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提供日：平成２１年６月３日 

担 当：ジャパンフラワーセレクション実行協議会事務局  

        （財団法人 日本花普及センター） 

連絡先：03－3664－8739  

 

 

ジャパンフラワーセレクション２００９－２０１０ 花壇・コンテナ苗等部門 

今年の冬春のＪＦＳ推奨品種が決定しました 
 

１．概  要 

 全国規模の花き新品種コンテスト「ジャパンフラワーセレクション

２００９－２０１０」の花壇苗部門・コンテナ苗等部門では、冬から

春にかけて花壇やコンテナ等で楽しむことができる品種を選定する

審査会を実施し、花壇苗部門２品種、コンテナ苗等部門６品種が推奨

品種として選定されました。なお、審査に当たっては、審査用花壇（浜

名湖ガーデンパーク：静岡県浜松市）で栽培試験が行われました。早

いもので昨年１１月から植え付けがされ、定期的な記録と観察会の結

果をもとに２度の審査会を実施しました。 

選定された品種は、認定登録を行うことにより花の業界が推奨する

品種として「JFS 受賞マーク」を表示して販売されることとなります。

また、年末の中央審査委員会で年間を通じて決定する「フラワー・オ

ブ・ザ・イヤー（最優秀賞）」「ベスト・フラワー（優秀賞）」「特別賞」

の対象品種としてノミネートされます。 

 

【花壇苗部門】２品種（品種詳細はＰ５～６を参照） 

区分 品目名 品種名 出品者 

花壇 ビオラ ラ・ビオラ軽井沢 ウルトラマリン 株式会社ハルディン 

花壇 ビオラ こんもりビオラ 「スノーホワイト」 サントリーフラワーズ株式会社 

 

【コンテナ苗等部門】６品種（品種詳細はＰ５～６を参照） 

区分 品目名 品種名 出品者 

コンテナ ビオラ こんもりビオラ 「スノーホワイト」 サントリーフラワーズ株式会社 

コンテナ パンジー フリル咲パンジー ムーランルージュ 有限会社石井フラワーガーデン 

コンテナ プリムラ アラカルト イエロー 株式会社サカタのタネ 

コンテナ プリムラ アラカルト パープル 株式会社サカタのタネ 

コンテナ プリムラ アラカルト ミルクセーキ （※） 株式会社サカタのタネ 

コンテナ プリムラ アラカルト ホワイト 株式会社サカタのタネ 

  
このマークが、生活者に「これが優れた新

品種です」とお知らせする JFS 受賞マークで

す。日本語の「花」と英語の「Flower」をかけ

あわせて新しい花の固有性を表現しました。

なお、審査会で選定された入賞品種には、認

定登録を経て、このマークを使用した販売活

動が可能となります。 

世界の新品種コンテストとしては、北米を

中心とした全世界的なオールアメリカ セレク

ション、ヨーロッパを中心としたフローロ・セレ

クトがありますが、アジア発、日本発の新品

種のコンテストは、このジャパンフラワーセレ

クションがはじめてです。 

（※）品種名変更 「アラカルト プリムローズ」 → 「アラカルト ミルクセーキ」
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２．審査結果の概要 

（１）冬春の栽培試験及び審査会の実施概要 

■栽培試験の概要 

 植え付け：１１月～１２月上旬頃（搬入後随時） 

 栽培記録：植え付け日から１４日ごと 

 観 察 会：１２月、１月、２月、４月（観察員は３名） 

 実施場所：ジャパンフラワーセレクション審査用花壇 

（浜名湖ガーデンパーク：静岡県浜松市） 

 

■審査会の概要 

日時：（第１回）2009 年 3 月 17 日（火）13:40～17：00  

    （第２回）2009 年 5 月 22 日（金）  〃 

場所：浜名湖ガーデンパーク（静岡県浜松市） 

（現地審査）ジャパンフラワーセレクション審査用花壇 

（全体協議）体験学習館 2Ｆ 会議室 

 

【栽培試験等実施概要】 

内 容 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 

植え付け        

栽培記録        

観察会   ◆  ◆  ◆   ◆  

審査会      ★   ★ 

 

■審査委員 

国内の花き業界を代表する学識者、園芸商、花の市場関係者、ガーデンデザイナーなどが、公正な

視点で専門的に審査を行ないました。 

 

審査委員長  大川    清  静岡大学 名誉教授  ＜審査委員長＞ 

安藤 正彦  （有）長良園芸 会長 

岩井 弘則  元（財）浜松市フラワー・パーク公社 園長 

齋藤  彰  （株）するが花き卸売市場 取締役  

玉崎 弘志  ジャパンガーデンデザイナーズ協会(JAG) 会長 

三輪   智  元静岡県農業試験場 場長 

 

（２）審査委員長講評の概要 

 花壇・コンテナ苗等部門冬春審査会では、３月１７日と５月２２日に審査会を実施し、現物確認を

するとともに、定期的に記載された栽培記録と、毎月開催される観察会の結果等を参考としながら花

壇苗部門２品種、コンテナ苗等部門６品種をＪＦＳの推奨品種として選定した。 

JFS 審査用花壇

【第２回審査会の様子 5/22】 
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 ビオラ『ラ・ビオラ軽井沢 ウルトラマリン』（花壇苗部門）、上弁の

青紫色の花色が、唇弁にかけて赤紫色に変化する微妙な色彩の花色が特

徴のビオラ。花壇で実際に見ると発色が良いため、より一層きれいな花

色が非常によく目立つ。また、栄養系であるため、揃いが非常に良かっ

た。花殻も目立たず、メンテナンスの省力化が可能で、このことは、デ

ザインの幅を広げることに繋がる。 

 

ビオラ『こんもりビオラ「スノーホワイト」』（花壇苗・コンテナ苗等

両部門）は、本当に気持ちの良い白色の花色で、長くコンスタントに良

く咲いた。横に広がり、花は次から次に咲く。ペチュニア「さくらさく

ら」を思い起こさせる。「こんもり」という表現を通り越して「びっし

り」と言っても良いほど花付きが良い。花壇植えでも、コンテナ植えで

も高いパフォーマンスを発揮した。実用性が高く、消費者にも安心して

勧められる品種である。 

 

 パンジー『フリル咲パンジー ムーランルージュ』（コンテナ苗等部門）

は、波状の大きいフリル咲きの花型とパステル系を中心とする混合色の

花色が特徴の個性ある品種である。華やかさは見事で、同品種は栽培初

期から安定した花つきで、極寒期でも花数が減少することはなかった。

コンテナ等での植栽でその特性はより一層生かされるであろう。 

 

 プリムラ『アラカルト イエロー』、『アラカルト パープル』、『アラカルト ミルクセーキ』、『ア

ラカルト ホワイト』（コンテナ苗等部門）の４品種は、通常流通している“プリムラ”とは一線を

画し、高さがあり、自然体な印象と２段咲きになる花姿は、今までにない新しいプリムラの誕生とし

て評価できる。 

 また、花１つ１つの観賞期間が長いため、流通業者にとっても実用性がある。また、香りがとても

よかった。これは、消費者は香りについて我々が感じている以上に敏感で、ニーズが高いということ

もあり、香りのあるプリムラがでてきたということは非常に意義深い。なお、特に香りの強い品種は

『アラカルト イエロー』であった。 

 

    

 

 

ビオラ『ラ・ビオラ軽井沢 ウルトラマリン』

ビオラ『こんもりビオラ「スノーホワイト」』 

 パンジー『フリル咲パンジー ムーランルージュ』

プリムラ『アラカルト イエロー』 プリムラ『アラカルト パープル』 プリムラ『アラカルト ミルクセーキ』 プリムラ『アラカルト ホワイト』 
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一方で、ガーデンデザインでの活用という観点からすると、生育の仕方や草姿の雰囲気によって、

別の評価もされる。近年では一般的にガーデンデザインでは、従来までの洋風か和風という分け方で

なく、「整形風」か「自然風」という分け方がされている。 

まず、前者の「整形風」ガーデンでは、完璧さが求められ、生育過程

でも乱れないきちっとした草姿が求められる。今回選定された、『こん

もりビオラ「スノーホワイト」』は、その「整形風」ガーデンにぴった

りの品種で、栽培期間を通して、形が乱れることもなく、花もコンスタ

ントに咲き続けた。また、白色という花色の花は一般的には花殻が目立

つものであるが、同品種の花殻は全く目立たず、メンテナンスフリーで

コンスタントにきれいな状態を保っていた。メンテナンスのしやすさの点でも優位性が高い。 

 次に後者の「自然風」のガーデンは、自然な風景を作り上げるデザインのことで、ここでは、あま

り主張しすぎない自然的な雰囲気が求められる。今回選定された、プリムラ『アラカルト イエロー』、

『アラカルト パープル』、『アラカルト ミルクセーキ』、『アラカルト ホワイト』の４品種は、高

さのあるナチュラルなイメージを感じさせるプリムラで、風景を作る自然風ガーデンや、コンテナ等

で用いるとその品種特性が一層生かされるであろう。 

 また、ガーデンデザインのスタイルを問わず、ビオラ『ラ・ビオラ軽井沢 ウルトラマリン』の発

色性ある花色と、パンジー『フリル咲パンジー ムーランルージュ』の個性的で華やかな雰囲気は、

花数以上に存在感を感じさせ、花の庭やコンテナ等でデザインのポイントとなる品種として、幅広い

活用が期待される。 

 

３．今後の審査会開催予定 

【切花・鉢物部門】 

開催時期 審査会の概要 

200９年 11 月 頃 

切花・鉢物部門 秋の審査会 in「かんさいフラワーショー200９」の審査会（予定） 

■「かんさいフラワーショー２００９」にて開催予定 

  会場：花博記念公園鶴見緑地水の館ホール〈大阪市鶴見区> 

 

【花壇苗等・コンテナ苗部門】 

開催時期 審査会の概要 

夏秋審査会 

審 査 日：① 7 月頃（生育途中での評価） 

② 11 月頃（入賞の最終決定） 

観 察 会：2009 年６月頃～11 月頃 

植栽期間：2009 年５月頃～11 月頃 

花壇・コンテナ苗等部門 夏秋の審査会 

会場：静岡県浜松市 浜名湖ガーデンパーク 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ジャパンフラワーセレクション２００９－２０１０ 花壇・コンテナ苗等部門 

冬春のＪＦＳ推奨品種 品種詳細  

（出品者からの申請書に記載されていた特徴説明等の抜粋） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

※以下の内容は、出品者からの申請書に記載されていた、品種に関する推奨ポイントや特徴等を抜粋し、

取りまとめたものです。 
 

【花壇苗部門】 

品目名：ビオラ 
品種名：ラ・ビオラ軽井沢 ウルトラマリン 
出品者：株式会社ハルディン 
特 徴：中心のパープルレッドから濃いブルーに変わる花色が深海や宇宙を連想させるようで、何とも言えな

い魅惑的な色合いが特徴です。多花性で花色が安定しており、コンパクトな草姿が特徴です。栄養系なので花

色の色幅、草姿にバラツキが少なく、安定した花色で長期間咲き続けます。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：ビオラ 
品種名：こんもりビオラ 「スノーホワイト」 
出品者：サントリーフラワーズ株式会社 
特 徴：１株からでも十分な生育を示し、密度高く花をつけ、こんもりとした草姿になります。従来種と比べ

ると大きく成長しても、天井部にも隙間なく、たくさんの花が咲きあふれ、こんもりと大きな ドームを形作

ります。植え込み後すぐに開花し、冬場も咲き続け、翌年５月頃の春先まで長く楽しめます。また、美しい純

白の花弁が清楚な印象で、寄せ植え等にも活躍します。秋のガーデニングはすぐに開花が楽しめるこんもりビ

オラがぴったり。初心者も圧倒的なガーデンパフォーマンスを体感できます。 
 

【コンテナ苗等部門】 

品目名：ビオラ 
品種名：こんもりビオラ 「スノーホワイト」 
出品者：サントリーフラワーズ株式会社 
特 徴：１株からでも十分な生育を示し、密度高く花をつけ、こんもりとした草姿になります。従来種と比べ

ると大きく成長しても、天井部にも隙間なく、たくさんの花が咲きあふれ、こんもりと大きな ドームを形作

ります。植え込み後すぐに開花し、冬場も咲き続け、翌年５月頃の春先まで長く楽しめます。また、美しい純

白の花弁が清楚な印象で、寄せ植え等にも活躍します。秋のガーデニングはすぐに開花が楽しめるこんもりビ

オラがぴったり。初心者も圧倒的なガーデンパフォーマンスを体感できます。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：パンジー 
品種名：フリル咲パンジー ムーランルージュ 
出品者：有限会社石井フラワーガーデン 
特 徴：スミレ育種のミケランジェロの異名を持つナポリの貴族が生んだ、奇跡の「フリル咲パンジー ムー

ランルージュ」。貴族の誇りと美へのあくなき探求心はナポリの歴史と文化が育んだ。ナポリを見てから死ね

と言われるほどの美しさのナポリ歴史自治区、G７会議や“ミッションインポッシブル３”などの多くの映画

のロケに使われているカゼルタ宮殿、2000 年前に一夜にして、ベスビオ火山の噴火により消滅してしまった

ポンペイ遺跡、切り立った断崖とエメラルドの海が複雑に入り組み、その美しさは世界一と言われるアマルフ

ィー海岸、4 つの世界遺産に囲まれた貴族の家系に育ったレナートさんは繊細、大胆、わがまま、気まぐれ、
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寛容で美しい物をこよなく愛する高貴な方です。お客様の心を豊かにするムーランルージュをとりまく歴史や

文化をパンジーに乗せてお届けして下さい。目に見えない商品の魅力をお伝えしていきましょう。 
色のついたつぼみは日陰でもきれいに開花します。新しい用土に植えだすと、すぐに大きくなるのでお客様

に非常にわかりやすい満足感の味わえる品種です。同じ株でも１輪目と２輪目の花色が微妙に違い、まったく

同じ花が咲くことがない個性的な品種です。ステムが太くて硬く、花びらも厚く長持ちで切花用にも適し、花

壇、コンテナ用にも使えます。生育が旺盛で真冬でも良く花が咲き、休むことがありません。真冬はコンパク

トでドワーフの状態でいます。切り花にも使える品種ということもあり、春には草丈～５０ｃｍぐらいになり

ます。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：プリムラ 
品種名：アラカルト イエロー 
出品者：株式会社サカタのタネ 
特 徴：種間交配により作出したスプレーステムのニュータイプのプリムラ。花径３ｃｍ内外と既存品種と比

較し、やや小さな花は、株元より発生し葉上に伸びた多くの花茎先端で開花します。雨で花が汚れにくく鉢、

コンテナガーデン管理のほか花壇植栽にも好適です。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：プリムラ 
品種名：アラカルト パープル 
出品者：株式会社サカタのタネ 
特 徴：種間交配により作出したスプレーステムのニュータイプのプリムラ。花径３ｃｍ内外と既存品種と比

較し、やや小さな花は、株元より発生し葉上に伸びた多くの花茎先端で開花します。雨で花が汚れにくく鉢、

コンテナガーデン管理のほか花壇植栽にも好適です。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：プリムラ 
品種名：アラカルト ミルクセーキ 
出品者：株式会社サカタのタネ 
特 徴：種間交配により作出したスプレーステムのニュータイプのプリムラ。花径３ｃｍ内外と既存品種と比

較し、やや小さな花は、株元より発生し葉上に伸びた多くの花茎先端で開花します。雨で花が汚れにくく鉢、

コンテナガーデン管理のほか花壇植栽にも好適です。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：プリムラ 
品種名：アラカルト ホワイト 
出品者：株式会社サカタのタネ 
特 徴：種間交配により作出したスプレーステムのニュータイプのプリムラ。花径３ｃｍ内外と既存品種と比

較し、やや小さな花は、株元より発生し葉上に伸びた多くの花茎先端で開花します。雨で花が汚れにくく鉢、

コンテナガーデン管理のほか花壇植栽にも好適です。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■お問い合せ先 

ジャパンフラワーセレクション実行協議会事務局 

〒103－0004 中央区東日本橋3－6－17 山一ビル４階 （財）日本花普及センター内 

TEL ０３－３６６４－８７３９   FAX ０３－３６６４－８７４３ 

E-mail：jfpc@jfpc.or.jp   

★過去の入賞品種はこちらをご覧下さい。www.jf-selections.net  

★現地の様子はこちらをご覧ください。 http://www.gph-hanon.com/jfs/ 

 


