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切花部門
鉢物部門
ガーデニング部門

ご存知ですか？このマーク。
いい花の新基準。

フラワー・オブ・ザ・イヤー(最優秀賞)2016
切花部門 ダリア
NAMAHAGE チーク
出品者：秋田県
育成者：鷲澤 幸治

http://www.jf-selections.net/

決定しました!

鉢物部門 アジサイ
銀河
出品者：島根県
育成者：島根県

ガーデニング部門 ペチュニア
スーパーチュニア®ビスタミニブルースター
出品者：(株)ハクサン(愛知県)
育成者：(株) J&Hジャパン

ジャパンフラワーセレクション実行協議会
東京都中央区東日本橋3-6-17山一ビル４F
一般財団法人 日本花普及センター内
TEL：03-3664-8739 FAX：03-3664-8743
メール：jfpc@jfpc.or.jp

ジャパンフラワーセレクション2016 切花部門・鉢物部門 金色地は、ベスト・フラワー

バラ セブンスターローズ
(有)たなまち園芸場(福岡県)
育成者：棚町満
ベスト・フラワー/
ジャパンデザイン特別賞

切花部門
バラ
ブライダルセブンスターローズ
(有)たなまち園芸場(福岡県)
育成者：棚町満

モーストジョイ特別賞

トルコギキョウ
切花部門
アンバーダブル モヒート
(株)サカタのタネ（神奈川県）
育 成 者：森 一俊
カラークリエイト特別賞

バラ
ラロック
やぎばら園(静岡県）
育成者：やぎばら園

切花部門

ニュースタイル特別賞

ダリア
NAMAHAGEクリムゾン
秋田県
育成者：鷲澤 幸治

切花部門

ライフデザイン特別賞

切花部門

バラ さざ波
切花部門
(有)岡松バラ園(徳島県)
育成者：岡松 計仁
ベスト・フラワー/
ニュースタイル特別賞

アジサイ
Angel Waltz(エンジェルワルツ)
久保田花園(群馬県)
育 成 者：久保田 哲也
ベスト・フラワー/
ブリーディング特別賞

ダリア
切花部門
オレンジスト―ン
(株)ミヨシ(山梨県)
育 成 者：天野 良紀
ブリーディング特別賞

ナデシコ
切花部門
ラフィーネ かぐら
(株)M&Hブルーメン(山梨県)
育 成 者：三原 健吾

トルコギキョウ
切花部門
ジュリアスライトピンク
カネコ種苗(株) (群馬県）
育 成 者：カネコ種苗(株)

トルコギキョウ
切花部門
レイナ(２型) リラ
(株)サカタのタネ（神奈川県）
育 成 者：森 一俊

切花部門

ライフデザイン特別賞

ダリア
NAMAHAGEニュアンス
秋田県
育成者：鷲澤 幸治

切花部門

ニューバリュー特別賞

サクラ
娘女忍(むすめくのいち)
JFC石井農場(京都府）
育 成 者：石井 重久

切花部門
トルコギキョウ
ボン・ボヤージュ® スイートピンク
(株)サカタのタネ（神奈川県）
育 成 者：森 一俊

モーストジョイ特別賞

グッドパフォーマンス特別賞

ライフデザイン特別賞

バラ
ガランス
やぎばら園(静岡県）
育成者：やぎばら園

ジャパンデザイン特別賞/
ニューバリュー特別賞

鉢物部門

切花部門

ジャパンデザイン特別賞

ダリア
NAMAHAGEオーブ
秋田県
育成者：鷲澤 幸治
ニュースタイル特別賞/
カラークリエイト特別賞

切花部門

オキシペタラム
切花部門
シェーンブルー
カネコ種苗(株) (群馬県）
育 成 者：徳弘 晃二
ブリーディング特別賞

ダリア
イエロークオーツ
(株)ミヨシ(山梨県)
育 成 者：天野 良紀

切花部門

モニター特別賞

切花部門
ヒマワリ
ビンセント®(2型)ネーブル
(株)サカタのタネ（神奈川県）
育成者：(株)サカタのタネ

グッドパフォーマンス特別賞

ベスト・フラワー(優秀賞)の品種です。

ペラルゴニウム
鉢物部門
シーシェルラベンダー
鈴木清次/株式会社サカタのタネ(神奈川県)
育 成 者：鈴木 清次

鉢物部門
ペチュニア
ヴァルゴ アンティークストライプ
松原園芸(群馬県)
育 成 者：松原 紀嘉
ベスト・フラワー/
ジャパンデザイン特別賞

ベスト・フラワー/
ニューバリュー特別賞

セロシア
切花部門
アスカセレクト キラレッド
(株)明日花園(佐賀県）
育成者：山口 秀行
ライフデザイン特別賞

鉢物部門
ラナンキュラス
イオ
(有)綾園芸(宮崎県）
育成者：草野 修一
ブリーディング特別賞

このマークがついている品種は認定登録済みの品種です。

セロシア
アスカセレクト

切花部門
アンティークピンク

(株)明日花園(佐賀県）
育成者：山口 秀行

ブリーディング特別賞

鉢物部門
ミルトニア
エンザンサンライズ
(株)向山蘭園(山梨県）
育 成 者：向山 武彦
フレグランス特別賞

鉢物部門
ファレノプシス
あかね
アイファーマーグループ蘭工房(愛知県)
育 成 者：服部 健治
ベスト・フラワー/
カラークリエイト特別賞

アジサイ
鉢物部門
ディープパープル
(株)ハクサン(愛知県)
育 成 者：Schroll flower
カラークリエイト特別賞

鉢物部門
シクラメン
ピポカ マゼンタ
(株)ハクサン(愛知県）
育 成 者：Morel Diffusion
グッドパフォーマンス特別賞

カランコエ
ステファニー
(株)ハクサン(愛知県)
育 成 者： Fides B.V.

鉢物部門

ブリーディング特別賞

ファレノプシス
羽衣

鉢物部門

(株)マルイ洋蘭開発センター(群馬県）

育成者：伊早坂 栄作
ニュースタイル特別賞

種苗メーカー、育成者の皆様へ
ジャパンフラワーセレクション
切花・鉢物部門 秋審査会＠大田市場の
出品を募集中です。
鉢物部門
ツィンクル
ピンクフレグランスファンタジー

オンシジウム

永利園芸(福岡県）
育 成 者：永利 茂信
フレグランス特別賞

鉢物部門
バラ
ゴールドインフィニティ
(株)ハクサン(愛知県）
育 成 者：Roses Forever ApS

ライフデザイン特別賞

切花部門：2017年11月27日（月）
鉢物部門：2017年11月28日（火）
審査後の展示期間：審査会後4～5日程度
場所：大田市場 花き部内
お問合せは、
jfpc@jfpc.or.jp または03-3664-8739まで！

ジャパンフラワーセレクション(JFS)とはいい花の新基準。を合言葉に、業界初の統一的な品種コンテストとして2006年春からスタート。
国内外の新品種の中から、消費者に本当に推奨できる優れた品種を選定しています。
各審査会で受賞品種の中から、フラワー・オブ・ザ・イヤー(最優秀賞)や、ベスト・フラワー(優秀賞)、各種特別賞を選定し年末に表彰
を行っています。

ジャパンフラワーセレクション ガーデニング部門

アルギランセマム属間ハイブリッド ガーデニング部門

マックスマム ピンク
サントリーフラワーズ(株)(東京都)
育 成 者：Andrew Bernuetz
ベスト・フラワー/
ブリーディング特別賞

マーガレット
ぽぽたん スイートピンク
松原園芸(群馬県)
育 成 者：松原 紀嘉

ガーデニング部門

ベスト・フラワー/
グッドパフォーマンス特別賞

ガーデニング部門
ルピナス
開運の昇り藤 ピンク×ホワイト
仙波園芸(栃木県)
育 成 者：仙波 勉
ベスト・フラワー/
ニューバリュー特別賞

ロベリア
ガーデニング部門
空色てふてふ 青空ブルー
松原園芸(群馬県)
育 成 者：松原 紀嘉
ベスト・フラワー/
ニューバリュー特別賞

カリブラコア
ティエルノ ホワイトver.2
松原園芸(群馬県)
育 成 者：松原 紀嘉

*金色地がベスト・フラワー(優秀賞)の品種です。

ガーデニン部門

ベスト・フラワー(優秀賞)

ガーデニング部門

ペチュニア
妖精のチュチュ フェアリーピンク
松原園芸(群馬県)
育 成 者：松原 紀嘉

ベスト・フラワー/
グッドパフォーマンス特別賞

マンデヴィラ

ガーデニング部門
サンパラソルジャイアント
エンペラーズクリムゾン

サントリーフラワーズ(株)(東京都)
育 成 者：里見 朝也
ベスト・フラワー/
グッドパフォーマンス特別賞

ガーデニング部門
ニチニチソウ
ソワレ ピーチ
サントリーフラワーズ(株)(東京都)
育成者：山田 将弘

ベスト・フラワー/
モーストジョイ特別賞/ニュースタイル特別賞

ガーデニング部門
ニチニチソウ
フェアリースター パープル
サントリーフラワーズ(株)(東京都)
育成者：山田 将弘

ベスト・フラワー/
グッドパフォーマンス特別賞

皇帝ダリアハイブリッド
ガッツァリアダブルピンク
(株)ミヨシ(山梨県)
育 成 者：天野良紀、鹿毛哲郎
ベスト・フラワー/
ニューバリュー特別賞

ガーデニング部門

ガーデニング部門

ダイアンサス ジョルト ピンク
(株)エム・アンド・ビー・フローラ(山梨県)
育 成 者：Linda Laughner
ジャパンデザイン特別賞

マリーゴールド ストロベリーブロンド
(株)エム・アンド・ビー・フローラ(山梨県)
育 成 者：Blair Winner
カラークリエイト特別賞

種苗メーカー、育成者の皆様へ

ガーデニング部門「秋審査会」「冬春審査会」の出品を募集中です！

栽培過程を観察・審査し、審査終了後には観察記録をフィードバックいたします。
ポット苗などのご出品はこちらへどうぞ。（審査圃場：千葉大学環境健康フィールド科学センター内）
ジャパンフラワーセレクション実行協議会
東京都中央区東日本橋3-6-17山一ビル４F 一般財団法人 日本花普及センター内
TEL：03-3664-8739 FAX：03-3664-8743
メール：jfpc@jfpc.or.jp

ガーデニング部門

