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報道関係各位                                                       2019年 12月 9日 
株式会社サンシャインシティ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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！2020」と題して、 

季節に合わせた花の催しを一年を通して実施します。また、2020 年１月 9 日（木）～  

6 月 13 日（土）は地上約 210ｍのスカイレストランで花をモチーフにした限定メニューの

提供や花 1輪などがもらえるスタンプラリーを実施します。 
 

2020 年 1 月 9 日（木）～13 日（月・祝）は、魅惑的な世界中の蘭を大規模に

展示する新春恒例のイベント「第 59 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 2020～蘭でおもてなし～」を開催します。 
 
世界トップレベルの整った大輪花から、予想外の形やサイズなど自然の妙を感じさせる 

花まで展示株数は国内最大規模の約 1,200 株にのぼります。多種多様な蘭の展示・ 

販売や専門家による講演、蘭に囲まれて記念撮影ができるコーナーなど、蘭に関する情報

を様々な角度から得られるとともに、ご家族で楽しんでいただけるイベントです。今回は  

“蘭でおもてなし”をテーマに、「デンドロビウムへの誘い」、「蘭の自生地を訪ねて」などの

特別展示や、ラン懇話会 勝眞理子氏による特別講演「西オーストラリア州・南部の 

自然とラン」を行います。 
 
芳しい蘭の香りに包まれたサンシャインシティで、至福の時をお過ごしください。 

  
【概要】 

 
イベント名 ：第 59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 2020～蘭でおもてなし～ 

開催期間：2020年 1月 9日（木）～13日（月・祝） 10：00～18：00（最終日は 15：00 まで） 

会 場：東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティ 文化会館ビル 2F 展示ホール D 

入 場 料：無料  

出品総数：約 1,200 株 

主催：全日本蘭協会／後援：豊島区、日本洋蘭農業協同組合／出品協力：各地の蘭愛好団体／協力：株式会社サンシャインシティ 
 

【イベント内容】 
 
 

① 特別展示 「デンドロビウムへの誘い」 

原種だけでも 1,000 種を超えるといわれるデンドロビウムは株も花も、その色や形、特徴が  

多岐にわたることから、多くの愛好家によって栽培されています。世界らん展日本大賞（東京

ドームシティで開催）でも過去６個体が日本大賞に輝くほどの魅力の秘密を紹介します。 
 
 

② 特別展示 「蘭の自生地を訪ねて」 
洋蘭愛好家にとって、蘭の自生地は永遠の憧れと言っても過言ではありません。今回は地性
ランが特徴的な、オーストラリアの自生地をパネルで紹介します。 

 
 

③ 特別講演 「西オーストラリア州・南部の自然とラン」  1月 12日（日）13：30～14：30 

ラン懇話会 勝眞理子氏による特別講演「西オーストラリア州・南部の自然とラン」を実施します。勝氏は擬態やフェロモンなどで雄 

バチをおびき寄せる地性ランに興味を持ち、年 2回のオーストラリア訪ランの旅を 10年以上続けています。色彩的にも、形態的にも、

目が釘付けになるようなランの花とともに、蘭の花と昆虫との深いつながりを報告していただきます。 

 

 
 
 

美しい・珍しい・芳しい花「蘭」約 1,200 株と、蘭に関する情報をパネルで展示！ 

第 59 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 2020～蘭でおもてなし～ 
2020 年 1 月 9 日（木）～13 日（月・祝） 

スカイレストランで楽しむ、彩り鮮やかな「サンシャインシティは花ざかり！期間限定メニュー」も提供 

 

 

 

過去開催風景 

デンドロビウム・イグネオニビウム 
(Dendrobium igneoniveum) 
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④ ワークショップ「蘭のフラワーアレンジメント」  1月 11日（土）11：00～・14：00～ 

昨年も好評だった蘭を使ったフラワーアレンジメントの教室を今年も開催。少し小ぶりなアレンジメントですが、その分誰でも取り組み

やすくなっています。（定員各回 15名、参加費無料、会場内で要予約）  
 
⑤ 販売コーナー 

洋蘭・東洋蘭の著名な蘭園や、食虫植物・山野草などを扱う店など約 50社が国内外から出店します。銘品・希少品、はたまた 

初心者向けの品種と多種多様な品揃えです。 
 
⑥ 記念撮影コーナー 

蘭に囲まれて記念撮影ができるコーナーが設置されます。 
 

サンシャインシティは花ざかり！2020 
サンシャインシティでは、「サンシャンシティは花ざかり！」と題して季節に合わせた花の催しを一年を通してお届けしています。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！  
 
★スカイレストラン×サンシャインシティは花ざかり！期間限定メニュー  2020年１月 9日（木）～6月 13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。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

★サンシャインシティは花ざかり！スタンプラリー 2020年１月 9日（木）～6月 13日（日）  

内容：対象の花イベント（サンシャインシティ世界のらん展 2020 や、下記イベントなど）毎に設置されたスタンプや、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。スカイレストランのスタンプを 1 つ以上含んで合計 4 つのスタンプ

を集めると、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会計毎に 1 スタンプまでとなります。 
 
●第 69回 関東東海 花の展覧会  2020年 1月 31日（金）～2月 2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 18回クリスマスローズの世界展  2020年 2月 21日（金）～23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  2020年 3月 6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  2020 年 3月 13日（金）～14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 
 
●60th Anniversary蘭友会らん展 in サンシャインシティ ～世界の蘭を集めて～ 2020年5月28日（木）～31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  2020年 6月 12 日（金）～13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 
※金額はすべて税込です。 ※画像はすべてイメージです。 

■サンシャインシティ 概要 
所 在 地：東京都豊島区東池袋 3-1  

営業時間：各施設により異なる 
問合せ先：サンシャインシティ総合案内  03-3989-3331  http://www.sunshinecity.co.jp  

オーシャン カシータ  
イタリアン シーフード グリ 

 

天空の庭 星のなる木 
 

サンシャインクルーズ･クルーズ 

ジンジャーズビーチ サンシャイン オーシャンカシータ 天空の庭 星のなる木 
 


