽しんで頂けるイベントを創出いたします。本展へのご出店

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2021-花と緑の祭典-
［英名］Japan Grand Prix International Orchid and Flower Show 2021
［略称］JGP International Orchid and Flower Show 2021

【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】 東京ドームシティ プリズムホール（東京都文京区後楽1-3-61）

【開催期間】 2021年3月25日（木）～31日（水） 会期7日間
9：00～18：00
※入場は閉場の30分前まで

※開催時間は変更になる場合がございます。
※オープニングセレモニー及び内覧会　時間は現在検討中。

【搬入出日】　　　　搬入：3月24日　
　　　　　　　　　　　 搬出：4月1日
　　　　　　　　　　　 ※詳細の時間は出店ガイドブックにて告知。事務局から時間帯を指定させていただく場合がございます。

【入場料（税込）】　日時指定チケット（価格は現在検討中）　※30分毎入場制

【会場構成（予定）】主催者展示
　　　　　　　　　　　　日本大賞（コンテスト部門1）
　　　　　　　　　　　　ボタニカルマーケット　36社（予定）
　　　　　　　　　　　　協賛社

【目標入場者数】　約30,000人

　　　　　　　　　　　（新型コロナウイルス感染症対策として、入場方法は時間帯別に区切ったチケット制にて行いますが、
　　　　　　　　　　　 混雑状況によっては密集・密接を避けるため、入場規制を実施する場合があります。）

                                                                                                                                         　　　　        以上、予定
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■今回の会場　東京ドームシティプリズムホール
新型コロナウイルスの感染対策を考慮して、今回の会場は、東京ドームシティ内に位置する、イベント会場「プリズムホー

ル」となります。プリズムホールは､水道橋駅・後楽園駅隣接の交通アクセス抜群の立地にあり、展示面積2,800㎡のイベ

ント会場・展覧会場です。屋内搬出入口は､会場と直結しているので作業がスムーズです。

お客様、スタッフ関係者に、安全で安心な環境化で楽しんでいただくことができるように、時間帯ごとの人数制限・感染対

策をした上で実施をいたします。

会場構成(予定）：主催者展示、日本大賞（コンテスト部門1）、ボタニカルマーケット36社（予定）、協賛社

＜施設概要＞

面積：2,800㎡

床荷重：500kg／m²

天井高：5m

■プリズムホール開催
　　他イベント会場写真（イメージ）

■＜参考＞前回の様子　
　世界らん展2020-花と緑の祭典-　会場：東京ドーム

会場内観　　　　　　　　　　　　　搬入出口
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■出店ブース仕様

○基本のブースサイズは、間口3,000［2,960］mm×奥行き2,500mm×高さ2,700mmです。（1小間約7.5㎡ ）

　※［ ］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、表示には社名看板を取り付けます。（パラペット高さ300mm）

○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。

○会場の柱位置の関係で、隣接する2小間の間に躯体の柱が入る場合がございます。

○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。

＜新型コロナウイルス感染症への対策＞

○出店者の皆様には、マスク・フェイスシールドの着用、アルコールによる消毒を必ずお願いいたします。

　 出店者ご自身でご用意いただくか、出店ガイドブックにてご案内する「物品・リース品申込書」にて感染症対策備品を

 　一部ご注文いただけます。

○キャッシュレス決済を推奨いたします。クレジットカード・電子マネーの導入にできる限りご協力ください。

○密集防止のため、2面にパネルが立ち、2面がお客様接客面となるブース仕様となります。

　詳細は下記の「基本ブース仕様」をご確認ください。どの面が空くかどうかは、小間配置決定後に出店小間配置図にて

　ご確認いただきます。

  ※小間の場所によって仕様が異なる場合がございます。

○その他、詳細の対応については出店ガイドブックにてご案内しますので、そちらをご確認ください。

■基本ブース仕様　

基礎小間パネルは、システムパネルを採用いたします。
※小間の場所によって仕様が異なる場合がございます。
※小間内装飾用各種パーツ（有料）を取り揃えております。



4

■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（1ブース：10枚）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）　約2㎡を予定

　　※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10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、11月上旬～11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、11月下旬にお申込みいただいた各社に通知します。

出店料金 400,000円（税別）

◆出店料（1小間につき）

◆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
　○2021年1月15日（金） 

◆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」の到着後（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。
　○2021年1月15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。
　

◆ブース名について
　○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.とブース名、地域名
　   を表示します。

   ・表示する出店者名は「出店申込書」に記載のブース名となります。
     「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。

キャンセル期日 キャンセル料

出店契約締結後から2021年1月15日まで 出店料の50％

2021年1月16日以降 出店料の100％



◆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。

　○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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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：ブース名_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。

◆招待券
　○出店者に対しては、出店特典として、1小間（約7.5㎡）につき招待券20枚をお渡しいたします。

　○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（新型コロナウイルス感染症含む）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。



　  

◆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。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、食品の試飲・試食は原則禁止いたします。
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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年9月

◆新型コロナウイルス感染症に対する会期・開催期間の変更及び中止に関する事項

新型コロナウイルス及び同等の感染症について

・主催者としては、開催に向けて感染や対策の状況・社会情勢なども踏まえて慎重に検討を重ね準備いたします。

　開催にあたり、国・自治体・関係機関・会場などによる指示・要請・指針などに基づき、来場者・出店者・スタッフなど関係　

　する皆様が安心して過ごせる環境づくりに努めます。

・出店者の皆様には、毎日の検温や手洗い、アルコールによる消毒、マスクの着用など、必要な対策をお願いする場合が

　あります。

・お客様が密になることを避けるため、ブース周りの整備・管理をお願いいたします。

・感染症対策として、サンプリングなどの配布物を直接お渡しする行為を禁止する場合がございます。

・新型コロナウイルス及び同等の感染症における収束状況や社会情勢を踏まえ、やむを得ず開催を中止と判断する場合

　がございます。その場合は、すみやかに通知します。

・主催者の判断により会期前に中止となった場合は、出店料は全額返金いたします。会期中（2021年3月25日以降）にや

　むを得ず中止となった場合は、出店料の50％を返金いたします。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わないものとします。

・入場方法は時間帯別に区切ったチケット制にて行いますが、混雑状況によっては密集・密接を避けるため、入場規制を

　実施する場合があります。

・新型コロナウイルス感染症について、今後、解明されることや、新たな対応策などが判明した場合には、それに合わせて

　本項の内容を変更する場合があります。
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新型コロナウイルス等による、
主催判断での中止に伴う返金

会期前（2021年3月24日以前）
の開催中止

会期中（2021年3月25日以降）
の開催中止

出店料 100％返金いたします 50％返金いたします



この利用規約（以下，「本規約」といいます。）は世界らん展運営委員会事務局（以下，「事務局」といいます。事務局：株式会社東
京ドーム）がウェブサイト上で提供するサービス（以下，「本サービス」といいます。）の利用条件を定めるものです。出店者（以下，
「 ユ ー ザ ー 」 と い い ま す 。 ） に は ， 本 規 約 に 従 っ て ， 本 サ ー ビ ス を ご 利 用 い た だ き ま す 。

第1条（適用）

１．本規約は、ユーザーと事務局との間の本サービスの利用に関わる一切
の関係に適用されるものとします。

２．事務局は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルー
ル等、各種の定め（以下、「個別規定」といいます。）をすることがあります。
これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成す
るものとします。

３．本規約の規定が前項の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規
定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとしま
す。

第2条（利用登録）

本サービスにおいては、ユーザーが本規約に同意の上、主催者の定める方
法によって利用登録を申請し、事務局がこれを承認することによって、利用
登録が完了するものとします。事務局は、ユーザーに以下の事由があると
判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由について
は一切の開示義務を負わないものとします。
①利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
②本規約に違反したことがある者からの申請である場合
③その他、事務局が利用登録を相当でないと判断した場合

第3条（ユーザーIDおよびパスワードの管理）
１．ユーザーは、自己の責任において、本サービスのユーザーIDおよびパ
スワードを適切に管理するものとします。
２．ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者

に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。事務局
は、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインさ
れた場合には、そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用と
みなします。
３．ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生

じた損害は、事務局に故意又は重大な過失がある場合を除き、事務局は一
切の責任を負わないものとします。

第4条（禁止事項）
ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
①法令または公序良俗に違反する行為
②犯罪行為に関連する行為

③本サービスの内容等、本サービスに含まれる知的財産権、肖像権、プラ
イバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為、または
侵害するおそれがある行為
④事務局、他のユーザーまたは第三者に対する詐欺または脅迫行為

⑤事務局、ほかのユーザー、またはその他第三者のサーバーまたはネット
ワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
⑥本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
⑦不正アクセスをし、またはこれを試みる行為
⑧アクセス可能なコンテンツもしくは情報を改ざん、消去する行為

⑨サーバー等のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機
器、ソフトウェア等を流通させる行為

⑩本サイトによって提供される機能を複製、修正、転載、改変、変更、リバ
ースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、翻訳あるいは解析す
る行為

⑪ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または、他のユ
ーザーが受信可能な状態におく行為
⑫事務局の設備に蓄積された情報を不正に書き換えまたは消去する行為
⑬本サイトのネットワークまたはシステムなどに過度な負荷をかける行為
⑭他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
⑮不正な目的を持って本サービスを利用する行為

⑯本サービスの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益、損害、不
快感を与える行為
⑰他のユーザーに成りすます行為

⑱事務局に対し長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返し行うこと、ま
たは事務局に義務のないことを強要し、事務局の業務に著しく支障を来た
す行為
⑲上記各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
⑳その他、事務局が不適切と判断する行為

第5条（本サービスの提供の停止等）

１．事務局は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事
前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断
することができるものとします。
①本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合

②地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提
供が困難となった場合
③コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合

④法令または行政指導により通信の制限等の要請・指示があった場合または
事務局が必要と判断したとき
⑤その他、事務局が本サービスの提供が困難と判断した場合

２．事務局は、本サービスの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第
三者が被ったいかなる不利益または損害についても、一切の責任を負わない
ものとします。

第6条（利用制限および登録抹消）

１．事務局は、ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知
なく、ユーザーに対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、また
はユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。
①本規約のいずれかの条項に違反した場合
②登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合

③ワーム型ウィルスの感染、大量送信メールの経路等から、ユーザーが関与
することにより第三者に被害が及ぶおそれがあると判断した場合
④料金等の支払債務の不履行があった場合
⑤事務局からの連絡に対し、一定期間返答がない場合
⑥その他、事務局が本サービスの利用を適当でないと判断した場合

２．事務局は、本条に基づき事務局が行った行為によりユーザーに生じた損害
について、一切の責任を負いません。

第7条（保証の否認および免責事項）

１．事務局は、本サービスにより提供される情報の完全性、正確性、有用性、
最新性、真実性、安全性等については、何ら保証するものではありません。

２．事務局は、本サービスの確実な提供またアクセス結果等につき何ら保証す
るものではありません。

３．事務局は、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能もしくは変更、
ユーザーが本サービスに送信したメッセージ、情報の削除・消失、本サービス
の利用によるデータの消失・機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関
してユーザーが被った損害につき、賠償する責任を負わないものとします。

４．事務局は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者と
の間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負わないも
のとします。

５．本サービスまたは本サイトに関連して、ユーザーが、他のユーザー、顧客
または第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、事務局
は一切責任を負いません。

第9条（サービス内容の変更等）

１．事務局は、事務局の都合により、本サービスの内容を変更しまたは提供を
中止することができます。事務局が、本サービスの内容を変更しまたは提供
を中止する場合、本サイト上に表示、電子メールによる通知、口頭による告知
またはその他適宜の方法により、ユーザーに対してその内容を告知します。　

２．事務局は、本条に則り、事務局が行った措置に基づきユーザーに生じた
損害について一切の責任を負わないものとします。

第10条（利用規約の変更）
１　事務局は，本規約を変更することができるものとします。

２　事務局は，本規約を変更するときには，本サイト上に表示することにより，
ユーザーに対して，事前にその内容を告知します。

３　変更後の本規約は，事務局が別途定める場合を除いて，本サイト上に表
示した時点より効力を生じるものとします。

４　本規約の変更の効力が生じた後に，ユーザーが本サイトを利用した場合に
は，変更後の本規約の全てについて同意したものとみなされます。
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◆電子フォームによる出店申込に伴う、オンライン・ユーザー利用規約

第8条（損害賠償責任）
ユーザーが、ユーザーの責任に帰すべき事由により、事務局、他のユーザー
、顧客または第三者に損害を与えた場合には、その損害賠償責任を負うもの
とします。

今回より、出店申込は電子フォームにて行います。下記はそれに伴う利用規約となります。電子フォームでの出店申込方法はP9をご確認ください。
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■開催までのスケジュール（予定）

2020年9月上旬 出店募集開始

　　　　10月30日（金） 出店申込締切

　　　　11月上旬
　　　　　～11月中旬

世界らん展運営委員会事務局にて一斉審査

        11月下旬 出店可否通知（出店承諾書、出店料請求書送付）

　　　　12月中旬 出店ガイドブック送付

2021年1月中旬 各種届出締切

　　　   1月15日（金） 出店料支払期日

         3月上旬 最終案内送付（ID・車両証発送）

         3月25日（木）　　　
　　　　   ～31日（水）

世界らん展2021–花と緑の祭典-　開催

第11条（個人情報の取扱い）

事務局は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、世界ら
ん展運営委員会事務局「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものと
します。

第12条（通知または連絡）

ユーザーと事務局との間の通知または連絡は、事務局の定める方法によっ
て行うものとします。

事務局は、ユーザーから、事務局が別途定める方式に従った変更届け出が
ない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ
通知または連絡を行い、これらは、発信時にユーザーへ到達したものとみな
します。

第14条（準拠法・裁判管轄）
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

本サービスに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専
属的合意管轄とします。

第13条（権利義務の譲渡の禁止）

ユーザーは、事務局の書面による事前の承諾なく、出店契約上の地位また
は本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供する
ことはできません。



■出店申込方法
　今回より、出店申込は電子フォームにて行います。以下の手順で本登録まで行ってください。

　※募集締切は2020年10月30日(金)となります。  

　■手順１　「出店のご案内」を確認
　「世界らん展2021-花と緑の祭典-　出店のご案内」（本誌）の内容を確認してください。
　世界らん展公式ホームページ内に、同様の「出店のご案内」を公開いたします。（9月下旬公開）

　https://www.tokyo-dome.co.jp/orchid/
　

　■手順２　仮登録
　出店をご希望される方は、下記出店仮登録フォームに必要事項を入力してください。

　（入力した内容はメールで自動送付されます）その後、メールに従って本登録に進んでください。
　
　出店仮登録フォームへの行き方　※①と②どちらでも同じページに繋がります。
　①下記のQRコードからご入力いただけます。
　　PCの場合は、URLから進んでください。

　URL：https://forms.gle/N42hPNdASxgyWvS8A

　②尚、9月下旬には、世界らん展公式ホームページ内に出店募集のご案内が公開されます。
　　News最新情報『「世界らん展2021-花と緑の祭典-」の出店募集を開始しました。』をクリックすると、　『重要なお知らせ』がポッ　
　　プアップで立ち上がります。その中の『「世界らん展2021-花と緑の祭典-」　出店のお申し込みはこちら』から入力してください。
　　※ポップアップ『重要なお知らせ』は、公式ホームページに入ると自動的に立ち上がります。

　■手順3　本登録
　事務局にて仮登録の入力内容を確認したのち、本登録用入力フォームへのURLとID･パスワードをメールにて送付いたします。
　（土日を除く平日営業日で2，3日かかる場合があります）
　メールが届いたら、手順に従って、本登録を行ってください。

　本登録を持って出店申込の受付といたします。（入力した内容はメールで自動送付されます）

　★事務局からのメールが届かない場合
　仮登録後4日以上経っても事務局からメールがない場合は事務局までご連絡ください。
　事務局メールアドレス：event@gms.tokyo-dome.co.jp

　申込締切り日以降、事務局にて審査選考会を行います。
　審査選考会後、出店可否の結果をお知らせします。
　通知予定日： 2020年11月下旬(予定) 
 
　なお、事務局からのメールが届かない場合は念のため以下もご確認ください。
　・PCメールを受取拒否設定にしていないか。（スマートフォンの方）
　・事務局からのメールが迷惑メールフォルダなどに入っていないか。
　・登録したメールアドレスが間違っていないか。
　今後の連絡は基本的にメールで行いますので、今一度ご確認をお願いいたします。

　ご質問、ご不明点等ありましたら、事務局までお問い合わせください。

　どうぞよろしくお願いいたします。
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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 （株）東京ドーム内
TEL：03-3817-6340 FAX：03-3817-6238 

担当：原・増島

QRコードはこちら→


