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ジャパンフラワーセレクション２０１０－２０１１ 花壇・コンテナ苗部門 

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

２０１０－２０１１」の花壇苗・コンテナ苗部門では、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）で栽培試験を行うとともに、定期的な

生育状況の記録と観察員による生育過程の観察を行い、これらの結果

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 キンギョソウ ポッピンキャンディー イエロー 株式会社サカタのタネ 

花 壇 キンギョソウ ポッピンキャンディー レッド 株式会社サカタのタネ 

 

【コンテナ苗部門】６品種（品種詳細はＰ５～６を参照） 

区 分 品目名 品種名 出品者 

コンテナ キンギョソウ ポッピンキャンディー オレンジ 株式会社サカタのタネ 

コンテナ デロスペルマ（耐寒マツバギク） 砂漠の宝石 ローズクォーツ 有限会社角田ナーセリー 

コンテナ デロスペルマ（耐寒マツバギク） 砂漠の宝石 トパーズ 有限会社角田ナーセリー 

コンテナ デロスペルマ（耐寒マツバギク） 砂漠の宝石 ペリドット 有限会社角田ナーセリー 

コンテナ デロスペルマ（耐寒マツバギク） 砂漠の宝石 ルビー 有限会社角田ナーセリー 

コンテナ デロスペルマ（耐寒マツバギク） 砂漠の宝石 ピンクトルマリン 有限会社角田ナーセリー 

  
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。 



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：平成２１年１月～ 

平成２２年３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：植栽後、概ね１ヶ月ごと（観察員は３名） 

 （デロスペルマについては、平成２１年１月の植栽後 

  １０月まで観察会を実施し、その後平成２２年３月から再開した。） 

 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）2010 年 4 月 20 日（火）13:40～17：00  

    （第２回）2010 年 6 月 2日 （水）  〃 

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 21 年 

１月 
 

21 年 

10 月 

 22 年 

1 月 

 

3 月 

 

4 月 

 

5 月 

 

6 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、フラワーデザイナーなどが、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  

三輪   智  元静岡県農業試験場 場長 

村松 文彦  （株）村松園芸 代表取締役     （五十音順） 

   

JFS 審査用花壇

【第２回審査会の様子 6/2】 



（２）審査委員長講評の概要 

 

 花壇・コンテナ苗部門冬審査会では、４月２０日と６月２日に審査会を実施し、現物確認をすると

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２品種、コン

テナ苗部門６品種をＪＦＳの推奨品種として選定した。 

 

 キンギョソウ『ポッピンキャンディー イエロー』、『ポッピンキャンディー レッド』（花壇苗部

門）、『ポッピンキャンディー オレンジ』（コンテナ苗部門）は、従来のクリーピングタイプのキン

ギョソウが、ほふく形でもややこんもりと生育し、きれいなカーペット状になりにくかったうえ、

生育するにつれて草姿が暴れやすかったのに対し、揃いが良く、株がよくまとまりながら、横へき

れいに張り広がり、品種としてかなり改良されたキンギョソウであることが評価された。特に『ポ

ッピンキャンディー レッド』は、草姿、花つきなど株のまとまりが非常に整一であった。また、『ポ

ッピンキャンディー オレンジ』は、下垂性が強く、下に伸びた枝先の花が起き上がりにくいため、

ハンギングバスケット等で使いやすい。 

 

 

▲ 栽培試験・花壇（上からみた様子） 

キンギョソウ『ポッピンキャンディー イエロー』 

▼  栽培試験・花壇（全体の様子） 

▲ 栽培試験・花壇（上からみた様子） 

キンギョソウ『ポッピンキャンディー レッド』 

▼  栽培試験・花壇（全体の様子） 

▲ 栽培試験・ｺﾝﾃﾅ（１株植栽の様子） 

キンギョソウ『ポッピンキャンディー オレンジ』

▼ 栽培試験・ｺﾝﾃﾅ（ﾌﾟﾗﾝﾀｰ植栽の様子）

 

 

デロスペルマ『砂漠の宝石 ローズクォーツ』、『砂漠の宝石 トパーズ』、『砂漠の宝石 ペリドッ

ト』、『砂漠の宝石 ルビー』、『砂漠の宝石 ピンクトルマリン』（コンテナ苗部門）は、デロスペル

マが持つ強健な性質に加えて、これまでに無かった様々な花色の登場により、屋上緑化や壁面緑化な

どの「空間」に飾る新しい素材の誕生として、幅広い市場性を感じさせる。芸術的な配置も可能で、

他の多肉植物と組み合わせるなどして、空中に絵を描くための「絵の具」のように使用できる。特に

『砂漠の宝石 ルビー』の花は光沢があり、日光を受けてきらきらと輝き、美しい。花期も長く、品



種によって差があるものの春から秋にかけて咲き続ける。 

 

 

▲ 栽培試験・ｺﾝﾃﾅ（花のアップ） 

デロスペルマ（耐寒マツバギク） 

『砂漠の星 ローズクォーツ』 

▼  栽培試験・ｺﾝﾃﾅ（全体の様子） 

▲ 栽培試験・ｺﾝﾃﾅ（花のアップ） 

デロスペルマ（耐寒マツバギク） 

『砂漠の星 トパーズ』 

▼  栽培試験・ｺﾝﾃﾅ（全体の様子） 

▲ 栽培試験・ｺﾝﾃﾅ（花のアップ） 

デロスペルマ（耐寒マツバギク） 

『砂漠の星 ペリドット』 

▼  栽培試験・ｺﾝﾃﾅ（全体の様子） 

 

 

 

▲ 栽培試験・ｺﾝﾃﾅ（花のアップ） 

デロスペルマ（耐寒マツバギク） 

『砂漠の星 ルビー』 

▼  栽培試験・ｺﾝﾃﾅ（全体の様子） 

▲ 栽培試験・ｺﾝﾃﾅ（花のアップ） 

デロスペルマ（耐寒マツバギク） 

『砂漠の星 ピンクトルマリン』 

▼  栽培試験・ｺﾝﾃﾅ（全体の様子） 

 

 

 

 

 



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

ジャパンフラワーセレクション２０１０－２０１１ 花壇・コンテナ苗部門 

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：キンギョソウ 
品種名：ポッピンキャンディー イエロー 
出品者：株式会社サカタのタネ 
特 徴：ほふく性が強いわい性キンギョソウ。丈夫な性質で分枝性がよく、株は地を這うように広がる。短日

期間でも花を咲かせる四季咲きタイプで、花つき良く多くの花を咲かせ花壇、コンテナガーデンに好

適。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：キンギョソウ 
品種名：ポッピンキャンディー レッド 
出品者：株式会社サカタのタネ 
特 徴：ほふく性が強いわい性キンギョソウ。丈夫な性質で分枝性がよく、株は地を這うように広がる。短日

期間でも花を咲かせる四季咲きタイプで、花つき良く多くの花を咲かせ花壇、コンテナガーデンに好

適。 
 

【コンテナ苗部門】 

品目名：キンギョソウ 
品種名：ポッピンキャンディー オレンジ 
出品者：株式会社サカタのタネ 
特 徴：ほふく性が強いわい性キンギョソウ。丈夫な性質で分枝性がよく、株は地を這うように広がる。短日

期間でも花を咲かせる四季咲きタイプで、花つき良く多くの花を咲かせ花壇、コンテナガーデンに好

適。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：デロスペルマ（耐寒マツバギク） 

品種名：砂漠の宝石 ローズクォーツ 

出品者：有限会社角田ナーセリー 
特 徴：小ぶりながら魅入られるような輝く花色で目を引きます。脇役として新しい提案が可能です。春・秋

はたっぷりの花があがり、盛花時に液肥をやることによって次の（盛花後）の花芽を育てることがで

きます。また、水やりや肥料の必要が少なく、刈り込みも必要としないローメンテナンスの植物です

（花がら摘みは必要）。魅入られるような輝く花色です。耐寒性・耐暑性を持っているうえに急激な

広がり方をしないので石組みの植え込みにはすばらしい能力を出します。夏以外の３期の開花を確保

するためには夏に西日と過湿を避けて秋の花芽を育てます。秋～冬の開花は、夜温４℃くらいまでで

すので１２月以降は日の当たる室内に入れるとゆっくり花があがります。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：デロスペルマ（耐寒マツバギク） 
品種名：砂漠の宝石 トパーズ 
出品者：有限会社角田ナーセリー 
特 徴：小ぶりながら魅入られるような輝く花色で目を引きます。脇役として新しい提案が可能です。春・秋

はたっぷりの花があがり、盛花時に液肥をやることによって次の（盛花後）の花芽を育てることができます。

また、水やりや肥料の必要が少なく、刈り込みも必要としないローメンテナンスの植物です（花がら摘みは必

要）。魅入られるような輝く花色です。耐寒性・耐暑性を持っているうえに急激な広がり方をしないので石組

みの植え込みにはすばらしい能力を出します。夏以外の３期の開花を確保するためには夏に西日と過湿を避け

て秋の花芽を育てます。秋～冬の開花は、夜温４℃くらいまでですので１２月以降は日の当たる室内に入れる

とゆっくり花があがります。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：デロスペルマ（耐寒マツバギク） 

品種名：砂漠の宝石 ペリドット 

出品者：有限会社角田ナーセリー 
特 徴：小ぶりながら魅入られるような輝く花色で目を引きます。脇役として新しい提案が可能です。春・秋

はたっぷりの花があがり、盛花時に液肥をやることによって次の（盛花後）の花芽を育てることができます。

また、水やりや肥料の必要が少なく、刈り込みも必要としないローメンテナンスの植物です（花がら摘みは必

要）。魅入られるような輝く花色です。耐寒性・耐暑性を持っているうえに急激な広がり方をしないので石組

みの植え込みにはすばらしい能力を出します。夏以外の３期の開花を確保するためには夏に西日と過湿を避け

て秋の花芽を育てます。秋～冬の開花は、夜温４℃くらいまでですので１２月以降は日の当たる室内に入れる

とゆっくり花があがります。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：デロスペルマ（耐寒マツバギク） 

品種名：砂漠の宝石 ルビー 

出品者：有限会社角田ナーセリー 
特 徴：小ぶりながら魅入られるような輝く花色で目を引きます。脇役として新しい提案が可能です。春・秋

はたっぷりの花があがり、盛花時に液肥をやることによって次の（盛花後）の花芽を育てることができます。

また、水やりや肥料の必要が少なく、刈り込みも必要としないローメンテナンスの植物です（花がら摘みは必

要）。魅入られるような輝く花色です。耐寒性・耐暑性を持っているうえに急激な広がり方をしないので石組

みの植え込みにはすばらしい能力を出します。夏以外の３期の開花を確保するためには夏に西日と過湿を避け

て秋の花芽を育てます。秋～冬の開花は、夜温４℃くらいまでですので１２月以降は日の当たる室内に入れる

とゆっくり花があがります。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
品目名：デロスペルマ（耐寒マツバギク） 

品種名：砂漠の宝石 ピンクトルマリン 

出品者：有限会社角田ナーセリー 
特 徴：小ぶりながら魅入られるような輝く花色で目を引きます。脇役として新しい提案が可能です。春・秋

はたっぷりの花があがり、盛花時に液肥をやることによって次の（盛花後）の花芽を育てることができます。

また、水やりや肥料の必要が少なく、刈り込みも必要としないローメンテナンスの植物です（花がら摘みは必

要）。魅入られるような輝く花色です。耐寒性・耐暑性を持っているうえに急激な広がり方をしないので石組

みの植え込みにはすばらしい能力を出します。夏以外の３期の開花を確保するためには夏に西日と過湿を避け

て秋の花芽を育てます。秋～冬の開花は、夜温４℃くらいまでですので１２月以降は日の当たる室内に入れる

とゆっくり花があがります。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 



 
 

■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/ 

砂漠の宝石 ピンクトルマリン 


