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ジャパンフラワーセレクション 2013－2014 切花・鉢物部門

今年の春の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
２０１３－２０１４」の切花・鉢物部門では、このたび春審査会を
２０１３日本フラワー＆ガーデンショウの会場で実施し、切花部門 23
品種、鉢物部門 17 品種が業界の推奨品種として選定されました。
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。
【実施概要】
■審査会日時：2013 年 3 月 21 日（木）14:30～17:30
■開催場所：2013 日本フラワー＆ガーデンショウ

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。

（千葉市：幕張メッセ）
（開催期間：2013 年 3 月 22 日（金）～24 日（日）
）
■選定品種：切花部門 23 品種 / 鉢物部門 17 品種
【審査委員】
国内の花き業界を代表する学識者、フラワーデザイナー、花の市場関係者などが、公正な視点で専門
的に審査を行いました。
■切花部門
宍戸 純 （株式会社

大田花き）<部門長>

大根 秀夫（株式会社

千政 代表取締役）

小泉 吉寿（株式会社白楽花園 チーフデザイナー）
林 勇

（元神奈川県農業総合研究所企画調整部長）

増田 篤 （株式会社

日比谷花壇 東日本バンケット事業部）

■鉢物部門
長岡 求 （株式会社フラワーオークションジャパン 取締役経営企画室長）<部門長>
尾崎 明弘（株式会社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）

山口 まり（日本ハンギングバスケット協会 理事）
渡辺 均 （千葉大学 環境健康フィールド科学センター 准教授）
（五十音順）
２．選定品種一覧 および出品者
■切花部門（受賞 23 品種）

審査日：2013 年 3 月 21 日

NO

部門名

品目名

品種名

出品者

1

切花

アルストロメリア

ガーネットリング

有限会社 三宅花卉園

2

切花

アルストロメリア

チェリーブロッサム（仮）

有限会社 三宅花卉園

3

切花

アルストロメリア

ローズプリスタ（仮）

有限会社 三宅花卉園

4

切花

アルストロメリア

陽だまり

有限会社 三宅花卉園

5

切花

アルストロメリア

月宿り

信州片桐花卉園

6

切花

キンギョソウ

アスリート ブライトピンク

株式会社 サカタのタネ

7

切花

ダリア

ローズクォーツ

株式会社 ミヨシ

8

切花

トルコギキョウ

グラナスピンク

カネコ種苗株式会社

9

切花

トルコギキョウ

グラナスライトピンク

カネコ種苗株式会社

10

切花

トルコギキョウ

ビッグホワイト

株式会社 ミヨシ

11

切花

トルコギキョウ

ピッコローサ ニュースノー

株式会社 サカタのタネ

12

切花

トルコギキョウ

フルフル® バイオレット

株式会社 サカタのタネ

13

切花

トルコギキョウ

ボヤージュ® （1 型）サクラ

株式会社 サカタのタネ

14

切花

トルコギキョウ

ボン・ボヤージュ® ホワイト

株式会社 サカタのタネ

15

切花

フリージア

エアリーピンク

石川県

16

切花

フリージア

エアリーピーチ

石川県

17

切花

フリージア

エアリーレッド

石川県

18

切花

ユリ

プチフィーユ

山口県農林総合技術センター

19

切花

サクラ

巴波桜

とちぎ桜花組合

20

切花

バラ

オレンジ ロマンティカ

京成バラ園芸株式会社

21

切花

バラ

コーラル ハート

京成バラ園芸株式会社

22

切花

バラ

シランス

京成バラ園芸株式会社

23

切花

バラ

ルビアナ

京成バラ園芸株式会社

■鉢物部門（受賞 17 品種）
NO

部門名

品目名

品種名

出品者

1

鉢物

マーガレット

マルコロッシ

株式会社 ゲブラナガトヨ

2

鉢物

シクラメン

セレナーディア アロマブルー

サントリーフラワーズ株式会社

3

鉢物

アジサイ

美雲

島根県

4

鉢物

ニューギニアインパチェンス

サンパチェンス® マジェンタ

株式会社 サカタのタネ

5

鉢物

ニューギニアインパチェンス

サンパチェンス® レッド

株式会社 サカタのタネ

6

鉢物

ネメシア

エレーヌ

株式会社 ゲブラナガトヨ

7

鉢物

ネメシア

サーモンピンク

株式会社 ゲブラナガトヨ

8

鉢物

ペラルゴニウム

サーフ 湘南

株式会社 サカタのタネ

9

鉢物

ペチュニア

レッドバイカラー

株式会社 ゲブラナガトヨ

10

鉢物

ペチュニア

華Ｇ５０１

株式会社 ゲブラナガトヨ

11

鉢物

ペチュニア

ノーヴォ シリーズ アイスピンク

有限会社 ガルテン湘南

12

鉢物

ペチュニア

「ブリエッタ」ゴールド

第一園芸株式会社

13

鉢物

ペチュニア

「ララン」ステラ☆ピーチ

第一園芸株式会社

14

鉢物

ファレノプシス

カーリー

有限会社 椎名洋ラン園

15

鉢物

プリムラ マラコイデス

かぐや

石塚園芸

16

鉢物

ビオラ

フレアーブルーシック

都筑の里

17

鉢物

パンジー

レディ ヴィオレッタ

都筑の里

上記の JFS 受賞品種は、年末に開催されるフラワー・オブ・ザ・イヤー及び各年間賞の選考会にノミネートされます。

３．部門長の講評の概要
【切花部門】
今回の出品の特徴として、国内での育成品種の出品が多く、日本人の感性を盛り込んだ国内マーケッ
トを意識品種群が多数並んだ。何れも、従来品種より改良され高位平準化された品種が多く、大変共感
が持てる。また、長らく国内での品種改良が行われていなかった品目へのアプローチなども見られ、今
後のマーケットへの新しい新風も期待できる一面も見られた。
アルストロメリア「ガーネットリング（仮）」は従来にはない白と濃い赤紫の花色を持つコントラス
トの美しい大輪花。花付き花持ちも抜群で、見た目からは想像もできないエレガントな芳香を放ち意外
性を持った一面も魅力である。アルストロメリア「チェリーブロッサムⅡ（仮)」は丸弁大輪高性の多輪
咲種。淡いピンク色の桜貝のような花色が特徴で、気品に満ちた雰囲気が魅力の品種である。また、花
が上向きで様々な用途への汎用性が期待できる。同じくアルストロメリア「ローズプリスタ(仮)」は
大輪高性の大輪花。従来のアルストロメリアにはない濃赤と白のコントラストと柔らかい芳香を持つ。

▲アルストロメリア「ガーネットリング（仮）」▲同「チェリーブロッサムⅡ（仮）」 ▲同「ローズプリスタ（仮）」

小輪系のアルストロメリア「陽だまり」は、山吹色と淡い黄色の柔らかいグラデーションが魅力。ア
ルストロメリア「月宿り」は中輪、中茎で花弁の斑点が少なく、繊細な複色で和・洋どちらでもマッチ
する。また、全体的なボリュームもあり、１本でも十分に楽しめる。

左：アルストロメリア「陽だまり」
右：同「月宿り」

キンギョソウ「アスリート ブライトピンク」は花が色あせしにくい、鮮やかなピンク色で、旺盛な生
育力と従来品種より耐暑性がある。茎も太くボリューム感があり、見応えのある品種である。
ダリアは季節や栽培環境で花色が変化し易いが、ローズフォーマルデコラ咲き中大輪系品種のダリア
「ローズクォーツ」は、当品種は年間を通して花色が安定しているという。

左：キンギョソウ
「アスリートブライトピンク」
右：ダリア「ローズクォーツ」

今回トルコギキョウでは下記 7 品種の入賞があった。
トルコギキョウ「グラナスピンク」はピンク色で花弁にフリンジの入る中大輪八重品種で花持ちがよ
く、草丈の伸び、茎も硬く、栽培しやすい。枝数も 3 本以上で、ボリューム感のある切花になりやすい。
同シリーズで淡ピンク色で花弁にフリンジの入る中大輪八重品種「グラナスライトピンク」は花持ち
も良好で輪数も多く、やはりボリューム感がある。

左：トルコギキョウ
「グラナスピンク」
右：同「グラナスライトピンク」

トルコギキョウ「ビッグホワイト」はその名前の通り大きな花が特徴的で、花弁の「巻き」が多く、
フリルも入るので大変ゴージャスな品種。色合いも美しく様々な用途での汎用が期待できる。
花形が美しい中輪バラ咲きの「ピッコローサ ニュースノー」は、花もちにも優れる純白色 品種。栽
培面での優位性も高く、広く用途も期待できる品種である。「フルフル® バイオレット」近年では少な
くなった、可愛らしい小輪の八重咲き品種で、バラのような花形美しい。花弁はベルベット調のつやの
ある濃く鮮やかなブルーで、質感も高い。輪数も多く、切り分けて使うこともできる。

▲トルコギキョウ「ビッグホワイト」

▲同「ピッコロ―サ ニュースノー」

▲同「フルフル® バイオレット」

「ボヤージュ® (1 型)サクラ」はフリル状の花弁をもった八重咲き品種で、花にボリュームがあり、豪
華な 花形が魅力的。桜色のやさしいピンクの花色はブライダルシーン等での用途などにも扱い易い。花
弁の巻き、フリンジの強さが従来品より優れ、卓越した花形が特徴的な「ボン・ボヤージュ® ホワイト」
は日持ち性や茎のしっかりした点など扱い易い点も魅力である。

左：トルコギキョウ
「ボヤージュ® (1 型)サクラ」
右：同「ボン・ボヤージュ®ホワイト」

フリージア「エアリーピンク」開花時期の季節に合った花色で、茎は細いが硬く、しっかりしており、
非常に扱い易い品種。同じくフリージアの「エアリーピーチ」は半八重の大輪品種で、見応えがある上、
フリージアらしい強い芳香性が魅力的な品種。「エアリーレッド」は赤の八重咲きで、しっかりと開花
することからボリューム感もある品種である。なじみ深いフリージアではあるが、新しい価値をもった
品種 3 品種が受賞となった。

▲フリージア「エアリーピンク」

▲同「エアリーピーチ」

▲同「エアリーレッド」

ユリ「プチフィーユ」は近年流通の少なくなったスカシユリに代わる小輪タイプ。花色は淡いピーチ
ピンクで、花弁の斑点が少なく、他の花との合わせもしやすい。
サクラ「巴波桜」（ウズマザクラ）は木肌、花、木姿共に従来品種にない良いバランスをと美しさを
兼ね備えている上、切り枝として早出しが可能で長期間楽しむことができるという。

▲ユリ「プチフィーユ」

▲サクラ「巴波桜」

バラ「オレンジ ロマンティカ」はオレンジ色の花色が鮮やかな、アンティーク調の花形が魅力の大輪
系品種。また、日持ちも非常に良く、季節を問わず楽しむことができる。同じく丸みのあるアンティー
ク調の花形が、愛らしくも華やかなバラ「コーラル ハート」は、淡いオレンジピンクの花色と、品種。
花保ちも良好。“コーラル(Coral)”は英語で“サンゴ”を意味し、花色に由来する。同じくバラ「シラ

ンス」は上品なラベンダー系の花色が美しい、清楚な趣の感じられるスプレー(房咲き)品種で輪も大き
くボリューム感もある。切り分けてアレンジメント等への汎用性も期待できる。“シランス (Silence)”
はフランス語で“静けさ/静寂”の意。爽やかなグリーンの花色が魅力のスプレー(房咲き)系品種バラ
「ルビアナ」は開花につれてグリーンの深い花色へと変化する。花保ちも非常に良く、また、アレンジ
メントやブーケ用途にも扱い易い。

▲バラ「オレンジ ロマンティカ」

▲同「シランス」

▲同「コーラルハート」

▲同「ルビアナ」

【鉢物部門】
マーガレット「マルコロッシ」は花が球状になる品種。白いピンポン玉がいくつも浮いているように
見える。今回は大鉢での出品だが、ガーデンに植え込み、枝と枝の間に他の植物をあわせて、動きのあ
るデザインの要素としての活用が期待できる。
シクラメン「セレナーディア

アロマブルー」はシクラメンでは希少なブルー系の花色が特徴の一重

咲き。強すぎはしないがさりげなく遠くまで香る甘い香りも魅力的で、とりわけ女性消費者の心をつか
むことだろう。親しみのあるシクラメンという品目だが「色」と「香り」での新しさがあり、クリスマ
スや年末年始のギフトでの活躍に期待できる。
アジサイ「美雲」は八重手まり咲きで、少しグレーがかったパステルブルー。葉の大きさが比較的小
さめで、日本人の感性に訴えるような繊細な美しさがある。幅広い層に人気がでるだろう。

▲マーガレット「マルコロッシ」

▲シクラメン「セレナーディア

アロマブルー」

▲アジサイ「美雲」

ニューギニアインパチェンス「サンパチェンス®マジェンタ」、
「サンパチェンス®レッド」は春から晩秋
にかけて長期間にわたり花を楽しめる。特に暑さや強い日差しにも耐え、夏の間も休まずに生長を続け
る旺盛な生育力があり、
「環境浄化植物」としても注目されている。従来白色やピンク色など淡色系の品
種が多かったが、今回出品されたマジェンタ、レッドは真夏の光の下で映える鮮やかでトロピカルな色
味で、見応えのある品種である。
左：ニューギニアインパチェンス
「サンパチェンス®レッド」

右：ニューギニアインパチェンス
「サンパチェンス®マジェンタ」

ネメシア「エレーヌ」は発色の良い優しいソフトピンクの花色に加えて、シトラス系の香りを漂わせ
る。一方で「サーモンピンク」は発色の良いサーモンピンクの花色に加えてバニラ系の香りを漂わせる。
両品種とも、女性に人気が出そうな、やさしい花色と香りが特徴的であり市場性も高い。
ペラルゴ二ウム「サーフ湘南」は明るいオレンジレッドに中心部が白く抜けるコントラストが美しい
品種。ペラルゴ二ウムは花弁にブロッチが現れる品種が多いが、この品種はブロッチが入らないことで
色味がくすんで見えることがなく、すっきりとした印象が評価された。

▲ネメシア「エレーヌ」

▲ネメシア「サーモンピンク」

▲ぺラルゴ二ウム「サーフ

湘南」

「
「ララン」ステラ☆ピーチ」
「レッドバイカラー」
「華 G 501」は花弁の中に印象的なラインの入る 2 色
咲きタイプ。マンションのベランダなど限られたスペースでコンパクトに楽しむ消費者が多くなり、旺
盛な生長力やボリューム感があるという価値だけでなく、花そのもののユニークさや存在感も注目され
る。他の花との組み合わせのしやすさも、消費者が花を選ぶ際のポイントになるが、その点「ブリエッ
タ」ゴールドはペチュニアとしては育種の難しい個性的な濃黄色でありどんな色の花ともあわせやすい。
小輪だが多花性で、咲き揃えば 1 株でも存在感を発揮する。這性の八重咲き中輪花「ノーヴォシリーズ
アイスピンク」はハンギングバスケットなど目線を上げたところに飾るにも良いだろう。

▲ペチュニア「ララン」ステラ☆ピーチ▲同「レッドバイカラー」

▲同「ブリエッタゴールド」

▲同「ノーヴォシリーズ

▲同「華 G501」

アイスピンク」

ファレノプシス「カーリー」はライムグリーンのさわやかな花色、室内置きの鉢花は明るめの色が好まれ
る。高級感もあり男性にも好まれるファレノプシスは父の日に向けてギフト需要に期待ができる。

プリムラ

マラコイデス「かぐや」は、高級感あるやわらなかクリーム色の花色は新規性があり、加

えて、ボリューム感ある草姿が、存在感を引きたてている。様々な場面での活用が期待できる。

▲ファレノプシス「カーリー」

▲プリムラ マラコイデス「かぐや」

ビオラ「フレアーブルーシック」は濃く深い青紫色の花弁に白い糸覆輪（縁取り）がしっかり際立っ
た特長をもつ。出品された株によって色のバラつきがあったが、出現色に多少の個体差があるというこ
とを商品性として受け入れているというパンジー・ビオラの今のマーケットの状況もある。
また、パンジー「レディ ヴィオレッタ」の透明感ある紫色で、バラがゆっくりと咲きすすむようなエ
レガントな雰囲気。立ち上がり気味で、花首が長いのも特長で小さな切り花としても楽しめるだろう。
パンジー・ビオラというと、花壇に同じ種類をたくさんまとめて植えて「色」を表現するための素材と
したり、他の植物との寄せ植えにすることも多かったが、鉢植えにして小さな花の個性を楽しめるよう
な品種改良も進んでいるようだ。

▲ビオラ「フレアーブルーシック」

▲パンジー「レディヴィオレッタ」

