
 

 

 

 

 

 
 

「第 19 回 国際バラとガーデニングショウ」（2017 年 5 月 12～17 日、埼玉県西武プリンスドーム）で
は、「バラとガーデニングコンテスト」を行います。同ショウ組織委員会は作品を募集しております。 
募集はガーデン、ハンギングバスケット、バラ鉢植え、バラ切り花の 4部門。参加者のプロ・アマチュ

アを問いません。締め切りは、ガーデン部門が 2月18日（消印有効）、他の3部門が3月10日（必着。

ただしハンギングバスケット部門は応募予定数に達した段階で締め切り）となります。 
「ガーデン部門」は今回、『ライフスタイルガーデン』をテーマに、より具体的なシーンで作庭いただ

けるよう「ホームガーデン」「バルコニーガーデン」「フロントガーデン」の 3 つのカテゴリーを創設しまし
た。それぞれの生活シーンの中で、暮らしを心豊かにするバラの庭を募集します。同部門大賞（国土
交通大臣賞）の賞金は 300 万円。また、一次選考を通過した入賞者全ての方々に賞状及び賞金が贈

られます。 
その他、「ハンギングバスケット部門」大賞作品には農林水産大臣賞、「バラ鉢植え部門」大賞作品

には農林水産大臣賞、埼玉県知事賞が贈られる予定です。「バラ切り花部門」は期間中毎日審査が
あり、各日の大賞作品には賞状が贈られます。同部門「香りのバラ」のカテゴリーでは、花姿だけでは
ないバラの魅力を来場者の皆様に楽しんでいただけます。 
つきましては、是非コンテスト作品の募集をご紹介いただけますようお願い申し上げます。応募要

項は別紙のとおりです。 
 

国際バラとガーデニングショウ 
国際バラとガーデニングショウ組織委員会は、2017年 5月 12日（金）～17日（水）の 6日間、西武

プリンスドームにて「第 19回 国際バラとガーデニングショウ」を開催いたします。 
1999年 5月に日本初の本格的なバラとガーデニングの祭典として開催して以来、累計で 400万人

を超える来場者をお迎えし、本ショウは19回目を数えます。日本、そして世界各国を代表するバラ育
種会社が一堂に会し、世界中の古くから愛されるバラやトレンド、最新のバラを網羅する唯一のショ
ウとして、世界から注目されるバラの祭典として成長しました。 
今回は、西武プリンスドームが、バラの花と香りに包まれる至福の空間に生まれ変わります。会場

入り口では、バラの香り立ち上る泉がシンボルの「ウェルカムガーデン」が皆様をお迎えします。そこ

から続く「バラのタイムトンネル」では、近代バラの歴史 150 年を紐解き、年代順、トンネル状に咲き
誇るバラとその香りが皆様を包み込み、バラの世界へと誘います。会場中央には、草月流家元勅使
河原茜氏が、世界最大のバラのいけばなに挑戦。また、料理愛好家の平野レミ氏によるキッチンガ
ーデンや、フラワーアクティビストの志穂美悦子氏によるバラのインスタレーション（空間全体を作品
として体験できる芸術）や、バラをはじめとした植物のある豊かな暮らしを提案する「ガーデンを、は
じめよう」など、五感全てで体感いただける内容です。 
そして、本ショウの見どころのひとつ“誰でも参加できる”バラとガーデニングのコンテストも、学生

からプロの方まで幅広い層の出品が、毎年来場者の皆様を魅了しております。 
 
 
 

コンテストに関するお問い合わせは 
コンテスト事務局 

〒151-0063東京都渋谷区富ヶ谷 1-14-7 TEL：03-5454-1050（月～金 10：00～18：00）／FAX：03-3469-1766 
 

上記以外の本ショウの内容、掲載に関するお問い合わせは 
「国際バラとガーデニングショウ」広報事務局 

〒104-0032東京都中央区八丁堀 3-1-3-3階 TEL：03-3206-2644／FAX：03-3555-9652 

 

コンテスト作品 大募集 
ガーデン部門は 3 つのカテゴリーを創設 

 締め切りはガーデン部門が 2 月 18日 
他 3部門は 3月 10 日 

第 19回 国際バラとガーデニングショウ 
２０１7年 5 月 12日（金）～17日（水） 

 



 

【開催概要】 
 

■名  称：第 19回 国際バラとガーデニングショウ 
■会  場：西武プリンスドーム 〒359-1196 埼玉県所沢市上山口 2135 
■会  期：2017年 5月 12日（金）～17日（水）  9：30～17：30（入場は 30分前迄。最終日は 17:00終了予定） 
■主  催：国際バラとガーデニングショウ組織委員会 
■共  催：（公財）日本ばら会 
■来場目標：20万人（第 18回実績：187,294人） 
■入 場 料： ［当 日 券 ］ 大人（中学生以上）2,200円  ［前 売 券］ 大人（中学生以上）1,900円 

 小学生以下入場無料。ただし、保護者の付き添いが必要です。 
■公式 WEBサイト： http://bara21.jp （PC・モバイル共通） 
 

【バラとガーデニングコンテスト】 
昨年度のコンテストでは、おかげさまで 3,992点ものご応募を頂戴しました！ありがとうございました。 

 
［申込方法］申込用紙に出品カテゴリー､住所､氏名､連絡先､所属団体を明記し､コンテスト事務局に郵送また

は FAXでお送りください。 
 

ガーデン部門 ［締め切り］2月 18日（金）一次審査締め切り ※当日消印有効 
 

テーマは『ライフスタイルガーデン』。今回、より具体的なシーンで作庭いただける 3 つのカテゴリー

に生まれ変わります。サイズがほぼ車 1 台分、住宅の駐車スペースを活用する「ホームガーデン」、

バルコニー空間を上手に活用し、室内方向から楽しむ「バルコニーガーデン」、玄関前のスモールガ

ーデンで訪問者や家の前を通る人々も楽しませる「フロントガーデン」、それぞれの生活シーンで、

暮らしを心豊かにするバラの庭を募集します。 
 

■募集カテゴリー及び賞一覧 ※新たに、3つのカテゴリーになりました。 
カテゴリー 大賞 最優秀賞 優秀賞 奨励賞 入賞 

Ａホームガーデン 

 23 ㎡ (6.3ｍ×3.6ｍ) 

1 作品 

賞状・賞金 300 万円 

国土交通大臣賞授与 

1 作品､賞状・ 

賞金 80 万円 

2 作品､賞状・ 

賞金 40 万円 

3 作品､賞状・ 

賞金 20 万円 

5～6 作品 

賞状・賞金 10 万円 

Ｂバルコニーガーデン 

 11 ㎡ (4.5ｍ×2.4ｍ) 

1 作品､賞状・ 

賞金 40 万円 

2 作品､賞状・ 

賞金 20 万円 

4 作品､賞状・ 

賞金 10 万円 

6～7 作品 

賞状・賞金 5 万円 

C フロントガーデン 

 5 ㎡ (2.7ｍ×1.8ｍ) 

1 作品､賞状・ 

賞金 20 万円 

2 作品､賞状・ 

賞金 10 万円 

4 作品､賞状・ 

賞金 5 万円 

8～9 作品 

賞状・賞金 3 万円 
 
 

ハンギングバスケット部門  ［締め切り］ 3月 10日（金）必着（但し応募予定数に達した段階で締め切り） 

『ローズ・ガーデンに映えるハンギングバスケット』をテーマに、会場を明るく彩る、色彩豊かな作品を

募集します（2種類)。 

■募集カテゴリー及び賞一覧 

カテゴリー 予定作品数 大賞 最優秀賞 優秀賞 特別賞 入賞 

壁掛けタイプ 150 作品 1 作品 

賞状・副賞 

農林水産大臣賞 

1 作品 

賞状・副賞 

2 作品 

賞状・副賞 

2 作品 

賞状・副賞 

5 作品 

賞状・副賞 

吊りタイプ 50 作品 
1 作品 

賞状・副賞 

1 作品 

賞状・副賞 

1 作品 

賞状・副賞 

3 作品 

賞状・副賞 

 

バラ鉢植え部門 ［締め切り］ 3月 10日（金）必着 
ご自身で育てたバラの鉢植えを募集。ハイブリッドティローズ（四季咲き大輪系）、フロリバンダローズ

（四季咲き中輪系）、アンティークローズ（ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾛｰｽﾞ及びｵｰﾙﾄﾞﾛｰｽﾞﾀｲﾌﾟ）、ミニチュアローズ・小鉢

（ミニチュア系）、ミニチュアローズ・大鉢（同）の 5カテゴリー。 

大賞 最優秀賞 優秀賞 入賞 

1作品､賞状・副賞 
農林水産大臣賞､ 
埼玉県知事賞 

各カテゴリーごとに 1 作品 

賞状・副賞 

各カテゴリーごとに 1 作品 

賞状・副賞 

各カテゴリーごとに 5 作品 

賞状・副賞 

  

バラ切り花部門 ［締め切り］ 3月 10日（金）必着 

バラの切り花を、大輪一輪花、大輪異種二輪花、房咲き三枝、香りバラ同種二枝のほか、盛花やアレンジメント

などさまざまに、会期中 6日間、各日 4 カテゴリーで募集します。各日、大賞 1作品、最優秀賞 1 作品、優秀賞 1

作品、入賞 3作品に、賞状と副賞が贈られます。 

（消費税込） 

http://bara21.jp/

