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INTERFLORA WORLD CUP 2023 日本代表選考会 一般出場 応募要項 

            2022年2月21日(月)～5月16日(月) 応募受付期間 

応募資格 

∎ 日本に最低5年間居住し、働いていることが証明できること 

∎ INTERFLORA/FLEUROP/FTDネットワークに属している者 

※英国での本選出場には（株）イーフローラへの所属関係が必要なため、現在ご加盟頂いていない方で日本代

表として出場される際には（株）イーフローラが新たに設定する特別メンバーとしてご登録頂きます。 

∎ 経験（アマチュア・プロフェッショナル）は問いません。 

∎ 応募条件・権利規定・及び応募に関する注意事項を遵守すること 

∎ 各選考を通過した場合、次の選考会、大会に出場すること 

選考及びワールドカップ スケジュール 

∎ 一般選考 一次選考会 2022年5月30日(月) 書類選考 

∎ 一般選考 二次選考会 2022年8月30日(火) 実技選考  @東京都内会場を予定 

※日本代表選考会の詳細は、二次選考会終了後、一般選考者及び各団体推薦者に同時にご案内します。 

∎ 日本代表選考会  2022年11月29・30日(火・水) 実技選考～東京都内会場を予定 

∎ INTERFLORA WORLD CUP 2023  

   2023年9月4日(月)～9日(土) @イギリス・マンチェスター会場 

応募参加費用 

∎ 応募参加費用不要。但し、一次応募課題に関する花材・資器材、二次選考会以降の審査会場への

旅費については、ご負担頂きます。 また日本代表選考会参加、ワールドカップ参加では別途費用が必

要になります。※詳しくはP4・P5の詳細をご確認ください。 

応募方法 

∎ 応募登録サイトのフォームに、必要事項及び、課題二つの作品のタイトル・形態・作品説明及び作品写

真データ(JPG)を応募規定に則りにご登録ください。 

 応募登録フォームサイト https://pro.form-mailer.jp/lp/6993eaf0247042 

 ※ご登録後、ご登録内容が記載されたメールが配信されますので、必ずご確認ください。返信メールが 

  届かない場合は、メールアドレスの誤記など実行委員会で受領していない場合があります。 

応募に必要なもの 

①応募登録フォームへの必要事項の記入 

②課題作品シート①（アレンジメント）作成・応募フォームへのデータ登録 

③課題作品シート②（ハンドタイドブーケ）作成・応募フォームへのデータ登録 

④課題作品画像データの登録 課題①4枚、課題②5枚 

※注意事項を確認の上、上記すべてを準備した後に、応募登録フォームにご登録下さい。 

※上記以外の方法でのご応募は受け付けません。またご質問などは以下メールアドレスからのみとなります。 

※ その他、次ページ以降の要項をご確認の上ご応募願います。 

※応募フォームご登録後、ご登録メール宛て確認が届きますので必ずご確認ください。（携帯メール不可） 
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INTERFLORA WORLD CUP 2023日本代表選考会 一般出場 応募要項 

上記テーマに沿って、２点の課題制作の上、指定の枚数・カットの写真と共に、課題作品シート①②の内容をフォー

ムに登録下さい。課題①②ともに、植物を70％以上使用した作品とし、使用器具などの制限はありません。 

課題①アレンジメント 

作品タイトル： テーマに沿った作品タイトル及び作品説明を記載 

制作サイズ： 600×600×1,000mm ※サイズは目安です。提出写真にメジャーなどを含めた撮影は不要。 

提出写真： 正面・左・右・背面の４方向を撮影したもの４枚 

 ファイルサイズ 800×800ピクセル以上、９点10MB以下 

 ファイル名は、課題1_正面.jpg(例)のように、それぞれの課題と撮影方向を記載したものとすること 

課題②ハンドタイドブーケ（花束・1カ所に束ねて自立すること） 

作品タイトル： テーマに沿った作品タイトル及び作品説明を記載 

制作サイズ： 600×600×800mm ※サイズは目安です。提出写真にメジャーなどを含めた撮影は不要。 

提出写真： 正面・上。左・右の４方向、結束部分のアップを撮影したもの５枚 

 ファイルサイズ 800×800ピクセル以上、９点10MB以下 

 ファイル名は、課題2_結束部分.jpg(例)のように、それぞれの課題と撮影方向を記載したものとすること 

■作品・写真に関する注意事項 

• 応募は、未発表作品のみとします。 

• 写真は、白系無地の背景の前で撮影とすること 

• 公平性を担保するため、応募者個人が想像・判別できるようなものが映らないようご注意ください。 

• フラッシュなどは使わずに、出来る限り自然な花の色合いに映るよう撮影すること 

• 写真が規定を満たさない場合は失格となります。※撮影カットについては、写真サンプルを参考にしてください。 

審査方法 
1. 書類審査（一次選考） 

応募頂きました書類・写真をもとに厳正なる審査を行い、実技審査に進んで頂く方最大5名を選考いたします。書

類選考後、ご応募頂きました皆さまに速やかにご連絡させて頂きます。 

審査結果・審査に関するお問合せにはお答えできません。 

2. 実技審査（二次選考） 

日 程： 8月30日(火) 10：00 ～ 18：00（予定） 

場 所： 東京都内会場 ※新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言下でも対策の上開催いたします。 

課 題： 当日サプライズ形式により、テーマ、花材を発表し、２点を制作して頂きます。 

①ハンドタイド(花束) 40分、②テーブルデコレーション 80分 

参加に関する詳細については、選考会参加者のみ別途お知らせいたします。会場までの交通費は各自

負担、実技審査に関する花材・資材は、主催者より準備いたします。ハサミ・ナイフのみ持ち込めます。 

審査結果：当日会場にて日本代表選考会に出場頂く方を発表いたします。 

審査基準 
ブラインド方式により、テーマとの整合性、デザインの完成度、色彩、テクニックの項目を基準として審査します。 

審査員 
国内フラワーデザイン競技会参加デザイナー、及び審査資格をお持ちの方々を誘致しています。 

公平性を担保するため、当日審査終了まで競技者・審査員双方ともに公表いたしません。 

              Vegetable connection（植物の繋がり） テーマ 
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INTERFLORA WORLD CUP 2023 日本代表選考会 一般出場 応募要項 

応募条件・権利規定および応募に関する注意事項 

以下、必ず以下ご一読頂き、内容をご同意頂いた上で、応募登録フォームでのご応募下さいます様お願い

いたします。 

 

【応募及び選考会における注意点】 

∎ 応募作品は、応募者自身のオリジナルの作品であり、国内外で未発表のものに限ります。 

∎ 他デザインコンテストなどへの二重応募及びご自身での複数応募も認められません。 

∎ 提出された資料及び情報、作品については、返却いたしません。 

∎ 応募にあたっては、必要に応じて応募者自身で権利保護などの措置を講じてください。 

∎ 応募作品の意匠、特許、実用新案、商標、著作権などに関するすべての知的財産は、応募者にあります。

そのため、これらを保護する責任は、すべて応募者本人となります。 

∎ 応募作品の写真及び大会中の写真・動画などに関する著作権は、主催者（日本国内大会は（株）

イーフローラ、ワールドカップ本戦は、INTERFLORA）に帰属します。 

∎ 審査において、応募者に作品についてのお問合せをすることがあります。 

∎ 作品制作、および送付配送における費用は応募者負担となります。 

∎ 主催者は、作品受理後、応募作品の管理について万全の注意を払いますが、天災、その他不慮の事故、

破損、紛失についての一切の責任を負いません。また送付時に破損などが発生した場合も同様です。 

∎ 応募内容に虚偽の申告があった場合や、提出物が規定、注意事項を満たさない場合は、失格となります。 

∎ 審査結果、審査に関する一切のお問合せについてはお答えいたしません。 

∎ 応募事項に記載された事項以外について、取り決める必要が生じた場合は、主催者の判断により決定しま

す。 応募者が、この内容に同意できなかった場合は、応募を撤回できますが、応募にかかった一切の費用

の返却及び保証はいたしません。 

∎ 一次審査（書類審査）において選考された場合、二次審査（実技審査）への参加は必須となります。

また参加の際の会場までの交通費・宿泊費（必要な場合）は参加者にご負担頂きます。なお花材・資材

など競技に必要なものは主催者によりご提供いたします。（ナイフ・ハサミご持参） 

∎ 二次審査（実技審査）は、一次審査で選考された選手を対象に東京会場（予定）で実施し、当日サ

プライズの課題テーマにて競技を行って頂きます。 

∎ 二次審査（実技審査）で選考された場合、日本代表選考会への参加が必須となります。 やむなく参加

出来ない場合は、二次審査選考会の次点者を繰り上げ選考とします。 

∎ 公序良俗、その他法令の定めに反するもの、誹謗中傷を含むもの、著作権その他第三者の権利を侵害し

ているものは、審査の対象外となります。また受賞発表後であっても、これらの条件に反していることが判明し

た場合、受賞を取り消します。 

∎ 本選考会の入賞者（一次二次審査にて選考された方）の氏名、年齢、経歴などは、印刷物、WEBサイ

ト及び各種媒体で公表することがあります。（入賞以外の方の公表いたしません） 

∎ その他応募に関するお問合せは、以下メールのみで受け付けます。 またお問合せ内容は、ご返答内容と一

緒にWEBサイトなどへの掲載を行うことがあります。（無記名） 

∎ 二次審査については一堂に会して競技を行う関係上、マスク着用、手指消毒などコロナ対策を万全にして

行いますが、競技選手の参加に際して体温37.0度以上で新型コロナウイルス感染症の疑いのある方につ

いては、競技に参加頂けず、棄権扱いとなります。 

インターフローラ ワールド カップ2023 日本実行委員会 
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【日本代表選考会への参加と注意点】 

∎ 日本代表選考会への出場には、アシスタント1名が必要となります。日本代表選考会の事前課題の花材、

資材、制作費、及び選手・アシスタントの交通費は、ご負担ください。（花材・資材費、参加費・宿泊費は、

主催者が負担します） 

∎ 日本代表選考会のアシスタントは、事前準備などに限られ競技中の競技者へのアシストは一切行えません。 

∎ 日本代表選考会における参加者及び関係者のみが知り得る情報については、主催者の許可なくSNSやそ

の他メディアなどでの公表は厳禁といたします。 

∎ 日本代表選考会において優勝された場合、インターフローラワールドカップ2023の日本代表としての参加が

必須となり、参加の際にはアシスタント1名を帯同して頂きます。 

∎ ワールドカップ本戦参加には、代表選手・アシスタント1名分の本選参加費、渡航費、大会3日前から最終

日までの宿泊費、大会期間中のパーティ参加費は主催者がその費用をサポートします。競技作品の制作に

伴う花材、資材、制作の費用、大会現地までの運搬費は代表選手にご負担頂きます。 

∎ 日本代表となられた方には、選考後本戦までの間に日本実行委員会の指定する強化訓練に参加頂きます。

（10日間ほどの時間拘束があり、その間の費用は実行委員会が負担します。） 

∎ また弊実行委員会が指定する前述の強化訓練を含む拘束時間内の動画として記録し、後日配信を行いま

すが、その著作は弊実行委員会の帰属とします。 

∎ ワールドカップ本戦参加後は、日本の花き業界の発展のため、フラワーデザイン及び花き需要拡大に向けた

報告会、研修会、イベントなどに参加頂きます。その参加時経費については、イベント主催者負担とし、かか

る費用については弊実行委員会の規定に従ってお支払いいたします。 

∎ 公序良俗、その他法令の定めに反するもの、誹謗中傷を含むもの、著作権その他第三者の権利を侵害して

いるものは、審査の対象外となります。また受賞発表後であっても、これらの条件に反していることが判明した

場合、日本代表としての受賞を取り消します。 

※日本代表選考会の優勝者の受賞が取り消された場合は次点者にその権利が与えられます。 

∎ 反社会的勢力の活動を助長するする行為が判明した場合失格となります。受賞発表後に判明した場合で

あっても、受賞は催告なしに取り消されます。またその場合に生ずる応募者の損害については、賠償を行いま

せん。 

∎ 主催者は、応募された作品写真及び日本代表選考会の内容をWEBサイトや主催者が発行する各種媒体、

告知ツール、プレスリリースなどで使用します。（デザインなどの写真・映像などの使用権を弊実行委員会に預

けて頂きます。皆様の作品であることのクレジット表記を行います。） 

∎ 本日本代表選考会への参加注意点については、2022年5月に改めて公表する内容を是といたし、本ご案

内から一部変更が生じる場合があります。またインターフローラワールドカップへの参加諸条件やルールなどにつ

いては、現時点では2019年開催時のものに則ってご案内しておりますので主催者発表により変更が生じる

場合があります。 

【個人情報の取り扱いについて】 

∎ 個人情報は、応募作品の受付やお問合せ、審査の結果通知、その他本選考業務で必要と思われる事項、

および次戦以降の案内をするために利用します。 

∎ 選考会の入賞者については、氏名、年齢、経歴などについて、印刷物、WEBサイト及び各種メディア媒体で

公表することがあります。入賞者以外のご応募の内容については、以下と同様ご本人の承諾なしに利用する

ことはありません。 

∎ 原則として、法令の規定に基づく場合を除き、ご本人の承諾なしに、上記以外の目的で個人情報を利用、

または第三者に提供することはありません。 

INTERFLORA WORLD CUP 2023 日本代表選考会 一般出場 応募要項 
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INTERFLORA WORLD CUP 2023 日本代表選手選出について 

インターフローラ ワールド カップ（FLEUROP-INTERFLORA WORLD CUP/主

催：INTERFLORA）は、世界最大の生花店グローバルネットワークであるインターフ

ローラが主催する花業界において世界的にも歴史と権威あるフローリストのための国際競

技会であり、1972年より始まり来年2023年大会で第15回大会と歴史も古く、花の技

術・デザインの更なる向上だけでなく、文化的財産としての花贈りの新しい発想を人々に

提供し、花を通した国際交流を推進することを目的として４～5年に1度開催されていま

す。 

 

日本からは、唯一認定されている代表選手派遣団体（本社：東京都港区 株式

会社イーフローラ：代表取締役 竹崎 亨）が国際競技会への代表選手選出を実行

委員会として担当いたしますが、日本代表選考会に向けては企業や団体の壁を越え、

本団体への加盟に関わらず世界で戦えるフローリストを広く募集し、選出・養成を行うこ

とで、世界において日本の花き文化・産業のアピールを行うと共に、国内の消費者に向け

てもメディアやSNSなどを通じて花の魅力を伝え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

により大きな影響を受けた日本の業界需要を支える活動を行ってまいりたく思っておりま

す。 

 

代表選手にこれらの役割を担って頂くために、実行委員会としては日本の花き業界の

皆さまに日本代表選手へのご支援ご協力を頂けるように活動を行うと共に、代表に選出

されたフローリストには、個人としての功績はもとより、日本の花き業界の皆さまからのご支

援ご協力をしっかりと受け止め、花き業界の発展に寄与頂くことをお願いいたします。 

 

インターフローラワールドカップ2023  

日本実行委員会 

実行委員長 竹崎 亨 

インターフローラ ワールド カップ2023 日本実行委員会 
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