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平成 15 年 11 月７日 
報道用資料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

洋らん展 2003 実行委員会 
 
 
 
『洋らん展 2003  IN スパリゾートハワイアンズ』が平成 15 年 12 月 6 日

（土）から 12 月 14 日（日）までの９日間、福島県いわき市のスパリゾートハ

ワイアンズで開催されます。 
 
会場は、特別展示、主催者展示（メインディスプレイ）、個別株展示、入賞花

特別展示の各コーナーに分けてレイアウトされ、カトレア・デンドロビューム・

パフィオペディラムなど華やかな色彩の蘭を一同に展示いたします。昨年に続

き 2 度目の開催となる今回の最大の見どころは、高円宮妃殿下が「世界らん展

1998」へのお出ましをきっかけとしてご命名された「高円宮妃殿下ご命名の蘭」

と水戸徳川家第 14 代当主・故徳川圀斉氏秘蔵のコレクション「水戸徳川家の蘭」

の特別展示です。さらには、ＮＨＫ「趣味の園芸」でおなじみの園芸家・江尻

光一先生の講演（12/11・12/12）や著名洋らん専門家による洋らんセミナー（毎

日）開催されます。常夏のスパリゾートハワイアンズの温泉やポリネシアンシ

ョーと南国の自然の宝“洋蘭”との競演を、南国気分に浸りながら洋蘭の色彩

美を体感いただけます。期間中は、東北、首都圏から 4 万 3 千人の来場を見込

んでいます。 

 

高円宮妃殿下ご命名の蘭・水戸徳川家の蘭を特別展示 
 

『洋らん展 2003  IN スパリゾートハワイアンズ 』 

いわき市のスパリゾートハワイアンズで開催  

12／6～12／14 
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今回の会場となるスパリゾートハワイアンズは、年間を通して 28℃の全天候

型大ドーム「ウォーターパーク」など、5 つのテーマパークを擁する、総敷地面

積 13 万平方メートル（東京ドームの約 6 倍）の一大温泉テーマリゾートで、子

供から大人まで存分にお楽しみいただけます。 
 

◇ 
 
スパリゾートハワイアンズは福島県の南端、関東圏に隣接するいわき市に位

置しています。都心からお出かけの場合、JR では「特急スーパーひたち」で上

野から約 2 時間、マイカーなら比較的渋滞が少ない常磐自動車道で約 2 時間と

便利なアクセスで、首都圏からの日帰りレジャーとしても十分にお楽しみいた

だける施設です。 
 

◇ 
 
『洋らん展 2003  IN スパリゾートハワイアンズ』は、スパリゾートハワイア

ンズの入場料でご覧いただけます。 
 
『洋らん展 2003  IN スパリゾートハワイアンズ』の開催概要は次の通りです。 
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◇名  称：洋らん展 2003  IN スパリゾートハワイアンズ 
      
◇開催期間：平成 15 年 12 月 6 日（土）から 12 月 14 日（日）まで（９日間） 

（開催時間：午前 10:00 から午後 6:00 まで） 
 

◇会  場：スパリゾートハワイアンズ（福島県いわき市常磐藤原町蕨平 50） 
 
◇主  催：洋らん展 2003 実行委員会 
     （構成団体―スパリゾートハワイアンズ、福島中央テレビ、 
      日本洋蘭農業協同組合北日本支部、いわき蘭友会、 

福島エアポート洋らんクラブ） 
 
◇後   援：福島県、茨城県、いわき市、水戸市、福島空港利用促進協議会、

ハワイ観光局、日本洋蘭農業協同組合、水戸市植物公園、 
福島県生花商組合連合会、茨城県生花商組合連合会、 
社団法人福島県造園建設業協会、いわき商工会議所、 
郡山商工会議所、社団法人いわき市観光物産協会、 
社団法人水戸観光協会、北茨城市観光協会、高萩市観光協会、 
日立市観光協会、いわき湯本温泉観光協会、 
いわき湯本温泉旅館協同組合、読売新聞東京本社いわき支局、 
読売新聞東京本社水戸支局、福島民友新聞社、福島民報社、 
河北新報社福島総局、茨城新聞社、いわき民報社、 
NHK 福島放送局、ラジオ福島、いわき市民コミュニティ放送、 
茨城放送、NHK いわき文化センター、日本ハワイ協会、 
読売日本テレビ文化センター、日本ハワイアン音楽協会 
東日本旅客鉄道株式会社水戸支社（順不同・予定含む） 

 
◇特別協力：堂ヶ島洋らんセンター 
 
◇協  賛：ハワイアンズ共栄会、 

メヒコ商事株式会社メヒコオーキッドファーム 

『洋らん展 2003  IN スパリゾートハワイアンズ』開催概要
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◇特別協賛：Ｙａｋｕｌｔ（いわきﾔｸﾙﾄ販売株式会社・郡山ﾔｸﾙﾄ販売株式会社・ 
             水戸ﾔｸﾙﾄ販売株式会社・古河ﾔｸﾙﾄ販売株式会社） 
◇特別出品：福島県立磐城農業高等学校 
 
◇出展･出店：全国の洋蘭愛好会、洋蘭生産者 
 
◇特別展示：高円宮妃殿下ご命名の蘭 
      水戸徳川家の蘭（東北地区初公開） 
 
◇特別講演：「江尻光一先生」による講演 

12 月 11 日（2 回）、12 月 12 日（1 回）のみ開催予定 
 
◇催  事：パネル展示、洋らんセミナー、愛好家による栽培相談コーナー、 
      フラワーアレンジメント展示、押し花展示・体験、 
      花のレザークラフト体験 
 
◇販  売：蘭生産者による洋らん販売コーナー 
 
◇入場料金：スパリゾートハワイアンズ入場料にて観覧可 
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●展示内容について 
＜特別展示＞ 
 
○高円宮妃殿下ご命名の蘭 
 高円宮妃殿下が、「世界らん展 1998」へのお出ましをきっかけとしてご命名

された蘭を特別展示いたします。この蘭は後に、英国王室園芸協会に正式登

録されました。 
 
○水戸徳川家の蘭 
 水戸徳川家第 14 代当主・故徳川圀斉氏秘蔵の蘭を東北地区で初めて公開をい

たします。パフィオペディラムの中でも特に純白にこだわった氏秘蔵のコレ

クションがご堪能いただけます。 
 
＜展示＞ 
 
１．主催者展示（メインディスプレイ） 
  様々な洋蘭を組み合わせ、会場となるスパリゾートハワイアンズのイメー

ジである｢南国｣を演出した壮大な展示をいたします。高さと水を使った南

国ムードたっぷりの展示は必見です。 
 
２．個別株展示（各蘭友会・蘭生産者による） 
  カトレア・デンドロビューム・パフィオペディルムなど、各属ごとに約 1,000

株を展示いたします。今回は展示エリアを大幅に拡大し、トロピカルガー

デンでも個別株を展示いたします。スパリゾートハワイアンズならではの

個別株展示がお楽しみいただけます。 
 
３．入賞花特別展示 
  洋蘭会最高の権威「日本洋蘭農業協同組合（JOGA）」による公式メダル審

査が行なわれます。厳選基準を上回った作品にはメダルが授与され、永遠

の記録として讃えられます。この栄誉を狙い、全国から選りすぐりの洋蘭

が集結し、その中で入賞した洋蘭が会場に展示されます。 
 
＜特別出品＞ 
○福島県立磐城農業高校 
 会場となるスパリゾートハワイアンズの地元いわき市にある農業高校による 
 特別展示出品です。地道な活動から生まれる創造の一端がご覧いただけます。 
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●講演内容について 
＜特別講演＞ 
○江尻光一先生の講演 
「NHK 趣味の園芸」でおなじみの園芸家「江尻光一」先生によるセミナーです。 
 開催日時：平成 15 年 12 月 11 日（木） 2 回開催：11:00～・14:30～ 
      平成 15 年 12 月 12 日（金） 1 回開催：11:00～ 
 
＜講演＞ 
○洋らんセミナー（毎日開催） 
 期間中、著名洋らん専門家による洋らんセミナーや入賞花の解説が毎日開催

されます。 
 
●審査について 
 ｢洋らん展 2003 IN スパリゾートハワイアンズ｣の開会に先立ち、個別株審

査を専門家による厳正な審査を行い、受賞者を決定いたします。 
 審査日時：平成 15 年 12 月 5 日（金） 午後 3 時から午後 8 時 
 審査会場：スパリゾートハワイアンズ内「スプリングパーク・プラザ」 
 審 査 員：日本洋蘭農業協同組合（JOGA）審査員 
      洋らん展 2003 実行委員会推薦による審査員 
 結果発表：平成 15 年 12 月 6 日（土） 
 各  賞：洋らん展 2003 グランプリ賞・福島県知事賞・いわき市長賞・ 

スパリゾートハワイアンズ賞などを予定いたしております。 
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「ウォーターパーク」 
 年間を通じて 28℃に設定され、温泉プール、ウォータースライダーなどを配

したトロピカルムードたっぷりの常夏の全天候型大ドームです。また、「ハワ

イアンズポリネシアンショー」など多彩なショーが行なわれるエンターテイ

メントゾーンです。 
 
「スプリングパーク」 
バラエティ豊かな温泉を南ヨーロッパスタイルで寛ぎ楽しむ温泉オアシスで、

優雅に、ゆったりとくつろげる空間です。 
 
「江戸情話 与市」 
 江戸情緒あふれる日本一の大露天風呂で、“世界最大の露天風呂”としてギネ

スブックにも認定（1998 年 7 月 9 日）されました。 
温泉に浸りながら江戸の情緒をお楽しみいただけます 

 
「ウイルポート」 
 より健康により美しくをテーマとして、温泉の効果・効能を活かしたエクサ

サイズやエステのプログラムを提供し、楽しみ、くつろぎながら、人間本来

の姿と輝きを取り戻していただくための施設です。 
 200 人収容のホテルも併設しています。 
 
「スパガーデン パレオ」 
 青・赤・黄・緑の 4 ゾーンは、それぞれ「揺らぐ」「遊ぶ」「戯れる」「和む」

のテーマに沿った温浴施設が揃っています。 
 
「ホテルハワイアンズ」 
 スパリゾートハワイアンズに隣接する 1,300 人収容の大型ホテル。 
ご宿泊料金は、平日お一人様（1 泊 2 食付）1 万 3300 円から。 

スパリゾートハワイアンズの施設概要  
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炭坑時代、毎分 110ｔを湧出する温泉は石炭採掘の障害として悩みの種でした。

しかし、地下深部で湧出する温泉は、人類にとって大いなるロマンを持った化

石水だったのです。古代第三期の地層から湧出するこの化石水は 3000 万年もの

間空気に触れることなく、大地の恵みをしっかりと受けとめ豊かな成分を含有

し、マグマの地熱で温められ、断層亀裂を通じて上昇し、温泉となって私たち

に潤いと癒しを、そして健康と美をもたらしてくれる、国内でも稀な温泉です。 
 
＜湯  量＞    毎分 3トン（当施設使用量・一施設使用量国内最大） 

源泉地は毎分 5トン（ビール大瓶約 8,500 本相当）湧出 

 

＜泉  質＞    硫黄泉（含硫黄・ナトリウム・硫酸塩・塩化物泉） 

□血液の循環を良くし、三大生活習慣病「糖尿病」「動脈

硬化」「高血圧症」に効果大 
□肌の角質を柔らかく溶かし、「皮膚の新陳代謝」を促進。

また色素沈着をおさえ「美白の効果」を促進 
□たるみの原因となる不必要な油脂を取り除き、「肌の引

き締め」に効果大 
          塩化物泉（ナトリウム・塩化物・硫酸塩泉） 

□ナトリウム成分により浮力が大きく、全身を重力から

開放して「リラックス効果」を促進 
□高い保湿効果により体全体への血行を促し、「細胞を活

性化」 
□表皮の新陳代謝が活発化し、「皮膚の生まれ変わり」を

促進 
 

＜温泉温度＞    59.5℃（気温 17℃時点）高温泉 

 

＜水素イオン濃度＞ pH 8.0（弱アルカリ性泉） 

 

＜適 応 症＞   ・一般適応症：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、打身、

捻挫、冷え性、疲労回復、健康増進 

・泉質適応症：慢性皮膚病、慢性婦人病、切り傷、火傷、

虚弱児童、三大生活習慣病（高血圧症、  

動脈硬化症、糖尿病）

スパリゾートハワイアンズの温泉のご案内  
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○スパリゾートハワイアンズ入場料 

 入場料（消費税別） 

大人（中学生以上） 2,800 円 

子供（小学生） 1,800 円 
幼児（3 才～5 才） 1,200 円 

※上記入場料で「洋らん展」ならびにスパリゾートハワイアンズ（ウォータ

ーパーク・スプリングパーク・スパガーデン パレオ・江戸情話 与市・

ウイルポート）がご利用いただけます。 
 
○スパリゾートハワイアンズ営業時間 
  平    日  １０：００ ～ ２２：００ 
  土・日・祝日   ９：００ ～ ２２：３０ 
  ※尚、開館時間は入場口の混雑状況等により早める場合がございます。 
 
○お客様からのお問い合わせ先 
  洋らん展 2003 実行委員会事務局（スパリゾートハワイアンズ内） 

電話 0246－43－3191（代表） 
 

 

この件に関する報道関係の方のお問い合わせ先 

 

洋らん展 2003 実行委員会事務局 
（ 常磐興産株式会社スパリゾートハワイアンズ内 ） 

 

現地広報担当 ： 稲田・長瀬・板倉 

〒972－8555 福島県いわき市常磐藤原町蕨平 50 

TEL.0246－43－4941(直通) FAX.0246－42－3528 

 

首都圏広報担当 ： 猪狩・鈴木(英輔) 

〒103-0004  東京都中央区東日本橋 3－7－19 

TEL. 03－5623－0026   FAX. 03－5623－1656 

 

URL http://www.hawaiians.co.jp/ 

 

入場料金・営業時間およびお問い合わせ先  


