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ジャパンフラワーセレクション２０１２－２０１３ 苗物部門 

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

2012-2013」の苗物部門では、春から夏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、8 品種が推奨品

種として選定されました。千葉大学環境健康フィールド科学センター

（千葉県柏市：千葉大学柏の葉キャンパス）にあるＪＦＳトライアル

花壇で栽培試験を行うとともに、生育過程の観察を行い、栽培期間中

2度の審査を実施できるよう 通期で 3回の審査会を行いました。 

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。 

 

【ＪＦＳ2012-2013苗物部門 推奨品種】 

区 分 品目名 品種名 出品者 

苗物 サンパチェンス® ピーチブラッシュ ㈱サカタのタネ 

苗物 メカルドニア イエロークロサイト® ㈱サカタのタネ 

苗物 アンゲロニア セレニータシリーズ パープル ㈱エム・アンド・ビー・フローラ 

苗物 アンゲロニア アークエンジェルシリーズ パープル ㈱エム・アンド・ビー・フローラ 

苗物 アメリカフヨウ タイタンビカス アドニス ㈱赤塚植物園 

苗物 アメリカフヨウ タイタンビカス アフロディーテ ㈱赤塚植物園 

苗物 アメリカフヨウ タイタンビカス バルカン ㈱赤塚植物園 

苗物 ペチュニア ソフィアの宝石バイオレット ㈲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）夏秋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：2012年 4月～9月（搬入後随時） 

 栽培記録：植え付け日から 2～3週間ごと                           

   観 察 会：植栽後、概ね 2ヶ月ごと                

 実施場所：ジャパンフラワーセレクション審査用花壇  

千葉大学環境健康フィールド科学センター                                 

(千葉県柏市：千葉大学柏の葉キャンパス）                                           

  ■審査会の概要 

日時：（第１回）2012 年 5月 31 日（木）14:00～16:00  

    （第２回）2012年 7月 12日 (木）14:00～16:00 

    （第３回）2012年 9月 7日 （金）14:00～17:00 

場所：千葉大学環境健康フィールド科学センター  

（千葉県柏市：千葉大学柏の葉キャンパス） 

（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）管理棟 2階 会議室 

  【栽培試験等実施概要】  

内 容 2011年 

4月 

 

5月 

 

6月 

 

7月 

 

8月 

 

9月 

植え付け・

栽培記録 

      

      

査会 

（3回実施） 

 ★  ★  ★ 

   

■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、ガーデンデザイナーなどが、公正な

視点で専門的に審査を行ないました。 

 

審査員    福永 哲也  豊明花き㈱ 代表取締役社長（苗物部門長） 
尾崎 明弘  ㈱オザキフラワーパーク 代表取締役 

杉井 志織  はなぐみ 代表 

       田中 義一  ㈱フラワーオークションジャパン 営業本部開発室課長 

玉崎 弘志  ジャパンガーデンデザイナーズ (JAG)協会 理事 
松原 紀嘉  千葉大学環境健康フィールド科学センター 助教 

   

  

 

 

写真上 路地花壇    下 審査会の様子 



（２）審査委員長講評の概要 

 苗物部門夏秋審査会では、出品 12 品種について 5 月 31 日、7 月 12 日と 9 月 7 日の 3 回、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の結果等を参考としながら次の 9

品種をＪＦＳの推奨品種として選定した。 

 

■サンパチェンス®「ピーチブラッシュ」は、従来のサンパチェンスは濃い目の花色が多いなか、「ピ

ーチブラッシュ」は日本人の感性に訴える優しい花色が、新鮮な印象を受ける。出品者によれば「ほ

んのりさくら色」。花色には濃淡があり、これにより株全体で雰囲気の良いグラデーションが、さら

にかわいらしさを惹きたてている。また、従来のものと同様に抜群のパフォーマンスを見せたが、さ

らに特筆すべきは、これまでのものより肉厚な丸弁の花びらで花もちに優れるうえ、茎の節間がつま

っていて、株が比較的コンパクトにまとまり、バランスが非常に良い。これは、ガーデンデザイナー

にとっても完成予想がしやすく、個人邸の庭だけでなく、公共の場でも使ってみたくなる品種である。

また、露地花壇でもコンテナ植えでもよく育ち、さらに露地では台風が通り過ぎた後でもダメージを

ほとんど受けず丈夫であった。 

    

▲ 路地花壇 1株植えの様子（７月

11日撮影） 

▲ 路地花壇の群落植栽の様子            

（７月 11日撮影） 

▲ 定植後約 90日のハウス内栽培    

1株植えの様子          

（７月９日撮影） 

  

 

■メカルドニア 「イエロークロサイト®」は、夏場にはあまり見られない鮮明な黄色の花色と、グラ

ンドカバーとして使用できる全く新しいガーデンアイテムとして期待できる品種である。横へ広がる

繁殖力がとても良く、花つきも良く、次から次に花を咲かせる。夏場の高温時は、通常どの品種でも

花つきが悪くなるが、イエロークロサイト®は花数が減る事がなく、次から次に花をつけた。「グラン

ドカバープランツ」のアイテムのバリエーションが少なかったなかで、ガーデンの新たな楽しみ方を

提案できる優れた品種である。 

    

▲ 路地花壇の様子（8月 21日撮影） 
▲ 路地花壇の群落植栽の様子            

（７月 11日撮影） 

▲ 定植後約 90日のハウス内栽培    

コンテナ植えの様子          

（7月 9日撮影） 



■アンゲロニア「セレニータシリーズ パープル」は、今年の猛暑の中、葉の黄変もなく、ボリュ

ーム、花数ともに素晴らしいパフォーマンスをみせた。摘芯をしてもしなくてもコンパクトにきっ

ちりと咲き揃い、下の花ガラも目立たなくメンテナンスフリーで初心者にも育てやすい。特に株の

揃いが素晴らしく良く、何も手を入れなくても分枝性、連続開花性が高かった。従来のアンゲロニ

アはハダニが付きやすいものもあったが、それも見られなかった。また栄養系のアンゲロニアは立

ち枯れが多いが、それも見られない。種子系であるため幅広い流通が期待できる。パフォーマンス、

商品性のいずれをとっても非の打ちどころがない優れた品種である。 

    

▲ 夏から晩秋まで長く楽しめるシ

ックな紫色（8月 31日撮影） 

▲ 路地花壇の様子            

（8月 31日撮影） 

▲ 定植後約 90日のハウス内栽培    

1株植えの様子          

（8月 31日撮影） 

 

 

■アンゲロニア「アークエンジェルシリーズ パープル」は、白いブロッチが印象的であり、また、

黄色・オレンジ色の花の多い夏の花壇で、活用しやすい紫色。咲き終わった後の花ガラが目立たな

いのも評価された。「セレニータシリーズ パープル」と同様、高温多湿にもしっかりと耐え株張り

もよく、分枝性・連続開花性ともに高いことが観察された。アンゲロニアとしては大輪系だが、枝

が柔らかいのが特徴的であり、夏の豪雨に当たった際に多少しなりはしたが、折れることはなく、

豪雨の後 2 週間ほどで新たな脇芽も育ち元に戻った。消費者に安心してすすめられる。 

   

▲ 大輪系のアンゲロニア 

（8月 31日撮影） 

▲ 路地花壇の様子。茎はしなやかだ

が、豪雨にも折れずに耐えた。            

（8月 31日撮影） 

▲ 定植後約 90日のハウス内栽培    

1株植えの様子          

（8月 31日撮影） 

 
 
■アメリカフヨウ タイタンビカス アドニス 
花色は黒味を帯びた赤色で、茎も黒軸。葉が細くいわゆる「モミジ葉」であり、花が中心部分に咲

いても葉によって隠すことなく外側からも良く見ることができる。枝間が良いことで涼しげに見え、

枝の間の空間に他の植物を組み合わせるなどの使い方もでき、消費者の楽しみ方も広がる。花はコ



ンパクトだが、花付きが良く推奨品種として評価したい。栽培は摘芯をしたものと無摘芯との 2 種

で行った。以下の写真（中）は 7 月 19 日に摘芯を行ったものを 8 月 21 日に撮影したものだが、摘

芯時期をもっと早めれば夏休み中に多くの開花が望める。どの時期に何をすればよいかを消費者に

わかりやすく説明することで、より一層花を楽しめるだろう。 

   

▲ 路地花壇栽培、摘芯なしの様

子。（8月 31日撮影） 

▲ 路地花壇栽培、摘芯後約 40日

の様子。（8月 31日撮影） 

▲ 路地花壇栽培 花色は少し黒味を帯び

た赤色。        （8月 31日撮影） 

 
 
■アメリカフヨウ タイタンビカス アフロディーテ 
花色が濃いピンクで美しく明るい緑の葉色とのバランスが良く、輪がしっかりと開く。シリーズの

中では花色に華やかさがあり、消費者に好まれそうである。7 月 19 日に摘芯を行ったが、良く分枝

しており、形がこんもりと整って草姿が美しくなった。折れや倒伏もなく育てやすい品種である。 

   

▲ 路地花壇栽培、摘芯なしの様子。

（8月 31日撮影） 

▲ 路地花壇栽培、摘芯後約 40日の

様子 。（8月 31日撮影） 

▲ 花色は華やかさのあるピンク色。 

（8月 31日撮影） 

 
 
■アメリカフヨウ タイタンビカス バルカン 
花色は抜けるような赤色。摘芯後の揃いが良く、草姿もきれいにまとまる。また、摘芯からの開花

が早く、長期間花が楽しめる。下葉から盛り上がるので路地植えした際には雑草が目立ちにくく、

公園などの植栽にも向くと考えられる。 



   

▲ 路地花壇栽培、摘芯なしの様子。

（8月 31日撮影） 

▲ 路地花壇栽培、摘芯後約 40日の

様子 。（8月 31日撮影） 

▲ 花色は抜けるような赤色。   

（8月 31日撮影） 

 
 
■ペチュニア ソフィアの宝石バイオレット 
耐暑性が強く、暑さに負けずに良く育つ。花は小さいがたくさんついて遠目に見ても美しい。コン

テナ栽培にすると横に這ってコンテナをきれいに覆うように育ち株張りもよい。消費者に安心して

勧められる。 

   

▲ 路地花壇栽培の様子。 

（8月 21日撮影） 

▲ 定植後約 90日のハウス内栽培の

様子 。（8月 31日撮影） 

▲ 花は小さめだが、遠目から見て美

しい。 （8月 31日撮影） 

 
 
 

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

ジャパンフラワーセレクション２０１２－２０１３ 苗物部門 

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。 
 
【苗物部門】 

 

品目名：メカルドニア 

品種名：イエロークロサイト® 

出品者：株式会社サカタのタネ 

特 徴： 鮮やかなグリーンの葉にコントラストの良い明るく黄色い花が春４月から秋１１月頃まで次々と咲き続けます。

単品でも寄せ植えにしても楽しめます。更に枝がやさしく枝垂れるのでハンギングにも向く汎用性のある期待の

品種です。特別な虫もつかず育て易さも自慢です。 



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

品目名：ニューギニアインパチェンス 

品種名：サンパチェンス®ピーチブラッシュ 

出品者：株式会社サカタのタネ 

特 徴：花も楽しめる環境浄化植物「サンパチェンス」の新色。「サンパチェンス」にはこれまでなかった「ほんのりさく

ら色」。花は大きくしっかりしており秋まで次々と開花します。生長が早くぐんぐんと育ち、１株で数百輪咲かせ

ることも可能です。 

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

品目名：アメリカフヨウ 

品種名：タイタンビカス アド二ス 

出品者：株式会社赤塚植物園 

特 徴：非常に丈夫で生育が早く、ピラミッド状に枝を出しながら、ひと夏で 1.5ｍほどの草丈に育ち、夏から秋にかけ

て直径 15㎝ほどの大きな花を連続して咲かせます。一日花ですが、ビロードのような質感のある深紅の花は大変

に目立ちます。   

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

品目名：アメリカフヨウ  

品種名：タイタンビカス アフロディーテ 

出品者：株式会社赤塚植物園 

特 徴：非常に丈夫で生育が早く、ピラミッド状に枝を出しながら、ひと夏で 1.5ｍほどの草丈に育ち、夏から秋にかけ

て直径 20㎝ほどの大きな花を連続して咲かせます。一日花ですが、濃いピンクの丸弁整形花は大変に目立ちます。 

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

品目名：アメリカフヨウ  

品種名：タイタンビカス バルカン 

出品者：株式会社赤塚植物園 

特 徴：非常に丈夫で生育が早く、ピラミッド状に枝を出しながら、ひと夏で 1.5ｍほどの草丈に育ち、夏から秋にかけ

て直径 15㎝ほどの大きな花を連続して咲かせます。一日花ですが、ワックスのような光沢があり少しウエーブの

かかった真紅の花は大変に目立ちます。 

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

品目名：アンゲロニア 

品種名：セレニータシリーズ パープル 

出品者：株式会社 エム・アンド・ビー・フローラ 

特 徴：高温、多湿に強いアンゲロニアは、日本の夏花壇に最適な植物です。セレニータの特徴はそのコンパクトな草姿。

地際から現れる自然な分枝によって、株の重心を低位に置き、花壇定植後のバランスにも配慮されています。   

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

品目名：アンゲロニア 

品種名：アークエンジェルシリーズ パープル 

出品者：株式会社 エム・アンド・ビー・フローラ 

特 徴：アンゲロニアは、高温・多湿の日本の夏に良く合った植物です。アークエンジェルは、実生系にはない大輪のタ

イプで、セレナ(JFS2007-2008受賞品種)の約３倍の大きな花を咲かせます。分枝、株張りがとても良いので、見

応えのある株に仕上がります。  

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

品目名：ペチュニア 

品種名：ソフィアの宝石 バイオレット 

出品者：有限会社 村岡オーガニック 

特 徴： ほふく性のペチュニアです。1 株で 70～80cm のボリュームになり、こぼれるように花がつきます。生育旺盛で

すので、切り戻しによって容易に株の整形が可能です。花壇用、コンテナ用、鉢用、また 1 株植え、群植のいず

れの用途でも十分にパフォーマンスを楽しめます。 
 



 
■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   WEB： www.jf-selections.net  

 


