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報道関係各位                             2015年2月12日 

 

25周年のメモリアルイヤー 

「世界らん展日本大賞2015」 
日本初公開！蘭の妖精、英国からの献上蘭、希少！「宮内庁の蘭鉢」 

高校生も参戦！長渕悦子さん、妖怪ウオッチ、ゆるキャラもやってくる！ 
 

 

世界らん展日本大賞実行委員会は、世界を代表する蘭の祭典「世界らん展日本大賞2015」を2015年2月14日（土）

～22日（日）の 9日間、東京ドーム（東京都文京区）で開催します。昨年は世界 20か国・地域が参加、約 3,000 種、約

10 万株、250万輪以上の蘭が展示され、展示作品総数は 1,289点に及びました。 

今回は、英国のバッキンガム宮殿やヨーロッパの大財閥ロスチャイルド家と関係の深い品種や、国内初公開となる蘭

の妖精「オルキス」など25周年メモリアルイヤーにふさわしい展示に加え、キャラクターショー、著名アーティストによるフ

ラワーデモンストレーションなど多彩な日替わりイベントを取り揃え、18万人の来場を見込みます。 

 

◎日本初公開！蘭の妖精「オルキス」と蘭の昆虫「オフリス」 

「オルキス」は英語のオーキッドの語源と

なった蘭で、地中海沿岸地方に自生し 3

～6月頃に咲くため、2月の日本での展

示は極めて難しいとされています。今回

展示を予定している種「オルキス イタリ

カ」は、まさに妖精のような形をした花を   

咲かせるため、「裸の人の蘭」という俗名

がついています。「オルキス」と同じ地方に自生する近縁属「オフリス」。こちらは人形ではなく、昆虫の形（蜂やハエな

ど）に似た花を咲かせる種が多いのが特徴です。人（妖精）の形をした「オルキス」と昆虫の形をした「オフリス」の共演で

地生蘭の可愛らしさ、美しさ、神秘の姿を、地中海地方をイメージし装飾したブースで楽しんでいただきます。                                             

※展示ビジュアルはイメージです 

 

 

 

 

 

 

（左）オルキス イタリカ  （右）オフリス スフェゴデス マンモーサ 

オ（）フリス スフェゴデス、マンモーサ 
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◎「バッキンガム宮殿の蘭」   

「オンシジューム アレクサンドレー」はコロンビアの高地が

原産。1864 年、エリザベス女王の曽祖母アレクサンドラ王

妃の結婚の際、この花が選ばれました。その後 1887 年の

ビクトリア女王の50周年記念祭や、1947年のエリザベス女

王の結婚式のブーケ、2012年の即位 60周年記念式典に

も使われました。また、昭和天皇が皇太子時代の 1921 年

に、英国より大正天皇への献上品として持ち帰った「シン

ビジューム アレクサンデリー」も合わせて紹介します。 

※オンシジューム アレクサンドレーの情報提供：Orchid Committee of Royal Horticultural Society/写真提供：国際園芸株式会社 

《お詫び》2014年 12月 9日、2015年 1月 20日配信のリリースで、本項目において誤りがございました。お詫びして訂正いたします。以下、今回のリ

リースより反映しております。  （誤）アレクサンドラ女王→（正）アレクサンドラ王妃 

 

◎宮内庁の蘭と盆器 

宮内庁には温室があり洋蘭が各種栽培されています。これらは「蘭鉢」と呼ばれる日本各地で作られた盆器に入れられ、

皇居宮殿や各宮家で飾られています。西洋文化と日本文化の融合で海外の賓客の方々をお迎えしているのです。25

周年の記念にあたり、特別にその蘭鉢の一部を展示します。 

 

◎女性大使のテーブルディスプレイ 

毎年恒例、各国のお国柄を反映したテーブルディスプレイも今年は特別。6か国の女性大使の協力で 25周年を盛り上

げます。ヨーロッパ、中東、中央アメリカと、気候も風土も異なる各国の違いをお楽しみください。 

（参加予定国） アイルランド共和国（アン・バリントン大使）、イスラエル国（ルツ・カハノフ大使）、エルサルバドル共和国

（マルタ・リディア・セラヤンディア大使）、スロベニア共和国（ヘレナ・ドルノウシェク・ゾルコ大使）、ホンジュラス共和国

（マルレーネ・ビジェラ・タルボット大使） 、ルクセンブルク大公国（ベアトリス・キルシュ大使） 

 
◎日本大賞ほか６つの部門賞、高校生作品の競演も注目！ 

「日本大賞」は 6つの部門の中の個別審査部門（部門１）から選ばれます。昨年は 861作

品から 97 名の審査員によって「エピデンドラム アタカゾイカム ‘マウント イイズナ’」

（写真左）が受賞し、賞金200万円と、「メルセデス・ベンツ B 180 スポーツ」が贈られまし

た。またディスプレイ審査部門（部門３）の迫力ある展示は毎年高い人気です。昨年のオ

ープンクラスの最優秀賞は岐阜

県立恵那農業高等学校の「蘭の

楽園」（写真右）。この部門は高

校からの出品もあり、今年は下

記 4 校のエントリーがあります。

高校生にも注目です。 

（注目の高校生展示）＜同校からのコメントとともに＞ 

岐阜県立恵那農業高等学校（岐阜県、21回目） 

今までお世話になった先生が今年で退職するので、恩返しができるように、最優秀賞目指して頑張ります。 

岡山県立興陽高等学校 造園デザイン科（岡山県、6回目） 

春の訪れを感じさせる山里に水車が回る情景を造園デザイン科らしい作品で表現し、最優秀賞を目指します！ 

神奈川県立中央農業高等校・同校草花部ＯＢ有志（神奈川県、7回目） 

草花部は 48年間バイオテクノロジーの学習をしています。集大成をパフィオペディラムガーデンとして発表します。 

東京都立農産高等学校（東京都、3回目） 

テーマに合わせて櫓と山車と太鼓で祭りを表現しました。みんなで作り上げた作品をご覧ください。 

オンシジューム アレクサンドレー シンビジューム アレクサンデリー 
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日替わり注目イベント  9日間で 36本のイベントを開催します！毎日の注目イベントをピックアップ 

 

■2月 14日（土） 10:30～/15:00～ 妖怪ウォッチ キャラクターショー 

今、子供たちに空前の大ブームを巻き起こしている「妖怪ウォッチ」のキャラクターショー  

を開催します。ステージは 10時 30分～、15時～の 2回。ケータくんやジバニャンはもち 

ろん、あのレジェンド妖怪にも会えるかも！？ ショーの最後には全員で「ようかい体操第 

一」も踊れます。 

■2月 15日（日） 12:40～ 花アーティスト四天王「ビクトリーブーケ初披露」 

「世界らん展」が誇る花アーティスト四天王、岩井淳さん、    

小林祐治さん、 Massa Nakagawa さん、ローラン・ボーニ  

ッシュさん（ビジュアル左から）が競演し、「ビクトリーブー 

ケ」を初披露します。一流アーティストによる「世界らん展」 

のためだけの合作にご期待ください。 

■2月 16日（月） 12:40～/15:00～ 資生堂セミナー＆クイズステージ 

「さまざまな香りとその効果」 「香りで楽しむ世界らん展」 

協賛企業である（株）資生堂によるステージ。資生堂のパフューマー城市篤さんが奥深い 

「らんの香り」の世界についてセミナー＆クイズ形式でお届けします。城市さんも開発に携 

わり、今回で 20種目となる、恒例の世界らん展オリジナルフレグランス（写真右）について 

の解説もお楽しみに！ 

■2月 17日（火） 12:30～ Presented by レディスアデランス  

高橋惠子と IKKOのトーク＆ウィッグショー～春風と。蘭と～ 

協賛企業である（株）アデランスによるステージ。女優の高橋惠子さん、 “美 

のカリスマ”IKKOさん、トップスタイリストとして著名人などからも幅広い支持 

を集める野沢道生さんが登場し、オーダーメイドウィッグ新商品のお披露目 

や、ヘアスタイル、美しさの秘訣などプライベートを交えた話を展開します。 

■2月 18日（水） 12:40～/15:00～ 50周年のスパリゾートハワイアンズ「フラガール」 

公演（22日も同時間帯で実施） 

今年に 50周年を迎えるスパリゾートハワイアンズの「フラガール」が登場。メ 

モリアルイヤーにふさわしい演舞で会場を華やかに盛り上げます。 

■2月 19日（木） 11:00～/12:45～ 假屋崎省吾「假屋崎省吾～蘭の世界～」 

華道家、假屋崎省吾さんによるトークショー。今年の展示と絡めて、独自の世 

界観が語られます。10:00～、11:40～、13:30～の 3回はアリーナ内でサイン 

会も実施します。 

■2月 20日（金） 11:30～ 長渕悦子「花は力なり」  

かつては女優・志穂美悦子として活躍し、現在はフラワーアーティストとして、 

写真集の出版や多くのワークショップを開催している長渕悦子さんが登場し、 

デモンストレーションを行います。 

■2月 21日（土） 13:00～/15:30～ 三松きものショー 

恒例となった「三松きものショー」。今年で 18回目の開催となる今回のステー 

ジでは、三松オリジナル振袖の新作が発表されます。伝統的な華やかさと現 

代の感性が融合する美しいきものの世界を、間近でお楽しみいただけます。 

■2月 22日（日） 11：30～ 江口美貴「トップフラワーアーティスト・江口美貴 

が魅せる『オーキッド・ブライダルの世界』」 

TV・雑誌でも活躍、パリコレや年間 3000件のウエディングを手がける江口美 

貴さんの最新作をデモンストレーションを交えながら発表します。ブライダル 

に精通した同氏ならではの繊細かつ大胆な作品に注目です。 
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■2月 14日（土）～22日（日） 日替わりで「ゆるキャラ®」がやってくる！ 

幅広い人気の「ゆるキャラ®」。会場内の PRブースに全国のゆるキャラ®が日替 

わりで登場します。2014年ゆるキャラ®グランプリ第 2位の「ふっかちゃん」（埼玉 

県深谷市イメージキャラクター）（写真左・21日）、第 8位の「とち介」（栃木県栃  

木市マスコットキャラクター）（写真右・20日）をはじめ、毎日 2～3体、会期中で 

計 23体のキャラクターが登場します。 

 
■「世界らん展日本大賞 2015」開催概要 
■名  称 [和名]世界らん展日本大賞 2015 [英名]Japan Grand Prix・蘭・International Orchid Festival 2015 [略称]ＪＧＰ2015 

■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 外務省、経済産業省、農林水産省、環境省、東京都、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） 

■特別協力 東京ドーム 

■協  力 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  賛 (株)資生堂、(株)三松、(株)ヤナセ、(株)NTT ドコモ、東日本旅客鉄道(株)、旭化成ホームズ(株)、 

キヤノンマーケティングジャパン（株）、三井住友信託銀行（株）、ＴＯＴＯ(株)、日本通運（株）、（株）アデランス、 

三菱マテリアルトレーディング（株）、三菱地所レジデンス（株） 

■事業協力 ユニ・チャーム(株) 

■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 2015年 2月 14日（土）～2月 22日（日） 一般公開＝９日間 

公開時間：午前 10時 00分～午後 5時 30分（入場は午後 4時 30分まで） 

■出  展 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]個別審査部門、[部門２]フレグランス審査部門、[部門３]ディスプレイ審査部門、 

[部門４]フラワーデザイン審査部門、[部門５]アート審査部門、[部門６]ミニチュアディスプレイ審査部門 

■審査賞金 上記各審査部門賞 総額 1,234万円（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｣「育てようセロジネ」など 

■参加国数 23か国・地域（予定） 

■前 売 券 販売価格  1,900円（税込）    

発売期間  2014年 12月 1日（月）～2015年 2月 13日（金） 

発売場所  世界らん展公式ホームページ（http://www.jgpweb.com/）、JR東日本の主なみどりの窓口・びゅうプラザ、

ローソンチケット、チケットぴあ、ｅ＋（イープラス）、CNプレイガイド、ローソン、セブン-イレブン、 

ファミリーマート、サークルＫ・サンクス、ミニストップ、ＪＴＢ・ＪＴＢ統合提携店、農協観光、ちけっとぽーと、 

ＹＣ（読売新聞販売店）他 

■当 日 券 当日券 2,200円（税込） 

イブニング券 1,700円（税込） 

（当日券：午後 3時より販売、午後 3時 30分より入場可能） 

学生券 1,300円（税込） 

(当日券：窓口で学生証を提示下さい。中・高・大学生が対象） 

団体券 1,800円（税込） 

(当日券：会場窓口で 10枚以上の同時購入で適用になります） 

※保護者同伴の小学生以下無料  

※当日券・イブニング券は障害者手帳をご提示の方と同伴者 1名に限り、 

入場券が半額になります 

メインビジュアル 


