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ジャパンフラワーセレクション２０１３－２０１４ 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
2013-2014」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、９品種が推奨品
種として選定されました。審査は、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実施し、生育過程の観察を行うとともに、
対象品目が多種類にわたるので栽培期間中に必ず 2 度の審査を実施で
きるよう 全期間中に 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。

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。

【ＪＦＳ2013-2014 苗物部門 推奨品種】
区 分

品目名

品種名

出品者

苗物

キンセンカ

かれん

岐阜県農業技術センター

苗物

ニューギニアインパチェンス

サンパチェンス®レッド
®

㈱サカタのタネ

苗物

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

㈱サカタのタネ

苗物

ペチュニア

エスプレッソトリュフ

㈱エム・アンド・ビー・フローラ

苗物

ペチュニア

サフィニアブーケ キューティーバイオレット

サントリーフラワーズ㈱

苗物

ペチュニア

サフィニアブーケ キューティーライム

サントリーフラワーズ㈱

苗物

バーベナ

花手毬 キャンディストライプ（仮） サントリーフラワーズ㈱

苗物

ニチニチソウ

ミニナツ ストロベリー

㈱エム・アンド・ビー・フローラ

苗物

ペチュニア

F1 タイタンローズハロ

㈱エム・アンド・ビー・フローラ

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：2013 年 3 月～6 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 か月ごと
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）2013 年 6 月 6 日（木）14:00～17:00
（第２回）2013 年 7 月 11 日 (木）14:00～17:00
（第３回）2013 年 9 月 5 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）

写真上

審査会の様子

下

露地花壇の様子

（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

2013 年
4月

5月

6月

7月

8月

9月

植え付け・
栽培記録
審査会

★

★

★

（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

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

（２）苗物部門長講評の概要
苗物部門夏秋審査会では、出品 10 品種について 6 月 6 日、7 月 11 日と 9 月 5 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。
■キンセンカ「かれん」は、従来のキンセンカとヨーロッパ原産のキンセンカを交配して育成した一
重咲きの品種。今回の栽培観察では 3 月下旬に定植し 5 月上旬に花の盛期を迎え、非常に花着きが良
く 1 株でもボリューム感があることを確認できた。株がしっかりとした立性だが、分枝が良いので株
元が透けることもない。ピンチ次第で草姿をガーデンデザインにあわせた活用もできるだろう。梅雨
時期にもうどんこ病などの病気にかからず、連続して開花し続けることも評価された。花径が小さく
なり最盛期ほどの花数ではないにしても、夏の暑さに耐えて枯死することなく長期間咲き続け、
「キ
ンセンカは春先に楽しむ花」というイメージを払拭する優れた品種である。

▲定植後 14 日の露地花壇群落植栽の
様子（3 月 28 日撮影）

▲定植後 59 日の露地花壇・群落植栽
の様子（5 月 13 日撮影）

▲定植後 59 日の露地花壇の様子（5
月 13 日撮影）

■ニューギニアインパチェンス「サンパチェンス®レッド」は、従来のサンパチェンス®と比べると株
が暴れにくく、コンパクトにまとまる草姿が特徴。従来品種に比べるとやや株が小さいが、草姿を整
える手間をかけることなくこんもりと育った。
「サンパチェンス®マジェンタ」も同じく従来品種より
小ぶりではあるが、草姿は安定している。完成予想がしやすい点で、ガーデンのデザインには使いや
すいだろう。両品種とも咲き始めと咲き終わりの花とで色の濃淡は出るが、非常に鮮やかな赤色や濃
いマジェンタ色の花は、遠目からでも目を引く。水と肥料を切らさないように栽培するというポイン
トさえ押さえれば、猛暑下でも育つ花として花壇に彩りを添えることができるだろう。

▲定植時のサンパチェンス®レッド
露地花壇群落植栽の様子
（４月 18 日撮影）

▲定植後 84 日の露地花壇・群落植栽
の様子（７月 11 日撮影）

▲定植後 81 日のハウス内栽培
1 株植えの様子
（7 月 8 日撮影）

▲定植時のサンパチェンス®マジェン
タ
露地花壇群落植栽の様子
（４月 18 日撮影）

▲定植後 84 日の露地花壇・群落植栽
の様子（７月 11 日撮影）

▲定植後 81 日のハウス内栽培 1 株
植えの様子（7 月 8 日撮影）

■ペチュニア「エスプレッソトリュフ」は、黒色に近い花色とベルベットのような質感が個性的な品
種。株姿は 1 株ごとこんもりと丸くまとまるが、生育に従い横に広がる這い性で、
コンテナでの栽培だけでなく、花壇でも旺盛に育ち、梅雨時期でも病気にかからず、猛暑下でも休む
ことなく開花し続けた。花色が濃いために心配される花弁の傷みや花ガラが、露地花壇でもコンテナ
でもほとんど気にならないという点も高く評価された。
カラフルな花色が多いペチュニアだが、シックな印象の素材として使用シーンや他の花との組み合わ
せを消費者に提案していけば、新しいガーデニングの楽しみを広げる期待が持てる。色の新しさ・美
しさに育てやすさも備えた消費者におすすめできる優れた品種である。

▲定植時の露地花壇・群落植栽の様
子（4 月 25 日撮影）

▲定植後 18 日の露地花壇・群落植栽
の様子（5 月 13 日撮影）

▲定植後 76 日の路地花壇・群落植栽
の様子（7 月 10 日撮影）

■ペチュニア「サフィニアブーケ キューティバイオレット」
「サフィニアブーケ キューティライ
ム」は、株がコンパクトで丸く、花束のような草姿が特徴。栽培試験では植え込んだ株の半数をピン
チして観察したが、ピンチしてもしなくても大差なく草姿がまとまった。ピンチすることをためらう
消費者でも安定的に育てられるという点が評価される。また、大きくなりすぎないことも場所を選ば
ず楽しめることにもつながり、他の植物との寄せ植えなどにも活用しやすいだろう。
キューティバイオレットは花弁の奥まで濃い紫色が発色した上品な印象。キューティライムはクリー
ム色の花弁のふちがライトグリーンのユニークな花色。用途の多様性も期待できる品種である。

▲サフィニアキューティバイオレッ
ト定植時のハウス内栽培の様子（5 月
13 日撮影）

▲定植後 47 日のハウス内栽培の様子

▲サフィニアキューティライム
定植時のハウス内栽培の様子 （5 月
13 日撮影）

▲定植後 47 日のハウス内栽培の様子

（6 月 25 日撮影）

（6 月 25 日撮影）

▲定植後 60 日のハウス内栽培
子（7 月 8 日撮影）

の様

▲定植後 60 日のハウス内栽培
子（7 月 8 日撮影）

の様

■バーベナ「花手毬 キャンディストライプ（仮）」は、ローズピンクに白のストライプがさす花色
が個性的で楽しい。千代紙の模様にも似て、和風のテイストも感じることができる。今年の猛暑の
中、葉の変色もなく、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
しなくても咲き揃い、草丈は 25～30 ㎝程度でまとまりカーペット状に広がる。株張りが良く株元が
透けず密に育つ草姿も良い。ガーデンデザインの中でも用途は広いだろう。メンテナンスフリーで
園芸初心者にも推奨できる。

▲定植後 11 日の露地花壇・群落植栽
の様子（5 月 27 日撮影）

▲定植後 40 日の露地花壇・群落植栽
の様子（6 月 25 日撮影）

▲定植後 55 日の路地花壇・群落植栽
栽培の様子（7 月 10 日撮影）

■ニチニチソウ「ミニナツ ストロベリー」は、２cm ほどの小輪の花がいっぱいに咲く新しいタイ
プ。ポット苗時には草丈１５㎝、株径１３㎝ほどでコンパクトだが、定植後の草勢は旺盛で花着き
もよく、暑い夏にも花径が小さくなることも花数が減ることもなく連続開花することが観察された。
花壇の主役としなくとも、分枝が良いことと明るい緑の葉色の良さによって、斜面や壁面等への利

用などの新しい役割も予感できる。草姿が乱れることもほとんどないが、伸びすぎたところを切り
戻せば、簡単に美しい姿を長く楽しめる。手入れのしにくい暑い時期に手間をかけずに長く楽しめ
ることも消費者へのアピールポイントになるだろう。

▲定植後 4 日の露地花壇・群落植栽の
様子（5 月 27 日撮影）

▲定植後 79 日の露地花壇・群落植栽
の様子。（8 月 29 日撮影）

▲定植後 79 日の露地花壇 1 株植えの
様子。（8 月 29 日撮影）

■ニチニチソウ「F1 タイタン ローズハロ」は、大輪のローズピンクの花の真ん中にはっきりとし
た白い目の入る複色の品種。株の揃いが良く、ピンチしてもしなくても安定的な生長が見られた。
ニチニチソウは、生育過程で株が揃わずに整形花壇では使いにくいと言われることもあるが、この
品種は草姿が安定しており整形花壇や造園での植栽で本領が発揮できるという意見も出た。多花性
で分枝もよく、耐病性・耐暑性も高くパフォーマンス的に申し分ないという評価である。
発色のよい大輪品種は、外に出にくい猛暑時期の花の楽しみ方として、屋内のリビングから遠目に
見ても美しい品種という提案も可能だろう。

▲定植後 12 日の露地花壇・群落植栽
の様子。（6 月 25 日撮影）

▲定植後 27 日の露地花壇・群落植栽
の様子。（7 月 10 日撮影）

▲定植後 77 日の露地花壇・群落植栽
の様子。（8 月 29 日撮影）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ジャパンフラワーセレクション 2013-2014 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：キンセンカ
品種名：かれん
出品者：岐阜県農業技術センター
特 徴：従来のキンセンカとヨーロッパ原産のキンセンカを交配して育成した一重咲きの品種です。花壇、鉢植え、プラ
ンター、寄せ植えなど幅広く使うことができます。春によく咲きますが、多年草でほぼ年中開花します。寒さに
は非常に強く、うどんこ病などの病気にも強いです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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®レッド
出品者：株式会社サカタのタネ
特 徴：サンパチェンス®は、真夏も休まずに成長を続ける旺盛な生育力と、環境浄化植物としての能力が高く評価されて
います。新色のレッドは、株があばれにくくこんもりとまとまる草姿と、真夏の花壇に映える情熱的な赤色の花
が特徴です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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®マジェンタ
出品者：株式会社サカタのタネ
特 徴：サンパチェンス®は、真夏も休まずに成長を続ける旺盛な生育力と、環境浄化植物としての能力が高く評価されて
います。新色のマジェンタは、鮮やかな赤紫の花色で、連続開花性に優れるため、真夏でも次々と花を咲かせま
す。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
品目名：ペチュニア
品種名：エスプレッソトリュフ
出品者：株式会社

エム・アンド・ビー・フローラ

特 徴：株姿はドーム状の丸いフォルムに広がり、3～4cm の黒色の小輪の花を株いっぱいに咲かせる這い性ペチュニアで
す(定植直後は株が立ち上がるように生長し、生育するに従い、横に広がっていくタイプ）。今までにないシック
な印象の花壇作りに向いている商材ですが、日本の気候に順応するように開発したので、夏場も旺盛に生育し、
株張り 140 ㎝にも広がります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
品目名：ペチュニア
品種名：サフィニア

キューティバイオレット

出品者：サントリーフラワーズ株式会社
特 徴：ピンチ無しで、株の中心にも花がいっぱいになり、圧倒的な花数と満開感を体感できます。節間が短く、分枝も
良く、次々と花が咲きあふれます。キューティバイオレットは、花弁の奥まで発色する濃い美しい紫色の小輪。
色あせもしにくく、長く高級感あふれる咲き姿が楽しめます。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

品目名：ペチュニア
品種名：サフィニア

キューティライム

出品者：サントリーフラワーズ株式会社
特 徴：ピンチ無しで、株の中心にも花がいっぱいになり、圧倒的な花数と満開感を体感できます。節間が短く、分枝も
良く、次々と花が咲き、ボリュームあふれる草姿が秋まで楽しめます。キューティライムは、花弁のふちがライ
トグリーンのユニークな花色で、明るい咲き姿に。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
品目名：バーベナ
品種名：花手毬

キャンディストライプ（仮）

出品者：サントリーフラワーズ株式会社
特 徴：濃いローズピンクとホワイトのはっきりしたコントラスを持つ 2 色咲き花弁を持ち、カーペット状にどんどん広
がります。生育旺盛でうどんこ病に強く、梅雨時も乗り切り秋まで長く楽しむことができます。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
品目名：ニチニチソウ
品種名：ミニナツ

ストロベリー

出品者：株式会社

エム・アンド・ビー・フローラ

特 徴：株は大きく旺盛に生長し、2cm 程度の極小さな花を株いっぱいに咲かせる新タイプのビンカ。日本で育種してい
るため、高温多湿の日本の夏でも花が休むことなく次々に開花します。株張り 50 ㎝、草丈 60 ㎝。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
品目名：ニチニチソウ
品種名：F1タイタン
出品者：株式会社

ローズハロ
エム・アンド・ビー・フローラ

特 徴：F1 ハイブリッドのビンカの中でも斬新な複色品種。主として次の 5 つの特徴を有しています。1) 大輪の複色品
種､2) 開花期間の早さ､3) 個体間の揃いの良さ､4) 株の強健性､5) 低温期の持続的生長。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■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

