
2023
―花と緑の祭典―

世界らん展運営委員会事務局

世界らん展

開催日程：2023年 2月8日（水）～2月14日（火）

会場：東京ドームシティプリズムホール

コンテストガイドブック

◆申請について◆
新型コロナウイルス感染症対策の一環として行う

事前登録にご協力ください

【日本大賞審査部門】事前登録〆切日

【フラワーデザイン部門】出品料支払い〆切日

2023年1月10日（火）

2023年1月10日（火）
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世界らん展運営委員会事務局

2022年10月

「世界らん展2023－花と緑の祭典－」へのご参加に心から御礼申し上げます。

2022年は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施した上で、東京ドームシティプ

リズムホールにて「世界らん展」を開催し、来場したお客様へ花の魅力と癒やしを感じていただきました。2023年の「世界

らん展」も同じくプリズムホール にて、春を待ちわび活気づく花や緑とともにお客様をお迎えいたします 。

皆さまが丹精に育てられたご出品作品が立ち並ぶコンテストに関しては、昨年度に引き続き、花そのものの美しさをお楽

しみいただく「日本大賞審査部門」、デザイン性豊かに彩られた作品の数々をお客様にお楽しみいただく、「フラワーデザイ

ン部門」の2部門を実施いたします。

このコンテストガイドブックは出品に関する諸規則が掲載されております。本催事を円滑に運営し、出品者の皆様にとっ

てスムーズかつ安心安全な登録や搬入出を行っていただくための諸規則となりますので、必ず遵守してください。

また、各種申込は定められた期日までにご提出いただき、出品のご準備をしていただきますようお願い致します。

出品者の皆様へ
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開 催 概 要

[和名]世界らん展2023 -花と緑の祭典 –

[英名]Japan Grand Prix International Orchid and Flower Show 2023

[略称]JGP International Orchid and Flower Show 2023

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。

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）

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）

2023年 2 月8日（水）～14日（火） 会期7日間

8日(水) 12:30～18:00（17:30最終入場）

１０日(金) １０:00～20:00（19:30最終入場）

9日(木)、11日（土）～１４日(火) 10:00～18:00（17:30最終入場）

※開会式、特別内覧会及び内覧会 8日(水) 10:00～12:30（12:10最終入場）

●企画展示

＊オーキッド・ゲート ＊蘭の特集展示 ＊蘭とワシントン条約

●世界らん展日本大賞

＊日本大賞審査部門 ＊フラワーデザイン部門

●展示販売コーナー

＊ボタニカルマーケット

1,800円

※保護者同伴の小学生以下無料

※券売開始 2022年12月上旬

以上、予定

名 称

開催趣旨

主 催

会 場

開催期間

入場料金

展示内容

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）

(以上予定)

後 援
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■お車をご利用の場合

※首都高5号線で、池袋、高島平
方面からお越しの場合は「飯田橋
ランプ」、銀座・新宿方面からの
お越しの場合は「西神田ランプ」
を下り、外掘通りを秋葉原方面に
進んでください。

■駐車場・駐輪場のご案内

タイムズ東京ドーム駐車場

タイムズラクーア駐車場

タイムズミーツポート駐車場

タイムズ東京ドームバイク駐車場

ラクーア自転車駐輪場

ミーツポート自転車駐輪場

※1 平日は最大料金を設けている日がございます
※2 車高2.1mまで（タイムズ東京ドーム駐車場およびタイムズミーツポート駐車場の一部は2.0mまで）
※3 休日、祝日、およびイベント開催日は駐車場が大変混雑します。できるだけ、公共交通機関をご利用ください。
※4 詳細は東京ドームシティ公式HPにてご確認ください。尚、空車状況もご確認いただけます。

最寄り駅

東京メトロ
丸ノ内線

後楽園駅
南北線

JR線
中央線

水道橋駅
総武線

都営地下鉄
三田線 水道橋駅

大江戸線 春日駅

■電車をご利用の場合

※いずれの駅からも下車すぐです

※乗り換え時間は含みません

主要ターミナル駅からの所要時間

東京駅
約6分 （JR線）

約8分 （丸ノ内線）

上野駅 約9分 （JR線）

新宿駅 約14分 （JR線）

池袋駅 約7分 （丸ノ内線）

タイムズ
東京ドーム駐車場

タイムズ
ラクーア駐車場

タイムズ
ミーツポート駐車場

タイムズ
東京ドームバイク駐車場

営業時間 7：00～23：00 24時間営業 7：00～23：00 24時間営業

収容台数 400台（身障者用9台） 170 台（身障者用1 台） 100 台（身障者用3 台） バイク専用19台

料 金 30分毎 440円※1、2 30分毎 440円※1、2 30分毎 440円※1、2
60分毎 550円・夜間

（24：00～7：00）最大料金 550円

■一般駐車場

会 場 ア ク セ ス
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会 場 周 辺 図
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No. 控 室 名 用 途

① 運営本部、出店物検査委員会
2月6日（水）～2月14日（火）までの間、運営事務局
を設置してスムーズな運営管理をはかります。

② 出店者窓口・コンテスト窓口
会期中、出品者の皆様からのお問い合わせをお電話
にてお受けいたします。

③ 入賞者受付窓口
2月13日（月）・14日（火）の2日間、こちらで受賞者
手続きを行います。

④ 場内センター・宅配便

会期中、会場内に宅配便担当者を常駐しております。
出品者の皆さまも搬出時などにご利用いただけま
す。※有料

⑤ 水場
作品の手入れなどを行う際に、水くみ場としてご利
用ください。

①②

⑤

③

④

■ 諸 室 配 置 図

関係者諸室
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2023年2月6日 （月） 設営日 （搬入・施工・装飾）

2月7日 （火） 設営日 （搬入・施工・装飾）

2月8日（水） 初日 ※予定

16:00～20:00
出店者搬入（日本大賞審査部門出品者のみ）

15:00～20:00日本大賞審査部門 審査登録

9:00～18:00
出店者搬入

13:00～18:00
審査

全体スケジュール （出店・コンテスト共通）

15:00～21:00フラワーデザイン部門 審査登録

9:00～18:00 出店者搬入

13:00～18:00 審査

2月10日 （金）

2月9日（木）・11日（土）～13日（月）

2月14日（火） 最終日

2月15日（水） 撤去日

20:00～21:00 追加搬入・出店準備
※車両は禁止

12:30～18:00 一般公開

10:30
～11:30

特別
内覧会

11:30
～12:30

内覧会

閉場後～19:00
追加搬入
出店準備
※車両は禁止

8:00～
10:00
追加搬入
出店準備

10:00～18:00一般公開

9:00～10:00 追加搬入・出店準備

9:00～10:00 手直し 閉場後～21:00 手直し

10:00～18:00 一般公開

10:00～18:00 一般公開

9:00～10:00 手直し 閉場後～19:00 手直し

9:00～10:00 追加搬入・出店準備

9:00～10:00 手直し

18:00～19:00追加搬入・出店準備
※車両は禁止

18:30～22:00 出店者搬出

18:30～21:00 
出品者搬出

～17:00 造作撤去

8:00～11:00 出店者搬出

10:00
～10:30
開会式

9:00～10:00 追加搬入・出店準備

8※閉場後の手直しはお客様退館後になるため、作業開始が遅れる場合がございます。
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作品について

□当展は、自然保護を尊重し良質な花の世界の発展を目的として企画・運営しています。従って、審査に

出品する蘭はすべて、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の正規の手続で輸入されたもの

に限ります。またCITES 附属書Ⅰの原種で、山採り株と見られるものは出品を受け付けません。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。なお、当該国で輸出が厳禁とされているにもかかわらず、出品された場合は受け付けません。

□作品の装飾やタイトルが公序良俗に反する場合もしくは当展の規律を著しく損うものであった場合は、

審査運営委員会の判断によって賞を剥奪し、作品タイトルの変更を要請いたします。

□作品のデザインは公序良俗に反しないものであれば特に制限はありませんが、出品者以外の第三者が

所有するデザイン、マークなどを参考にされる場合、その知的財産権を侵害しないよう、

商標権（名称、マーク）、意匠権（デザイン）、著作権（文芸、芸術等）、肖像権、パブリシティ権などの使用

許諾、権利処理については出品者の責任において当該承認を得るなど、十分な確認及び対応をお願い

します。

□作品の開催期間中の販売は禁止です。

□当展の正常な運営に支障をきたすおそれがあると認められた物を使用した作品については、制限・禁

止を行う場合があります。

□出品者は当社に対し出品作品の撮影を許諾し、当該画像及び映像を無償で商業利用することを

許諾するものとします。

□同一作品を、複数の部門やカテゴリーに重複して審査登録することはできません。

□応募・出品に際し、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。利用される運送会社にお問い合わせいただくか、別途ご自身で保険にご加入

いただくことをお勧めします。

□会場内での作品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。

□主催者、審査実行委員からみて観賞に耐えられない状態の作品は、撤去・差し替え等の調整を

協議させていただく場合や審査対象として認めない場合があります。

□作品変更の禁止

公開中の展示の変更はできません。但し、蘭や花・植物の状態悪化などでどうしても変更せざるを

得ない場合は、コンテスト窓口に届け出を行い、許可を得てから公開時間外に作業をしてください。

ご 出 品 に あ た っ て

出品に関する注意事項
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□作品持出禁止

会期中は作品の持ち出しはできません。やむを得ず撤去・交換が必要な場合は、コンテスト

窓口まで届け出を行い、事務局立会いの上で実施してください。

□展示禁止内容

引火性・爆発性のある装飾、輸出入禁止品の使用、および各規制法律に反するものについては、

出品を禁止します。

□展示装飾は出品者の責任において行ってください。

□隣接の出品者に影響を与えないように、作品のサイズを守ってください。

□公開中の連絡

・公開中の相互協議事項や連絡事項がある場合は、コンテスト窓口にてお知らせします。

・会期中、ご担当者宛に直接連絡する場合もあります。

□周囲への配慮

展示により生ずる強度の音響・光熱・熱気・埃・ガス・臭気・振動等には十分な対策を行い、他の出品者

等に迷惑を及ぼさないようにしてください。

□トラブル処理

出品者間のトラブルについては、できるだけ当事者間で話し合い、了解を得るようにしてください。

□展示作業によるゴミについて
展示作業で出たゴミ類は、作業完了退出時にすべてお持ち帰りください。

その他

ご 出 品 に あ た っ て
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入館証の着用

□すべての関係者は、入館時に入館証の着用が必要です。

□入館証には、「IDカード」(スタッフ用）と「リボン」(搬入出用)の2種類があります。

・「I Dカード」 搬入出時を含め全期間有効、｢リボン｣は設営・撤去時のみの

有効となります。

・『審査登録用紙控え』のコピーをお持ち下さい。

お持ちできない場合は、当日に代表者へ確認の連絡をいたします。

・関係者入口受付にて『審査登録用紙控え』を見せながら

『ご出品者名』をお伝えください。

・借り受けたリボンは、時間内に必ず返却してください。

作品の盗難、トラブル防止、また会場安全管理にご協力をお願いいたします。

尚、IDカード紛失の場合は4,000円、借用リボンの紛失の場合は 2,000円を保証

金としていただきます。

□ 会期中の追加搬入・手直しは 「I Dカード」 保持者が行ってください。

出品者本人が行えない場合や、やむを得ず代理の方にお願いする場合は、

ご出品者のコンテストIDを着用して入館してください。

※ 追加 I D の発行はコンテスト窓口にて1枚4,000円で販売いたします。

代理の方がIDを受け取れない場合、コンテストIDがお渡し出来ない場合は、

当日関係者入口にてリボン借受が可能ですが、当日いらっしゃる代理の方が

下記をお答え、提示できますようご手配をお願いいたします。

入館証について①
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入館証について②

入 館 証 の 発 給

□出店者には下記の枚数の入館証を発給いたします。

スタッフ用 「 I Dカード 」 搬入出用 「 リボン 」

I D ・ リ ボ ン 入 館 可 能 ス ケ ジ ュ ー ル

ID リボン

設営・審査登録

一般公開前
作品手直し・追加搬入

一般公開後
作品手直し・追加搬入

一般公開中

撤 去

日本大賞審査部門

フラワーデザイン部門

な し

1 枚

1 枚

1 枚

・日本大賞審査部門 2/6  15:00～20:00

・フラワーデザイン部門 2/6  15:00～21:00

・2/8 8:00～9:30

・2/9～14 9:00～10:00

・2/10  閉場後～21:00

・2/8、9、11～14 閉場後～19:00

入 館 不 可

・各部門ともに 2/14 18：30～21：00

※入館可能時間の詳細は「全体スケジュール（P.36）」を参照ください。

※ストックルームの使用時間も同様となります。

※閉場後の手直しはお客様退館後になるため、作業開始が遅れる場合がございます。
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検温所 ●
(予定)

■搬入出時注意事項

【日本大賞審査部門ご出品の方】

・検温所での検温後、入館証（リボン）をお渡しします。

・入館される方は必ず入館証（リボン）を着用してください。

【フラワーデザイン部門ご出品の方】

・事前にお送りするIDを必ずお持ちください。

・毎日の検温所での検温後、シールをお渡ししますので、必ずIDにシールを貼り付け

てください。

・一般のお客様が会場にいる間、会場内での台車は使用できません。

一般駐車場を利用して会場内へ

・エレベータにて会場直結の一般駐車場を利用して搬入出をお願い致します。

・車両申請の必要はありません。ただし、大型株や多数出品のために大型車両の利用が必要

な方は、必ず事前に事務局までご連絡ください。

作品の搬入出について①
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作品の搬入出について②

①「タイムズ東京ドーム駐車場の入口にお入りください

②道なりに進み、地下駐車場にご駐車ください

③地下駐車場から東エレベーターで1Fへ進むと、会場に直結
いたします

車両搬入出経路
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作品搬出について

□日時：2月14日（火）18：30 ～ 21：00
※作品の搬出は18：30 からです。閉場後、搬出環境整備のため、搬出開始の合図があるまでは

立ち入ることはできません。

□引渡し方法
・2月14日（火）一般公開終了後、作品を引き渡します。照合のため、必ず審査受付印のある

審査登録用紙の「出品者控」をご持参ください。控のない方、同用紙のコピー等の場合には、

引渡しをお断りする場合があります。

・上記時間内に引取りのない場合には事務局が処分しますが、後日廃棄費用（1作品につき¥5,000）

を徴収いたします。

上記時間内に引取れない事情がある場合は、必ずコンテスト窓口までご連絡ください。

作 品 の 搬 入 出 に つ い て
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日本大賞・最優秀賞

受賞報告

・事務局より2月7日（火）に電話でご連絡します。

・賞名の表示は作品に添付します。

表彰式

賞の手続き

日本大賞及び最優秀賞受賞者は2月8日（水）10：00より行われる開会式にご出席いただき、

賞状・トロフィー・賞金目録を授与します。

・2月13日（月）、14日（火）の13：00 ～17：30の時間内に必ず「入賞者受付窓口」に来室し、

トロフィーを受け取り、賞金振込みの手続きを行ってください。

・振込先金融機関名、支店名、口座番号が必要となります。

また、審査登録用紙の「出品者控」と印鑑（認印可）をご持参ください。

・日本大賞は50万円を超える賞金のため、源泉税徴収に伴う個人番号カード（マイナンバーカード）の

提出が必要となります。下記書類のご用意をお願い致します。

□通知カードのコピー、または個人番号カード（裏面）のコピー

※通知カード：各個人の住民票の住所に市町村より簡易書留で送付された個人番号が記載さ

れた紙製のカードです。

□本人確認書類のコピー（個人番号カードの表面、運転免許証、パスポート等写真入り身分証明書）

・受賞者本人以外の方が手続きする場合は、本人からの委任状（書式自由・要捺印）をご提出いた

だき、その代理の方の身分証明書をご提示いただきます。

・賞金支払い手続きに際して、正確な情報の提供をお願いいたします。また、捺印については、

拇印や手書きサインなど代用はお断りします。

・賞金は3月末にお支払いします。

支払元：世界らん展運営委員会事務局 株式会社東京ドーム

（振込名義：カ）トウキョウドーム

優秀賞・優良賞・奨励賞

受賞報告

賞の手続き

・事務局よりFAXで通知します。

・賞名の表示は作品に添付します。

・2月13日（月）、14日（火）の13：00 ～17：30の時間内に必ず「入賞者受付窓口」に来室し、

表彰物を受け取り、賞金振込みの手続きを行ってください。

・審査登録用紙の「出品者控」をご持参ください。

入賞者の表彰・賞の授与について①
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リボン賞

受賞報告

・受賞作品にリボンを添付します。

※リボンは作品搬出時にお持ち帰りいただけます。

賞の手続き

・特にありません。

※日本大賞審査部門のトロフィー賞受賞以上の作品は、所定の位置に展示しますが、

開催期間中に観賞に耐えられないと見られるものは、写真に替えさせていただきます。

メダル賞

受賞報告

・事務局よりFAXで通知します。

・メダルは作品に添付いたします。

賞の手続き

・2月13日（月）、14日（火）の13：00 ～17：30の時間内に必ず「入賞者受付窓口」に来室し、

メダル認定書を受け取ってください。

・審査登録用紙の「出品者控」をご持参ください。

・認定料を現金にてお払いいただきます。

トロフィー賞・海外特別賞

受賞報告

・事務局よりFAXで通知します。

・商品の表示は作品に添付します。

賞の手続き

・2月13日（月）、14日（火）の13：00 ～17：30の時間内に必ず「入賞者受付窓口」に来室

し、表彰物を受け取り手続きを行ってください。

・審査登録用紙の「出品者控」をご持参ください。

入賞者の表彰・賞の授与について②
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会場周辺に宿泊なさる場合については、各出品者さまにてお早めにホテルの予約を取られる

ことをお勧めします。本催事では出品者の皆様に対して、

【東京ドームホテル】

【後楽ガーデンホテル】

【sequence SUIDOUBASHI】

こちらの3つのホテルを2023年2月6日（月）～2月15日（水）までの期間中、特別宿泊料金

にてお部屋をご用意しております。是非、ご利用ください。

お申込みについては、各ホテルの「宿泊予約申込書」に必要事項をご記入の上、

2023年2月5日（日）までに各ホテル宿泊予約宛にFAXにてお申込みください。

※ホテルからのFAXが届いた時点で、予約成立となります。

（数日しても返信が無い場合は、お手数ですが、下記該当ホテル宛てにお問い合わせください）

※「到着時のご精算」、もしくは「ご滞在中の一時精算」をお願いさせていただくことがございます

ので、各ホテルの詳細をご確認ください。

※荷物搬送に伴うホテルワゴンの貸出はご対応しかねますので予めご了承ください。

ホテル宿泊予約について

03-5805-2222

03-3222-3131

03-3816-6130

03-5805-2131

03-3222-3132

03-3816-7448

東京ドームホテル

後楽ガーデンホテル

Sequence 
SUIDOUBASHI

電話番号ホテル名 FAX

19



20



日本大賞審査部門

Ⅰ.  部 門 別 概 要

21

＊日本大賞審査部門概要・・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・・・ ・・・・・・ ・・ ・・・ ・・・ ・ ・・・ ・ ・・・・・ ・・・22

＊審査登録の流れ・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・ ・・ ・・・ ・・・ ・ ・ ・・ ・・・ ・・・ ・ ・ ・・ --------------・・・ ・・・ ・・・・ ・・・- 29



日本大賞審査部門

－あらゆる蘭の花および株を審査する部門です－

審査区分

属区分

A カトレアとその近縁属（カトレア類）

（カトレア、レリア、ブラサボラ、エピデンドラム、リンコレリアなどの Laeliinae 亜族）

カテゴリー 区 分 内 容

1
カトレア類の原種
…単葉系［nobilior,walkerianaを含む］（花茎を除き、草丈25 ㎝未満のもの）

カトレア・レリア・ブラサボラ・エピデンドラム・リンコレリアなど

2
カトレア類の原種
…単葉系（花茎を除き、草丈25 ㎝以上のもの）

カトレア・レリア・ブラサボラ・エピデンドラム・リンコレリアなど

3
カトレア類の原種
…複葉系

カトレア・レリア・エピデンドラム・グァリアンセなど

4
小型のカトレア類交配種、属間交配種（花茎を除き草丈25cm 未満のもの）
…色彩は問わない。

5
中型のカトレア類交配種、属間交配種（花茎を除き草丈25cm 以上35cm 未満のもの）
…色彩は問わない。

6
大型のカトレア類交配種、属間交配種（花茎を除き草丈35cm 以上のもの）
…ラベンダー系・ピンク系

7
大型のカトレア類交配種、属間交配種（花茎を除き草丈35cm 以上のもの）
…オレンジ系・黄色系・グリーン系

8
大型のカトレア類交配種、属間交配種（花茎を除き草丈35cm 以上のもの）
…色彩は問わない。（カテゴリー6、7を除く）

・洋蘭・東洋蘭・日本の蘭、あらゆる蘭を対象に、｢花｣｢株｣そのものを審査します。

・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。

日 本 大 賞 審 査 部 門 概 要 ①

次のA～Jの区分、全41カテゴリーに分類され審査が行われます。

22



パフィオペディラムとその近縁属

属区分

B

（シプリペディウム、フラグミペディウムなど Cypripedilinae 亜族）

カテゴリー 区 分 内 容

9
パフィオペディラムとその近縁属の原種・一茎一花

ブラキペタラム・パービセパラム亜属を含む通常一茎一花のもの

10
パフィオペディラムの一代交配種

ポリアンサ・コクロペタラム亜属の関わっていない原種同士の交配

11
パフィオペディラムの多花系原種・交配種および近縁属の原種・交配種

ポリアンサ・コクロペタラム亜属の原種またそれらの関わっている交配種および
フラグミペディウム属などの原種・交配種

12 パフィオペディラムの整形大輪交配種 …点花系

13 パフィオペディラムの整形大輪交配種 …白系、ピンク・赤系

14
パフィオペディラムの整形大輪交配種 …

その他の色彩（グリーン系、黄色系、アンバーなど）

15
一方の交配種に原種を直接用いたもの（ポリアンサ･コクロペタラム亜属を除く）
および上記カテゴリー10～14に該当しないパフィオペディラムの交配種・
属間交配種（モーディエタイプ含む）

ファレノプシスとその近縁属

属区分

C
（ファレノプシス、バンダ、エリデス、アングレカムなどの Sarcanthinae亜族）

オンシジュームとその近縁属

属区分

D
（オンシジューム、ゴメザ、ミルトニア、ブラッシア、ロシオグロッサムなどの Oncidiinae亜族）

カテゴリー 区 分 内 容

16
ファレノプシスとその近縁属全ての原種（富貴蘭を除く）

…バンダの原種、リンコスティリスの原種など

17 ファレノプシス（胡蝶蘭）の交配種と属間交配種の小型種（花径7cm 未満のもの）

18 ファレノプシス（胡蝶蘭）の交配種と属間交配種（花径7cm 以上11cm 未満のもの）

19 ファレノプシス（胡蝶蘭）の交配種と属間交配種（花径11cm 以上のもの）

20 バンダの交配種、バンダの近縁属の交配種（ファレノプシスとの交配種を除く）

カテゴリー 区 分 内 容

21 オンシジュームとその近縁属の原種

22 オンシジュームとその近縁属の交配種・属間交配種

日 本 大 賞 審 査 部 門 概 要 ②

23



シンビジューム属（東洋蘭を除く）

属区分

E

カテゴリー 区 分 内 容

23
シンビジュームの原種、交配種
…白色系、アイボリー系、ピンク系、赤色系、赤褐色系
（リップのV字 赤色の有無は問わず）

24
シンビジュームの原種、交配種
…グリーン系、黄色系、橙色系、その他の色彩
（リップのV字 赤色の有無は問わず）

デンドロビューム属（長生蘭は除く）

属区分

F

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

属区分

G

その他の属
属区分

H

カテゴリー 区 分 内 容

25 デンドロビュームの原種

26 デンドロビュームの交配種

カテゴリー 区 分 内 容

27
リカステ、アングロア、スダメリカステの原種、交配種、属間交配種

…ピンク系、白色系、白赤系

28
リカステ、アングロア、スダメリカステの原種、交配種、属間交配種

…グリーン系及び赤色系、その他の色彩

カテゴリー 区 分 内 容

29
該当するカテゴリーのない全ての原種、交配種、属間交配種
（但し、東洋蘭、日本の蘭を除く）

…花茎を除く草丈が25ｃｍ未満のもの

30
該当するカテゴリーのない全ての原種、交配種、属間交配種
（但し、東洋蘭、日本の蘭を除く）

…花茎を除く草丈が25ｃｍ以上のもの

日 本 大 賞 審 査 部 門 概 要 ③
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東洋蘭

属区分

I

カテゴリー 区 分 内 容

31 春蘭花物／（日本・韓国産、およびそれらの交配）／赤、朱金色系

32 春蘭花物／（日本・韓国産、およびそれらの交配）／その他の色花

33 春蘭花物／（中国・台湾産、およびそれらの交配）／全タイプ

34 東洋蘭葉芸物全系統 ／葉芸物全て

35
上記以外の東洋蘭花物全種／花物全タイプ
（蓮弁蘭、ピアナン、一茎九華、寒蘭、報歳蘭、種間交配種、自然交雑種を含む）

東洋蘭

属区分

J

カテゴリー 区分内容

36
富貴蘭
…花物及び葉芸物

37
長生蘭、セッコク
…葉芸物全系統

38
長生蘭、セッコク
…花物全系統

39
えびね
…ニオイエビネの原種またはそれが関わる人工交配種および自然交雑種

40
えびね
…カテゴリー39を除く原種・人工交配種および自然交雑種

41
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

日 本 大 賞 審 査 部 門 概 要 ④
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審査基準

審査システム

「個体の良さ」 「開花状況」 「株の仕立て」 「花の鮮度」 を審査します。

①リボン賞の決定

41カテゴリーに分類してエントリーされた全作品を審査します。

各カテゴリーから「ブルーリボン賞（第1席）」「レッドリボン賞（第2 席）」「ホワイトリボン賞（第3 

席）」41作品ずつ選出します。

※但しレッドリボン賞とホワイトリボン賞については、30 作品以上のエントリーがあったカテゴ

リーについては各2作品まで受賞できます。

メダル賞の決定

エントリーされた全作品を対象に、「個体の良さ」を絶対評価に基づき審査します。

②トロフィー賞の決定

①でブルーリボン賞を受賞した41作品がトロフィー賞となります。

③部門賞の選出

・トロフィー賞に選出された41作品を対象に、審査員全員の投票により上位18作品を部門賞

として選出します。

④日本大賞の決定

特別審査員のもと、トロフィー賞41作品のメダル審査を行い、下記の要件を満たした作品を

日本大賞として選出します。

1. メダル審査の点数が78点以上で、最も優れていると特別審査員が判断する作品

2. これまでの日本大賞の受賞回数が2 回に満たない出品者による作品であること

※名誉賞について

これまでの日本大賞の受賞回数が2 回以上となる出品者による作品が、

日本大賞の1の要件を満たした場合、今までの偉大な功績を称え「名誉賞」とします。

⑤海外特別賞の決定

海外特別賞も、トロフィー賞に選出された41作品を対象に選出します。

※但し、日本大賞受賞作品は対象外となります。

日 本 大 賞 審 査 部 門 概 要 ⑤
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賞 構 成

審査区分 賞 名 作品数 賞金・賞品

部門賞

日本大賞 1 作品 200万円・賞状・特別トロフィー

優秀賞 1 作品 50万円・賞状・特別トロフィー

優良賞 1 作品 20万円・賞状・特別トロフィー

奨励賞 15作品 各3万円・賞状・トロフィー

トロフィー賞 トロフィー賞 41作品 賞状・トロフィー

リボン賞

ブルーリボン賞（第1席） 41作品 ブルーリボン

レッドリボン賞（第2 席） 41作品 レッドリボン
（出品数により増加することがあります）

ホワイトリボン賞（第3席） 41作品 ホワイトリボン
（出品数により増加することがあります）

海外特別賞
（予定）

アメリカ蘭協会（AOS）特別賞
＊最も優れた東洋蘭・日本の蘭の栽培賞

1 作品 トロフィー

英国王立園芸協会（RHS）特別賞
＊最も優れた洋蘭の栽培賞

1 作品 トロフィー

世界蘭会議委員会（WOC）特別賞
＊最も優れた蘭の原種

1 作品 トロフィー

■メダル審査

評価得点 授与されるもの 認定料

ゴールドメダル
（金賞）

90～100点の作品 ゴールドメダル／メダル認定証 2万円

シルバーメダル
（銀賞）

80～89点の作品 シルバーメダル／メダル認定証 1万円

ブロンズメダル
（銅賞）

75～79点の作品 ブロンズメダル／メダル認定証 5千円

CCM（栽培賞）
（Certificate of
Cultural Merit）

80点以上の作品で、栽培上特に
優れていると認められるもの

CCM メダル／メダル認定証 1万円

※認定料をお支払いいただきます。

日 本 大 賞 審 査 部 門 概 要 ⑥
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作品について

・審査対象作品は出品者自身が6ヵ月以上栽培したものに限ります。（造花は不可）

もし、エントリー時の申請が虚偽であると判明した場合には、賞を剥奪し撤去します（但し、メダル審査

に関して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品はできません。

・個体名が公序良俗に反する場合、当展の規律を著しく損うものであった場合には、審査運営委員会の判

断によって個体名の変更を要請する場合があります。なお、展示後に発覚した場合、

賞を剥奪し、撤去します。

・審査対象株は健全な株でなければなりません。病気と疑わしき株は審査運営委員会の判断によって審査

対象から除外や撤去させていただく場合があります。

・作品は、開催期間中、新鮮な状態を維持できる花を出品してください。

・審査対象の花は、自然な状態で開花したものとします。花及び花茎を故意に整形・変形したことが認めら

れる場合は、審査員または審査委員会の判断によって、審査対象から除外します。

（例）・ファレノプシスの花房部（花のついている部位）までの支柱による整枝

・カトレアの花柄部までの支柱による整枝

但し、本来、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。

・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留める等、審査時に必要に応じて容易に取り外せる状態で出品してください。

・審査対象の花は完全に咲いたものとします。また、開花の最終段階または途中であるものは、審査対象

から除外します。

・審査対象の花は、シミ、傷や奇形のないものとします。但し、遠方からの出品など輸送途中のやむをえな

い事情により、花本来の資質に関係なく、審査判定に支障がないと審査委員会が認めたものについては、

審査対象とします。審査申込みの際に、事由を申し立てて下さい。

・ファレノプシス、シンビジュームなど、長い花茎に多数の花をつける種を審査する場合は、１花茎の着花

数の半数以上が開花していない場合は、審査対象から除外します。但し、品種特性として前記のような

開花特性を持たない種類についてはこの限りではありません。

・多花性の品種において、開花・見栄えをよくするために、故意に摘花がされているものは、審査員または

審査委員会の判断によって、審査対象から除外します。

・標準的に数輪着花すべきと考えられる系統にもかかわらず、着花輪数が少ないことは減点対象とします。

・カラー・ブレーキングは減点対象とします。

・原種及び交配種の分類は、基本的に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。

・審査は、鉢物、切り花の区別はつけません。

・作品の鉢は、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品してください。

鉢に苔が生えた状態での出品はできません。また鉢の汚れ、キズのあるものは避けてください。

・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品してください。

日 本 大 賞 審 査 部 門 概 要 ⑦
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審査登録について

審査登録は必ず行ってください。登録が行われなかったものは審査対象から除外します。

１.事前登録申請【2023年1月10日（火）締切】

コロナウイルス対策の一環として、出品の事前登録を行います。

事務局指定の必要事項にご記入の上、上記締め切り日までに事務局までご提出ください。

※事前登録なしでの当日受付も可能ですが、審査登録日における３密状態緩和に向け、

可能な限り出品者数を事前に把握させていただきたく存じます。

事前登録にご協力いただいた出品者様に、「世界らん展2023 -花と緑の祭典- 」

無料鑑賞券を2枚進呈します。

※混雑状況によっては入場をおまちいただく可能性がございます。

※2月8日実施予定の特別内覧会及び内覧会には、無料鑑賞券ではご入場いただけません。

4．必要なもの

３．審査登録日・登録受付場所

審査登録日時：2月6日（月）15：00 ～ 20：00

登録場所：プリズムホール会場内「審査登録受付」
※審査登録受付の場所は1月中旬にお送りする最終案内にてお知らせいたします。

□作品

・審査登録をされた作品は、必ずその現物を出品して下さい。

・審査登録完了後の作品の引き下げ、取消しは一切認めません。

□審査登録用紙（複写式）

・登録用紙は複写式です。ボールペンなどで丁寧に楷書で読みやすく記入してください。

□審査登録料

・1作品につき1,000円その場でお支払いいただきます。

２．必要書類の事前記入
事前登録にてご記入いただいた内容をもとに、審査登録用紙・作品ラベル等の必要書類を

1月中旬を目処にお送り致します。必ず事前にご記入いただいた上で審査登録にお越し下さい。

※記入上、不明な点がある場合は、受付時にご相談下さい。

審 査 登 録 の 流 れ ①
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□作品ラベル（グレーラベル）の記入について

・下記の要領でグレーラベルを作品ごとに添付してください。なお、グレーラベルは必ず事務局が

用意するものを使用してください。

横 10.5cm×縦 7.5cm のグレー地のラベルです。

・グレーラベルは「日本大賞審査部門 事前登録申請書」で申請いただいた株数分、事務局よりお

送りいたします。

・植物学名で記入してください。

・品種名・個体名・交配親などを正確に記入して、手続きを行ってください。

・属名は略号・種名で登録名がない場合は交配親を明記してください。

・原種の頭文字は小文字。変種名があれば中段に記入してください。

・個体名は必ず明記してください。

・東洋蘭・日本の蘭は、和文との併記も可。但し、和文のみは不可となります。

・ラベルの右下にプロフェッショナルの方は法人名を、アマチュアの方は個人名を記入してください。

お名前は、下線からはみ出さないようにご記入ください。

・ラベルには、ハッキリした分かりやすい文字で必要事項をご記入ください。

記入にあたっては、マジック(黒色)をご使用ください（テプラ使用可）

▲登録申請出展物には、必ず個体名を明記 ▲登録名がない場合は、交配親を明記

▲エビネの学名はローマ字表記 ▲原種には頭文字も小文字
変種名があれば中段に記入

▲東洋蘭の場合は和文との併記でも可
（和文のみは不可）

▲東洋蘭、日本の蘭の学名はローマ字表記

審 査 登 録 の 流 れ ②

30



エントリーシール添付

審査エントリーシール貼付スペースとして、2cm×5cm程度のスペースを必ず空けておいて下さ

い。文字は読みやすく、丁寧に記入してください。

□ ローマ字表記について

・本ガイドブックの「区分・表記についての詳細」を参照の上、登録用紙、作品ラベル等に

必要事項をご記入ください。

・審査登録用紙記入にあたっては、花名をローマ字で記入してください。

□ 審査登録当日の流れ

①審査登録料
（1作品＝1,000円）を
支払い、審査登録用紙の
「出品者控」に領収印を
もらってください。

②審査登録用紙、グレーラ
ベルなどのチェックを受
け、審査エントリーナン
バーをもらってください。
各担当係が、グレーラベ
ル、審査登録用紙にエン
トリーナンバーシールを
貼り終えたら、
手続き完了です。

出品株は主催者側で展
示します。
受付の指示に従ってく
ださい（受付を終えた
出品物は、許可なく移
動または、撤去・搬出す
ることはできません）。

※審査登録用紙の「出品者控」は、搬出時に必要です。紛失しないようにご注意ください。

□審査登録における注意事項
・審査登録用紙及びグレーラベルに記入された品種が明らかに出品した作品と異なる場合、審査

員または審査委員会の判断で、審査対象より除外します。

・審査登録は、作品を受付にご持参のうえ、正しいグループ・カテゴリーを確認したうえでお

申込みください。誤ったカテゴリーに登録がなされた場合には、審査対象より除外します。

カテゴリーの判断がつきにくい場合には、受付で必ず審査運営委員にご相談ください。

期間中の管理について

公開期間中、主催者が水やりその他、警備等の管理をします。但し、主催者が観賞に耐えられないと

認めたものは、出品者に連絡し、撤去・引取りなどをお願いする場合があります。

審 査 登 録 の 流 れ ③
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フラワーデザイン部門

Ⅰ.  部 門 別 概 要
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①ウェディングブーケ

■花嫁の持つブーケで、白のウェディングドレスに映える作品。

■蘭が使用されていることが明確な作品で、

使用する花は蘭を主体(使用花の50%以上)とした作品となっていること。

■持ち運び可能で、審査時には手に持って審査ができる状態にしておくこと。

■作品サイズ：〔間口〕60cm〔長さ〕150cm 〔重量〕1.5kg以内

審査区分

2つのカテゴリーに分類して審査を行います。

②アレンジメント

■様々な生活空間に適応し、暮らしの中で蘭を身近な存在に感じられる

美的構成やアイデアのあるもの。

■蘭が使用されていることが明確な作品で、

蘭を主体(使用花の50%以上) とした作品となっていること。

■作品サイズ：〔間口〕60cm〔奥行〕60cm 〔高さ〕100cm以内

フラワーデザイン部 門 概 要 ①

賞 構 成

トロフィー賞
12作品

部門賞

トロフィー賞

最優秀賞

優秀賞

優良賞

奨励賞

賞名審査区分 作品数 賞金・賞品

1作品

1作品

1作品

3作品

6作品

20万円・賞状・特別トロフィー

10万円・賞状・特別トロフィー

5万円・賞状・特別トロフィー

3万円・賞状・トロフィー

賞状・トロフィー

学生奨励賞 1作品 副賞・トロフィー
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審査基準

審査システム

・技術的完成度が優れているか
・花・植物素材の使い方が適切で、特性をうまく捉えているか

・タイトルのテーマ性が表現されているか
・斬新さや独創性があるか

・色合いの美しさが優れているか
・色のコーディネートが適切か

・蘭と他の花植物との融合性があり、作品全体の構成力があるか
・作品としての仕上がりが美しく統一感があるか

テクニック

オリジナリティ

カラーハーモニー

完成度

30点

40点

15点

①トロフィー賞の決定

エントリーされた全作品を2カテゴリーに分類して、トロフィー賞12作品を選出します。

②部門賞・奨励賞の決定

トロフィー賞に選出された12作品から上位6作品が部門賞として選出されます。

フラワーデザイン部 門 概 要 ②

15点

作品について

・蘭の花の使用各カテゴリーの定義に記載の作品構成としてください。

・使用する蘭は生花に限ります。

・作品全体の70％以上が生花で構成された作品としてください。

・１次選考を通過され、プリズムホールに展示される場合は、1作品につき参加料 ¥3,000

をお支払いいただきます。

※申込後にキャンセルされた場合、参加料の返却はできません。

・作品は出品者自らが制作し、他のコンテストを含め未発表・オリジナルのものに限ります。

また、盗作などよって、審査対象、展示対象から除外します。同様に、登録者以外に制作

者がいる場合や、他者に依頼して制作した場合についても審査対象、展示対象から除外

します。

・フラワーデザイン部門は、構成やサイズの関係上、会期後半は花の傷みが目立ちます。

十分考慮してください。

③学生奨励賞の決定

22歳以下の学生の出品者さまの作品の中から、得点が最も高い作品を学生奨励賞として

選出します。
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作品展示について

□展示仕様について

①ウェディングブーケ

・高さ130cm位置の作り付けホルダーに展示します。

・作品展示のレイアウトは主催者の都合により、

変更する場合があります。

・展示パネルは作品サイズより大きく制作しています。

規定サイズ内で展示してください。

・開催期間中に作品が枯れることのないよう保水の

工夫やメンテナンスをお願いいたします。

②アレンジメント

・高さ75㎝の平台（サイドパネル無し）に展示します。

・作品展示のレイアウトは主催者の都合により変更する

場合があります。

・平台は作品サイズより大きく設置しておりますので、

規定サイズ内で展示してください。

□作品展示位置について

作品の展示位置は、来場者のための

よりよい導線設定・国際性・蘭の種類特性に基づき、

主催者が設定します。

作品表示について

・出品者表記とタイトル表記は主催者が設置します。

・出品者表記は共同制作の場合、代表者を含め4名まで

とします。

※企業名および団体名の表記は控えさせていただきま

す。ただし、学校名に限り併記できます

（専門学校、教室名等は除く）。

・主催者が設置する表示物以外の表示は禁止します。

フラワーデザイン部 門 概 要 ③
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4.審査登録当日の流れ

※審査登録用紙の「出品者控」は、搬出時に必要です。紛失しないようにご注意ください。

審査登録について

締切日：2023年1月10日（火）

・1次審査を通過された方に、専用の申請フォームをお送りいたします。申請フォームに必要事項

をご入力の上、必ず締切日までに事前登録をお願いいたします。また、出品料のお振り込みも

同様に締切日までにお願いいたします。

※事前登録が行われなかったものは審査対象から除外いたします。

・1人1カテゴリー3作品まで出品可能とします。複数カテゴリーへの出品も可能です。但し、必ず

各々のカテゴリーに申し込みが必要となります。

申請フォームに必要事項をご入力の上、必ず締切日までにご提出ください。またその他各種届

出書も合わせてご提出ください。

１.事前登録申請

2.事前登録申請

審査登録日時：2月6日（月）15：00 ～ 21：00
3.審査登録日時

注意事項

・作品を展示される際、必ず審査登録時間内に作品の設置を完了させてください。時間内に完

了できなかった場合、審査対象外となります。複数の作品を展示される際も同様です。

・展示小間や周囲通路上でのチラシ・サンプルの配布、呼び込みなどのPR行為は禁止します。

審 査 登 録 の 流 れ

審査登録用紙のコピー

を提出してください。

担当者が照合し、

エントリーナンバーを記

載してお渡しいたします。

作品プレートの記載内

容を確認してください。

※作品プレートは展示

後に主催者側で設置

します。

作品を担当者の指示に

従って、指定された場所に

展示してください。

※展示した作品は、許可な

く移動または、撤去・搬出

することはできません。
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会期中の水やり・手直しとは、一般公開日（2/8～14)の開場前と閉場後に水やり・手直しを行うこ

とです。

開催期間中の手直し・水やり・盗難防止等については十分な配慮をして出品者で管理を行っていた

だくようお願いします。

※2/6の審査登録終了後～2/7の審査日当日の間は、審査への公平性の観点から手直しをしてい

ただくことができません。ご了承ください。

■手直し作業者について

■手直し可能スケジュール

追加搬入はIDカード所持者のみが行えます。

やむを得ず、IDカード所持者以外の作業が必要な場合は、追加搬入時間帯に関係者入口で手続き

を行い、作業用リボンを借り受けてください。

開場前
水やり・手直し

I D リボン

・２/８ 8:00～９:３0

・２/９～１４ ９：00～１０：00

・２/８・９・11～14 閉場後～19：00
・2/10 閉場後～21：00

閉場後
水やり・手直し

会期中の水やり・手直しについて

38

※閉場後の手直しはお客様退館後になるため、作業開始が遅れる場合がございます。
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■「世界らん展2023 －花と緑の祭典－」における、コンテスト企画の総称を

「世界らん展日本大賞」とします。

■審査は、世界らん展日本大賞の審査規定に従い、厳正に行います。

■それぞれの賞に値する作品がない場合は、担当審査員の判断によって

「該当作品なし」とします。

■審査は「審査委員会」が行い、また審査における運営は「審査運営委員会」で行います。

審査委員長 江尻 宗一

審査副委員長 平野 綏

西村 好正

各部門担当審査員 約60名

審 査 体 制 に 関 し て

審 査 委 員 会

審査運営委員会 委員長 渡邊 大之（組織委員会幹事）

副委員長 岩村 直道（事務局長）

委員 江尻 宗一（審査委員長）

平野 綏 （審査副委員長）

西村 好正 （審査副委員長）

大場 良一 （組織委員会理事）

永田 治彦 （組織委員会理事）

高橋 昌美 （組織委員会幹事長）

江尻 光二 （組織委員会副幹事長）

阪上 広和 （組織委員会幹事）

有賀 彰宏 （組織委員会副幹事）
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会場内照明 温度上昇・乾燥が花・植物に影響するため、常時照明の調節を行う予定で

す。

写真撮影に
ついて

□報道関係者には、プレスのIDカードを発給いたしますので

取材に対する出品者のご協力をお願いします。

□会場内の展示風景等の版権に関してはすべて主催者に帰属致しますので、

商業的使用の場合は事前にコンテスト窓口に申請してください。

※三脚などのカメラスタンドによる撮影は禁止します。（報道は除く）

□一般来場者の撮影について、事務局としては規制しておりませんが、

撮影を拒否される場合はクレームのない様各出品者においてご対応願います。

会場内温度

花・植物のため主催者では、会場内の適正温度の調整に努めます。

入場者混雑時の気温上昇を含め乾燥しやすいため、

公開時間外に各自にて水やりなどのメンテナンスにご協力ください。

会場内での喫煙 搬入出時、開催中の喫煙は、会場側で指定する喫煙所以外ではできませ

ん。

防災施設の保護

法令にもとづき、会場および主催者の設ける非常口・消火器・火災報知器

及び喫煙所など、それらの操作に必要なスペース等を隠す・ふさぐ・移動す

ることは出来ません。

非常時の対応に
ついて

災害発生時、主催者は「来場者・出品者の安全確保を最優先する」を基本方針

として行動します。出品者の皆様は、地震・火災等の災害が発生した場合は、

下記のとおりご対応をお願いします。

○地震発生時

・震度5以上の地震が発生した場合は、東京ドームの防災センターから施設内全体に

非常放送が入りますので、放送の指示に従って落ち着いて行動してください。

○火災発生時

・周辺への周知とともに近くの警備員または事務局までお知らせください。

※いずれの場合も、身の安全の確保を最優先で行動してください。

会 場 内 諸 注 意
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作品の管理と免責

事務局は準備段階から撤去・搬出まで警備保障会社と契約を結び会場の保守・会場管理に

あたりますが、天災や不可抗力の原因等により発生した際の作品の損害、滅失、盗難等に

関しての責任は負いません。

損害賠償

出品者及びその代理人が、他社の展示物・販売品、主催者、会場の設備機器、

及び人身等に損害を与えた場合は、その補償は当事者が責任を持って行っていただきます。

開催の中止

主催者は、天災・行政指導・その他不可抗力により開催を中止することがあります。

その場合、世界らん展公式ホームページにて告知します。

これにより生じた出品者・その他の者の損害を保証しません。

但し、主催者側の事由により開催を事前に中止した場合は、既納の金額の全部、

または一部を返還します。

その他の注意事項
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■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、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・出品者・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。

＜ご出品者様向け新型コロナウイルス感染症への対策＞

・ 東京都感染拡大防止ガイドラインに沿った運営を行います。

状況に応じて対応を追加・変更する場合がございます。

・ 会場内ではマスク着用の徹底をお願いいたします。

・ 来場前・来場時の検温実施と、体調管理の徹底をお願いいたします。来場時の検温で異常

値が検出されなかった方にのみ、搬入出用リボンをお配りいたします。

※ 37.5℃以上の発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、

眼の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐がある場合は

自宅待機です。

・ 審査登録時、出品者同士が1m以上のソーシャルディスタンスを確保できるようにお願い

いたします ※待ち列は列の整理や立ち位置の表示を行い、混雑回避に努めます。

・ 手指消毒・手洗い・うがいを徹底してください。

・ 休憩所や喫煙所にて、マスクを外しての会話はご遠慮ください。

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、使用済みのマスクやティッシュ等を捨てる際は、

ビニール袋に入れて縛るなど密閉してから捨ててください。

新型コロナウイルス感染症に関して①

当イベントでは新型コロナウイルス感染症への対策として、下記の取り組みを実施いたし
ます。必ずお読みいただき、対策にご納得・ご安心いただいた上でご出品ください。
同意いただける場合は、申請フォームにてチェックをお願いいたします。
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〔1〕 パフィオペディラム属の分類

〔2〕 東洋蘭学名一覧

〔3〕 日本の蘭学名一覧

〔4〕 ローマ字表記について

Ⅲ.  区分・表記についての詳細
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パービセパラム亜属（Parvisepalum）

A armeniacum アルメニアカム

delenatii デレナティー

emersonii エマーソニー

malipoense マリポエンセ

ブラキペタラム亜属（Brachypetalum）

B bellatulum ベラチュラム

concolor コンカラー

godefroyae ゴデフロイエ

godefroyae var.
ang-thong

ゴデフロイエ var. 
アンソン

godefroyae var.  
leucochilum

ゴデフロイエ var.     リュー
コキラム

niveum ニビウム

wenshanense ウェンシャネンセ

ポリアンサ亜属（Polyantha）

C adductum アダクタム

dianthum ダイアンサム

glanduliferum
(gardineri)

グランデュリフェラム

glanduliferum var.  
praestans

グランデュリフェラム var. プ
レスタンス

haynaldianum ハイナルディアナム

kolopakingii(topper
i)

コロパキンギー

lowii ローウィー

parishii パリシー

philippinense
(laevigatum)

フィリピネンセ

philippinense var. 
roebelinii

フィリピネンセ var. 
ロベリニー

platyphyllum

(stonei var.latifolium)

プラティフィラム

randsii ランドシー

richardianum リチャーディアナム

rothschildianum
(elliottianum)

ロスチャイルディアナム

sanderianum サンデリアナム

stonei ストネイ

supardii スパルディー

wilhelminiae ウィルヘルミネ

コクロペタラム亜属（Cochlopetalum）

D
glaucophyllum グロコフィラム
glaucophyllum var.
moquettianum

グロコフィラム var.      
モケティアナム

liemianum リーミアナム
primulinum プリムリナム
primulinum var. 
purpurascens

プリムリナム var.        
パープラッセンス

victoria-mariae ビクトリア・マリエ
victoria-regina

(=chamberlainianum）
ビクトリア・レギネ

パフィオペディラム亜属（Paphiopedilum）

シグマトペタラム亜属（Sigmatopetalum）

E barbigerum バービゲラム
boxallii ボクサリー
charlesworthii チャールスウォーシー
druryi ドゥルーリー
exul エグザル
fairrieanum フェイリアナム
gratrixianum グラトリキシアナム
henryanum(dollii) ヘンリーアナム
hirsutissimum ヒルスティッシマム
hirsutissimum var.
esquirolei

ヒルスティッシマム var. 
エスクィロレイ

insignae インシグネ
spicerianum スピセリアナム
tigrinum
(markianum)

ティグリナム

villosum ビロッサム

F acmodontum アクモドンタム
appletonianum
(hainanense)

アプレトニアナム

argus アーガス
barbatum(nigritum) バーバタム
bougainvilleanum ブーゲンビリアナム
bullenianum(amabile)

(robinsonii) 
(tortipetalum)

ブレニアナム

bullenianum var. 
celebesense

ブレニアナム var.         
セレベセンス

bullenianum var. linii ブレニアナム var. リニー
callosum var. sublaeve カロッサム var.            

サブリーブ
callosum(thailandense)カロッサム
ciliolare シリオラレ
dayanum(petri) ダイアナム
fowliei フォーリエイ
hennisianum(birkii) ヘニシアナム
hookerae フーケレー
hookerae var.
volonteanum

フーケレーvar.              
ボロンティアナム

javanicum ジャバニカム
lawrenceanum ローレンセアナム
mastersianum マスターシアナム
papuanum(ziekianum)パプアナム
purpuratum パープラタム
sukhakulii スクハクリー
superbiens(curtisii) スーパービエンス
tonsum トンサム
urbanianum ウルバニアナム
venustum ベナスタム
violascens ビオラッセンス
virens ビレンス
wardii ワーディー
wentworthianum ウェントウォーシアナム
wolterianum ウォルテリアナム

〔1〕パフィオぺディラム属の分類

hangianum ハンギアナム

micranthum ミクランサム

ハンギアナムを出品する際は、ベトナムもしくは中国政府が発行した輸出許可証のコ

ピーを添付してください。これ以外の国の輸出許可証では出品できません。

※ハンギアナムの出品について

※ ※
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東洋蘭・日本の蘭は、グレーラベルを学名表記で統一しておりますので、
下記の学名一覧を参考にして下さい。

シュンラン（春蘭） （日本産） Cym. goeringii (Japan)

シュンラン（春蘭） （中国産） Cym. goeringii (China)

シュンラン（春蘭） （台湾産） Cym. goeringii (Formosa)

シュンラン（春蘭） （韓国産） Cym. goeringii (Korea)

カンラン（寒蘭） Cym. kanran

イッケイキュウカ（一茎九華） Cym. faberi

ホウサイラン（報歳蘭） Cym. sinense

ケンラン（建蘭） Cym. ensifolium ※細葉蕙蘭、素心蘭を含む

レンベンラン（蓮弁蘭） Cym. goeringii var. lianpan (China)

ピアナン Cym. goeringii var. lianpan (Formosa)

シュンケンラン（春剣蘭） Cym. tortisepalum var. longibracteatum

キンリョウヘン（金稜辺） Cym. floribundum

カンポウラン（寒鳳蘭）ヘツカラン Cym. dayanum   ※小松錦を含む

ハルカンラン（春寒蘭） Cym. nishiuchianum （ シュンラン×カンラン自然交雑種）

ソロ Cym. suru （ カンラン×ホウサイラン自然交雑種）

フウラン（富貴蘭） V. (Neof.) falcata

セッコク（長生蘭） Den. moniliforme

〔2〕東 洋 蘭 学 名 一 覧
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（えびね） ※この表は日本名の五十音順です。
ただしエビネの交配種に関しては交配名もしくは交雑名順としています。

日本名 学 名 交配名もしくは交雑名 カテゴリー

アマミエビネ Cal. discolor var. amamiana 40

エビネ（ジエビネ） Cal. discolor 40

オナガエビネ Cal. masuca 40

カツウダケエビネ Cal. discolor (Okinawa Island) 40

キエビネ Cal. citrina (syn.=sieboldii.=striata) 40

キソエビネ Cal. alpina 40

キリシマエビネ Cal. aristulifera 40

キンセイラン Cal. nipponica 40

サクラジマエビネ Cal. mannii 40

サルメンエビネ Cal. tricarinata 40

タイワンエビネ Cal. formosana 40

タガネラン Cal. davidii var. bungoana 40

タマザキエビネ Cal. densiflora 40

ツルラン Cal. triplicata (syn.=fulcata) 40

トクノシマエビネ Cal. discolor (Tokunoshima Island) 40

ナツエビネ Cal. puberula (syn.=reflexa) 40

ニオイエビネ Cal. izuｰinsularis 39

ヒロハノカラン Cal. alismifolia 40

リュウキュウエビネ Cal. okinawensis 40

レンギョウエビネ Cal. lyroglossa 40

アナガワチセキ Cal. Anagawatiseki アナガワ×チセキ 39

ヨシアキ Cal. Yoshiaki アマミエビネ×キエビネ 40

ユワン Cal. Yuwan アマミエビネ×ジエビネ 40

ヘイセイ Cal. Heisei アマミエビネ×タカネ 40

マツヤマ Cal. Matsuyama アマミエビネ×ニオイエビネ 39

アワ Cal. Awa イシヅチ×キエビネ 40

ツクシ Cal. Tsukushi イシヅチ×キリシマエビネ 40

オオワダ Cal. Oowada イシヅチ×サツマ 40

クリコマ Cal. Kurikoma イシヅチ×ジエビネ 40

クヌギヤマ Cal. Kunugiyama イシヅチ×シモウサ 40

タカナベ Cal. Takanabe イシヅチ×ニオイエビネ 39

シスイ Cal. Shisui イシヅチ×ユタカ 40

ラッキー ストライク Cal. Lucky Strike ウィムジー×ドミニー 40

ムロマチ Cal. Muromachi オオスミ×コオズ 39

タカチホ Cal. Takachiho オオスミ×サルメンエビネ 40

ヘイアン Cal. Heian オオスミ×ニオイエビネ 39

ムツ Cal. Mutsu イシヅチ×オナガエビネ 40

ヤクシマ Cal. Yakushima オナガエビネ×キリシマエビネ 40

ハリーヤナ Cal. Harryana オナガエビネ×サルメンネビネ 40

ドミニー（ユウヅル） Cal. Dominyi ツルラン×オナガエビネ 40

ケンモツ Cal. Kenmotsu オナガエビネ×トミス 39

エラブ Cal. Erabu オナガエビネ×ニオイエビネ 39

クロシマ Cal. Kuroshima オナガエビネ×ヒロハノカラン 40

テルコ イトウ Cal. Teruko Ito オナガエビネ×リュウキュウエビネ 40

ミナト Cal. Minato カイズカ×シコク 39

カスガマル Cal. Kasugamaru カスガ×チセキ 39

ミツワ Cal. Mitsuwa カスガ×トミス 39

ホノカ Cal. Honoka カスガ×ユタカ 39

ヨシオカ Cal. Yosioka カズサ×ユタカ 40

〔3〕日本の蘭 学名一覧①
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（えびね）

日本名 学 名 交配名もしくは交雑名 カテゴリー

タイダレス シーボカ Cal. Tydares Sieboca キエビネ×オナガエビネ 40

コガネ Cal. Kogane キエビネ×キソエビネ 40

キンカク Cal. Kinkaku キエビネ×キンセイラン 40

カズサ Cal. Kazusa キエビネ×サツマ 40

キショウジョウ Cal. Kisyozyo キエビネ×サルメンエビネ 40

キバナニオイ Cal Kibananioi キエビネ×ニオイエビネ 39

アネサキ Cal. Anesaki キサラズ×ハヤト 40

チクゴ Cal. Chikugo キショウジョウ×キリシマエビネ 40

ヒュウガ Cal. Hyuga キショウジョウ×ジエビネ 40

トドロキ Cal. Todoroki キタ×ウワ 40

キタカズサ Cal. Kitakazusa キタ×カズサ 40

ソデガウラ Cal. Sodegaura キタ×キサラズ 40

タカゴ Cal. Takago キタ×サツマ 40

キタナラシノ Cal. Kitanarashino キタ×ナラシノ 40

ヤチマタ Cal. Yachimata キタ×ハヤト 40

キタヤマ Cal. Kitayama キタ×ハヤマ 40

チシロ Cal. Chisiro キタ×ヒゴ 40

サラシナ Cal. Sarashina キタ×ユタカ 40

キョウ キイ Cal. Kyo Kii キョウ フカクサ×キョウ フシミ 40

キョウ ヤワタ Cal. Kyo Yawata キョウ モモヤマ×キョウ フシミ 40

キョウ ダイゴ Cal. Kyo Daigo キョウ ヤワタ×キョウ スミゾメ 40

ヒゴ Cal. Higo キリシマエビネ ×キエビネ 40

キミツ Cal. Kimitsu キリシマエビネ ×サツマ 40

トサ Cal. Tosa キリシマエビネ×サルメンエビネ 40

キョウ フカクサ Cal. Kyo Fukakusa キリシマエビネ×シロヅル 40

スイショウ Cal. Suisyo キリシマエビネ×ニオイエビネ 39

キサラズ Cal. Kisarazu キリシマエビネ×ヒゼン 40

キョウ モモヤマ Cal. Kyo Momoyama クロシマ×シロヅル 40

エヒメ Cal. Ehime クロシマ×タカネ 40

カンナン Cal. Kannan コオズ×イシヅチ 39

シコク Cal. Shikoku コオズ×キリシマエビネ 39

ミチノク Cal. Michinoku コオズ×サルメンエビネ 39

アズチ Cal. Azuchi コクブ×コオズ 39

カマクラ Cal. Kamakura コクブ×ニオイエビネ 39

アイラ Cal. Aira コクブ×ヒゴ 40

ヤチヨ Cal. Yachiyo サツマ×クロシマ 40

フジ Cal. Fuji サツマ×コオズ 39

キタ Cal. Kita サツマ×サルメンエビネ 40

カイズカ Cal. Kaizuka サツマ×シコク 39

ソガ Cal. Soga サツマ×シモウサ 40

ヤマト Cal. Yamato サツマ×ニオイエビネ 39

チバ Cal. Chiba サツマ×ヒゴ 40

ジュン Cal. Jun サツマ×フジ 39

マツド Cal. Matsudo サツマ×ヤマト 39

ワカバ Cal. Wakaba サツマ×ユタカ 40

カシワ Cal. Kashiwa サルメンエビネ×クロシマ 40

コオリヤマ Cal. Koriyama サルメンエビネ×コクブ 40

キョウ イナリ Cal. Kyo Inari サルメンエビネ×シロヅル 40

ランユウ Cal. Ranyu サルメンエビネ×ユタカ 40

タカネ Cal. Takane ジエビネ×キエビネ 40

ヒゼン Cal. Hizen ジエビネ×キリシマエビネ 40
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（えびね）

日本名 学 名 交配名もしくは交雑名 カテゴリー

アナガワ Cal. Anagawa ジエビネ×コオズ 39

シモウサ Cal. Shimousa ジエビネ×サツマ 40

イシヅチ Cal. Ishizuchi ジエビネ×サルメンエビネ 40

ナラシノ Cal. Narashino ジエビネ×タカネ 40

コオズ Cal. Kozu ジエビネ×ニオイエビネ 39

タテヤマ Cal. Tateyama ジエビネ×ハヤト 40

ドウゴ Cal. Dogo ジエビネ×ヒゼン 40

ヒデユタカ Cal. Hideyutaka ジエビネ×ユタカ 40

ツガ Cal. Tsuga シコク×コオズ 39

ミヤコ Cal. Miyako シコク×シモウサ 39

ミシマ Cal. Mishima シコク×トミス 39

トウガネ Cal. Tougane シコク×ハヤト 39

タカシナ Cal. Takasina シコク×ヤマト 39

ミドリ Cal. Midori シコク×ユタカ 39

ソウブ Cal. Sobu シモウサ×チバ 40

ホンノウ Cal. Honno シモウサ×フジ 39

アオバ Cal. Aoba シモウサ×ユタカ 40

キョウ スミゾメ Cal. Kyo Sumizome シロヅル×キョウ モモヤマ 40

イズミ Cal. Izumi スイショウ×コオズ 39

ハチジョウ Cal. Hachijyo スイショウ×ジエビネ 39

スルガノフジ Cal. Suruga no Fuji スルガ×フジ 39

タカサルコクブ Cal. Takasaru-kokubu タカサルメン×コクブ 40

オオイド Cal. Ooido タカサルメン×ヒゴ 40

ヤトウ Cal. Yatou タカサルメン×ユタカ 40

キョウ フシミ Cal. Kyo Fushimi タカネ×キョウ フカクサ 40

サツマ Cal. Satsuma タカネ×キリシマエビネ 40

チセキ Cal. Chiseki タカネ×コオズ 39

ユタカ Cal. Yutaka タカネ×サツマ 40

タカサルメン Cal. Takasarumen タカネ×サルメンエビネ 40

カモメ Cal. Kamome タカネ×ツルラン 40

カスガ Cal. Kasuga タカネ×ニオイエビネ 39

オオズ Cal. Ozu タカネ×ヒゼン 40

ナリタ Cal. Narita タカネ×ユタカ 40

リナ Cal. Rina チセキ×トミス 39

トミサト Cal. Tomisato チバ×サツマ 40

オオヒロ Cal. Oohiro チバ×ヒゼン 40

タイダレス トリボルディ Cal. Tydares Triboldii ツルラン×キエビネ 40

ハクツル Cal. Hakutsuru ツルラン×キソエビネ 40

ツガル Cal. Tsugaru サルメンエビネ×ツルラン 40

シロヅル Cal. Shirozuru ツルラン×ヒロハノカラン 40

コスモ- バイオレット Cal. Cosmo-Violet テルコ イトウ×オナガエビネ 40

イセ Cal. Ise トサ×キエビネ 40

エド Cal. Edo トサ×ジエビネ 40

オオモリ Cal. Oomori トサ×チバ 40

クロスナ Cal. Kurosuna トミス×アナガワ 39

シモダ Cal. Shimoda トミス×フジ 39

ムード インディゴ Cal. Mood Indigo ドミニー×オナガエビネ 40

タカオカ Cal. Takaoka ドミニー×サツマ 40

ヨシズミ ムラカミ Cal. Yoshizumi Murakami ドミニー×ジエビネ 40

ヒロコ ムラカミ Cal. Hiroko Murakami ドミニー×ヒゼン 40

カミガモ Cal. Kamigamo ナツエビネ×ツルラン 40

〔3〕日本の蘭 学名一覧③
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日本名 学 名 交配名もしくは交雑名 カテゴリー

イヨ Cal. Iyo ナツエビネ×ドミニー 40

シノブ Cal. Shinobu ナラシノ×コクブ 40

ウラヤス Cal. Urayasu ナラシノ×タカネ 40

ノロ Cal. Noro ナラシノ×ユタカ 40

サクラ Cal. Sakura ニオイエビネ×クロシマ 39

イナゲ Cal. Inage ニオイエビネ×コオズ 39

ニオイチリメン Cal. Nioichirimen ニオイエビネ×サルメンエビネ 39

ウスベニズル Cal. Usubenizuru ニオイエビネ×ツルラン 39

イズ Cal. Izu ニオイチリメン×ジエビネ 39

カツウラ Cal. Katsuura ハヤト×サツマ 40

スエヒロ Cal. Suehiro ハヤト×チバ 40

アマクサ Cal. Amakusa ハヤト×ヒゴ 40

ハヤユタカ Cal. Hayayutaka ハヤト×ユタカ 40

ノダ Cal. Noda ヒゴ×キサラズ 40

ミユキ Cal. Miyuki ヒゴ×コオズ 39

ミショウ Cal. Misyo ヒゴ×サルメンエビネ 40

コクブ Cal. Kokubu ヒゴ×ジエビネ 40

ウワ Cal. Uwa ヒゴ×タカネ 40

スルガ Cal. Suruga ヒゴ×ニオイエビネ 39

ハヤマ Cal. Hayama ヒゴ×ヒゼン 40

ヤヨイ Cal. Yayoi ヒゴ×ユタカ 40

オナガヒゼン Cal. Onagahizen オナガエビネ×ヒゼン 40

オオスミ Cal. Osumi ヒゼン ×キエビネ 40

ミヤビ Cal. Miyabi ヒゼン×キサラズ 40

トミス Cal. Tomisu ヒゼン×コオズ 39

ハヤト Cal. Hayato ヒゼン×サツマ 40

ブンゴ Cal. Bungo ヒゼン×サルメンエビネ 40

チグサ Cal. Chigusa ヒゼン×シコク 39

ミクラ Cal. Mikura ヒゼン×ニオイエビネ 39

カモガワ Cal. Kamogawa ヒゼン×ハヤト 40

アサクサ Cal. Asakusa ヒゼン×ヤマト 39

アビコ Cal. Abiko ヒゼン×ユタカ 40

マツナミ Cal. Matsunami フジ×カイズカ 39

マクハリ Cal. Makuhari フジ×シコク 39

ノブト Cal. Nobuto フジ×チバ 39

ワカマツ Cal. Wakamatsu フジ×ミユキ 39

フナバシ Cal. Funabashi ミクラ×サツマ 39

カノオ Cal. Kanoo ミショウ×サツマ 40

ミツイシ Cal. Mitsuishi ミショウ×ヒゴ 40

キヨスミ Cal. Kiyosumi ミショウ×ユタカ 40

ウィムジー Cal. Whimsey ムード インディゴ×ドミニー 40

ヤマトズカ Cal. Yamatozuka ヤマト×カイズカ 39

ヤシモサ Cal. Yasimosa ヤマト×シモウサ 39

サカエ Cal. Sakae ヤマト×チバ 39

ヨコハマ Cal. Yokohama ヤマト×トミス 39

オグラ Cal. Ogura ヤマト×フジ 39

ヤマユキ Cal. Yamayuki ヤマト×ミユキ 39

ヒメハル Cal. Himeharu ウワ×ユタカ 40

カオリユタカ Cal. Kaoriyutaka トミス×ユタカ 39

ユタカノカラン Cal. Yutaka-no-karan ユタカ×ヒロハノカラン 40

〔3〕日本の蘭 学名一覧④
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（その他の日本の蘭）

日本名 学 名 交配名もしくは交雑名

アキザキナギラン Cym. javanicum var. aspidistrifolium

アケボノシュスラン Gdyra. foliosa var. laevis

アコウネッタイラン Tropidia calcarata

アツモリソウ Cyp. macranthos var. speciosum

アヤ Den. Aya イセ×キバナノセッコク

アリドオシラン Myrmechis japonica

アワチドリ Ponerorchis graminifolia var. suzukiana

イセ Den. Ise セッコク×キバナノセッコク

イチヨウラン Dactylostalix ringens

イワチドリ Amitostigma keiskei

ウチョウラン Ponerorchis graminifolia

オオオサラン Eria corneri

オオバノトンボソウ Platanthera minor

オオバノヨウラクラン Oberonia makinoi

オオミズトンボ Hab. linearifolia

オオヤマサギソウ Platanthera sachalinensis

オガサワラシコウラン Bulb. boninense

オガサワラシュスラン Gdyra.hachijoensis var. boninensis

オキナワチドリ Amitostigma lepidum

オサラン Eria reptans

オニノヤガラ Gastrodia elata

オノエラン Chondradenia fauriei

カキラン Epcts. thunbergia

カクチョウラン Phaius tankervilleae

カゲロウラン Zeuxine agyokuana

カゴメラン Gdyra.hachijoensis var. matsumurana

カシノキラン Gchls.japonicus

カモメラン Galearis cyclochila

カヤラン Thrixspermum japonicum

ガンゼキラン Phaius flavus

キソチドリ Platanthera ophrydioides var. ophrydioides

キヌラン Zeuxine strateumatica

キバナシュスラン Anct. formosanus

キバナノアツモリソウ Cyp. guttatum var. yatabeanum

キバナノセッコク Den. Tosaense

キンギンソウ Gdyra. procera

キンラン Ceph. falcata

ギンラン Ceph. erecta

クマガイソウ Cyp. japonicum

クモキリソウ Liparis kumokiri

クモラン Taeniophyllum glandulosum

クロカミラン Ponerorchis graminifolia var. kurokamiana

クロシオチドリ Ponerorchis graminifolia

コアツモリソウ Cyp. Debile

コアニチドリ Amitostigma kinoshitae

コイチヨウラン Ephippianthus schmidtii

コウトウシラン Spa. Plicata

コクラン Liparis nervosa

コケイラン Oreorchis patens

〔3〕日本の蘭 学名一覧⑤

52



（その他の日本の蘭）

日本名 学 名 交配名もしくは交雑名

コバノトンボソウ Platanthera nipponica

コラン Cym. koran (syn.=ensifolium)

サイハイラン Cremastra appendiculate

サギソウ Hab. radiata

ササバギンラン Ceph. longibracteata

サツマチドリ Ponerorchis graminifolia var. micropunctata

サワラン Elo.japonica

ジガバチソウ Liparis krameria

シコウラン Bulb. Macraei

シマシュスラン Gdyra.viridiflora var. ogatai

ジャコウキヌラン Zeuxine odorata

シュスラン Gdyra. velutina

ショウキラン Yoania japonica

シラン Ble. striata

ジンバイソウ Platanthera florenti

スズチドリ Ponerorchis×suzukiana ウチョウラン×ヒナチドリ

スズムシソウ Liparis makinoana

セッコク Den. moniliforme

ダイサギソウ Hab. dentata

タイワンショウキラン Acanthephippium sylhetense var. sylhetense

タシロラン Epipogium roseum

チケイラン Liparis bootanensis

ツクシアリドオシラン Myrmechis chinensis

ツチアケビ Galeola septentrionalis

ツユクサシュスラン Gdyra. foliosa var. commelinoides

ツリシュスラン Gdyra. pendula

トキソウ Pogonia japonica

トクサラン Cephalantheropsis gracilis var. venusta

トケンラン Cremastra unguiculata

トンボソウ Tulotis ussuriensis

ナギラン Cym. lancifolium

ナゴラン Phalaenopsis japonica

ナメラサギソウ Hab. longitentaculata

ナリヤラン Arundina gramiifolia

ナンバンキンギンソウ Gdyra. grandis

ニュウメンラン
（イリオモテラン）

Trgl. luchuensis

ニョホウチドリ Ponerorchis joo-iokiana

ネジバナ（モジズリ） Spiranthes sinensis

ノビネチドリ Gymnadenia camtschatica

ハクサンチドリ Dact. aristate

ヒトツボクロ Tipularia japonica

ヒナチドリ Ponerorchis chidori

ヒナラン Amitostigma gracile

ヒメカクラン Phaius mishmensis

ヒメトケンラン Tainia laxiflora

ヒメノヤガラ Evrardia sikokiana

ヒメフタバラン Listera japonica

ヒメミヤマウズラ Gdyra. repens
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ファイオカランセ ドウゴ Phcal. Dogo オナガエビネ×ガンゼキラン

フウラン V.  falcata

フガクスズムシソウ Liparis fujisanensis

フタバツレサギ Platanthera metabifolia

ベニカヤラン( マツラン) Gchls. matsuran

ベニシュスラン Gdyra. biflora

ボウラン Lsa. teres

ホクリクムヨウラン Lecanorchis japonica

ホザキヒメラン Malaxis latifolia

ホシケイラン Phaius flavus f. punctatus

ホテイアツモリ Cyp. macranthum

ホテイラン Calypso bulbosa var. japonica

マメヅタラン Bulb. drymoglossum

マヤラン Cym. macrorhizon

ミズチドリ Platanthera hologlottis

ミズトンボ Hab. sagittifera

ミヤマウズラ Gdyra. schlechtendaliana

ミヤマムギラン Bulb. japonicum

ミヤマモジズリ Neottianthe cucullate

ムカゴソウ Herminium lanceum

ムカデラン Cleis. scolopendrifolium

ムギラン Bulb. inconspicuum

モミラン Gchis. toramanus

ヤクシマアカシュスラン Hetaeria yakusimensis

ヤクシマシュスラン Gdyra.hachijoensis var. yakusimensis

ヤクシマトンボ Platanthera anboensis

ヤクシマヒメアリドオシラン Vexillabium yakushimense

ヤクシマラン Apostasia nipponica

ヤマトキソウ Pogonia minor

ヤンバルキヌラン Zeuxine tenuifolia

ユウコクラン Liparis formosana

ユウシュンラン Ceph. subaphylla

ヨウラクラン Oberonia japonica

リュウキュウカイロラン Cheirostylis liukiuensis

レブンアツモリソウ Cyp. macranthos var. rebunense
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個体の表記については、下記のローマ字表記に従ってください。
ここでは表記の紛らわしいものについてのみ、例をあげておきます。

●語尾がＯ、またはＵで終わる長音に関しては、それぞれ一文字の表記とする。

〈例〉 ハクホウ ➡ Hakuho （※h、ou、o‾ とは表記しない）
オオニジ ➡ Oniji （※Oh、Ou、O‾ とは表記しない）
ダイフウキ ➡ Daifuki （※u‾ 、uuとは表記しない）

●促音は直後の文字を重ねることによって表記する。

〈例〉 イッピン ➡ Ippin

●次の文字については、以下の通り表記する。

〈例〉 シ ➡ shi
チ ➡ chi
ツ ➡ tsu
フ ➡ fu
ジ ➡ ji

〔4〕ローマ字表記について
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各種申込書・届出／支払い・振込日 一覧

振込項目 支払者 金額 振込先 期日

フラワーデザイン
部門 出品料

出品者
1作品につき

3,000円（税込)

事務局
㈱東京ドーム

2023年1月10日（火）

口座番号： 普 通 3 5 3 2 2 2 6

■下記の届出･申込を必要とされる出品者は提出期限を厳守してください。

■書類提出後の内容変更は各提出先に連絡し､再入力･再提出してください。

①各種提出書類

提出先・問い合わせ先一覧

②お支払い期日

N
o

提出書類名称 提出先 提出期限 提出方法

1 日本大賞審査部門 事前登録申請書

事務局 2023年1月10日(火)

Web申請フォーム
または書面での

郵送、および FAX2 B2ポスター・A4チラシ申込書 ※必要な方のみ

3 フラワーデザイン部門 審査登録用紙 WEB申請フォーム

4 ホテル宿泊のご案内・宿泊予約申込書 ※必要な方のみ 下記ホテル 各施設 2023年2月5日(日) FAX

※お振込み手数料は、出品者負担となります。
口 座 名 :  (株)東京ドーム 世界らん展口

カ ) ト ウ キ ヨ ウ ド ー ム セ カ イ ラ ン テ ン グ チ

銀 行 名 ： みずほ銀行

支 店 名 ： 内幸町営業部
振込先…

世界らん展運営委員会事務局
（担当：有山・向井・佐藤）

TEL：03-3817-6340 FAX：03-3817-6238
E-mail : ranten@gms.tokyo-dome.co.jp

住所：〒112-8575
東京都文京区後楽1-3-61 ㈱東京ドーム

㈱ 東京ドームホテル
宿泊予約 (10:00～17:00) TEL: 03-5805-2222 FAX:03-5805-2131

後楽ガーデンホテル 宿泊予約 TEL：03-3816-6130 FAX：03-3816-7448

sequence SUIDOBASHI 宿泊予約 TEL：03-3222-3131 FAX：03-3222-3132

56


