
 

熱帯ドリームセンター 秋のラン展示 

出展のごあんない 

 

1. 開催期間  令和3年11月13日（土）～11月21日（日）  

 

2. 開催場所  海洋博公園 熱帯ドリームセンター  

 

3. 主催  国営沖縄記念公園  

 

4. 協力 沖縄県蘭協会 北部らん友会 本部町らん友の会 沖縄県農業協同組合 

 

5. 開催内容  

出展ラン展示 

沖縄国際洋蘭博覧会のカテゴリー分けに従って展示します。 

人気投票 

来館したお客様によるカテゴリーごとの展示株の人気投票を行います。みごと

カテゴリーで1位になった作品には賞状と記念品を贈ります。 

人気投票：11/13（土）、14（日）の2日間で投票、15日（月）カテゴリーごと

の1位（優秀賞）を発表します。 

愛好団体の紹介 

ご協力いただいた団体様の活動をパネルにて紹介します。 

ランクイズ 

期間中の土、日、祝日は展示の中に隠されたヒントから5問程度の簡単なクイ

ズに答えるランクイズを実施します。全問正解してアンケートに答えた方には

抽選でランの苗等をプレゼントします。 

 

6. 出展要項  

募集部門  

① 鉢物  各カテゴリー（表1）に基づき、事務局で区分します。  

② 切花  1品種につき10本一組とします。  

  



出展申込  

出展申込用紙に必要事項を記入し、ファックスまたは郵送で令和3年11月6日

（土）までにお申し込みください。（出展数量は、予定数量を記入してくださ

い。）  

出展方法  

① 出展者は原則として、各自で直接会場（海洋博公園）まで出展ランを搬入

/搬出していただきます。 

搬入日程 令和3年11月11日（木）9：30〜17:30 

11月12日（金）9：30〜15:00 

搬出日程   令和3年11月23日（火・祝）、24日（水）9：30〜17：30 

 

② 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。（地図をご参照

ください。）  

 

③ 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ご提出くださ

い。（記入方法は別紙参照。出展ランカードは1株/作品で1枚です。）  

 

④ 多数出展する場合や大型株の出展については事務局で集荷可能です。ご相

談ください。 

 

お問い合わせ先：熱帯ドリームセンター（担当：中川、鈴木、福川） 

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



表１　鉢物審査におけるグループ・カテゴリー区分 ※変更になる可能性がございます。

＊１　現Epidendrum属、Encyclia属、Oerstedella属、Prosthechea属等
　　　Epicattleya属等のカトレアとその近縁の交配種も含む

＊２　Vanda属、Aerides属、Arachnis属、Papilionanthe属、Renanthera属、　
　　　Rhynchostylis属、Staurochilus属、Trichoglottis属、Vandopsis属

＊３　上記9属間の交配種

審査区分 グループ カテゴリー 詳細

1

2

3

4

5

6

7

8

カトレアとその近縁の原種

カトレアとその近縁の交配種
（草丈２５ｃｍ未満）

カトレアとその近縁の交配種
（草丈２５ｃｍ以上／ホワイト・セミアルバ系）

9

10

11

ファレノ・バンダ
類

その他

カトレア類 カトレアとその近縁属

パフィオ類 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 17

シンビジューム 21

その他 22

パフィオペディルムの原種

シプリペジウム、フラグミペディウムの原種、交配種

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）

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）

ファレノプシスの交配種
（花径が７ｃｍ以上）

バンダとその近縁の原種＊２
（草丈15ｃｍ以上）

アングレカムとその近縁の原種・交配種

オンシジュームとその近縁属の原種、交配種
（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 18 リカステとその近縁の原種、交配種

デンドロビュームの原種

デンドロビュームの交配種

シンビジュームの原種、交配種

その他の原種、交配種

デンドロビューム

旧エピデンドルム属の原種・交配種＊１

ファレノプシスの交配種
（花径が７ｃｍ未満）

バンダとその近縁の交配種＊３
（草丈15ｃｍ以上）

上記以外の単茎種の原種・交配種

19

20

12

13

14

15

16

カトレアとその近縁の交配種
（草丈２５ｃｍ以上／ピンク・ラベンダー・ブルー系）

カトレアとその近縁の交配種
（草丈２５ｃｍ以上／イエロー・オレンジ・レッド・グリーン系）



　会場案内図

秋のラン展示会場

※搬入先ゲート及び受付・返却会場の詳細は
　　事務局へお問い合わせください。



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

沖縄県国頭郡本部町字石川424 FAX

E-mai l

事務局記入欄

0980-48-3624 090-＊＊＊＊-＊＊＊＊
0980-48-3785

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 2020　 出展申込用紙
OKI NAWA I NTERNATI ONAL ORCHI D SHOW 2020　 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.

　出展申込用紙・出展ランカードの記入例

●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
　に記入してください。（油性マジックを使用
し
    てください。）
●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】
英国園芸協会のHP　Royal Horticulture Society　：
http://apps.rhs.org.uk/horticulturaldatabase/orchidregis-

住所氏名、電話番号は必

ず、記入してください。

（ふりがなも忘れずに）

（連絡のつきやすい携帯　  

　電話も併記ください。）

所属団体は入会している

蘭愛好会や農協等を記入

してください。

鉢物・切花の内、出展す

る審査の部を選んで○印

を入れてください。

属名・種名もしくは交配親

名、個体名を記入してくだ

さい。

Paphiopedilum

rothschildianum

‘Okinawa’

洋蘭　博

No.

属　名
（Genus name)

種名/変種名
（Species, Hybrid name
     and Varietal name)

個体名
（Clonal name)

氏　名
（Name)


