
 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、 

国内最大級の花と緑に関する総合園芸パブリックショウ 『2017 日本フラワー＆ガーデンショウ』 を、去る2017年 

4月1日（土）～3日（月）までの3日間、パシフィコ横浜 展示ホールC・D にて開催しました。 

 今回のショウは、1991年に幕開けした第1回目の開催以来、第27回目の開催となり、ショウテーマを『花を楽しみ

つくす ～家族で楽しむ！花と緑の3日間～ 』、シンボルフラワーを『バラ』とし、出展規模95社201小間で来場者を

お迎えしました。そしてその結果、61,280人（1日：18,345人、2日：24,823人、3日：18,112人）にご来

場いただき、会場規模・来場者数共に、前回を上回る盛大な開催となりました。 
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■来場者数 実績 

2017F&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『2017F&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、鉢物・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、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、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。 

 今回出品された新品種は、33社（者）94点にも及び、発売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一般の方々に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、『2017F&Gジャパンセレクション』は国内最大

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（会期初日及び2日目）にて来場者による人気投票を行い、総投票数14,093票（※投票

用紙1枚につき、部門を問わず2票まで投票可）の結果、『切花部門』と『鉢物部門』の入賞品種は別紙の通りとな

りました。 

※前回（2016年）来場者数（3日間合計）は 59,525人 

日程 1日（土） 2日（日） 3日（月） 3日間合計 

来場者数 18,345人 24,823人 18,112人 61,280人 

天候 雨のち曇 曇 晴 - 



 4月3日（月）に行われた表彰式では、グランプリを受賞したカネコ種苗 株式会社を代表

し、花き園芸部 仕入企画グループ 係長 又市浩彰氏に、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。 

 また全出品の中から、最も多くの票を得た品種に対し「2017F&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はデルフィニウム「クレスブルー」（出品者：カネコ種苗 株式会社）が受賞しました。 

2017F&Gジャパンセレクション グランプリ 

デルフィニウム 

クレスブルー 

カネコ種苗 株式会社 

早期抽苔やロゼットしにくい生産性の高い青色

八重品種。花は中大輪の丸弁で赤味が出にくい。

茎は硬く花つきが非常に良い。 

品 目 名： 

品 種 名： 

出品者名： 

特    長： 

表彰されるカネコ種苗 株式会社 又市浩彰氏 受賞者の記念撮影 
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●切花部門（1位～3位） 

デルフィニウム 

クレスブルー 

カネコ種苗 株式会社 

早期抽苔やロゼットしにくい生産性の高い青色八重

品種。花は中大輪の丸弁で赤味が出にくい。茎は硬

く花つきが非常に良い。 

1位・グランプリ 

品 目 名： 

品 種 名： 

出品者名： 

特    長： 

バラ 

ゴットマザー 

有限会社 岡松バラ園 

花弁枚数も多く開花に連れての形が今までにない 

咲き方。外弁がグリーンで、黄色に近い淡いオレンジ

の花色でコロンとした独特な花の形です。 

2位 

品 目 名： 

品 種 名： 

出品者名： 

特    長： 

バラ 

ブライダルセブンスターローズ 

有限会社 たなまち園芸場 

深みのある紫ピンクの花色で、クラシカルなロゼット咲

きの大輪花が、優美さを感じさせる。ブライダルやデザ

イナー系アレンジメントの新たな素材として期待できる。

花保ちもよい。 

3位 

品 目 名： 

品 種 名： 

出品者名： 

特    長： 

『切花部門 人気投票結果』 

別紙：2017F&Gジャパンセレクション入賞品種について 
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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 スイートピー 青式部 宮崎県総合農業試験場 花き部 

５ トルコギキョウ ハピネスブルーチーク・ピンクチーク2型 株式会社 ミヨシ 

６ バラ ラブリーガール 京成バラ園芸 株式会社 

７ バラ ユニベール やぎばら園 

８ トルコギキョウ ブルーサワー カネコ種苗 株式会社 

９ バラ カーマイン クラシック 京成バラ園芸 株式会社 

１０ トルコギキョウ マキア ルージュ 株式会社 サカタのタネ 

バラ 

ユニベール 

やぎばら園 

４位 5位 6位 

7位 8位 9位 10位 

トルコギキョウ 
ハピネスブルーチーク・ピンクチーク2型 

株式会社 ミヨシ 

バラ 
ラブリーガール 

京成バラ園芸 株式会社 

スイートピー 
青式部 

宮崎県 総合農業試験場 花き部 

トルコギキョウ 
ブルーサワー 

カネコ種苗 株式会社 

バラ 
カーマイン クラシック 

京成バラ園芸 株式会社 

トルコギキョウ 
マキア ルージュ 

株式会社 サカタのタネ 

別紙：2017F&Gジャパンセレクション入賞品種について 
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●鉢物部門（1位～3位） 

エラチオールベゴニア 

ルネッサンスプット NEO 

宇佐美園芸 

花が緑色の雪の結晶みたいな形で上がり、段々と 

色づきながら透明感のある美しいオレンジになります。

花が葉に近いので、低温、低日照でも咲いてきます。

株の分枝もよく、株止まりも良く花つき、花もちも 

大変良い品種です。 

品 目 名： 

品 種 名： 

出品者名： 

特    長： 

カンパニュラ 

ホワイトメアリーミー 

株式会社 ハクサン 

非常に珍しいカンパニュラ フォルマネキアーナ種。 

一定期間の低温に当たると自然に円錐形に育ち、 

白い花を咲かせる。 

品 目 名： 

品 種 名： 

出品者名： 

特    長： 

ネメシア 

ピンクレモネード 

タキイ種苗 株式会社 

上弁はピンク～ライラック、下弁は明るいレモン色の 

とてもさわやかなツートンカラーが魅力。甘い香りも 

あります。 

品 目 名： 

品 種 名： 

出品者名： 

特    長： 

『鉢物部門 人気投票結果』 

別紙：2017F&Gジャパンセレクション入賞品種について 

1位 

2位 

3位 
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≪この件に関するお問い合わせ先≫ 

2017日本フラワー＆ガーデンショウ推進事務局 

TEL・FAX／03-3263-3680 

●鉢物部門（4位～10位） 

順位 品目名 品種名 出品者名 

４ ラナンキュラス ラックス エウロペ 有限会社 綾園芸 

５ ペチュニア 花衣 黒真珠 株式会社 エム・アンド・ビー・フローラ 

６ ネメシア フェアリーマーブルピンク 株式会社 ゲブラナガトヨ 

７ サクラ 悠久２ 石井 重久 

８ パンジー ワンダーフォール ブルーピコティシェード シンジェンタジャパン 株式会社 

９ ミルトニア エンザンライダー“サーモンミルト” 株式会社 向山蘭園 

１０ ラナンキュラス ラックス ウラノス 有限会社 綾園芸 

サクラ 

悠久２ 

石井 重久 

４位 5位 6位 

7位 8位 9位 10位 

ペチュニア 
花衣 黒真珠 

株式会社 エム・アンド・ビー・フローラ 

ネメシア 
フェアリーマーブルピンク 
株式会社 ゲブラナガトヨ 

ラナンキュラス 
ラックス エウロペ 
有限会社 綾園芸 

パンジー 
ワンダーフォール  

ブルーピコティシェード 
シンジェンタジャパン 株式会社 

ミルトニア 
エンザンライダー“サーモンミルト” 

株式会社 向山蘭園 

ラナンキュラス 
ラックス ウラノス 
有限会社 綾園芸 

別紙：2017F&Gジャパンセレクション入賞品種について 


