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世界最高峰のガーデナーが競う、花と緑の祭典
息つく間もない、美しさ。

ガーデニングワールドカップ
フラワーショー2013 in JAPAN

国際ガーデンツーリズム
「イベント オブ ザ イヤー」を
受賞しました。

期間：2013年10月12日（土）～10月20日（日）
ハウステンボスでは、世界のトップガーデナーが集結
しその技を競い合う「ガーデニングワールドカップフラワ
ーショー2013 in JAPAN」を 10 月 12 日（土）～10 月 20
日（日）まで開催します。
4 年目を迎える今年は、過去最高レベルのガーデナ
ーをはじめ、世界トップクラスのフラワーアーティストが参
加。「Gardens for peace」をテーマにしたショーガーデ
ン部門と花をふんだんに使用したご自宅にも参考になる
ホームガーデン部門の計 9 カ国 16 組の作品が並びま
す。ほかにもスモールガーデン部門やコンテスト各種も
増え、合わせて 400 点以上の作品を展示予定。その技を競い合い、著名な審査員による厳正な審査の上
注目の各賞が決定します。また、秋バラを中心に花に溢れる場内の各会場では、作品解説ツアーやフラワ
ーマーケット、オークションなどのフラワー関連イベントのほか、クラフトフェアも同時開催します。日本初の
「国際ガーデンツーリズム イベント オブ ザ イヤー」を受賞した世界最高峰の本祭典。テーマを「緑と花に
よる平和と再生への祈り」とし、長崎からガーデニングによる平和のメッセージを世界に向けて発信します。
国際ガーデンツーリズムとは
2011 年からカナダガーデンツーリズム協議会によりスタート。世界中からガーデン文化と観光産業を結びつけることに成功した優れた功
績を表彰するもの。「イベント オブ ザ イヤー」には 2011 年に受賞した台湾に続きアジアでは 2 カ国目。

ガーデニングワールドカップ
ガーデニングワールドカップ フラワーショー2013
フラワーショー
in JAPAN 概要
名称

ガーデニングワールドカップ フラワーショー2013 in JAPAN

日程

＜表彰式＞

2013 年 10 月 11 日（金）、12 日（土）、14 日（月・祝）※部門により異なります。

＜展 示＞

2013 年 10 月 12 日（土）～10 月 20 日（日） [9 日間]

会場

パレス ハウステンボス 他

内容

特別ガーデンの展示、ガーデンコンサート、販売ブース、セミナー、パーティーなどを開催

作品数

・ ショーガーデン部門
ショーガーデン部門 100 ㎡（10×10m）【8 点】

（予定）

・ ホームガーデン部門
ホームガーデン部門 25 ㎡（5×5m）【8 点】
・ スモールガーデン部門
スモールガーデン部門 12 ㎡（3×4m）
・ガーデンコンテスト
【コンテナガーデン、プランツガーデン、ハンギングバスケット】

・フラワーデザイン
フラワーデザインコンテスト
デザインコンテスト・
コンテスト・特別展示・
特別展示・いけばな展
いけばな展
【フラワーアレンジ、フラワー空間デザイン、ブライダルブーケ、リース、いけばな】

・Ａｒｔ ｉｎ ｔｈｅ Ｇａｒｄｅｎ
Ｇａｒｄｅｎ庭
ｒｄｅｎ庭を彩るアート展
アート展

合計

400 以上の
作品が
登場予定！

料金

■GWC 単独券（GWC 会場入場料）
○10/12～14（3 日間）／大人 3,500 円（当日 3,700 円）、小人 1,500 円（当日 1,700 円）
○10/15～20（6 日間）／大人 3,300 円（当日 3,500 円）、小人 1,300 円（当日 1,500 円）
※料金は前売り料金、大人（中学生以上）・小人（4 歳～小学生）
■この他、ハウステンボス入場料が付いた GWC 入場セット券や GWC パスポートセット券、GWC ムーン
ライト単独券（17 時以降の入場）、期間中何度でも入場できるお得なパス「GWC 単独通期パス」があります。
詳しくはホームページをご覧ください。

≪審査委員長≫
審査委員長≫
Ｂｏb Ｓｗｅｅｔ氏
≪審査委員≫
審査委員≫
Ｐａｓｃａｌ Ｇａｒｂｅ氏
Ｄｒｅｗ Ｂｅｃｈｅｒ氏

英国王立園芸協会 展示会開発部最高責任者、 チェルシーフラワーショー審査員

シンガポールガーデンフェスティバル審査員、フランスショーモン国際ガーデニングフェスティバル審査員
フィラデルフィア国際フラワーショー大会総責任者、米国ペンシルベニア園芸協会会長

（他 1 名予定）

参加ガーデナー
参加ガーデナー プロフィール
ガーデナー

国名

受賞歴・代表作品

ショーガーデンデザイナー
1

石原和幸

日本

チェルシーフラワーショー5 冠（2013 ほか）

2

山口陽介

日本

ガーデニングジャパンカップ最優秀作品賞（2013）

3

ポール・ハーベイブルックス

イギリス

チェルシーフラワーショー金賞（2013）

4

ジェイムス・バッソン

フランス

チェルシーフラワーショー金賞（2013）

5

ザンティ・ホワイト

ニュージーランド

ガーデニングワールドカップ金賞＆ベストデザイン賞（2012）

6

ジョン・タン＆レイモンド・トー

シンガポール

シンガポールガーデンフェスティバル最優秀作品賞（2010 ほか）

7

イ・ヨンジャ＆イ・ビョンチョル

韓国

韓国の名園 Garden of Morning Calm 設計者

8

マイケル・ペトリ―

アメリカ

フィラデルフィアフラワーショー最優秀作品賞（2013 ほか）

ホームガーデンデザイナー
1

リム・イン・チョング

マレーシア

ガーデニングワールドカップ金賞＆最優秀作品賞（2012）

2

レオン・クルーゲ

南アフリカ

チェルシーフラワーショー金賞（2013 ほか）

3

ベイリー・ルー・トームス

ニュージーランド

エラズリーインターナショナルフラワーショー金賞（2013）

4

パク・チュヨン

韓国

ガーデニングジャパンカップ金賞（2013）

5

古賀勝彦

日本

ガーデニングジャパンカップ金賞（2013）

6

白石唯明

日本

ガーデニングジャパンカップ金賞（2013）

7

溝口幸宏

日本

ガーデニングジャパンカップ金賞（2013）

8

他、1 名（予定）
【お客様のお問合せ先】
ハウステンボス総合案内（ナビダイヤル） tel 0570（064）110
【取材等のお問合せ先①】 ハウステンボスＰＲ担当 松田・井上（所属：ｷﾅｯｸｽ） tel 092（762）4141
【取材等のお問合せ先②】 ハウステンボス経営企画室（高田・中野）／宣伝課（蓑津） tel 0956（27）0180
http://www.huistenbosch.co.jp

◆

twitter &

facebookでも情報公開中♪◆

