世界らん展日本大賞2016
Japan Grand Prix International Orchid Festival 2016
2016年 2/13(土) ～ 19(金) 一般公開（７日間）
東京ドーム

会場：

「出展要項」は2015年７月現在での内容および必要最低限のルールのみ記載しています。
今後、予告なしで内容の一部に変更が生じる場合がありますので予めご了承ください。
詳細および変更点は、ご出展時にお配りする「出展ガイドブック」にてお確かめください。

2015年7月
世界らん展事務局

【1】 企画趣旨

“蘭”をメディアに、花と自然を愛する文化がますます広がることを願って
本展は１９９１年よりスタートし、来年、早春の開催をもちまして２６年目を迎えます。
国内外からの花を愛する多くの皆様の熱意と情熱に支えられ、いつしか春の到来を間近に告げるフラワーイベントへとし
て成長いたしました。
“蘭”という国境を越えたメディアを通じて、「花の文化・蘭の文化」を高め、一人でも多くの方々へ、花と自然に親しんで
いただく場を提供し、観賞する楽しみ、栽培する喜びや素晴らしさをお伝えすることで、花と自然を愛する文化の裾野を
広げてゆきたいと願い、開催して参ります。
皆様にも、本展の趣旨をご理解いただき、是非ご参加いただけますよう、心よりお願い申し上げます。

蘭を通じ、国際文化交流の輪をひろげる
「世界らん展」では、北米、中南米、ヨーロッパ、オセアニア、アフリカ、アジアから、国内では北海道から沖縄まで愛好家、
栽培家が洋蘭、東洋蘭、日本の蘭を持ち寄り一堂に会します。
開催を重ねる毎に、相互の技術や情報交換、心の交流が広まり、作品の表現も益々多彩になってまいりました。いつの
時代も尽きることのない美しく魅力的な蘭を通しての国際交流の場として、本展がその役割を果たしていきたいと願い開
催して参りました。
蘭を通じ、観賞に訪れる方々、そして出展される方々や国々相互に、感動と多岐にわたる交流が一層深まることを願い、
企画して参ります。

国際的に権威のある蘭コンテスト「日本大賞」を広く世界に発信
世界らん展日本大賞2015では、「デンドロビューム スミリエ ‘スピリット オブ ザマ’ 」が日本大賞に選ばれました。会場を
訪れた多くの人々は、丹精を込めて育てられた逸品に、深い感動を覚えられたことでしょう。審査委員長のアメリカ蘭協
会会長フランク･スミス氏は、今回の大賞花が世界最高水準にあることを評価するとともに、個別出品作品を始め、各部
門で競われる作品を賞賛しました。
これからも、「世界らん展日本大賞」を国内及び広く世界に発信し、開催毎にその権威を高めるべく運営をして参ります。
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【2】 開催概要

名

称

[和名] 世界らん展日本大賞2016
[英名] Japan Grand Prix・蘭・International Orchid Festival 2016
[略称] ＪＧＰ2016

主

催

世界らん展日本大賞実行委員会 (読売新聞社 ＮＨＫ 世界らん展組織委員会)

後 援
（予定）

外務省 東京都
アメリカ蘭協会（AOS）

特別協力

東京ドーム

協 力
（予定）

日本洋蘭農業協同組合 日本花き生産協会洋らん部会 日本東洋蘭協会 日本フラワーデザイナー協会
日本生花通信配達協会 園芸文化協会 日本花普及センター 日本生花商協会 日本花き卸売市場協会
英国王立園芸協会日本支部 日本家庭園芸普及協会 プリザーブドフラワー全国協議会
各蘭愛好家団体

協

各社

賛

英国王立園芸協会（RHS） 世界蘭会議委員会（WOC）

企画運営

世界らん展事務局［(株)電通イベントオペレーションズ内］

開催会場

東京ドーム（東京都文京区後楽1－3－61）

開催日時

2016年2月13日（土） ～ 19日（金） 一般公開７日間
午前9時30分～午後5時30分 （入場は午後5時00分まで）
・ご入場は閉場時間の30分前までとなります。
〔注意〕開場時間は前回より30分早くなります。

2016年2月12日（金）
出

展

開会式 / 内覧会

蘭愛好家および団体、蘭生産者および団体、園芸関連企業および団体他

審査展示

部門１ 個別部門
部門３ ディスプレイ部門
部門５ アート部門

部門２ フレグランス部門
部門４ フラワーデザイン部門
部門６ ミニチュアディスプレイ部門

審査賞金

上記各審査部門賞 総額1,084万円（予定）

出品出展

約3,000種 約100,000株〔洋蘭・東洋蘭・日本の蘭〕（予定）

付帯事業

蘭の花を育てる運動

参加国数

20か国・地域（予定）

入場料金

当日券：2,200円
前売券：1,900円
イブニング券：1,700円 （午後3時00分より入場可。午後2時30分より当日券売場で販売）
〔注意〕イブニング券の販売および入場時間は、昨年より30分早くなります。

団体券：1,900円 （当日券10枚以上同時購入）
内覧会特別鑑賞券：4,400円
※中学生および保護者同伴の小学生以下無料
［注意］今回より、中学生も入場無料となります。
※会場の当日券売場で、障がい者手帳をご提示の方および同伴者１名様までが各1,100円（当日券半額）となります。
※税込み

販売場所

世界らん展公式ホームページ

http://www.jgpweb.com/

来場者数

世界らん展日本大賞2015実績 148,762 人

チケットビューロー各社

※上記は2015年7月現在です。今後内容の一部を変更する場合がありますので予めご了承ください。
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【3】 展示・審査部門について
展示物について
 応募された作品は下記｢審査部門区分｣の通り、全て審査対象となります （部門4 フラワーデザイン部門、部門 5 アート部門
は、予備審査があります）。
 本展は自然保護を目的とした｢ワシントン条約｣を遵守し、良質な蘭の世界の発展を目的として企画、運営していきます。従っ
て、展示、審査、販売に供され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け付けません。

審査部門区分

部門1 個別部門
洋蘭、東洋蘭、日本の蘭など、あらゆる蘭を対象に花そのものを審査します。尚、形態は、鉢物、切り花、葉芸物とします。
この部門の最優秀賞が「日本大賞」となります。

部門2 フレグランス部門
洋蘭、東洋蘭、日本の蘭など、あらゆる蘭の香りを対象に審査します。尚、形態は、鉢物、切り花とします。

部門3 ディスプレイ部門
洋蘭、東洋蘭、日本の蘭など、あらゆる蘭を主体とした飾り付け・展示作品を審査します。尚、出展資格により、
以下の２つのクラスに分類されます。
① 愛好家クラス ： 組織委員会が認定した愛好家団体及び学校に限定。また愛好家及び教員または、
生徒自らが栽培した蘭が50％以上含まれていることが条件。
② オープンクラス： 愛好家クラスに該当しない場合の全て。

部門4 フラワーデザイン部門
蘭を主たる素材としてデザインされたフラワーデザイン作品を審査します。尚、作品は「ディスプレイデザイン」
「インテリアアレンジメント」｢ブーケ｣に分類されます。蘭の花を主体（作品全体の50%以上）とした作品構成とします。
使用する蘭は生花に限ります。使用する花のうち85%以上が生花で構成された作品とします。
事前の予備審査通過作品のみ東京ドーム会場にて展示、本審査を行います。

部門5 アート部門
蘭を題材、素材にした美術作品を審査します。尚、作品は｢絵画｣｢ボタニカルアート｣｢写真｣｢アートフラワー｣
「プリザーブドフラワー｣｢押し花・ドライフラワー｣｢各種工芸（染色・テキスタイル、陶磁器、ガラス、木彫、彫金、
七宝焼、ちぎり絵、はり絵他）｣に分類されます。生花は使用できません。
事前の予備審査通過作品のみ東京ドーム会場にて展示、本審査を行います。

部門6 ミニチュアディスプレイ部門
蘭の鉢花と他の植物、オーナメント（装飾品）などを混合した寄せ植え作品を審査します。
一般公募により、申し込み順で出展登録を受け付けます。定数となり次第締め切りとさせていただきます。
予備審査はありません。
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【4】 部門１ 個別部門 ・ 部門２ フレグランス部門
内容
部門１ 個別部門
洋蘭、東洋蘭、日本の蘭の｢鉢物｣｢切り花｣｢葉芸物｣を審査する部門です。
部門２ フレグランス部門
洋蘭、東洋蘭、日本の蘭の｢香り｣の「鉢物」「切り花」を審査する部門です。

審査区分
部門1 個別部門
属区分

洋蘭

A

カトレアとその近縁属（カトレア類）

B

パフィオペディラムとその近縁属

C

ファレノプシスとその近縁属

D

オンシジュームとその近縁属

E

シンビジューム属（東洋蘭を除く）

F

デンドロビューム属（長生蘭は除く）

G

リカステ、アングロア、スダメリカステ属とその属間交配種

H

その他の属
春蘭花物全系統

東洋蘭

I

東洋蘭葉芸物全系統 葉芸物全て
上記以外の東洋蘭花物全種 花物全タイプ
富貴蘭 花物及び葉芸物
長生蘭、セッコク・・・葉芸物全系統

日本の蘭

J

長生蘭、セッコク・・・花物全系統
えびね
上記以外の日本原産の蘭の原種、それらの交配種全系統・・・花物・葉芸物全て

部門2 フレグランス部門
区分

洋蘭

東洋蘭
日本の蘭

1

カトレア属とその近縁属

2

デンドロビューム属（長生蘭を除く）

3

ファレノプシス属（胡蝶蘭）の原種、交配種、属間交配種

4

リカステ属とその近縁属

5

その他の属及び属間交配種（但し交配親に東洋蘭・日本の蘭を持つものを除く）

6

春蘭（一茎一花）

7

寒蘭、一茎多花全系統

8

報歳蘭、春寒蘭およびこの2種いずれかを含んだ交配種（洋蘭との交配種を除く）

9

えびね（洋蘭との交配種を除く）

10

長生蘭、富貴蘭、その他日本原産の蘭

11

洋蘭と東洋蘭、洋蘭と日本の蘭の交配種

※各グループを更に細分化したカテゴリーについては、11月上旬配布の「出展ガイドブック」をご覧ください。
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部門１ 個別部門・部門２ フレグランス部門

審査方法及び賞
審査委員会で審査の上、下記の通り表彰がなされます。

部門１ 個別部門
審査分類

賞 名

設定数

ブルーリボン賞（一席）
リボン賞

レッドリボン賞（二席）

部門賞

各41作品
（予定）

海外特別賞

各カテゴリーに分類して、全作品を審査。カテゴリー毎に、
「ブルーリボン賞」「レッドリボン賞」「ホワイトリボン賞」を選出。

レッドリボン
ホワイトリボン

トロフィー賞

41作品
（予定）

日本大賞

1作品

200万円

優秀賞

1作品

50万円

優良賞

1作品

20万円

奨励賞

15作品

3万円

アメリカ蘭協会特別賞
（AOS）
英国王立園芸協会特別賞

（RHS）
世界蘭会議委員会特別賞

（WOC）

審査方法

ブルーリボン

ホワイトリボン賞（三席）

トロフィー賞

授与されるもの

賞状・トロフィー

賞状・特別トロフィー・副賞
賞状・特別トロフィー

上記「トロフィー賞」を対象に、
審査員全員で投票を行い、
各部門賞を選出。

賞状・トロフィー

総ての個別カテゴリーのブルーリボン賞作品から選出
（東洋蘭・日本の蘭の栽培賞）。

1作品

1作品

上記、「ブルーリボン賞」受賞作品がトロフィー賞受賞となります。

海外
特別トロフィー

総ての個別カテゴリーのブルーリボン賞作品から選出
（洋蘭の栽培賞）。
総ての個別カテゴリーのブルーリボン賞作品から選出
（最も優れた蘭の原種）。

1作品

※海外特別賞審査は、いずれの特別賞も日本大賞は除きます。
※「リボン賞」「トロフィー賞」の受賞数については、変更される場合があります。

メダル審査

個別審査部門にエントリーされた全出展物を対象とし、絶対審査に基づきメダル審査を実施。
リボン、トロフィー賞の如可にかかわらず、次のメダル賞を授与します。認定料は有料となります。
ゴールドメダル／シルバーメダル／ブロンズメダル／栽培賞(CCM)

部門2 フレグランス部門
審査分類

リボン賞

トロフィー賞

部門賞

特別賞

賞 名

設定数

授与されるもの

審査方法

リボン賞

20作品以内

リボン

トロフィー賞

8作品以内

賞状・トロフィー

最優秀賞

1作品

20万円

優秀賞

1作品

10万円

優良賞

1作品

5万円

奨励賞

2作品

2万円

賞状・トロフィー

特別賞

3作品以内

賞状

―

各カテゴリーに分類して、全作品を審査。
洋蘭グループから10作品以内、東洋蘭、日本の蘭から10作品
以内、計最大20作品を選出。

上記「リボン賞」最大20作品の中から、洋蘭グループ4作品以内、東洋蘭・
日本の蘭4作品以内、計最大8作品を選出。

賞状・特別トロフィー

上記「トロフィー賞」最大8作品を対象
に、各部門賞を選出。

※上記は2015年7月現在の内容です。今後、賞の数などを含め、内容の一部を変更する場合がありますので予めご了承ください。
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部門１ 個別部門・部門２ フレグランス部門

作品について
 審査対象作品は全て栽培品で、かつ出展者自身が6ヶ月以上栽培したものに限ります。
 ｢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。また、山採り
株と見られるものは出展を受付けません。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。
 種名・品種名（または交配親）が明確でない株の出展はできません。

出展方法
■審査登録料
1作品につき ¥ 1,000■審査登録日
2016年2月10日（水） 18:00～21:00 2月11日（木） 9:30～15:00の2日間
■審査登録受付場所
世界らん展日本大賞2016 会場内（東京ドーム）

審査総合受付

■審査登録方法
①審査登録受付日に、出展株をご持参ください。
東京ドーム関係者入口において、ご入場の際に必要となりますＩＤカード（搬出入ＩＤカード）を、1名につき1枚発行します。
②審査登録用紙をご記入いただき、「作品ラベル（グレーラベル）」を添付していただきます。
③審査登録の際、審査登録料として出展株1作品につき¥ 1,000をお支払いください。
※グレーラベルは主催者が用意するものを使用してください（会場にて販売致します）。
※出展株は、2016年2月19日（金）18:30以降に各展示コーナーにて返却します。
※登録完了後に、審査部門別受付にて、出展者様1名につき2枚の「内覧会招待券（2月12日（金）の一般内覧会に入場可能）」を贈
呈します。
※前売入場券の出展者特別価格でのご購入は、審査登録後からの適用となります。ご購入希望の方は、会場内「出展者窓口」にお
越しください。
※前年度のご出展者様には、出展者登録番号を発行します（郵送にて通知予定）。

スケジュール
2月10日（水）

18:00～21:00

2月11日（木）

9:30～15:00

2月12日(金)
2月13日(土)～18日(木)

2月19日(金)

審査賞金のお支払い

審査登録受付
審査登録時間内に、会場内審査受付にて審査登録を行ってください。
審査・開会式・表彰式・特別内覧会・一般内覧会

9:30～17:30

世界らん展日本大賞2016一般公開

9:30～17:30

世界らん展日本大賞2016一般公開

17:45～18:30

撤去作業準備（主催・事務局）

18:30～21:30

出展者撤去及び搬出
3月末までに審査賞金をお振込みいたします。
※受賞の手続きは会期中に会場内でお願いします。
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部門１ 個別部門・部門２ フレグランス部門

注意事項
 ｢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。
 種名・品種名（または交配親）が明確でない株の出展はできません。
 審査対象作品は全て栽培品で、かつ出展者自身が6ヶ月以上栽培したものに限ります。
 出展株は、開催期間中開花している新鮮なものを出展してください。開花の最終段階または途中であるもの、花にシミ・傷・奇
形・病気の疑いのあるものは審査対象から除外します。但し、葉芸物の開花は問いません。
 審査対象の花は、自然な状態で開花したものとします。花及び花茎を整形、変形、摘花したことが認められる場合、審査対象か
ら除外します。但し、系統的に花茎が直立しえない習性のものはその限りではありません。
 原種及び交配種の分類はサンダースリストに基づきますが、最近になって再分類された属については旧属名でも受け付けます。
 出展物の鉢は、洗浄する、化粧鉢や鉢カバーをする等、観賞に耐えられる綺麗な状態で出展してください （鉢に苔が生えた状
態での出展はできません。必ず綺麗な状態にしてから出展してください）。
 大きな株や不安定な鉢は倒れないよう、しっかりと自立した状態で出展してください。
 補助目的（主に運搬）のため支柱の保護が必要な場合、審査登録時にこれを取り外す必要はありません。但し、支柱はビニタイ
で止める等、審査時に必要に応じて容易に取り外せる状態で出展してください。
 個体名が公序良俗に反する場合、審査運営委員会の判断によって賞を剥奪し、その個体名の変更を要請もしくは撤去します。
 当部門に出展した株は、他の審査部門に使うことはできません。
 審査登録した出展株は、会期中の持出しや移動等はできません。
 展示株は、本人または代理人が、搬出日の所定時間内に必ず引き取りにきてください。主催者で代行はできません。
 ご出展に際し、輸送中における破損や事故等について、当方では損害負担、賠償の責を一切負いません。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。
 会場内での出展物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、その他の事故等については、損
害負担、賠償の責を一切負いません。
 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。尚その場合、読売新聞紙面上又は世界らん展公式ホームページで告知いたします。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。

出展者様への販売
出展のお申込みをいただき、事務局で受理させていただいた方には、前売券 （一般販売価格 ¥1,900）を特別価格で販売いたします。
部門1 個別部門、部門2 フレグランス部門へご出展の方は、審査登録後 (2016年2月10日（水）または11日（木） ）より適用されます。
部門4 ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ部門、部門 5アート部門へご出展の方は、予備審査合格後（11月中旬以降）に適用されます。
申込受付期間： 2015年12月1日（火） ～ 2016年2月4日（木） ※予定








2月5日（金）～9日（火）につきましては、受け付けておりません。
2月10日（水）～2月12日（金）は、会場内「出展者窓口」で受け付けいたします。
後日配布いたします「前売券申込書」にて、お申込みください。
入場券の発送は、12月1日（火）以降となります。
第三者へ頒布される場合は、必ず定価（¥1,900）で販売してください。
10枚単位でお申し込みください。
ポスター（B全、A2）、チラシ（A４）が必要な方は、後日配布します申込書にてお申込みください。
展示のみ出展者 （部門1～6のいずれかに出展し、販売を行わない方）
販売ブース出店者（「蘭科植物」「花・植物」の商品群を販売される方）
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¥ 1,200

