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公益社団法人 日本家庭園芸普及協会

国内最大級“花と緑”に関する総合園芸ショウ

『201５ 日本フラワー＆ガーデンショウ』
2015 JAPAN FLOWER & GARDEN SHOW

2015F&Gジャパンセレクション来場者人気投票結果発表

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『2015 日本フラワー＆ガーデンショウ』を、去る2015年4月10日（金）～12日
（日）までの3日間、幕張メッセ国際展示場 9番ホールにて開催しました。
今回のショウは、1991年の第1回開催以来、記念すべき25回目の開催を迎え、ショウ
テーマを『はじまる！つながる！花と緑のおつきあい』、シンボルフラワーを『百合（ユ
リ）』とし、出展規模 77社 176小間、来場者数50,365人（10日：11,532人、
11日：16,875人、12日：21,958人）で、無事に終了いたしました。

2015F&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『2015F&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。
花の新品種・新商品は、ファッション業界同様、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、花き業界全体の活性化につながり、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、出品された新品種は、25社（者）85点にも及ぶ多数の品種がエントリーされ、
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。これほど多くの新品種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、『2015F&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（10日及び11日）、来場者による人気投票を行い、総投票数9,648票
の結果、『切花部門』と『鉢花部門』の入賞品種は別紙の通りとなりました。
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また全出品の中から、最も多くの票を得た品種に対し「2015 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ダリアの
「白蝶」（株式会社ミヨシ）が受賞しました。

2015 F&Gジャパンセレクション グランプリ

品 目 名： ダリア
品 種 名： 白蝶
出品者名： 株式会社 ミヨシ
特
長： 大輪系セミカクタス咲白色品種。花型及び花の
大きさは黒蝶に類似しており、業務需要が期待
できる品種。大輪系だが早生性があり、また周
年を通して生産できる営利栽培向け品種。

4月12（日）に行われた表彰式では、グランプリを受賞した株式会社ミヨシを代表し国
内販売部部長 吉田浩之氏に、ショウ主催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。

表彰される株式会社 ミヨシ 吉田氏

受賞者の記念撮影
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『切花部門 人気投票結果』
●切花部門（1位～3位）
1位・グランプリ
品 目 名： ダリア
品 種 名： 白蝶
出品者名： 株式会社 ミヨシ
特
長： 大輪系セミカクタス咲白色品種。花型及び花
の大きさは黒蝶に類似しており、業務需要が
期待できる品種。大輪系だが早生性があり、
また周年を通して生産できる営利栽培向け品
種。

2位
品 目 名： リューココリーネ
品 種 名： 紫紺
出品者名： 有限会社 三宅花卉園
特
長： 花弁一枚一枚の花弁中央から外側に向けて濃
紺～淡紫のグラデーションが入り、花弁自体
があたかも立体感があるように映る。今まで
のリューココリーネにはない、全く新しい色
彩が特徴であり、色彩、質感から和洋どちら
にもマッチするのが魅力である。

3位
品 目 名： トルコギキョウ
品 種 名： ファンシー ラベンダー ELT
出品者名： 株式会社 ムラカミシード
特
長： 剣弁咲きの花形が特徴の早生種。花は大輪で
淡いラベンダー色。暖地の冬～早春出荷の作
型がおすすめ。
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●切花部門（4位～10位）
順位

品目名

品種名

出品者名

４

バラ

センティッド ジュエル

京成バラ園芸 株式会社

５

バラ

ルチェンテ

やぎばら園

６

トルコギキョウ

F1 ハピネス イエロー2型

株式会社 ミヨシ

７

トルコギキョウ

レイナ ラベンダー

株式会社 サカタのタネ

８

トルコギキョウ

アンバーダブル ホップ

株式会社 サカタのタネ

９

サクラ

酔翁

石井 重久

トルコギキョウ

レイナ グリーン

株式会社 サカタのタネ

１０

４位

5位

6位

バラ
センティッド ジュエル
京成バラ園芸 株式会社

バラ
ルチェンテ
やぎばら園

トルコギキョウ
F1 ハピネス イエロー2型
株式会社 ミヨシ

7位

8位

9位

10位

トルコギキョウ
レイナ ラベンダー
株式会社 サカタのタネ

トルコギキョウ
アンバーダブル ホップ
株式会社 サカタのタネ

サクラ
酔翁
石井 重久

トルコギキョウ
レイナ グリーン
株式会社 サカタのタネ
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『鉢花部門 人気投票結果』
●鉢花部門（1位～3位）
1位
品 目 名： ペラルゴニウム
品 種 名： 23-105
出品者名： 株式会社 サカタのタネ
特
長： 花付きの非常によいペラルゴニウム。四季咲
き性がつよく、長期間楽しめるのも特徴。ピ
ンチ等をおこなわなくても、草姿がまるくま
とまり、全身に花が付く。

2位
品 目 名： ヒマワリ
品 種 名： サンタスティック アンティーク
出品者名： 株式会社 サカタのタネ
特
長： 極わい性で分枝がよく、無花粉のため長期間
花を楽しめる。開花が早く多花性で、花壇で
つくると一株でも見ごたえのある草姿となり、
次々と花が咲く。ヒマワリにはめずらしいユ
ニークな花色。

3位
品 目 名： ペチュニア
品 種 名： 宙色小町
出品者名： 株式会社 ハルディン
特
長： 吸い込まれそうな深みのあるグラデーション
の花色が特徴的なペチュニア。花つきは抜群
で、草姿もこんもりときれいにまとまる。
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●鉢花部門（4位～10位）
順位

品目名

４

ニューギニアインパチェンス

サンパチェンス® スィートピーチ

株式会社 サカタのタネ

５

コリウス

葉っぱのコリン シャキシャキライム

株式会社 ハルディン

６

ペラルゴニウム

シーガル湘南

株式会社 サカタのタネ

７

ヒマワリ

サンタスティック クリアイエロー

株式会社 サカタのタネ

８

ヒマワリ

サンタスティック ファイアー

株式会社 サカタのタネ

９

ビオラ

ぞうさんビオラ

株式会社 ムラカミシード

ペチュニア

ポンパシリーズ

有限会社 ガルテン湘南

１０

品種名

４位

出品者名

5位

6位

ニューギニアインパチェンス
コリウス
サンパチェンス® スィートピーチ 葉っぱのコリン シャキシャキライム
株式会社 サカタのタネ
株式会社 ハルディン

ペラルゴニウム
シーガル湘南
株式会社 サカタのタネ

7位

8位

9位

10位

ヒマワリ

ヒマワリ

ビオラ
ぞうさんビオラ
株式会社 ムラカミシード

ペチュニア
ポンパシリーズ
有限会社 ガルテン湘南

サンタスティック クリアイエロー サンタスティック ファイアー

株式会社 サカタのタネ

株式会社 サカタのタネ

≪この件に関するお問い合わせ先≫
2015 日本フラワー＆ガーデンショウ事務局
TEL／03-3263-4424
FAX／03-3263-3509
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