
                                                    
 

報道関係者様からの 
お問い合せ先 

株式会社サンシャインシティ コミュニケーション部 広報担当 鳴海・中山・大浦 
TEL. 03-3989-3329（平日 9:30～18:00） FAX. 03-3989-3451 pr@sunshinecity.co.jp 

 
共同ピーアール株式会社 PR アカウント本部 9部 前山・高橋 TEL. 03-3571-5238 

 

30-129 

 
報道関係各位                                                       2018年 12月 3日 

株式会社サンシャインシティ  
累計来場者数約 15 万人、展示花数 300 点を超える国内最大級の本格展覧会。 

早春に咲く花々の展示・販売、花いけバトラーによる特別装飾、フォトコンテストの開催など 

 第 17回クリスマスローズの世界展
2019 年 2 月 15 日（金）～17 日（日） 

 
サンシャインシティ（東京･池袋）では「サンシャンシティは花ざかり！2019」と題して 6 月までに 8 つの花に関するイベントや、

高層階のレストランで花をモチーフにした限定ランチメニューの提供、花 1 輪がもらえるスタンプラリーを 2019 年 1 月 10 日
（木）～6 月 15 日（土）の期間に実施します。  

2019 年 2 月 15 日（金）～17 日（日）の期間は「サンシャインシティは花ざかり！
2019」のイベントのひとつとして、早春に咲く可憐な花「クリスマスローズ」の魅力を一堂に集
めた展示花数 300 点を超える国内最大級の本格展覧会「第 17 回クリスマスローズの世
界展」を開催します。  
クリスマスローズは、今や冬の園芸植物の代名詞として新聞・雑誌・テレビを賑わし、その華

やかな見た目から「冬の貴婦人」とも呼ばれています。今回の特別装飾は、「早春に心踊る」
をテーマに、フラワーデザイナー・曽我部翔氏（2015 花いけバトル年間王者 /Rock’n’Rose
フラワーデザイナー）によるアレンジメント作品がお客様を出迎えます。  
その他、クリスマスローズフォトコンテストの優秀作品の展示（※作品の募集は 12 月 5 日（水）から

2019年 1月 31日（木）まで）や、早春を彩る雪割草・原種シクラメンなどの花々を展示・販売する
など、様々な角度から花の楽しみ方をご紹介します。  
クリスマスローズをご存知ない方から、最近興味を持たれた初心者の方、熱心な愛好家の方まで、すべての皆様に新たな魅力を

発見していただき、早春の自然の美しさを感じていただけるイベントです。花いっぱいのサンシャインシティをぜひお楽しみください！  
【第 17 回クリスマスローズの世界展 概要】 

開催期間：2019年 2月 15日（金）～17日（日） 10時～18時（最終日は 17時まで）※最終入場は 30分前まで 
会 場：サンシャインシティ ワールドインポートマートビル４階 展示ホールＡ（東京都豊島区東池袋 3-1） 
入 場 料：大人 700円、小学生以下無料  
ホームページ：https://crsekaiten.com 
問合せ先：03-3989-0312（クリスマスローズの世界展実行委員会事務局） 
主 催：クリスマスローズの世界展実行委員会 
後 援：農林水産省／豊島区／イタリア政府観光局／クロアチア共和国大使館／チェコ政府観光局／ドイツ観光局／駐日ハンガリー大使館観光室／ 

(一財)日本花普及センター／(公社)園芸文化協会／(公社)日本家庭園芸普及協会／(公社)日本植物園協会／(一社)ＪＦＴＤ／ 
(一社)日本生花商協会／(一社)日本ハンギングバスケット協会／ＮＨＫ出版（順不同） 

協 力：(株)ミヨシグループ／(株)渋谷園芸／英国シクラメン協会日本支部／国際雪割草協会（順不同）  
企 画 運 営：日本クリスマスローズ協会・株式会社サンシャインシティ 
 

【イベント内容】 
 

（1）特別装飾「早春に心踊る」 
花の新たな存在意義を追及し、花をいけることの魅力を伝え続ける「花いけバトル」とコラボレーションし、「早春に心踊る」をテーマに、
曽我部翔氏（2015 花いけバトル年間王者/Rock’n’Rose フラワーデザイナー）によるクリスマスローズを用いたアレンジメン
ト作品を展示します。 

 
（2）プロフェッショナルが創る、花たちの集い  
全国各地より集った育種家（ナーセリー）ご自慢の「オリジナル交配品種」や「希少品種」などを過去最多の参加数にて一堂に展
示・紹介します。 
■参加予定：浅間クリスマスローズガーデン、花郷園、片山農園、加藤農園、ズーニィガーデン、曽田園芸、髙正園、童仙房ナーセリー＆ガー 
デン、野田園芸、広瀬園芸、ふみ屋、堀切園、松浦園芸、松村園芸、ミヨシグループ、百花、大和園、横山園芸、吉田園芸、若泉ファーム

（全 20社） 

 雪割草     原種シクラメン 

クリスマスローズ 
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（3）特別開催 クリスマスローズ銘品オークション 
2月 17日（日）16時より展示花の一部を出品するオークションを実施します。 ※参加人数に限りがあります。17日当日会場内にて
参加申し込みが必要です。 
 
（4）日本クリスマスローズ協会展示・なんでも相談コーナー 
日本クリスマスローズ協会会員が丹精込めて育てた花の展示の他、「新花コンテスト」も開催されます。「なんでも相談コーナー」では、
クリスマスローズの専門家がお客様からの疑問にお答えします。 
 
（5）早春を告げる可憐な花々の展示・販売 
クリスマスローズと共に早春の時期に咲く「雪割草」「原種シクラメン」を展示・販売します。 

 
（6）クリスマスローズ・マーケット 
有名生産者によるクリスマスローズの原種・交配品種・希少品種等の直接販売を実施します。 
また、植物や園芸用品、花をモチーフにしたグッズやアート作品なども販売します。 

 
（7）特別セミナー・ワークショップ 
2月 15日（金）11時より NHK「趣味の園芸」講師も務める園芸研究家・金子明人さん、 
横山直樹さんによるセミナーを実施します。また、16日（土）15時からは花郷園の野口貴子
さん、小林あずささんによる、「クリスマスローズのハーバリウム～本来の花姿を楽しむ 植物標本
～」のワークショップを開催します。※ワークショップは別途参加料が必要となります。  
（8）アジアのクリスマスローズ 中国原生種「チベタヌス」紹介コーナー 
クリスマスローズの中で唯一アジア（中国）に自生する原種「チベタヌス」を展示すると共に、その実態をご紹介しま
す。  
（9）フォトスポットコーナー 
空間装飾で実績のあるジャイアントフラワー専門店「G+Flower」によるジャイアントフラワー クリスマスローズ ver.が登場します。  
（10）クリスマスローズフォトコンテスト～あなたが撮ったクリスマスローズベストショット大募集～  
クリスマスローズの写真を広く一般公募します。優秀作品は「第 17 回クリスマスローズの世界展」会場での展示および公式ホームペ
ージにて紹介するとともに、賞品を贈呈します。 
■応募部門：Ａ部門・・・クリスマスローズの花 ※クリスマスローズの花のみが写っているもの 

Ｂ部門・・・クリスマスローズがある風景 ※ご自宅の庭、公園の花壇、海外自生地、過去のクリスマスローズの世界展会場など 
■応募期間：12月 5日（水）から 2019年 1月 31日（木）到着分まで 
■応募方法：各部門お一人様 5点まで応募可能です。メールのみの受付となります。容量 3MB までの JPEG データをお送りください。 

※モノクロデータ、スキャンデータ、加工データおよび郵送写真でのご応募は対象外とさせていただきます。 
■応 募 先：https://crsekaiten.com/photo.html よりご応募ください。 
■賞 品：【金賞１名】 商品券 3万円＋クリスマスローズ１鉢、【銀賞２名】 商品券 1万円＋クリスマスローズ１鉢、 

【銅賞】 サンシャイン水族館ペア入場券または SKY CIRCUS サンシャイン 60展望台ペア入場券 
■審 査 員：日本クリスマスローズ協会理事、プロカメラマン（予定） 
■結果発表：2019年 2月 15日（金）より「第 17回クリスマスローズの世界展」会場での展示および公式ホームページにて発表します。 

※写真の撮影時期や場所は問いません。クリスマスローズの世界展以外で撮影されたものでも構いません。 
※同一または類似作品が他のコンテストへの応募や応募予定がなく、かつ過去に賞を受けていない作品に限ります。 
※ご応募作品は返却いたしませんので、ご了承ください。 
※入賞作品の著作権は、クリスマスローズの世界展実行委員会に帰属します。ホームページや告知物等で使用させていただく場合もございます。 

 
 
 

【クリスマスローズとは？】 
クリスマスローズは、早春に咲く雪割草や福寿草などと同じキンポウゲ科の植物です。学名をヘレボルス（Helleborus）といい、欧
州では英名のヘレボレス（Hellebores）の名前が一般的です。欧州では 12 月に咲くヘレボルス・ニゲル（H.niger）をクリスマス
ローズといい、キリスト教の聖節レント(四旬節)の頃に咲くのでレンテンローズとも呼ばれます。日本ではオリエンタリス(H.orientalis)
などヘレボルス全部をクリスマスローズと呼ぶのが普通です。ヘレボルス属は約 20 の原種があり、東欧州を中心として広く欧州に分布
(例外として中国原産のチベタヌス)して自生する植物です。オリエンタリス・ハイブリッドは、丈夫で環境適応性があり、日本で安心し
て楽しめる種類です。多くの原種が交雑され、花色は白、桃、赤、紫、赤紫、グリーン、クリーム、黄色などさまざまな色があり、各色と
もそれぞれ濃淡があるので誠に賑やかです。また、八重咲きも人気があります。 
  

横山直樹さん 
 

金子明人さん 
 

ハーバリウム 
 

野口貴子さん 
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サンシャインシティは花ざかり！2019 
サンシャインシティでは、「サンシャンシティは花ざかり！」と題して「花」をテーマに様々なイベントをお届けしています。この先も花いっぱ
いのサンシャインシティにぜひお越しください！今後開催予定のイベントは下記をご覧ください。 
 
●サンシャインシティは花ざかり！スタンプラリー 2019年１月 10日（木）～6月 15日（土）  
内容：対象の花イベント（下記8イベント）への来場や、スカイレストランでの対象メニューの注文で、スタンプを１つ押印します。

スタンプを 4 つ集めると、花を 1 輪プレゼントします。※プレゼントはお 1 人様 1 回限りです。※各イベントはお 1 人様 1 回 1
スタンプ、対象メニューをご注文の方は 1回毎に 1 スタンプまでとなります。 

  
●第58回 全日本蘭協会洋らん展 サンシャインシティ世界のらん展2019  2019年1月10日（木）～14日（月・祝）  
場所：サンシャインシティ 文化会館ビル 2F 展示ホール D 
内容：美しい・珍しい・芳しい花”蘭”約 1,200株と、蘭に関する美術作品を展示します。 ※入場無料 

  
●第 68 回 関東東海 花の展覧会  2019年 2月 1日（金）～3日（日）  
場所：サンシャインシティ 文化会館ビル 2F 展示ホール D 
内容：関東東海地域の 1都 11県と花き関係 6団体が主催する日本で最大規模の伝統ある展覧会です。 ※入場無料 

  
●第 17 回クリスマスローズの世界展  2019年 2月 15日（金）～17日（日）  
場所：サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 4F 展示ホール A 
内容：展示花数 300点を超える、クリスマスローズの国内最大級の本格展覧会です。 ※有料 

 
●山梨県笛吹市×茨城県水戸市 桃と梅の郷宴  2019年 3月 1日（金）  
場所：サンシャインシティ 噴水広場（専門店街アルパ B1） 
内容：先着で桃の花枝プレゼントや、ステージイベントを実施します。 ※観覧無料 

  
●春の花々とクレマチス展  2019年 3月 15日（金）～16日（土）  
場所：サンシャインシティ 噴水広場（専門店街アルパ B1） 
内容：春の花々とクレマチスの展示・販売などを行います。 ※観覧無料 

  
●お花見フェア in サンシャインシティ  2019年 3月 15日（金）～4月 7日（日）  
場所：サンシャインシティ 専門店街アルパ屋上 サンシャイン広場 
内容：桜や春の花々が咲くサンシャインガーデンでゆっくりとお花見をお楽しみいただけます。  ※観覧無料 

  
●第 59 回蘭友会らん展 in サンシャインシティ ～初夏の蘭を楽しむ～  2019年 5月 23日（木）～26日（日）  
場所：サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 4F 展示ホール A 
内容：幅広く個性豊かな蘭が一堂に集結する、夏期としては日本最大級の蘭の展示・販売会です。 ※入場無料 

  
●夏花フェスタ  2019年 6月 14日（金）～15日（土）  
場所：サンシャインシティ 噴水広場（専門店街アルパ B1） 
内容：夏の花々の展示・販売などを行います。 ※観覧無料 

  
●スカイレストラン×サンシャインシティは花ざかり！期間限定ランチメニュー  2019年１月 10日（木）～6月 15日（土）  
場所：スカイレストラン（サンシャイン 60 ビル 58・59F） 
内容：彩り鮮やかな限定ランチメニューが登場します。地上約 210m の最高の景色とともにお楽しみください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
※金額はすべて税込です。 ※画像はすべてイメージです。  

 

ジンジャーズビーチ サンシャイン 天空の庭 星のなる木 鮨処 銀座 福助 


