


2014年11月吉日

沖 縄 国 際 洋 蘭 博 覧 会 実 行 委 員 会 　 委 員 長

一般財団法人 沖縄美ら島財団理事長　花城 良廣

　 沖縄国際洋蘭博覧会はランの普及、保全、花卉園芸の普及、芸術文化の創

造、観光振興等への寄与、都市緑化の推進と公園の利用促進を図ることを目

的として開催され、今回で29回目を迎えることになりました。博覧会では、国内

外のラン愛好者、生産者並びに花装飾関係者が一堂に会し、情報を交換し、国

民のランに対する関心に広く応えることができるよう開催するものです。

　　今年度も各審査部門に加え、各種の関連催事を開催し、内容の充実を図っ

ております。

　　ランを愛する皆様方にはご多忙な時期とは存じますが、ご自慢のラン・作品を

出展していただき、この機会に花いっぱいの沖縄に多くの皆様にお越し願い、国

内外のラン愛好者と親睦の和を広げて頂きますようご案内申し上げます。
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1.　開催概要

名　　　　称　　　沖縄国際洋蘭博覧会2015
　　　　　　　　　　　OKINAWA INTERNATIONAL ORCHID SHOW 2015

主　　　　催　　　沖縄国際洋蘭博覧会実行委員会

構成団体　　　内閣府沖縄総合事務局、沖縄県、一般財団法人沖縄美ら島財団、
               一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー、沖縄県蘭協会、
               沖縄県農業協同組合、沖縄県花卉園芸農業協同組合、
               一般社団法人沖縄県造園建設業協会、日本洋蘭農業協同組合、
               公益社団法人日本フラワーデザイナー協会、一般社団法人日本生花通信配達協会、        
               沖縄県華道連盟、株式会社沖縄タイムス社

後　　　　援　　　内閣府、外務省、農林水産省、国土交通省、文化庁、沖縄県、沖縄県教育委員会、
　　　　　　　　　　　本部町、日本･蘭協会、全日本蘭協会、蘭友会、一般社団法人日本造園建設業協会、
　　　　　　　　　　　一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会、
　　　　　　　　　　　一般財団法人日本花普及センター、公益社団法人日本家庭園芸普及協会、
　　　　　　　　　　　公益社団法人日本植物園協会、沖縄県市長会、沖縄県町村会、
　　　　　　　　　　　沖縄県商工会議所連合会、沖縄県商工会連合会、
　　　　　　　　　　　一般社団法人沖縄県経営者協会、沖縄県緑化種苗協同組合、
　　　　　　　　　　　一般社団法人日本旅行業協会沖縄支部、一般社団法人　沖縄県バス協会、
　　　　　　　　　　　一般社団法人全国旅行業協会沖縄県支部、沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合、
　　　　　　　　　　　一般社団法人沖縄県ハイヤー･タクシー協会、沖縄県個人タクシー事業協同組合、
　　　　　　　　　　　那覇個人タクシー事業協同組合、那覇空港ビルディング株式会社、マスコミ各社

特別協賛　　　株式会社　沖縄タイムス社

開催期間　　　2015年2月6日（金）～2月15日（日）　　※2月6日（金）は審査会

公開時間　　　午前8時30分～午後5時30分　（入館締切は午後5時）

開催場所　　　海洋博公園　熱帯ドリームセンター及び夕陽の広場展望レストハウス、
　　　　　　　　　　 熱帯・亜熱帯都市緑化植物園　(沖縄県国頭郡本部町字石川424番地)

出　　　　展　　　国内外のラン愛好者並びにラン生産者

審査部門　　　■認定審査
　　　　　　　　　　 ■コンクール審査
　　　　　　　　　　　　（総合審査の部、鉢物審査の部、切花審査の部、ディスプレイ審査の部、
　　　　　　　　　　　　　フラワーデザイン審査の部、国外出展審査の部）

展示総数　　　鉢物 8,200鉢、　切花　11,800本（予定）

賞　　　　金　　　総額225万円

関連催事　　　オープニングセレモニー、表彰式並びに懇親会、ランに関する講演会など

入館料金　　　当日券　　　　　　大人（高校生以上）　　￥６9０　　　　小人（小中学生）　　￥350　　　　　　　　       
               当日団体券   大人（高校生以上）　　￥55０　　　　小人（小中学生）　　￥210
　　　　　　　　　　 ※団体扱いは、２０人以上です。
　　　　　　　　　　 ※沖縄美ら海水族館のチケット（半券・年間パスポート）提示で半額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大人￥340、小人￥170）

（予定）
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2.　褒賞一覧
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賞金総額　２２５　万円

●総合審査の部　　　　　　　最優秀賞　　沖縄国際洋蘭博覧会大賞（内閣総理大臣賞）　

●鉢物審査の部　　　　　　　優秀賞　　　　沖縄及び北方対策担当大臣賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優良賞　　　　沖縄総合事務局長賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奨励賞　　　　一般財団法人沖縄美ら島財団　理事長賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リボン賞　　　　沖縄国際洋蘭博覧会実行委員長賞

●切花審査の部　　　　　　　優秀賞　　　　農林水産大臣賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優良賞　　　　沖縄県知事賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奨励賞　　　　一般財団法人沖縄美ら島財団　理事長賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●ディスプレイ審査の部  優秀賞　　　　国土交通大臣賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優良賞　　　　沖縄県知事賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奨励賞　　　　一般財団法人沖縄美ら島財団　理事長賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ審査の部　　優秀賞　　　　文部科学大臣賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優良賞　　　　公益社団法人日本フラワーデザイナー協会理事長賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優良賞　　　　一般社団法人日本生花通信配達協会長賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奨励賞　　　　一般財団法人沖縄美ら島財団　理事長賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●国外出展審査の部　　　優秀賞　　　　外務大臣賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優良賞　　　　沖縄総合事務局長賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奨励賞　　　　一般財団法人沖縄美ら島財団　理事長賞

　　　　　　　　　　　　　　

※コンクール審査の各正賞については予定です。

１，０００，０００円

１５０，０００円

１００，０００円

スポンサー賞

リボン　　

１５０，０００円

１００，０００円

スポンサー賞

１５０，０００円

１００，０００円

スポンサー賞

１５０，０００円

50，０００円

50，０００円

スポンサー賞

１５０，０００円

１００，０００円

スポンサー賞

１

１

１

若干

若干

１

１

若干

１

１

若干

１

１

１

若干

１

１

若干

賞 正　賞 副　賞 点数



■認定審査部門

　　　　

　　　　認定審査は下記の審査要件を満たすランを対象とし、別に定める評価基準により

　　　　F. C. C. （９０点以上）、 A. M. (８０～８９点）、　H. C. C. （７５～７９点）として認定します。

　　　　　　※審査要件

　　　　　　　　・鉢物（個別切花を含む）に出展されたランをすべて対象とします。切花審査の部   

             に出展された切花は対象外とします。

　　　　　　　　・東洋蘭を含む全てのランを出展し、審査を受けることができます。沖縄において　

　　　　　　　　　生育できないランも含みます。

　　　　　　　　・審査対象花は故意に整形されていないこととします。

　　　　　　　　

　　　　　　※募集点数

　　　　　　　　・制限なし。

■コンクール審査部門

　　　●総合審査の部

　　　　　

　　　　　総合審査は下記の審査要件を満たすランを対象とし、本博覧会を代表するにふさわ　

　　　　　しいランの花（個体）に対し最優秀賞を授与します。

　　　　　※審査要件

　　　　　　　・鉢物審査の部、切花審査の部、国外出展審査の部については、優秀賞を受賞し　

　　　　　　　　た作品を対象とします。

　　　　　　　・ディスプレイ審査の部及びフラワーデザイン審査の部については、出展時にあらか

　　　　　　　　じめ総合審査の部に申請された作品中の個々のランの花（個体）のみを審査対象

　　　　　　　　とします。

　　　　　　　・審査の対象となるランは、学名及び個体名が明確かつ的確であることとします。

　　　　　　　　※個体名がついていない作品については審査対象外になる場合があります。

　　　　　　

3.　出展要項
（認定審査部門）

（コンクール審査部門／総合審査の部）
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カテゴリー 展示スペースの大きさ

総合デザイン 間口 150cm×奥行き 150cm×高さ 160cm

アレンジメント 間口 90cm×奥行き 90cm×高さ 110cm （床上がり 70cm）

ニューブーケ 間口 65cm×高さ 240cm　（床上がり及びブーケホルダーの高さ 140cm）

　　　●フラワーデザイン審査の部

　　　　　ランを含む装飾展示を対象とし、別に定める評価基準により最も優れた作品を選考

　　　　　し、各賞を授与します。

　　　　　※募集点数

　　　　　　　・総合デザイン／１3点　　・アレンジメント／30点　　・ニューブーケ／32点

　　　　　※募集点数に達し次第締め切らせていただきます。

　　　　　※総合デザイン、アレンジメント出展者は作品に独自のテーマを設定して下さい。

　　　　　※総合デザインについては電源を使用する事ができます。電源を使用される方は

　　　　　　　事前に事務局に申請して下さい。

　　　　　※期間中の作品については、各自の責任で管理を行うことになります。

　　　　　※バックパネル及び展示台の色はライトグレーです。

　　　　　※展示物が展示スペースから出た場合は、審査対象外になります。

　　　　　※展示スペースは下記のとおりです。

　　　●国外出展審査の部

　　　　　国外出展審査は下記の審査要件を満たすランを対象とし、別に定める評価基準によ

　　　　　り優れた作品を選考し、各賞を授与します。

　　　　　※審査要件

　　　　　　　・国外から出展されたランを対象とします。

　　　　　　　・審査対象作品は、鉢物、切花、として出展され、それぞれの審査要件を満たす全　

　　　　　　　　てのランとします。

　　　　　　　

　　

　　　　　※募集点数

　　　　　　　・制限なし

3.　出展要項
（コンクール審査部門／フラワーデザイン審査の部、国外出展審査の部）
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4.　出展申込方法とスケジュール
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●沖縄県外・県内離島からの出展者（認定審査部門、鉢物/切花）

　　↓個人で宅配業者を利用する場合

　・参加申込ハガキに出展部門と数量を記入し、2015年1月16日（金）までに事務局へ送付

　　してください（出展数量は、予定数量を記入してください）。

　・出展ランの輸送費は、原則として事務局が負担致します。

　・宅配業者の指定はございません。お手数ですがご自身で手配をお願いします。なお、送付

　　状は手配された宅配業者の用紙にご記入下さい。

　・発送先（到着地）は下記宛に料金着払いでお願いします。

　

　　　　　　〒905-0206　沖縄県国頭郡本部町字石川424番地

　　　　　　海洋博公園管理センター　植物管理チーム

　　　　　　TEL 0980-48-3624 　FAX 0980-48-3785

　・配達指定日時は、2月3日（火）または4日（水）でご指定ください。

　・梱包は出展ランが凍傷や転倒しないようにしっかりと行ってください

　・航空貨物の都合上、箱の高さ・幅の上限はともに145cmとなっておりますのでご注意下さ

　　い。やむを得ず、ランを横に寝かせる場合は、お手数ですが厳重に梱包し、その旨を箱の　

　　目立つ場所に明記くださいますようお願いします。

　・ランを梱包した箱に出展申込用紙、出展ランカードを同封してください（記入方法はＰ12参

　　考。出展ランカードは1株/作品で1枚です）。



●沖縄県外・県内離島からの出展者（認定審査部門、鉢物/切花）

　　↓団体でまとめて集荷する場合

　・参加申込ハガキに出展部門と数量を記入し、2015年1月16日（金）までに事務局へ送付

　　してください（出展数量は、予定数量を記入してください）。

　・出展ランの輸送費は、原則として事務局が負担致します。

　・事務局より代表者様へ集荷場所、回収時間等のご連絡、また梱包用ダンボールの手配を

　　させて頂きます。

　・出展者ご自身でランを梱包し、集荷場所まで搬入して頂きます。（梱包は出展ランが凍傷

　　や転倒しないようにしっかりと行ってください）

　・各集荷場所から博覧会会場までの搬入、博覧会会場から集荷場所までの返却について　

　　は、当事務局が責任を持って行います。

　・ランを梱包した箱に出展申込用紙、出展ランカードを同封してください（記入方法はＰ12　　

　　参考。出展ランカードは1株/作品で1枚です）。

　・沖縄県外・離島から、認定審査部門と鉢物/切花審査の部以外でご出展をご希望の方　

　　は、事務局までお問い合わせください Tel 0980-48-3624

4.　出展申込方法とスケジュール
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期日 内容 備考 

2015 年 2 月 1 日（日）〜 集荷場所へ、出展者が各自で搬

入してください。 

ランの梱包は、出展者各自でしっ

かり行ってください。 

2015 年 2 月 2 日（月）〜 各集荷場所へ、事務局手配の輸

送業者がランを回収に来ます。 

各集荷時間は、事前に出展者

（代表者）へ連絡します。 

2015 年 2 月 3 日（火） 

〜5 日（木） 

出展ランが博覧会会場へ到着。 事務局にて会場内へ展示を行い

ます。 

2015 年 2 月 6 日（金） 審査会  

2015 年 2 月 7 日（土） 

〜15 日（日） 

一般公開  

2015 年 2 月 16 日（月） 

〜19 日（木） 

沖縄から各集荷場所へ返却しま

す。出展者が各自でお受け取りく

ださい。 

各集荷場所への到着時間は、事

前に出展者（代表者）へ連絡しま

す。 

 



●沖縄本島内からの出展者（認定審査部門、鉢物/切花）

　・参加申込ハガキに出展部門と数量を記入し、2015年1月16日（金）までに事務局まで送

　　付してください（出展数量は、予定数量を記入してください）。

　・出展者は原則として、各自で直接博覧会会場（海洋博公園）まで出展ランを搬入/搬出　

　　して頂きます。スケジュールについては、次頁表を御確認ください。

　・搬入/搬出には海洋博公園の南ゲートを入り、誘導看板または誘導員の指示に従って出　

　　展ラン受付（返却）会場へお進みください（次頁地図をご参照ください）

　・搬入時に会場受付にて、出展ランと一緒に出展申込用紙と出展ランカードを書いて御提　

　　出ください。（記入方法はＰ12参考。出展ランカードは1株/作品で1枚です）

●沖縄本島内からの出展者（フラワーデザイン）

　・参加申込ハガキに出展部門と数量を記入し、2015年1月16日（金）までに事務局まで送

　　付してください。ハガキ受取後、事務局より詳細の確認等の連絡をさせて頂きます。

　・出展者は原則として、直接博覧会会場（海洋博公園）で出展作品を作り込みして頂きま　

　　す。スケジュールについては、次頁表を御確認ください。

　・フラワーデザイン審査の部については、募集点数に達し次第、締め切らせて頂きます。

●沖縄本島内からの出展者（ディスプレイ）

　・参加申込ハガキに必要事項を記入し、2015年1月16日（金）までに事務局まで送付して　

　　ください。ハガキ受取後、事務局より詳細の確認等の連絡をさせて頂きます。

　・出展者は、直接博覧会会場（海洋博公園）で出展作品を作り込みして頂きます。スケ　　　

　　ジュールについては、次頁表を御確認ください。

4.　出展申込方法とスケジュール
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期日 認定、鉢物/切花 ディスプレイ フラワーデザイン 

2015 年 2 月 3 日（火）

2015 年 2 月 4 日（水）

 

 

9：30〜17：30 

9：30〜17：30 

9：30〜20：30 

9：30〜17：30 9：30〜20：30 

- 

2015 年 2 月 5 日（木） 9：30〜15：00 9：30〜20：30 9：30〜20：30 

 

搬入スケジュール

※審査会当日（2/6）の朝は、例年のように　作業できませんので御留意ください。

■審査会　　2月6日（金）　9：00～17：00　　

■一般公開　2月7日（土）～15日（日）

　　　　　＊フラワーデザイン審査の部のみ2月7日（土）～9日（月）

搬出スケジュール

4.　出展申込方法とスケジュール

会場案内図

期日 認定、鉢物/切花 ディスプレイ フラワーデザイン 

2015 年 2 月 9 日（月） - - 18：30〜21：30 

2015 年 2 月 16日（月） 

〜17 日（火） 

9：30〜17：30 9：30〜20：30 - 
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認定、鉢物／切花

9：30〜20：30 

ホテル  オリオン  
モトブ  リゾート＆スパ
ホテル  オリオン  
モトブ  リゾート＆スパ



No
＊事務局記入欄 For  Of f i ce Use Onl y　

出展者名（ または会社名） Name of  Exhi bi t or 所属団体Name of  your  company ( Or gani zat i on Name)
ふり がな よう らん　 ひろし ふり がな おきなわけんらんきょ う かい

洋蘭 博 沖縄県蘭協会

住所・ 電話番号Addr ess/phone on Judgi ng day
〒　 905-0206 Phone 0980-48-3624

沖縄県国頭郡本部町字石川424
FAX 0980-48-3785

E-mai l

事務局記入欄

いずれかに
必ず○印

出展数 備考

カテゴリ ー番号
Cat egor y No.

属名
Genus Name Paphiopedilum

種名・ 登録名
Speci es or  Gr ex Name rothschildianum

交配親名
Ful l  Par at age

個体名
Cl onal  Name ‘Okinawa’

個体名よみがな
Japanese Name おきなわ

鉢物審査・切花審査 の出展者記入用
Entry Form for Potted and Cut Flowers

沖縄国際洋蘭博覧会 2015　 出展申込用紙
OKI NAWA I NTERNATI ONAL ORCHI D SHOW 2015　 Regi st r at i on For m

鉢物
Pot t ed
Fl ower

切花
Cut  Fl ower

沖縄国際洋蘭博覧会での認定審査入賞履歴
Pr evi ous Awar d i n Oki nawa I nt er nat i onal  Or chi d Show

F. C. C.            A. M.         H. C. C.

6.　出展申込用紙・出展蘭カードの記入例
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出展申込用紙と出展ランカードは

　・認定審査部門

　・コンクール審査部門/鉢物審査

　・コンクール審査部門/切花審査

　　に出展する方に記入して頂きます。

●出展申込用紙の記入例

出展ランカードの記入例

●属名・種名もしくは交配親名、個体名を正確

　　に記入して下さい。（油性マジックを使用して

　　下さい。）

●出展ラン１株に対して１枚の記入です。

　　　　※20株出展する場合には20枚の出展ラン

　　　　　　カードが必要になります。

＊ランの新しい属名・種名について

一部のランの属名・種名が変更されました。それに伴い、属が移行された原種を交配親

にもつ交配種では、属名変更となるものがあります。可能な方はインターネット等の検索

をご参考に、新属（種）名をご記入くださいますよう、ご協力お願いします。

【インターネット検索の参考アドレス】

キュー植物園のHP　Royal Botanic Gardens, Kew　

http://apps.kew.org/wcsp/home.do

英国園芸協会のHP　Royal Horticulture Society　：

http://apps.rhs.org.uk/horticulturaldatabase/orchidregister/orchidregister.asp

＊属名、種名、交配親名、個体名については分かる範囲でご記入下さい。

住所氏名、電話番号は必

ず、記入して下さい。

（ふりがなも忘れずに）

所属団体は入会している

蘭愛好会や農協等を記入

して下さい。

鉢物・切花の内、出展する

審査の部を選んで○印を

入れて下さい。

属名・種名もしくは交配親

名、個体名を記入して下さ

い。

Paphiopedilum

rothschildianum

‘Okinawa’

洋蘭　博



13

認定・鉢物審査におけるグループ・カテゴリー区分

審査区分 グループ カテゴリー 詳細

1 カトレアとその近縁の原種

2
カトレアとその近縁の交配種

（近縁属を含む　草丈２５ｃｍ未満）

3
カトレアとその近縁の交配種

（近縁属を含む　草丈２５ｃｍ以上）

4 パフィオペディルムの原種

5 シプリペジウム、フラグミペディウムの原種、交配種

6
パフィオペディルムの交配種

（原種を片親、もしくは両親に用いた交配種）

7
パフィオペディルムの交配種

（交配種同士を交配させた交配種）

8 ファレノプシスとその近縁の原種

9
ファレノプシス、ドリタエノプシスの交配種

（花径が７ｃｍ未満）

10
ファレノプシス、ドリタエノプシスの交配種

（花径が７ｃｍ以上）

11 バンダの交配種（花径が７ｃｍ未満）

12 バンダの交配種（花径が７ｃｍ以上）

13 ファレノプシス近縁種を用いたその他の交配種

カトレア類

パフィオ類

ファレノ・バンダ
類

その他

カトレアとその近縁属

パフィオペディルムとその近縁属

ファレノプシスとその近縁属

オンシジュームとその近縁属 14
オンシジュームとその近縁属の原種、交配種

（旧オドントグロッサム系交配種を含む）

リカステとその近縁属 15 リカステとその近縁の原種、交配種

16 デンドロビュームの原種

17 デンドロビュームの交配種

シンビジューム 18 シンビジュームの原種、交配種

その他 19 その他の原種、交配種

デンドロビューム



ようこそ。国内最大級のラン展示会へ
沖縄国際洋蘭博覧会は1987年に始まり、今回で国内最多の29回目を迎えます。国内外の愛好家のランが一堂に会し、2万点以上のランが展示されます。

海洋博公園管理センター　  植物管理チーム
〒905-0206  沖縄県国頭郡本部町字石川424
TEL  0980-48-3624         FAX   0980-48-3785

                             

■お問い合わせ
　　お問い合わせは下記へご連絡下さい。


