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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

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４品種、コンテナ苗部門３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】４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 トレニア 夏すみれ ソラリナ ホワイトベール （株）ハルディン 

花 壇 ペチュニア おゆきちゃん （有）風のみどり塾 

花 壇 ペチュニア サフィニアサマー ブライトピンク サントリーフラワーズ（株） 

花 壇 ペチュニア マドンナの宝石ピンク (別名：マウントプッチ ピンク) （有）村岡オーガニック 

 

【コンテナ苗部門】３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 カリブラコア ミリオンベルブーケ ローズ サントリーフラワーズ（株） 

コンテナ ペチュニア サフィニアサマー ブライトピンク サントリーフラワーズ（株） 

コンテナ ペチュニア マドンナの宝石ピンク (別名：マウントプッチ ピンク) （有）村岡オーガニック 

 

  

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２２年５月～６月（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） 

 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 8 月 4日（水）13:40～17：00  

    （第２回）2010 年 10月 5日 （火）  〃 

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 22 年 

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、造園家などが、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＞ 

岩井 弘則  元（財）浜松市フラワー・パーク公社 園長 

玉崎 弘志  ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰｽﾞ(JAG)協会 理事・会長 

福永 哲也  豊明花き㈱ 取締役 営業本部長 

三輪   智  元静岡県農業試験場 場長 

米村 浩次  米村花きコンサルタント 代表   （五十音順） 

   

 

 

 

【第２回審査会の様子 10/5】 

JFS 審査用花壇 



（２）審査委員長講評の概要 

 花壇・コンテナ苗部門夏秋審査会では、８月４日と１０月５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４品種、コ

ンテナ苗部門３品種をＪＦＳの推奨品種として選定した。 

 

 

 トレニア『夏すみれ ソラリナ ホワイトベール』（花壇苗部門）は、従来のトレニアは、直射日

光下での栽培が難しい面があったが、本品種は今年の記録的な猛夏の過酷な環境に耐え、生育が旺

盛で、株そのものが非常に丈夫であり、草姿が乱れることもなく次々に小振りな花を咲かせ続けた。

白色に筒部に赤紫色が入った落ち着いた

花色で、女性的なイメージがあり、ガーデ

ンデザインの観点からしても、デザインの

多様性を生むことができる新しい素材と

して期待できる。 

   

 

カリブラコア『ミリオンブーケ ローズ』（コンテナ部門）は、生育が旺盛で、分枝性も良く、定

植２０日後にはプランターを覆いつくした。期間を通して花殻も目立たなく、メンテナンスの省力

化ができる品種である。特に花色が鮮明で

インパクトがあり、濃桃紅色で、喉部が濃

い赤、花筒の黄色がよく目立ちコンストラ

ストがはっきりしてきれいである。花数以

上に存在感を感じさせる。 

  

 

 ペチュニア『おゆきちゃん』（花壇苗部門）、ペチュニア『サフィニアサマー ブライトピンク』（花

壇苗部門、コンテナ苗部門）、ペチュニア『マドンナの宝石ピンク』（花壇苗部門、コンテナ苗部門）

のペチュニア３品種は圧巻で、今年の記録的な猛暑を考えると驚異的なパフォーマンスを見せた。 

 

『おゆきちゃん』は過去の受賞品種であ

りスーパーペチュニアとして名高い『さく

らさくら』の色変わり品種であり、涼しさ

を感じさせる純白色の花色で、生育も申し

分ない。ほふく性でカーペット状に生育し、

１株当たりの株径が１．６ｍ以上にもなっ

た。 

 

 

http://www.jf-selections.net/database/database.cgi?cmd=j&DataNum=8420


『サフィニアサマー ブライトピンク』は、生育が旺盛で、花つきも良く梅雨を越しても株が弱

ることがなかった。最大の特徴は、他のペチュニアと比較しても、期間を通じて花つきに波がなく

コンスタントに次々に咲き続けたことは高

く評価できる。株も乱れず安定しており、

曇天時の開花性にも優れ、ガーデンデザイ

ンに取り込む場合でも安心して使用ができ

る。 

 

 

 『マドンナの宝石ピンク』は、記録的な猛暑の中でも次々に花を咲かせ、これも 1株の株径が１．

６ｍにも達し、さらに累積花数が花壇苗では１株当たり２万を超えた。累積花数が２万を超える品

種は、これまで行ってきた JFS 審査会ではなかった。花色、花つき、形のどれをとっても欠点がな

く、非常に優れている。特に吸い込まれそうなほどのきれいな透き通ったピンク色は目をひく。ま

た、生育が進行する過程で、枝の重みから間が割れてきても、割れている間から次々に分枝し、割

れ目が消えていった。枝もど

んどんと固くなり、それ以降

は株が割れることはなかっ

た。花壇苗でも、コンテナ苗

でも１株で十分パフォーマ

ンスを楽しめる。 

 

 

 

 

 

  

 

  



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

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 

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：トレニア 

品種名：夏すみれ ソラリナ ホワイトベール 

出品者：株式会社ハルディン 

特 徴：従来の品種よりも小輪で、コンパクトな草姿の「ソラリナ」。花付きがとても良く、かわいらしい花

姿が印象的です。ホワイトとパープルのさわやかな色のコントラストが目を引く、おすすめの品種で

す。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

品目名：ペチュニア 

品種名：おゆきちゃん 

出品者：有限会社風のみどり塾 

特 徴：草姿は這性、草丈はかなり低、茎の長さはやや長、葉身の形は楕円形、花型は一重、花の直径はやや

小、花の形はラッパ型、がく片の長さが中、花冠裂片の表面の主な色は NN155D、花筒の内側の主

な色は 155B。花期が長く、病害虫におかされることもほとんど無く、丈夫で育てやすい。従来のペ

チュニアと比べ雨に強く、特に花壇苗として使用することをおすすめする。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

品目名：ペチュニア 

品種名：サフィニアサマー ブライトピンク 

出品者：サントリーフラワーズ株式会社 

   特 徴：梅雨に強く、暑さにも強い品種のサフィニアサマー。蒸れに強い品種で、梅雨に時期も楽に乗り越え 

ます。また耐暑性も高く、４０℃以上の真夏も元気に開花が持続。５月から植えてもしっかり楽しめ

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

品目名：ペチュニア 

品種名：マドンナの宝石ピンク (別名：マウントプッチ ピンク) 

出品者：有限会社村岡オーガニック 

特 徴：『マドンナの宝石』は旺盛な株張りとこぼれるような花付が特徴の中高性ペチュニア。とにかく 1 株

のボリュームに驚かされます。１株のポット苗を植えるだけで、株幅 70～80 ㎝(花数：約 300)にも

成長します。中には１ｍ(花数：約 1000)を超えるものもあります。大株でこんもりとなり、分枝性が

良く節間が短いので株が割れにくく草姿のバランスが良いのも特徴です。花は中小輪サイズ(約４㎝)、

花色は光沢のある淡いピンクです。コンテナ植えはもちろん庭植えでも良く育ち、春から秋に楽しめ

る品種です 

  



 

【コンテナ苗部門】 

品目名：カリブラコア 

品種名：ミリオンベルブーケ ローズ 

出品者：サントリーフラワーズ株式会社 

特 徴：ビビッドなピンク色の花。大輪で花数多く、見応えバツグンです。まとまり良く、中心部まで花がし

っかり咲きあがる秀逸な草姿で、ブーケのような可愛い花姿になります。開花までのメンテナンスも

不要で、お手入れもカンタンに楽しめます。開花期間も長く、長く楽しめます。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

品目名：ペチュニア 

品種名：サフィニアサマー ブライトピンク 

出品者：サントリーフラワーズ株式会社 

   特 徴：梅雨に強く、暑さにも強い品種のサフィニアサマー。蒸れに強い品種で、梅雨に時期も楽に乗り越え 

ます。また耐暑性も高く、４０℃以上の真夏も元気に開花が持続。５月から植えてもしっかり楽しめ

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

品目名：ペチュニア 

品種名：マドンナの宝石ピンク (別名：マウントプッチ ピンク) 

出品者：有限会社村岡オーガニック 

特 徴：『マドンナの宝石』は旺盛な株張りとこぼれるような花付が特徴の中高性ペチュニア。とにかく 1 株

のボリュームに驚かされます。１株のポット苗を植えるだけで、株幅 70～80 ㎝(花数：約 300)にも

成長します。中には１ｍ(花数：約 1000)を超えるものもあります。大株でこんもりとなり、分枝性が

良く節間が短いので株が割れにくく草姿のバランスが良いのも特徴です。花は中小輪サイズ(約４㎝)、

花色は光沢のある淡いピンクです。コンテナ植えはもちろん庭植えでも良く育ち、春から秋に楽しめ

る品種です 

 

 

■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/ 

 


