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提供日：平成２２年４月１５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２０１０－２０１１ 切花・鉢物部門

２０１０年・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」の切花部門・
鉢物部門の春審査会を実施し、切花部門１８品種、鉢物部門１７品種が推奨品種として選定されました。
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。
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。

【切花部門】１８品種（品種詳細は別添参照）
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花

品目名
アルストロメリア
アルストロメリア
マーガレット
デルフィニウム
デルフィニウム
トルコギキョウ
トルコギキョウ
トルコギキョウ
トルコギキョウ
テッポウユリ
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品種名
メロリーナ
ルージュプリスタ
スーパーレモネード
プレストンブルー
パルフェ ライトブルー
SM6-792 セミフリルタイプ ホワイト（仮名）
アンバー ダブルワイン
ピッコローサ グリーン（ver.2）
アルベール グリーン
クリスタルホルン
オレンジココット
プチエトワール
ふくいく
ヘリオス ロマンティカ
マジェスティック
リメンブランス
コーヒー ブレイク
ゴールドラッシュ
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出品者
有限会社三宅花卉園
有限会社三宅花卉園
静岡県農林技術研究所伊豆農業研究センター
カネコ種苗株式会社
全国農業協同組合連合会 愛媛県本部
株式会社サカタのタネ
株式会社サカタのタネ
株式会社サカタのタネ
株式会社ムラカミシード
鹿児島県農業開発総合センター
カネコ種苗株式会社
山口県農林総合技術センター
JFC 石井農場
京成バラ園芸株式会社
京成バラ園芸株式会社
京成バラ園芸株式会社
京成バラ園芸株式会社
京成バラ園芸株式会社
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【鉢物部門】１７品種（品種詳細は別添参照）
区 分
鉢物
鉢物
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鉢物
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鉢物
鉢物
鉢物
鉢物
鉢物
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品目名
シマオオタニワタリ
カンパニュラ
カンパニュラ
ニチニチソウ
デンドロビウム
アジサイ
ヤメスブリッテニア
ペラルゴニウム
ペチュニア
プリムラ マラコイデス
プリムラ マラコイデス
ビオラ
ビオラ
ビオラ
ビオラ
ビオラ
ビオラ

品種名
エメラルドウェーブ®
スイスランドカンパ・レマンピンク
スイスランドカンパ・レマンブルー
ミルククラウン ブラッシングピンク
レインボーダンス '花見月'
舞姫
ラビットピロー ライラックパープル
スイム湘南
ペチュニア 藍色小町
ウインティー ダブルライラック
ウインティー ライムグリーン
シャングリラ オレンジ
ラ･ビオラ軽井沢 チュチュベリー
ラ･ビオラ軽井沢 ピコラ
フレアー・レッド (Flare red)
フレアー・ブルー（Flare blue）
小桜 （ｺｻﾞｸﾗ）

出品者
杉本神籠園
株式会社ゲブラナガトヨ
株式会社ゲブラナガトヨ
第一園芸株式会社
サノ・オーキッド
塩原花園
第一園芸株式会社
株式会社サカタのタネ
株式会社ハルディン
第一園芸株式会社
第一園芸株式会社
トキタ種苗株式会社
株式会社ハルディン
株式会社ハルディン
都筑の里
都筑の里
都筑の里

２．審査結果の概要
（１）
「切花部門・鉢物部門の春審査会」の実施概要
■日時：２０１０年３月２５日（金）１５:００～１８:００
■場所：２０１０日本フラワー＆ガーデンショウ（千葉市：幕張メッセ）
■審査対象および結果
「切花部門」は、出品品種数２４品種のうち、１８品種を選定
「鉢物部門」は、出品品種数１９品種のうち、１７品種を選定
■審査委員
国内の花き業界を代表する学識者、フラワーデザイナー、花の市場関係者などが、公正な視点で専
門的に審査を行ないました。
【切花部門】
審査委員長 大川

清（静岡大学 名誉教授） 〈審査委員長〉

小泉

徹（株式会社白楽花園

代表取締役）

宍戸

純（株式会社大田花き

営業本部

吉原
米田

第三グループ

開発推進ﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

一成（株式会社アド・ブルーム 代表取締役）
勝（株式会社花ぬすびと

代表取締役社長）

（五十音順）

【鉢物部門】
審査委員長 長岡

求（株式会社フラワーオークションジャパン 取締役）

金子

彰五（吹上花園

長村

智司（大阪伊テクノ・ホリティ園芸専門学校 校長）

店主）

濱本衣津子（株式会社日比谷花壇
三浦

俊雄（三浦花園

〈審査委員長〉

代表）
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日比谷本店）
（五十音順）
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（２）審査委員長講評の概要
【切花部門】
切花部門春審査会では３月２５日に審査会を開催し、アルストロメリア、デルフィニウム、トルコギ
キョウ、ユリ、バラ等の１８品種をＪＦＳの推奨品種として選定した。各品種の審査講評は以下のとお
りである。
アルストロメリア『メロリーナ』は、
は魅力的な花型に加えて、透明感のあ
るグリーンイエローの花色は春から
初夏にかけて日本人が感覚的に感じ
る四季感にもマッチしている。
アルストロメリア『ルージュプリス
タ』は、香りがあるのが特徴で、花色
は赤色と白色のコントラストが印象

▲アルストロメリア『メロリーナ』

▲アルストロメリア『ルージュプリスタ』

的である。これら２品種とも、アルストロメリアにしては珍しく和のイメージを持ち、日本人に愛され
ると予想される品種である。
デルフィニウム『パルフェ ライ
トブルー』は、鮮明な花色と発色の
ある花色と花型がとても良いこと
が評価された。花つきのバランスも
良く、生産性にも優れているため、
市場で更に人気がでるだろう。
『プレストンブルー』は、鮮明な
花色と低温での発色性が評価され
▲デルフィニウム『プレストンブルー』

▲デルフィニウム『パルフェ ライトブルー』

た。

トルコギキョウ『SM6-792 セミフリルタイプホワイト（仮名）
』は、ボリューム感があり、気品に満
ちた品種である。マーケットとしてもこの花型は魅力的で、これが
流通されれば、新しいタイプのトルコギキョウの誕生となり、市場に刺
激を与えるだろう。また、生産性も高いことも評価できる。
トルコギキョウ『アンバーダブルワイン』は、ボルドー色の花色がめ
ずらしく、シックな色合いが良い。色合いがとてもきれいである。トル
コギキョウの花容の広がりには驚かされる。
トルコギキョウ『ピッコローサ グリーン（Ver.2）』は、バラのよう
な立体感ある花型が、トルコギキョウ『アナベルグリーン』は中～中小
輪のバラ咲きの可愛らしい花型が評価された。
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▲トルコギキョウ『SM6-792
セミフリルタイプホワイト（仮名）』
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▲トルコギキョウ
『ピッコローサ グリーン（Ver.2）』

▲トルコギキョウ
『アナベルグリーン』

テッポウユリ『クリスタルホルン』は、花粉の無い画期的なテッポウユリとして評価された。清楚な
白色の花色で、花型も美しい。更にこれまでのテッポウユリとしては珍しく、花が上向きにつき、この
点も評価できる。
スカシユリ『オレンジココット』も、花粉の無いスカシユリとして、非常に画期的な品種として評価
された。さわやかなオレンジ色で、花型も良い。めしべがアクセントになっていて、かわいらしく、全
体のバランスも良い。茎もしっかりとしている。
ユリ『プチエトワール』は、スカシユリとヒメユリの種間交雑で育成された小輪タイプのユリで、利
用しやすいサイズのユリとして評価された。

▲テッポウユリ『クリスタルホルン』

▲スカシユリ『オレンジココット』

▲ユリ『プチエトワール』

バラ『リメンブランス』は、花色が日本人に最も好まれる淡いピンクに加えて、草姿が洗練されてお
り、最近イングリシュローズやオールドローズ、ガーデンローズに押されて人気が低迷している高心剣
弁咲きのモダンローズの需要を喚起する可能性がある。
バラ『ヘリオス ロマンティカ』は、花色と花型がユニークで、カップ咲きなのに花弁が厚く、花持ち
も期待できる。花のイメージが、ボタニカルアートのようで、存在感がある。
バラ『マジェスティック』は、使い
勝手の良いピンク系のバラで、花色が
良く、更に横から見るのと上から見る
のとでは、見る角度で印象が異なるの
で、違う楽しみ方が出来る。
バラ『コーヒーブレイク』は、花型
がとてもきれいで、個性的な茶系の花

▲バラ『リメンブランス』

色をしたバラで、特に花好きの人には
好まれそうな品種である。
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▲バラ『ヘリオス ロマンティカ』
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バラ『ゴールドラッシュ』は、花の巻きが良く、素敵な黄色のバラである。従来の黄色いバラは花持
ちが悪いと言われているが、この品種は花持ちも期待でき市場性がある。

▲バラ『マジェスティック』

▲バラ『コーヒーブレイク』

▲バラ『ゴールドラッシュ』

その他の品目では、マーガレット『スーパーレモネード』、サクラ『ふくいく』が選ばれた。
マーガレット『スーパーレモネード』は見ごたえのある花つきと、切り花後につぼみまで黄色く色づく
ことが評価された。

▲マーガレット『スーパーレモネード』

▲サクラ『ふくいく』

【鉢物部門】
鉢物部門の審査会では、審査対象品種は１９点であり、５名の審査員による採点審査が行われ、その
集計結果を元に協議を行い、１７点を推奨品種として選定した。各品種の審査講評は以下の通りである。
シマオオタニワタリ『エメラルド ウェーブ®』は、葉全体が細か
く波打つ品種である。葉が波打つ品種は昔からあるが、この品種は
波打ちの間隔が短く波打ちの深さが深く斉一に波打つように見える。
葉幅や葉長が短く、古い葉まで立ち葉となり、コンパクトな鉢物に
なっている。立ち葉でコンパクトな草姿から、生産性に優れると推
測され、また、大きくて邪魔になる観葉植物が嫌われている今の時
代に合っているなどの評価がされた。

▲シマオオタニワタリ『エメラルドウェーブ®』

カンパニュラ『スイスカンパ・レマンピンク』と『スイスカンパ・レマンブルー』は、花色のユニーク
さが評価され、特に前者のピンク色の花色は特に珍しくインパクトがある。また、つぼみと開花との風情
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が良い。
ニチニチソウ『ミルククラウン ブラッシングピンク』は、プロペラ咲きという花型のユニークさが評
価された。

▲カンパニュラ『スイスランドカンパ・レマンピンク』

▲カンパニュラ『スイスランドカンパ・レマンブルー』

デンドロビウム『レインボーダンス

▲ニチニチソウ『ミルククラウン ブラッシングピンク』

'花見月'』は、ノビル系の

小型の品種である。また、
「レインボーダンス」は小型の交配種クレ
ナイとオレンジ色の小型の原種ユニクムの交配であり、アカネや赤
ずきんちゃんなどピンク系の選抜個体が普及しているが、オレンジ
色にピンクの覆輪が入るものは初登場である。偽球茎は長さ 20～
30cm と小型であるが、下から 5 節目より茎頂までの全節に着花し、
花数の多さも素晴らしい。花色のユニークさも評価できる。
アジサイ『舞姫』は、斑点が入る装飾花のガク片はユニークであ

▲デンドロビウム『レインボーダンス '花見月'』

り、半球状にまとまる花房が端正である。また花房そのものが秋に
紅葉するとともに葉も美しく紅葉することも評価された。
ヤメスブリッテニア『ラビットピロー

ライラックパープル』は

立ち上がりに茂る草姿と夏を通して咲く継続開花性が高く評価され
た。
ぺラルゴニウムの『スイム湘南』は花が大きくゴージャスな感じ
があり、ひと株で十分なボリュームを表現できることが評価された。

▲アジサイ『舞姫』

ペチュニア『藍色小町』は藍色地に白の覆輪を示す半立ち性の品
種であり、メリハリのある青と白とのコントラストが美しいと評価された。

▲ヤメスブリッテニア『ラビットピロー ライラックパープル』

プリムラ

▲ペチュニア『ペチュニア 藍色小町』

マラコイデス『ウインティー

▲ペラルゴニウム『スイム湘南』

ライムグリーン』は、「自然風」な風情があるうえ、マラコ

イデスで世界初の淡緑色の花色は明るく柔らかみを感じることができると評価された。また、プリムラ
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マラコイデス『ウインティー ダブルライラック』は、青みを帯びる八重咲きであり、海外では見られな
い日本らしい品種として評価された。

▲プリムラ マラコイデス『ウインティー ダブルライラック』

ビオラ『シャングリラ

▲プリムラ マラコイデス『ウインティー ライムグリーン』

オレンジ』は、ビオラとしては花が大きい「シャングリラシリーズ」のひとつ

である。這性のビオラには、これまでなかったオレンジ色がなかったのでその新規性が高く評価された。
ビオラ『ラ・ビオラ軽井沢 チュチュベリー』、
『ラ･ビオラ軽井沢 ピコラ』は、小型の野生のスミレの
ような風情があり、特に、極小輪の可愛らしさ、花の揃いの良さに高い評価を得た。
ビオラ『フレアー・ブルー』
、
『フレアー・レッド』は、色の組み合わせがシックでおもしろいと評価さ
れ、ビオラ『小桜』は、日本人好みの可愛らしい桜色の花色と、花が上向きに咲くという特性が注目され
た。

▲ビオラ『シャングリラ オレンジ』

▲ビオラ『ラ･ビオラ軽井沢 チュチュベリー』

▲ビオラ『ラ･ビオラ軽井沢 ピコラ』

▲ビオラ『フレアー・レッド（Flare red）』

▲ビオラ『フレアー・ブルー（Flare blue）』

▲ビオラ『小桜（ｺｻﾞｸﾗ）』
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３．今後の審査会開催予定

【切花・鉢物部門】
開催時期
2010 年 11 月予定

審査会の概要
切花・鉢物部門 秋の審査会 in「かんさいフラワーショー2010」の審査会（予定）
■「かんさいフラワーショー２０10」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

冬春審査会
審 査 日：４月２０日（生育途中での評価の為の審査会）

花壇・コンテナ苗等部門

最終決定は５月中下旬を予定

会場：静岡県浜松市

冬春の審査会

浜名湖ガーデンパーク

観 察 会：2010 年 6 月頃まで、植栽期間：2010 年６月頃まで
夏秋審査会
審 査 日：① 7 月頃（生育途中での評価）

花壇・コンテナ苗等部門

② 11 月頃（入賞の最終決定）

会場：静岡県浜松市

夏秋の審査会

浜名湖ガーデンパーク

観 察 会：2010 年６月頃～11 月頃、植栽期間：2010 年５月頃～11 月頃

■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
詳細はこちら ⇒

www.jf-selections.net
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（別添）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ジャパンフラワーセレクション２０１０－２０１１ 切花部門・鉢物部門

2010 年・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 。

【切花部門】
品目名：アルストロメリア
品種名：メロリーナ
出品者：有限会社三宅花卉園
特 徴：従来のアルストロメリアにはない透明感のあるグ
リーンイエローのスポットレスの花色が特長。ま
た、豊産性という面でもオランダ系に負けない採
花本数を誇る優良種である。
----------------------------------------------------------------------------品目名：マーガレット
品種名：スーパーレモネード
出品者：静岡県農林技術研究所伊豆農業研究センター
特 徴：年内から出荷可能な、黄花の切り花用マーガレッ
トです。側花数が多く、切り花のフォーメーショ
ンが良いため見応えがあり、3 週間程度日持ちし
ます。また、切り花後のつぼみから開花した花も
黄色の花色が保持される特性があります。
----------------------------------------------------------------------------品目名：デルフィニウム
品種名：パルフェ ライトブルー
出品者：全国農業協同組合連合会 愛媛県本部
特 徴：美しいクリアな水色八重咲き。花色の発色に優れ、
濁りや赤味が非常に少ない。花着き良く、ステム
も硬い。切り花サイズも需要が多い 110cm を中心
に栽培しやすく設計された F1 品種。
----------------------------------------------------------------------------品目名：トルコギキョウ
品種名：アンバー ダブルワイン
出品者：株式会社サカタのタネ
特 徴：ボルドー色のシックな花色で、美しい輝きを放つ
独特な質感の花弁をもつ八重咲き種です。花粉が
雌しべに受粉しにくい構造になっているため、花
もちが非常に良い特徴をもっています。
----------------------------------------------------------------------------品目名：トルコギキョウ
品種名：アルベール グリーン
出品者：株式会社ムラカミシード
特 徴：鮮やかなグリーン、そして薔薇のようなかわいら
し花形のユーストマです。ステム、花首がしっか
りとしているので、花束、ブーケ、その他アレン
ジ装飾の場面で、多彩に演出することができるで
しょう。
----------------------------------------------------------------------------品目名：ユリ
品種名：オレンジココット
出品者：カネコ種苗株式会社
特 徴：花色は鮮明なオレンジ色、花粉の出ない小輪多花
のスカシユリで花持ちがよい。開花は早く、茎も
硬く栽培し易い。生け花からテーブルアレンジま
で利用範囲が広く、庭植え、コンテナ栽培にも向
く
-----------------------------------------------------------------------------
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品目名：アルストロメリア
品種名：ルージュプリスタ
出品者：有限会社三宅花卉園
特 徴：茎は剛直で曲がりづらいが、太すぎず適当で全体
のバランスが良い。ほほ紅を思わせる色彩が和洋
問わず使え、また、甘く爽やかな香りも楽しめる
優良品種である。
----------------------------------------------------------------------------品目名：デルフィニウム
品種名：プレストンブルー
出品者：カネコ種苗株式会社
特 徴：新しいタイプの F1 デルフィニウム。花色は鮮明な
青色で、低温での発色性に非常に優れている。花
に距はなく上向きに付き、花持ちも良い。草丈は
良く伸び、枝も良く伸びるので枝切り栽培に向き、
生産性が高い。
----------------------------------------------------------------------------品目名：トルコギキョウ
品種名：SM6-792 セミフリルタイプ ホワイト（仮名）
出品者：株式会社サカタのタネ
特 徴：白色の中早生八重咲き種で、優雅さと気品を兼ね
備えた柔らかなフリルの花弁が圧倒的な存在感を
放ちます。切花長がとれ、フォーメーションよく、
様々な用途に使いやすい切花スタイルです。
----------------------------------------------------------------------------品目名：トルコギキョウ
品種名：ピッコローサ グリーン（ver.2）
出品者：株式会社サカタのタネ
特 徴：花を横から見たときに立体感がある花形で、まる
でバラと見まがうようなグリーンのトルコギキョ
ウです。花弁が厚く、花もちがよいのも特長です。
----------------------------------------------------------------------------品目名：テッポウユリ
品種名：クリスタルホルン
出品者：鹿児島県農業開発総合センター
特 徴：他に類を見ない花粉のないテッポウユリ。花は上
向きで花弁の白と芯部の緑色のグラデーションが
美しい。テッポウユリの用途拡大が期待される新
品種。二度切りも良好で生産者へのメリットも大
きい。
----------------------------------------------------------------------------品目名：ユリ
品種名：プチエトワール
出品者：山口県農林総合技術センター
特 徴：これまでにない小輪タイプの新しいユリです。花
の色はレモン色で、花弁の斑点は少なく、目立ち
ません。小型のオリジナル品種で「プチシリーズ」
としての販売を目指しています。
-----------------------------------------------------------------------------
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品目名：サクラ
品種名：ふくいく
出品者：JFC 石井農場
特 徴：暖地桜桃より酸味の少ない実がつき味わうことが
出来る。切花・鉢花・家庭果樹に使える。花は露
地開花なら色がよく出るが促成で色を出すのが難
しい。一重八重の抱え咲き小輪の花。樹高は矮性
で２メートル程度。樹形は平開形。
----------------------------------------------------------------------------品目名：バラ
品種名：マジェスティック
出品者：京成バラ園芸株式会社
特 徴：紫を帯びたピンクのグラデーションの花色と優美
な花形が魅力の大輪系品種。流通名の『マジェス
ティック』は、
「威厳のある／雄大な」の意。

品目名：バラ
品種名：ヘリオス ロマンティカ
出品者：京成バラ園芸株式会社
特 徴：丸みのあるアンティーク調の花形が、可愛らしく
もユニークな個性派品種。花保ちも非常に良い。
「ヘリオス」はギリシャ神話の太陽神の意。暖色
でアンティーク調の花が“太陽”をイメージさせ
ることから『ヘリオス ロマンティカ』と命名。
----------------------------------------------------------------------------品目名：バラ
品種名：リメンブランス
出品者：京成バラ園芸株式会社
特 徴：優美な大輪花は、透明感のある繊細な花色が魅力
の一品。このデリケートな花色から『リメンブラ
ンス（追憶／思い出）
』と命名された品種は、とて
も人気が高い。 ほのかに感じられる芳香も魅力。
（日本市場独占販売品種）
----------------------------------------------------------------------------品目名：バラ
品種名：ゴールドラッシュ
出品者：京成バラ園芸株式会社
特 徴：鮮やかな黄色の大輪花は、エレガントでありなが
ら華やかさが感じられる。花保ちも良く、家庭で
も長く楽しめる。 流通名『ゴールドラッシュ』
は、金（ゴールド）に沸く好景気を思わせる華麗
な大輪花に由来。現実経済の景気上昇への願いも
込められる。
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------品目名：バラ
品種名：コーヒー ブレイク
出品者：京成バラ園芸株式会社
特 徴：コーヒーを思わせる茶系の花色がユニークな個性
派品種。その印象的な花色は、開花につれて渋さ
を増し、魅力を深める。流通名『コーヒー ブレイ
ク』のとおり、穏やかでゆったりとしたひと時を
味わえる、アダルトな一品。
-----------------------------------------------------------------------------

【鉢物部門】
品目名：シマオオタニワタリ
品種名：エメラルド ウェーブ®
出品者：杉本神籠園
特 徴：30 年以上にもわたる選抜育種によって生まれまし
た。ヨーロッパやアメリカではクリスピーウェーブ
®の名で愛されており、ドイツで行われる IPM に
て最優秀賞を受賞するなど世界で愛される日本発
の観葉植物です。
----------------------------------------------------------------------------品目名：カンパニュラ
品種名：スイスランドカンパ・レマンブルー
出品者：株式会社ゲブラナガトヨ
特 徴：ベルフラワーとゲットミーの交雑種。両種の良い特
徴を引き継いだ、花付と濃いブルーを追求した花色
が特徴。
----------------------------------------------------------------------------品目名：デンドロビウム
品種名：レインボーダンス '花見月'
出品者：サノ・オーキッド
特 徴：花色に最大の特徴があります。オレンジがかった花
にピンク色の縁取りが入った珍しい花色です。コン
パクトな株に下から上までみっしり花を付けかわ
いらしい中にもボリューム感があります。また香り
も少しあります。
-----------------------------------------------------------------------------
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品目名：カンパニュラ
品種名：スイスランドカンパ・レマンピンク
出品者：株式会社ゲブラナガトヨ
特 徴：ベルフラワーとゲットミーの交雑種。両種の良い特
徴を引き継いだ、花付、花色が特徴。
Portenshlagiana では非常に珍しいピンク色。
----------------------------------------------------------------------------品目名：ニチニチソウ
品種名：ミルククラウン ブラッシングピンク
出品者：第一園芸株式会社
特 徴：暑い夏に、鉾型（ﾎｺｶﾞﾀ）の花弁が風にゆれて、涼
しさを爽やかに演出する「変わり咲き」の珍しいニ
チニチソウです。生育旺盛で耐暑性も強く、真夏の
強烈な直射日光にも負けず元気に育つ強健さを備
えた品種です。
----------------------------------------------------------------------------品目名：アジサイ
品種名：舞姫
出品者：塩原花園
特 徴：西洋アジサイや山アジサイにも類を見ない、新しい
絞り咲き。ピンクと紅の複色で、上品なマーブルカ
ラーが特徴。秋色時にもその特性は残り、緑のガク
片に紅の絞りが入る。秋の黄葉（紅葉）時には、葉
にも絞りが入り、コリウスのような草姿は十分な観
賞性がある。絞りの入り方は、花によって様々で、
多種多様な花色を見せる。
-----------------------------------------------------------------------------
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品目名：ヤメスブリッテニア
品種名：ラビットピロー ライラックパープル
出品者：第一園芸株式会社
特 徴：「ラビットピロー ライラックパープル」は四季咲き性を
持つため，開花期が長く，無数の小さな花を長期間楽しむ
ことができます．耐暑性，耐寒性にも優れているため，容
易に宿根します．草姿は半立ち性のため，寄せ植えの材料
としても利用できますし，1 株を大株に育て，単体で楽し
むこともできます．まるで小ウサギが跳ね回っているよう
な可愛らしい花型と、
ナチュラルな花色でガーデンを演出
します。

----------------------------------------------------------------------------品目名：ペチュニア
品種名：藍色小町
出品者：株式会社ハルディン
特 徴：深い藍色にホワイトの縁取りがきわだつ凛とした雰
囲気のペチュニア。花付きがよく、ふんわりと咲き
そろいます。
----------------------------------------------------------------------------品目名：プリムラ マラコイデス
品種名：ウインティー ライムグリーン
出品者：第一園芸株式会社
特 徴：プリムラ・マラコイデスとしては世界初のライムグ
リーンの花を咲かせる品種です。耐寒性が強く冬の
屋外、半日陰でもけなげに咲き、冬枯れのガーデニ
ングシーンをやさしく演出します。小輪で花と花の
間隔があるので蒸れ難く、また花にも葉緑素があり
老け難いので長期間花が楽しめる品種です。
----------------------------------------------------------------------------品目名：ビオラ
品種名：ラ･ビオラ軽井沢 チュチュベリー
出品者：株式会社ハルディン
特 徴：赤系のベリーカラーにホワイトの組み合わせの極小
輪ビオラ。一輪一輪の花がとってもキュートで、小
さな鉢でそばに置いて楽しみたくなる品種です。
----------------------------------------------------------------------------品目名：ビオラ
品種名：フレアーレッド
出品者：都筑の里
特 徴：紅いろの花弁、ほどよいフリル感、
。多くのものに
白～黄色のエッジが入ります。
----------------------------------------------------------------------------品目名：ビオラ
品種名：小桜 （ｺｻﾞｸﾗ）
出品者：都筑の里
特 徴：さくら色の花が上を向いて咲きます。花茎の色が少
し黒くなります。這い性を示し花は上向きに咲き花
壇に映えます。花持ち良好。
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品目名：ペラルゴニウム
品種名：スイム湘南
出品者：株式会社サカタのタネ
特 徴：鮮明なローズレッドの花色で、花径 6.5cm の大輪
です。丈夫で作りやすい品種で、開花が進むにした
がって花つきよく株張りが大きくなり非常にボリ
ュームある鉢物になります。

----------------------------------------------------------------------------品目名：プリムラ マラコイデス
品種名：ウインティー ダブルライラック
出品者：第一園芸株式会社
特 徴：八重咲きで、淡いブルーから極淡ピンクへ色変わる
品種です。耐寒性が強く冬の屋外、半日陰でもけな
げに咲き、冬枯れのガーデニングシーンをやさしく
演出します。1 月から 5 月まで花を咲かせ続けます。
----------------------------------------------------------------------------品目名：ビオラ
品種名：シャングリラ オレンジ
出品者：トキタ種苗株式会社
特 徴：横張り性が良く、冬の間もたくさんの花をつけるビ
オラです。すっきりとしたクリアな濃いオレンジ色
の花を咲かせ、オレンジ色のビオラの中でも横張り
に優れます。やや開花が遅い傾向なので、早播きを
おすすめします。
----------------------------------------------------------------------------品目名：ビオラ
品種名：ラ･ビオラ軽井沢 ピコラ
出品者：株式会社ハルディン
特 徴：ダークパープルの上弁とイエローの下弁の色のコン
トラストが絶妙の極小輪ビオラ。密集して咲く姿が
とてもかわいらしい雰囲気です。花付きが非常によ
く、コンパクトな草姿が特徴です。
----------------------------------------------------------------------------品目名：ビオラ
品種名：フレアー・ブルー （Flare blue）
出品者：都筑の里
特 徴：明るい青。多くのものに白～黄色のエッジが入りま
す。レッドより少し花茎が長いです。花持ち良好。
-----------------------------------------------------------------------------

