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提供日：平成２１年１０月１４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 

今年の夏秋の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・コンテナ苗等部門では、初夏から秋

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６品種、コンテナ苗等部門２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。昨

年１２月から植え付けがされ、定期的な調査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】６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 ヒビスクス タイタンビカス ローズ 株式会社赤塚植物園 

花 壇 ヒビスクス タイタンビカス ブライトレッド 株式会社赤塚植物園 

花 壇 ヒビスクス タイタンビカス ピンク 株式会社赤塚植物園 

花 壇 ヒビスクス タイタンビカス ピーチホワイト 株式会社赤塚植物園 

花 壇 ペチュニア ショックウェーブ･デニム Ball Horticultural Company 

花 壇 ジニア ザハラ･ファイア Ball Horticultural Company 

 

【コンテナ苗等部門】２品種（品種詳細はＰ５～６を参照） 

区 分 品目名 品種名 出品者 

コンテナ ニチニチソウ フェアリースター チェリーレッド 第一園芸株式会社 

コンテナ ニチニチソウ フェアリースター ミルキーピンク 第一園芸株式会社 

  
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。 
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２．審査結果の概要 

（１）夏秋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：平成２０年１２月～ 

平成２１年６月頃（搬入後随時） 

 栽培記録：植え付け日から１４日ごと 

 観 察 会：６月、８月、９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 7 月 29 日（水）13:40～17：00  

    （第２回）2009 年 10 月 9 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 12 

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 

4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10 

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 

岩井 弘則  元（財）浜松市フラワー・パーク公社 園長 

福永 哲也  豊明花き（株）常務取締役 営業本部長 

三輪   智  元静岡県農業試験場 場長 

村松 文彦  株式会社村松園芸 代表取締役 

米村 浩次  米村花きコンサルタント 代表     （五十音順） 

   

（２）審査委員長講評の概要 

 花壇・コンテナ苗等部門夏秋審査会では、７月２９日と１０月９日に審査会を実施し、現物確認を

JFS 審査用花壇

【第１回審査会の様子 7/29】 
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するとともに、定期的に調査された栽培記録と、観察会の結果等を参考としながら花壇苗部門６品種、

コンテナ苗等部門２品種をＪＦＳの推奨品種として選定した。 

 

 ヒビスクス『タイタンビカス ローズ』、『タイタンビカス ブライトレッド』、

『タイタンビカス ピンク』、『タイタンビカス ピーチホワイト』（花壇苗部

門）の４品種は、草丈が高く枝張りも多く出るだけでなく、花はハイビスカス

の印象に近い花型で、花色も鮮明で美しく、葉はモミジ葉で新奇性があり、こ

れまでのアメリカフヨウのイメージとは一線を画する新しいカテゴリーの品

種であるとして評価された。鮮明で光沢のある大きな花がぽっと咲いている姿

は、実際に現物を目の当たりにすると、今までにない強いインパクトを受ける。

特に『タイタンビカス ブライトレッド』の輝くような赤紅色の花色は鮮明で

美しい。 

 

     

 

  

ペチュニア『ショックウェーブ･デニム』（花壇苗部門）は、ペ

チュニア本来の育てやすさや、花数の多さはさることながら、小

輪一重の花は、開花とともに変化していくという特徴を持つ。花

色の変化を楽しめるだけでなく、１つの花壇に淡紫色から濃紫色

までのさまざまな色合いの花が混じり合うので、全体的にも表情

豊かな美しい花壇となる。 

 

ジニア『ザハラ・ファイア』（花壇苗部門）は、綺麗な発色の良

いオレンジ色のジニアで、従来の同系の品種に比べて花が大きい。

そして、定植から花が絶えることなく次々に咲き続けるパフォー

マンスが特に評価された。 

 

 

 

 ニチニチソウ『フェアリースター チェリーレッド』、『フェアリースター ミルキーピンク』（コ

ンテナ苗等部門）の２品種は、可愛らしい極小輪タイプの星形の花が目新しいニチニチソウである。

定植後、順調に生育を続け、多花性の花は絶えることなくコンスタントに次々に咲き続けた。また、

ヒビスクス『タイタンビカス ローズ』 

ペチュニア『ショックウェーブ･デニム』 

ヒビスクス 

『タイタンビカス ブライトレッド』、 

ヒビスクス『タイタンビカス ピンク』 ヒビスクス『タイタンビカス ピーチホワイト』 

ジニア『ザハラ・ファイア』 
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生育に伴って枝が垂れ下がったり草姿が乱れたりするということもなく、更に一時期の梅雨時期等の

日射量が十分にない環境にさらされても徒長せず、全期間を通して草姿が安定し、綺麗な状態を保ち

続けた。咲き続けながらも花ガラは目立たないという点も管理上の観点から評価された。人気の出そ

うな見た目の可愛らしさだけでなく、優れた生育特性も兼ね備えていることから、注目が集まりそう

な品種である。 

 

      

 

 

３．今後の審査会開催予定 

【切花・鉢物部門】 出展者募集中！ 

開催時期 審査会の概要 

200９年 11 月 20 日 午前 

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 

■「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> 

 （展示期間 2009 年 11 月 20 日（金）午後～22 日（日） 

 

【花壇苗等・コンテナ苗部門】 出展者募集中！ 

開催時期 審査会の概要 

JFS２０１０―２０１１ 

冬春審査会 

審 査 日：① ３月頃（生育途中での評価） 

② ５月頃（入賞の最終決定） 

観 察 会：2009 年 11 月頃～2010 年３月頃 

植栽期間：2009 年 11 月頃～2010 年５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 

 

ニチニチソウ『フェアリースター チェリーレッド』 ニチニチソウ『フェアリースター ミルキーピンク』
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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 

夏秋の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：アメリカフヨウ 
品種名：タイタンビカス ローズ 
出品者：株式会社赤塚植物園 
特 徴：非常に丈夫で生長が早く、ピラミッド状に枝を出しながら、ひと夏で 2 メートル近い大きさに育ち、

直径２２センチほどの大きな花を咲かせます。花は１日花ですが、夏から秋にかけて連日のように咲

き続け、長期間楽しむ事ができます。落ち着いた色合いのローズピンクの花はしっとりした雰囲気が

あります。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：アメリカフヨウ 
品種名：タイタンビカス ブライトレッド 
出品者：株式会社赤塚植物園 
特 徴：非常に丈夫で生長が早く、ピラミッド状に枝を出しながら、ひと夏で 2 メートル近い大きさに育ち、

直径２２センチほどの大きな花を咲かせます。花は１日花ですが、夏から秋にかけて連日のように咲

き続け、長期間楽しむ事ができます。特に輝くような赤紅色の花色は独特で、大変に目立ちます。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：アメリカフヨウ 
品種名：タイタンビカス ピンク 
出品者：株式会社赤塚植物園 
特 徴：非常に丈夫で生長が早く、ピラミッド状に枝を出しながら、ひと夏で 2 メートル近い大きさに育ち、

直径２２センチほどの大きな花を咲かせます。花は１日花ですが、夏から秋にかけて連日のように咲

き続け、長期間楽しむ事ができます。明るく透き通るようなピンク色の花は、とても優しい雰囲気が

あります。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：アメリカフヨウ 
品種名：タイタンビカス ピーチホワイト 
出品者：株式会社赤塚植物園 
特 徴：非常に丈夫で生長が早く、ピラミッド状に枝を出しながら、ひと夏で 2 メートル近い大きさに育ち、

直径２２センチほどの大きな花を咲かせます。花は１日花ですが、夏から秋にかけて連日のように咲

き続け、長期間楽しむ事ができます。ほんのりピンク色を含んだ白色の花は非常に爽やかな美しさで

す。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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品目名：ペチュニア 
品種名：ショックウェーブ・デニム 
出品者：Ball Horticultural Company 
特 徴：小輪、多花性、そして旺盛な分枝によって勢いよく匍匐する品種。開花も早く、播種から 10 週弱。

ポイントは回復力の早さ。雨にあたって花が落ちても、小輪、多花の特性によって短期間のうちに回

復します。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：ジニア 
品種名：ザハラ・ファイア 
出品者：Ball Horticultural Company 
特 徴：日本の真夏のような高温､しかも湿度の高い条件でもとてもしっかりと株を維持し､大輪の花を数多く

つける夏場の花壇に最適の品種。花壇に植えた後に強い日光の下でも花が褪色しません。 
 

【コンテナ苗等部門】 

品目名：ニチニチソウ 
品種名：フェアリースター チェリーレッド 
出品者：第一園芸株式会社 
特 徴：花の大きさが普通のニチニチソウに比べ 1/4 程の「極小輪のニチニチソウ」です。花色は落ち着いた

紅色。夏の日差しを受けてきらめき、かごいっぱいのさくらんぼのようにフレッシュな印象をもたら

します。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：ニチニチソウ 
品種名：フェアリースター ミルキーピンク 
出品者：第一園芸株式会社 
特 徴：花の大きさが普通のニチニチソウに比べ 1/4 程の「極小輪のニチニチソウ」です。花色はかわいらし

さをより強調するようなクリーミーな淡いピンク色。 
 
 

■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/ 

 


