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世界のトップガーデナーが競う花と緑の祭典

ガーデニングワールドカップ２０１１ナガサキ
フラワーショー

１０月
１０月８日（土）～１１月
１１月６日（日）
プレス向け内覧会１０月６日（木）／結果発表 １０月７日（金）
ハウステンボスでは、今秋 10 月 8 日（土）～11 月 6 日（日）に世界一のガーデナーを決定する大
会「ガーデニングワールドカップ 2011 ナガサキ」を開催。国内予選（5/14）で選出された国内ガーデ
ナー2 名を含めた、世界トップガーデナー計 15 名（予定）が集結し、世界最高峰のガーデニングの
技を競います。
本大会のテーマは～緑と花による平和と再生への祈り～。初開催となった昨年※は、イギリス「チェ
ルシーフラワーショー」で 2010 年度最高位のゴールド・メダルを獲得したアンディ・スタージョン氏
（英国）や、長崎県出身で三年連続ゴールド・メダルを獲得した石原和幸氏など、世界 8 カ国 10 組
12 名のトップガーデナーたちが参加し、大変話題となりました。
今年は“ショーガーデン（10ｍ×10ｍ）”と“スモールガーデン（4ｍ×3ｍ）”を設定し、それぞれに賞
を授与。ショーガーデンはパレス ハウステンボス前
庭を、スモールガーデンはアートガーデンを舞台に、
平和への想いを込めたメッセージを花と緑に託して
その技を競います。ガーデンは 11 月 6 日までご覧
いただくことができ、期間中ガーデニング関連イベ
ントや物販ブースなども展開予定です。
日本ではここだけでしか見ることのできない、世界
のフラワーショーで活躍するガーデナーの作品が
一堂に会する大会にご注目ください。
※「ガーデニングワールドカップ 2010 ナガサキ」は 2010 年 10 月 9 日（土）～10 月 31 日（日）に開催（上写真）

■日

程： 2011 年 10 月 8 日（土）～11 月 6 日（日）
＊10 月 6 日（木）：プレス向け内覧会
＊10 月 7 日（金）：関係者プレビュー・審査結果発表・表彰式
＊10 月 8 日（土）～11 月 6 日（日）：一般公開

■会

場： パレス ハウステンボスおよびアートーガーデン

■ハウステンボス入場セット券（大人：中学生以上）
期間

前売
＊コンビニなどで販売予定

当日

10 月 8 日（土）～10 月 10 日（月・祝）

5,300 円

5,500 円

10 月 11 日（火）～10 月 16 日（日）

3,800 円

4,000 円

10 月 17 日（月）～11 月 6 日（日）

3,300 円

3,500 円

※料金は変更になる場合がございます ※単独チケットもございます

参加ガーデナー
参加ガーデナー プロフィール
国名

受賞歴・代表作品
ショーガーデンデザイナー
チェルシーフラワーショー1994 金賞

1

Nico Wissing
ニコ・ウィッシング

オランダ

シンガポールガーデンフェスティバル 2008 銅賞
ガーデニングワールドカップ 2010 ベストデザイン（ゴールドメダル）

2

John Cullen
ジョン・カレン

フィラデルフィアフラワーショー 2007 Best of Show および People’s
Choice Award ダブル受賞
アメリカ

ガーデニングワールドカップ 2010 シルバーメダル
アメリカ Landscaper of the year 2011 受賞
シンガポールガーデンフェスティバル 2008 金賞

3

4

Jim Fogarty
ジム・フォガティ

David Davidson
デイビッド・ダビットソン

浜松ガーデンコンペティション ベストデザイン賞

オーストラリア

ガーデニングワールドカップ 2010 ベストコンストラクション（シルバーメ
ダル）
南アフリカ共和国

チェルシーフラワーショーKirstenbosch-South Africa floral exhibit のデ
ザイナーとして過去 18 年連続出場の内、金賞を 14 回受賞
王立園芸協会 RHS President’s Most Creative Award / 2008 ほか

5

Jonathan Denby
ジョナサン・デンビー

イギリス

6

Sarah Eberle
サラ・エバール

イギリス

7

Jo Thompson
ジョー・トンプソン

イタリア

8

Lim in Chong
リム・イン・チョング

チェルシーフラワーショー2009･2010 銀賞
ガーデニングワールドカップ 2010 ブロンズメダル
ハンプトンコート Show Garden Best in Show / 2003
チェルシーフラワーショーShow Garden 過去 8 回金賞受賞
2007 年度大会では Best in Show をダブル受賞
チェルシーフラワーショーUrban Garden 金賞および Best Urban
Garden ダブル受賞 / 2010 ほか
National House and Garden Award 第 1 位

マレーシア

チェルシーフラワーショー2006 銀賞
シンガポールガーデンフェスティバル 2010 銀賞
チェルシーフラワーショー2006～2008 金賞

9

石原 和幸

日本

チェルシーフラワーショー2010 銀賞
ガーデニングワールドカップ 2010 シルバーメダル

10

藤原 良治

日本

全日本ガーデニング選手権大会 金賞
スモールガーデンデザイナー

11

Anouk Vogel
アヌーク・ボーゲル

スイス

12

Jin Zhen Chao
ジン・ヂャン・チャオ

中国

13

未定

14

未定

15

上戸 則幸

か み と

フランス Chaumont-sur-Loire ガーデンフェスティバル第 1 位 / 2009
スペイン Bilbao アーバンガーデンフェスティバル第 1 位 / 2009 ほか

日本

【お客様のお問合せ先】

New Harbor City / 2008
Shanghai Culture Plaza /2010 ほか

全日本ガーデニング選手権大会 銀賞

ハウステンボス総合案内センター ※5/31 まで tel 0956（27）0001
※6/1 より番号変更 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・穴見（所属：ｷﾅｯｸｽ） tel 092（762）4141
【取材等のお問合せ先②】 ハウステンボス広報宣伝課 高田・中野・内薗 tel 0956（27）0180

