
ジャパンフラワーセレクション実行協議会事務局

審査日：平成２０年３月27日

ジャパンフラワーセレクション2008-2009　切花・鉢物部門
in2008日本フラワー＆ガーデンショウ　審査会　入賞品種一覧

切花部門　出品数２６品種のうち入賞数２１品種　／　鉢物部門　出品数５５品種のうち入賞数３５品種

番号 部門 品目名 品種名 出品者名

5 切花 キク ヨミステリー キリンアグリバイオ株式会社

6 切花 ダリア 鎌倉 株式会社　ミヨシ

7 切花 ダリア 古都 株式会社　ミヨシ

8 切花 デルフィニウム ビッグスマイル カネコ種苗株式会社

9 切花 カーネーション アナスイ カネコ種苗株式会社

10 切花 カーネーション マジョール キリンアグリバイオ株式会社

11 切花 トルコギキョウ トルコギキョウ　マシュマロ　ホワイト 株式会社サカタのタネ

12 切花 トルコギキョウ トルコギキョウ　ロジーナ　ブルー 株式会社サカタのタネ

13 切花 トルコギキョウ トルコギキョウ　ロジーナ　ラベンダー 株式会社サカタのタネ

14 切花 トルコギキョウ トルコギキョウ　ロジーナ　ライム 株式会社サカタのタネ

15 切花 トルコギキョウ トルコギキョウ　アンバー　ダブルマロン 株式会社サカタのタネ

16 切花 ガーベラ パスタロサタ 株式会社　ミヨシ

20 切花 ユリ プチソレイユ 山口県農林総合技術センター

21 切花 スターチス　シヌアータ シェリル カネコ種苗株式会社

23 切花 サクラ 秘桜　5012 ＪＦＣ石井農場

25 切花 バラ ｍｉａ愛子 ローズファームケイジ

27 切花 バラ キアノ　（Var. ：　ＲＵＩＤ0749Ａ） 京成バラ園芸㈱

28 切花 バラ イプノーズ　（Ｖａｒ．：　ＯＮＬＹＨＹＰＮＯ） 京成バラ園芸㈱

29 切花 バラ ファンファール　（Ｖａｒ．：　ＩＮＴＥＲＴＲＯＣＯＮＩ） 京成バラ園芸㈱

30 切花 バラ シューティング　スター　（Var. ： ＩＮＴＥＲＪＡＨＯＯＴ） 京成バラ園芸㈱

31 切花 バラ パープルフラガンシア キリンアグリバイオ株式会社

33 鉢物 キンギョソウ おまつりきんぎょ ‘ぱいん’ 京成バラ園芸㈱33 鉢物 キンギ ソウ おま りき ぎょ 京成 ラ園芸㈱

34 鉢物 キンギョソウ おまつりきんぎょ　‘きゃろっと’ 京成バラ園芸㈱

35 鉢物 キンギョソウ おまつりきんぎょ　‘おれんじ’ 京成バラ園芸㈱

36 鉢物 マーガレット ボンザマーガレット　ウルル咲き　キャラメルホワイト サントリーフラワーズ㈱

37 鉢物 マーガレット ボンザマーガレット　リーフ咲き　ホットピンク サントリーフラワーズ㈱

38 鉢物 マーガレット セントバースデーイヴダーク ㈲ゲブラナガトヨ

41 鉢物 エラチオールベゴニア ジャンヌ　ダルク 宇佐美園芸

42 鉢物 ベコニア ミリオンキッス エレガンス カネコ種苗株式会社

43 鉢物 ベコニア ミリオンキッス ロマンス カネコ種苗株式会社43 鉢物 ベコニア ミリオンキッス ロマンス カネコ種苗株式会社

44 鉢物 ベゴニア フェスティバル　ブロンズリーフ　・　ローズ 第一園芸株式会社

45 鉢物 ヘリクリサム ボンザポップデイジー　ゴールド サントリーフラワーズ㈱

46 鉢物 ヘリクリサム ルビークラスター 株式会社　日園

48 鉢物 カリブラコア ミリオンベルブーケ　パッションオレンジ サントリーフラワーズ㈱

49 鉢物 カリブラコア ミリオンベルブーケ　チェリーピンク サントリーフラワーズ㈱

55 鉢物 ニチニチソウ サンビーナス　ホワイト サントリーフラワーズ㈱

58 鉢物 カーネーション カルネリア　ファルダ　ボッティチェリ キリンアグリバイオ株式会社

59 鉢物 カーネーション カルネリア ファルダ ボスコ キリンアグリバイオ株式会社59 鉢物 カーネーション カルネリア ファルダ ボスコ キリンアグリバイオ株式会社

60 鉢物 フクシア エンジェルス・イヤリング　デュアルパール サントリーフラワーズ㈱

61 鉢物 ヒューケラ ジョージアピーチ 株式会社　ハルディン

62 鉢物 アマリリス ミニアマリリス”赤ダルマ” 有限会社三宅花卉園

63 鉢物 アジサイ フラウ　ニュー　カツコ 海老原園芸

71 鉢物 インパチェンス フィエスタオーレ　ペパーミント 株式会社　ミヨシ

72 鉢物 ラベンダー わたぼうし 萩原園芸

75 鉢物 マンデヴィラ サンパラソル　ルージュ サントリーフラワーズ㈱

76 鉢物 オステオスペルマム ベリ ナ デコラ ホワイト 第 園芸株式会社76 鉢物 オステオスペルマム ベリーナ デコラ ・ホワイト 第一園芸株式会社

81 鉢物 サイネリア 桂華R　やすらぎ ㈱華金剛

89 鉢物 アザレア アンティーク　レッド 本間花卉園

90 鉢物 アザレア 越の舞姫 新潟県花木振興協議会

92 鉢物 ビオラ リトルオーキッド 株式会社　ハルディン

93 鉢物 ビオラ ミュース 株式会社　ハルディン

94 鉢物 ビオラ フェアリーテイル 株式会社　ハルディン

95 鉢物 ビオラ シルキーブルー 株式会社　ハルディン

97 鉢物 ビオラ ゼホワイト 株式会社 ルデ ン97 鉢物 ビオラ ロゼホワイト 株式会社 ハルディン

102 鉢物 ビオラ 花祭り 都築の里

104 鉢物 パンジー マイファニープリンセス 都築の里

※出品番号順（学名表記アルファベット順）

「ジャパンフラワーセレクション入賞品種」とは花業界のプロ達による公平な審査によって選ばれ
た、花業界が今一番自信を持って推奨する品種です。


