
公益社団法人 日本家庭園芸普及協会（所在地：東京都中央区、会長：羽田光一）は、

全国から最新の花と園芸に関する商品はもとより、園芸・造園の情報、花と緑をモチーフ

とした一般生活関連商品等を一堂に会した、日本一の花と緑に関する総合園芸パブリック

ショウ『2016 日本フラワー＆ガーデンショウ』を、去る2016年4月22日（金）～24

日（日）までの3日間、パシフィコ横浜展示ホールBにて開催しました。

今回のショウは、1991年の第1回開催以来、26回目の開催を迎え、ショウテーマを

『花を楽しみつくす 五感で楽しむ花と緑のある暮らし』、シンボルフラワーを『チュー

リップ』とし、出展規模 86社 182小間、来場者数59,525人（22日： 13,216人、

23日： 23,221人、24日： 23,088人）で、無事に終了いたしました。

報道関係資料 ２０１６年４月２６日
公益社団法人日本家庭園芸普及協会

1

『201６ 日本フラワー＆ガーデンショウ』

201６F&Gジャパンセレクション来場者人気投票結果発表

2016 JAPAN FLOWER & GARDEN SHOW

国内最大級“花と緑”に関する総合園芸ショウ

2016F&Gジャパンセレクション来場者人気投票結果発表！

本ショウの注目イベント『2016F&Gジャパンセレクション』は、花き業界に携わる種

苗会社・個人育種家が長年の歳月をかけ開発・育成した新品種を、日本フラワー＆ガーデ

ンショウ来場者及び業界関係者に広く知っていただく場として、鉢花・切花の新品種を展

示するコーナーです。

花と緑の新品種は、多くのユーザーにとって注目の的になるばかりではなく、需要喚起

と新提案を行っていく上で不可欠なものになっています。

本年度、出品された作品は、25社（者）74点にも及ぶ多数の作品がエントリーされ、

販売・流通されたばかりのものや、まだマーケットに出回っていない希少な品種が目白押

しでした。これほど多くの作品を一堂に会してご覧いただける場は、ほとんど無いと言っ

ても過言ではありません。

また、今回も『ジャパンフラワーセレクション』（ジャパンフラワーセレクション実行

協議会 主催）と『新花コンテスト』（公益社団法人 園芸文化協会 主催）と合同開催する

ことにより、『2016F&Gジャパンセレクション』は日本最大規模の花の新品種コンテス

トとなりました。

会期中の2日間（22日及び23日）、来場者による人気投票を行い、総投票数11,205

票（投票用紙1枚につき、部門を問わず2票まで投票可）の結果、『切花部門』と『鉢花

部門』の入賞作品は別紙の通りとなりました。



4月24日（日）に行われた表彰式では、グランプリを受賞した「島根県」を代表し、島

根県農林水産部農産園芸課野菜・花きグループ グループリーダー 植田哲也氏に、ショ

ウ主催者である公益社団法人 日本家庭園芸普及協会会長 羽田光一より表彰状とトロ

フィーが授与されました。
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2016F&Gジャパンセレクション

また、また全出品の中から、最も多くの票を得た品種に対し「2016 F&Gジャパンセ

レクション グランプリ」を贈り、その栄誉を讃えました。栄えあるグランプリにはアジサ

イの「銀河」（出品者名 島根県 ）が選ばれました。

表彰される島根県植田哲也氏 受賞者の記念撮影

品 目 名：アジサイ
品 種 名：銀河
出品者名：島根県
特 長：半ガク・八重咲のアジサイです。周囲の花は花弁が白く縁取られ、銀河の
ようです。開花が進むと中心が盛り上がり、今までに無い豪華な花に変化します。
また、花粉が出ないため室内を汚さず、安心して飾って頂けます。

2016 F&Gジャパンセレクション グランプリ
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●鉢花部門（1位～３位）

１位・グランプリ

鉢花部門 人気投票結果

2016F&Gジャパンセレクション

品 目 名：アジサイ
品 種 名：銀河
出品者名：島根県
特 長：半ガク・八重咲のアジサイです。周囲の花
は花弁が白く縁取られ、銀河のようです。開花が
進むと中心が盛り上がり、今までに無い豪華な花
に変化します。また、花粉が出ないため室内を汚
さず、安心して飾って頂けます。

２位

品 目 名：アジサイ
品 種 名：ディープパープル
出品者名：株式会社ハクサン
特 長：初めての濃い紫色のハイドランジア。デン
マークSchroll社で育種され、たちまち欧米でヒッ
ト。日本は初上陸です。花色の魅力だけなく、茎
が太く支柱が無くても倒れないこと、花持ちが良
いことも特徴です。

３位

品 目 名：ペラルゴニウム
品 種 名：マーメイド 湘南
出品者名：鈴木 清次/株式会社 サカタのタネ
特 長：神奈川県茅ヶ崎市在住の育種家、鈴木清次
氏育成。夏の海を連想させるピンクが特徴の大輪
ペラルゴニウムです。
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●鉢花部門（4位～10位）

鉢花部門 人気投票結果

2016F&Gジャパンセレクション

順位 品目名 品種名 出品者名

4位 ペラルゴニウム シーシェルラベンダー(仮称) 鈴木 清次/株式会社 サカタのタネ

5位 ミルトニオプシス エンザンサンライズ 株式会社向山蘭園

6位 アジサイ ゼブラ チブサン洋花園

7位 インパチェンス サンパチェンス® スプラッシュローズ 株式会社　サカタのタネ

8位 インパチェンス フィエスタグランデ　ピンク 株式会社エム・アンド・ビー・フローラ

9位 ペチュニア 緑縁スターチョコ 須田畯一郎

10位 ルピナス
極早生ルピナス

オーロラ ミックス（ピンク系）
株式会社ムラカミシード

4位 5位 ６位

ペラルゴニウム
シーシェルラベンダー(仮称)

鈴木 清次
/株式会社 サカタのタネ

ミルトニオプシス
エンザンサンライズ
株式会社向山蘭園

アジサイ
ゼブラ

チブサン洋花園

インパチェンス
サンパチェンス®

スプラッシュローズ
株式会社サカタのタネ

７位 ８位 ９位 １０位

インパチェンス
フィエスタグランデ

ピンク
株式会社エム・アンド・

ビー・フローラ

ペチュニア
緑縁スターチョコ

須田畯一郎

ルピナス
極早生ルピナス

オーロラ ミックス
（ピンク系）

株式会社ムラカミシード
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●切花部門（1位～３位）

１位

切花部門 人気投票結果

2016F&Gジャパンセレクション

品 目 名：ダリア
品 種 名：イエロークォーツ
出品者名：株式会社ミヨシ
特 長：中大輪セミカクタスレモンイエロー品種で
す。従来のダリアの黄色系は花弁のシミが目立ち
、切り花流通量は非常に少ないが、この品種は花
弁のシミが目立ちにくいのが最大の特徴です。

２位

品 目 名：トルコギキョウ
品 種 名：アンバーダブルタイプ モヒート
出品者名：株式会社 サカタのタネ
特 長：光沢のある濃いグリーンの花色で、フリン
ジ状の花弁をもった早生大輪八重咲き変形雌ずい
タイプです。さわやかなミントグリーンで、春～
夏出荷に適しています。

３位

品 目 名：デルフィニウム
品 種 名：クレスライトブルー
出品者名：カネコ種苗株式会社
特 長：くすみのないアクアブルー色の中大輪八重
咲品種です。花付きが非常によく、ボリュームの
ある切り花を年間を通して提供可能です。
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●切花部門（4位～10位）

切花部門 人気投票結果

2016F&Gジャパンセレクション

4位 5位 6位

ナデシコ
ラフィーネ かぐら

株式会社 Ｍ＆Ｈブルーメン

デルフィニウム
トリトンラベンダー

株式会社ミヨシ

トルコギキョウ
レイナ（２型）タイプ リラ

株式会社 サカタのタネ

ダリア
オレンジストーン
株式会社ミヨシ

７位 ８位 ９位 １０位

バラ
ガランス

やぎばら園

サクラ
艶姿

JFC石井農場

オキシペタラム
シェーンブルー

カネコ種苗株式会社

≪この件に関するお問い合わせ先≫
2016 日本フラワー＆ガーデンショウ事務局

TEL／03-5434-8544 FAX／03-6862-5584

順位 品目名 品種名 出品者名

4位 ナデシコ ラフィーネ　かぐら 株式会社 Ｍ＆Ｈブルーメン

5位 デルフィニウム トリトンラベンダー 株式会社ミヨシ

6位 トルコギキョウ レイナ（２型）タイプ リラ 株式会社 サカタのタネ

7位 ダリア オレンジストーン 株式会社ミヨシ

8位 バラ ガランス やぎばら園

9位 サクラ 艶姿 JFC石井農場

10位 オキシペタラム シェーンブルー カネコ種苗株式会社


