
ジャパンフラワーセレクション2014-2015　切花部門　春審査会　受賞品種一覧

審査日：平成26年3月20日

ジャパンフラワーセレクション受賞品種（３０品種）
審査
NO

部門名 品目名 品種名 出品者

1 切花 アネモネ F1 モナリザ ワインシェードインプ 株式会社 ミヨシ

2 切花 アネモネ F1 モナリザ ワインホワイト 株式会社 ミヨシ

4 切花 カーネーション
ムーンダスト　スプレータイプ　’アクアマリ
ン’

サントリーフラワーズ株式会社

5 切花 カーネーション ムーンダスト　スプレータイプ　’サファイア’ サントリーフラワーズ株式会社

6 切花 デルフィニウム さくらひめ 愛媛県

7 切花 デルフィニウム F1ジャパンブルー 株式会社 ミヨシ

9 切花 トルコギキョウ ブルーフィズ カネコ種苗株式会社

10 切花 トルコギキョウ F1ビッグホワイト 株式会社 ミヨシ

11 切花 トルコギキョウ アンバーダブル パープル 株式会社 サカタのタネ

12 切花 トルコギキョウ フルフル® ホワイト 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）シャンパン 株式会社 サカタのタネ

14 切花 トルコギキョウ ボヤージュ® （１型）ピーチ 株式会社 サカタのタネ

15 切花 トルコギキョウ ロジーナ® ブルーピコティー 株式会社 サカタのタネ

17 切花 スイートピー スプラッシュパープル 神奈川県農業技術センター

18 切花 スイートピー スプラッシュブルー 神奈川県農業技術センター

19 切花 スイートピー スプラッシュレッド 神奈川県農業技術センター

20 切花 スイートピー リップルショコラ 神奈川県農業技術センター

21 切花 スイートピー リップルピーチ 神奈川県農業技術センター

22 切花 スイートピー リップルラベンダー 神奈川県農業技術センター

23 切花 スイートピー 恋式部 宮崎県総合農業試験場 花き部

31 切花 サクラ 春伊豆 JFC石井農場

33 切花 サクラ 春裾野 JFC石井農場

34 切花 サクラ 裾野さくら JFC石井農場

37 切花 バラ HANABI やぎばら園

38 切花 バラ ヴァーズ やぎばら園

39 切花 バラ ベビーチーク やぎばら園

40 切花 バラ モエリー やぎばら園

41 切花 バラ レフレーズ やぎばら園

42 切花 バラ カタリナ 京成バラ園芸株式会社

43 切花 バラ ミント ティー 京成バラ園芸株式会社

※上記受賞品種は、審査会で7.0点以上（10.0点満点）を獲得し、業界として自信をもって
推奨できる品種と認められたものです。



ジャパンフラワーセレクション2014-2015　切花部門　春審査会　優秀賞・特別賞受賞品種

審査日：平成26年3月20日

ベスト・フラワー（優秀賞）　受賞品種

審査
NO

部門名 品目名 品種名 出品者 受賞名

2 切花 アネモネ F1 モナリザ ワインホワイト 株式会社 ミヨシ
ベスト・フラワー（優秀賞）
（カラークリエイト特別賞と同時受賞）

18 切花 スイートピー スプラッシュブルー 神奈川県農業技術センター
ベスト・フラワー（優秀賞）
（フレグランス特別賞と同時受賞）

42 切花 バラ カタリナ 京成バラ園芸株式会社
ベスト・フラワー（優秀賞）
（モーストジョイ特別賞と同時受賞）

特別賞　受賞品種

審査
NO

部門名 品目名 品種名 出品者 受賞名

1 切花 アネモネ F1 モナリザ ワインシェードインプ 株式会社 ミヨシ カラークリエイト特別賞

2 切花 アネモネ F1 モナリザ ワインホワイト 株式会社 ミヨシ
カラークリエイト特別賞
（ベスト・フラワー（優秀賞）との同時受賞）

5 切花 カーネーション ムーンダスト　スプレータイプ　’サファイア’ サントリーフラワーズ株式会社 カラークリエイト特別賞  

6 切花 デルフィニウム さくらひめ 愛媛県 ジャパンデザイン特別賞、モニター特別賞

7 切花 デルフィニウム F1ジャパンブルー 株式会社 ミヨシ ジャパンデザイン特別賞

13 切花 トルコギキョウ ボヤージュ® （１型）シャンパン 株式会社 サカタのタネ グッドパフォーマンス特別賞

17 切花 スイートピー スプラッシュパープル 神奈川県農業技術センター フレグランス特別賞

18 切花 スイートピー スプラッシュブルー 神奈川県農業技術センター
フレグランス特別賞
（ベスト・フラワー（優秀賞）との同時受賞）

19 切花 スイートピー スプラッシュレッド 神奈川県農業技術センター フレグランス特別賞

37 切花 バラ HANABI やぎばら園 ブリーディング特別賞

40 切花 バラ モエリー やぎばら園 モーストジョイ特別賞

41 切花 バラ レフレーズ やぎばら園 フレグランス特別賞

42 切花 バラ カタリナ 京成バラ園芸株式会社
モーストジョイ特別賞
（ベスト・フラワー（優秀賞）との同時受賞）

※上記受賞品種は、年末に開催されるフラワー・オブ・ザ・イヤー（最優秀賞）の選考会へノミネートされます。


