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News Release ジャパンフラワーセレクション実行協議会事務局（一般財団法人 日本花普及センター）     2018.11.26 

日本フラワー･オブ･ザ･イヤー  
[ ジ ャ パ ン フ ラ ワ ー セ レ ク シ ョ ン 2 0 1 8 - 2 0 1 9 ] 

■ 今年最高の花、日本フラワー・オブ・ザ・イヤーが決定しました！ 

ジャパンフラワーセレクション実行協議会（事務局：（一財）日本花普及センター）は、切花・鉢物・ガーデニングの各部

門が年間各2～3回の審査会を行い、127品種を業界として推奨できる品種として、ＪＦＳ受賞品種に選定しました。そして、

この受賞品種の中から11月20日（火）に開催した中央審査委員会での厳正な選考の結果、今年の「フラワー・オブ・ザ・

イヤー（最優秀賞）」を決定しました。（受賞品種のうち、最優秀賞、優秀賞及び特別賞の受賞品種一覧はp.２～５を参照） 

授賞式は、平成30年12月5日（水）13：00より東京大学弥生講堂 一条ホール（東京都文京区）において、 

小里泰弘農林水産副大臣夫人 小里祐子様を特別ゲストにお迎えして開催します。 

 各品種の審査講評等の詳細については、授賞式会場にて資料を配布します。 

ジャパンフラワーセレクション（ＪＦＳ）とは、2006年4月からスタートした日本で唯一の統一的な花きの新品種認定事

業です。『いい花の新基準。』を合言葉に、毎年、次々と市場に導入される花きの新品種のなかから、生活者へ自信をもって

推奨できる新品種を公正な立場で審査し、業界として推奨できる品種を選定してＪＦＳ受賞品種として発表しています。審

査は、切花部門、鉢物部門、ガーデニング部門の 3部門で行われています。これらＪＦＳ受賞品種は、認定登録を経て専用

のロゴマーク（ＪＦＳマーク）を付けて販売されています。各審査会において受賞品種の中から、ベスト・フラワー（優秀

賞）、その他特別賞の選定が行われています。更に、ベスト・フラワー（優秀賞）の中から、年末に開催される中央審査委員

会でフラワー・オブ・ザ・イヤー（最優秀賞）の選定が行われ、その年の日本フラワー・オブ・ザ・イヤーとして表彰して

います。なお、フラワー・オブ・ザ・イヤー（最優秀賞）は、各部門でその年の最も優れた品種に与えられます。 

 

日本フラワー･オブ･ザ･イヤー２０１８「最優秀賞」受賞品種 

切花部門  鉢物部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ガーデニング部門 

品目名：バラ 

品種名：シーアネモネ 

受賞者：京成バラ園芸株式会社 

           （千葉県） 

育成者：A. J. H. van Doesum 

育成者権者：Interplant Roses B.V. 

  

品目名：ファレノプシス 

品種名：ナオミゴールド 

受賞者：有限会社椎名洋ラン園(千葉県） 

育成者：椎名 正剛 

 

  

品目名：ランタナ 

品種名：スーパーランタナ  

        ムーンホワイト 

受賞者：株式会社ハクサン（愛知県） 

育成者：Thomas Psenner 

育成者権者：J&H Japan 
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切花部門 

 日本フラワー･オブ･ザ･イヤー2018  最優秀賞・優秀賞・特別賞の受賞品種・受賞者   

※ 受賞品種の詳細は平成30年12月5日（水）開催の授賞式にて配布いたします。 

品目名 品種名 出品者 育成者 
審査 

会 
   

バラ シーアネモネ 京成バラ園芸㈱ 
A.J.H.van 

Doesum 
秋 

フラワー・オブ・ザ・イヤー 

（最優秀賞） 

トルコギキョウ セレブリッチホワイト 住化農業資材㈱ 
 谷口 和範 

 遠藤 靖典 
春 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

グッドパフォーマンス特別賞 

トルコギキョウ ウェーブクラシカ カネコ種苗㈱  北爪 伸英 春 ベスト・フラワー（優秀賞） 

トルコギキョウ 
ジュリアス 

ラベンダー 
カネコ種苗㈱  北爪 伸英 春 

べスト・フラワー（優秀賞） 

ライフデザイン特別賞 

バラ 
ピンク 

メイプルローズ 
㈲たなまち園芸場  棚町 満 春 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

モーストジョイ特別賞 

バラ 
ブライダル 

メイプルローズ 
㈲たなまち園芸場  棚町 満 春 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

モーストジョイ特別賞 

キク かがり弁白 
愛知県農業総合試験場 

東三河農業研究所 

 長谷川徹ら 

 22名 
秋 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

ブリーディング特別賞 

ニュースタイル特別賞 

グロリオーサ ZEN 藤井 隆志   藤井 隆志 秋 
ベスト・フラワー（優秀賞） 

ライフデザイン特別賞 

アルストロメリア かげろいNo,5 ㈲三宅花卉園  三宅 勇 春 ニュースタイル特別賞 

アルストロメリア なごみ ㈲三宅花卉園  三宅 勇 春 カラークリエイト特別賞 

キク セイスピース イノチオ精興園㈱  牧野 正且 春 フレグランス特別賞 

ダリア インカローズ ㈱ミヨシ  天野 良紀 春 
モーストジョイ特別賞 

モニター特別賞(春） 

デルフィニウム ブルーオリオン 
宮崎県 

総合農業試験場 花き部 

長友広明、中村

薫、森高久美 
春 ライフデザイン特別賞 

ダイアンサス 
ラフィーネ  

エイミー 
㈱ミヨシ  三原 健吾 春 グッドパフォーマンス特別賞 

ヒマワリ 
ビンセント® (2型) 

 タンジェリン DMR 
㈱ サカタのタネ  中川 雅博 春 ブリーディング特別賞 

サクラ 駿河2018 石井 重久  石井 重久 春 ニューバリュー特別賞 

サクラ 春知香 

石井重久・ 

佐賀中部障がい者ふくしネ

ット 

 石井 重久 春 ジャパンデザイン特別賞 

バラ カレン やぎばら園  八木 恒夫 春 フレグランス特別賞 
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鉢物部門 

セロシア(ボンベイ

ケイトウ） 

アスカセレクト  

パオパオ  
㈱明日香園  山口 秀行 秋 カラークリエイト特別賞 

トルコギキョウ セレブグレープ 住化農業資材㈱ 
 谷口 和範 

 遠藤 靖典 
秋 グッドパフォーマンス特別賞 

バラ シャルドネ ばら工房パティオローズ  小川 宏 秋 モニター特別賞（秋） 

キク セイリワインドサン イノチオ精興園㈱  牧野 正且 秋 ジャパンデザイン特別賞 

 

 

品目名 品種名 JFS出品者 育成者 
審査

会 
受賞名 

ファレノプシス ナオミゴールド ㈲椎名洋ラン園 椎名 正剛 秋 
フラワー・オブ・ザ・イヤー 

（最優秀賞） 

アジサイ 涼花（すずか） 久保田花園 久保田正夫 春 
ベスト・フラワー（優秀賞） 

ジャパンデザイン特別賞 

オステオスペルマ

ム 
オペラモーヴ ㈱ゲブラナガトヨ 荒井 芳夫 春 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

モーストジョイ特別賞 

センテッドゼラニ

ウム 
チェリー 茅ヶ崎 鈴木 清次/㈱サカタのタネ 鈴木 清次 春 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

ニューバリュー特別賞 

モニター特別賞(春） 

ペチュニア YES！イエロー 
㈱エム・アンド・ビー・フ

ローラ 
大屋 寛高 春 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

ブリーディング特別賞 

ペチュニア 
ギュギュ ダブル

ベリー 
タキイ種苗㈱ 宮野 伸哉 春 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

グットパフォーマンス特別賞 

シクラメン 月下 
サントリーフラワーズ㈱ 

㈲大栄花園 
高橋 康弘 秋 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

ライフデザイン特別賞 

モニター特別賞（秋） 

ユーフォルビア

(ポインセチア） 

プリンセチア 

オペラ 
サントリーフラワーズ㈱ 

Andrew 

Bernuetz  
秋 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

ニュースタイル特別賞 

アジサイ 
スターリットスカ

イ絢 
㈲川與園芸 川口 隆徳 春 ニュースタイル特別賞 

ペチュニア ブルームーン タキイ種苗㈱ 古市 浩之 春 カラークリエイト特別賞 

ファレノプシス ホワイトシルク ㈱マルイ洋蘭開発センター 柯 文秀 春 ライフデザイン特別賞 

ユーフォルビア

(ハナキリン） 
レッドドラゴン 

㈱エム・アンド・ビー・フ

ローラ 

Chien-Young 

Chu/Sheng-An 

Yang 

秋 ニューバリュー特別賞 

ファレノプシス 
アイ・キューティー

バイオレット  

アイファーマーグループ 

蘭工房 
服部 健治 秋 モーストジョイ特別賞 
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ガーデニング部門 
 

 

品目名 品種名 出品者 育成者 
審査

会 
受賞名 

ランタナ 
スーパーランタナ  

ムーンホワイト 
㈱ハクサン 

Thomas 

Psenner 
夏秋 

フラワー・オブ・ザ・イヤー 

（最優秀賞） 

カリブラコア 
ミリオンベル  

グランオレンジ 

サントリーフラ

ワーズ㈱ 
山田 将弘 夏秋 

ベスト・フラワー(優秀賞） 

ニュースタイル特別賞 

ペチュニア 
スーパーチュニア ビスタミ

ニピンクスター 
㈱ハクサン Plant21 夏秋 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

グッドパフォーマンス特別賞 

サルビア 

スーパーサルビア  

ロックンロール ディープパ

ープル 

㈱ハクサン Plant21 夏秋 
ベスト・フラワー(優秀賞） 

グッドパフォーマンス特別賞 

ニチニチソウ モネ 北島園芸 北島 治 夏秋 
ベスト・フラワー(優秀賞） 

カラークリエイト特別賞 

ランタナ ブルーミファイ レッド 
㈱エム・アンド・

ビー・フローラ 
David Clark 夏秋 

ベスト・フラワー(優秀賞） 

グッドパフォーマンス特別賞 

ペチュニア 

サフィニアアート  

ローズイエロー(リニューア

ル） 

サントリーフラ

ワーズ㈱ 
山田 将弘 夏秋 グッドパフォーマンス特別賞 

カリブラコア 
ミリオンベル  

バターポップコーン 

サントリーフラ

ワーズ㈱ 
山田 将弘 夏秋 モーストジョイ特別賞 

カリブラコア 
ミリオンベル  

グランアクア 

サントリーフラ

ワーズ㈱ 
山田 将弘 夏秋 ニュースタイル特別賞 

カリブラコア 
ミリオンベル  

グランブルー 

サントリーフラ

ワーズ㈱ 
山田 将弘 夏秋 ニュースタイル特別賞 

カリブラコア 
ミリオンベル  

グランピンク 

サントリーフラ

ワーズ㈱ 
山田 将弘 夏秋 ニュースタイル特別賞 

カリブラコア 
ミリオンベル  

グランホワイト 

サントリーフラ

ワーズ㈱ 
山田 将弘 夏秋 ニュースタイル特別賞 

カリブラコア 
ミリオンベル  

グランイエロー 

サントリーフラ

ワーズ㈱ 
山田 将弘 夏秋 ニュースタイル特別賞 

マンデヴィラ 
サンパラソル  

アプリコット 

サントリーフラ

ワーズ㈱ 
見里 朝也 夏秋 カラークリエイト特別賞 

アメリカフヨ

ウ 

タイタンビカス  

ウラノス 
㈱赤塚植物園 倉林 雪夫 夏秋 グッドパフォーマンス特別賞 

アメリカフヨ

ウ 
タイタンビカス レイア ㈱赤塚植物園 倉林 雪夫 夏秋 グッドパフォーマンス特別賞 
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ペチュニア ベニ茜 松原園芸 松原 紀嘉 夏秋 ジャパンデザイン特別賞 

ペチュニア 
妖精のチュチュ  

グリーンストライプ 
松原園芸 松原 紀嘉 夏秋 カラークリエイト特別賞 

カリブラコア モーブクチュール 松原園芸 松原 紀嘉 夏秋 カラークリエイト特別賞 

ジギタリス 
スーパージギタリス  

ベリーカナリー 
㈱ハクサン 

WaltersGarde

ns, Inc 
夏秋 ニュースタイル特別賞 

サルビア ビッグブルー 
㈱エム・アンド・

ビー・フローラ 
Scott Trees 夏秋 ブリーディング特別賞 

ペチュニア 花衣 紅水晶 
㈱エム・アンド・

ビー・フローラ 
大屋 寛高 夏秋 モーストジョイ特別賞 

ニチニチソウ 
パワーワルツ  

クランベリー 
雪印種苗㈱ 

KNOWN-YO

U SEED CO., 

LTD. 

夏秋 ニューバリュー特別賞 

ニチニチソウ 
パワーワルツ  

ダークレッド 
雪印種苗㈱ 

KNOWN-YO

U SEED CO., 

LTD. 

夏秋 ニューバリュー特別賞 

ジニア 
プロフュージョン  

レッド 
㈱サカタのタネ 

佐藤 智博、 

峰村 慎司 
秋 カラークリエイト特別賞 

ディアスシア 
ラパージュ  

シルクアプリコット 
松原園芸 松原 紀嘉 秋 グッドパフォーマンス特別賞 
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ジャパンフラワーセレクションの授賞体系について 

１．フラワー・オブ・ザ・イヤー（最優秀賞） 

 ・各部門の中で最も優れた1品種に授与します。 

■ 切 花 部 門・・・１品種 

■ 鉢 物 部 門・・・１品種 

■ ガーデニング部門・・ １品種      

２．ベスト・フラワー（優秀賞） 

 ・各部門で、花や葉の美しさなど、品種特性の優位性や新規性に加えて、生活者の視点から「育てやすさ」「購入しや

すさ」「飾りやすさ」なども評価し、総合的に優秀と認められる品種に授与されます。 

 ・各審査会での10点満点の8.0点以上の品種です。ベスト・フラワーは、上記1のフラワー・オブ・ザ・イヤーの候

補となり、11月に開催される中央審査委員会でフラワー・オブ・ザ・イヤーが決定されます。 
 

３．ジャパンフラワーセレクション特別賞 

 ・各審査会での受賞品種（10点満点の7.0点以上）の中から、花の業界にとって意義があり、新しい可能性を感じさ

せ、特別なインパクトを与えた品種に授与されます。 

  なお、以下の賞が予定されていますが、該当品種が見当たらない年は、授与されません。 

「モーストジョイ特別賞」 

気分をデザインする品種。それがあるだけで、喜びに満ち、楽しい気分などをもたらしてくれる品種に授 与され

ます。 

「ニューバリュー特別賞」  

花の新たな価値観をデザインする品種。今までにない新しい価値観を感じさせ、フラワーデザイン、ガーデンデザ

インの多様性や可能性を広げて花文化の未来に貢献する品種に授与されます。 

「ニュースタイル特別賞」 

斬新で優れた形状をもつ品種です。これまでにない新たな花型、葉型、草姿等を持ち、業界にインパクトを与えた

品種に授与されます。 

「グッドパフォーマンス特別賞」 

  これまでに比べて、生産者にとっても消費者にとっても扱い易く、育てやすい品種に授与されます。 

「ブリーディング特別賞」 

育種技術により花の芸術性・商品性を高めた品種です。これまでにない価値観や形質を生み出し、育種の開発コン

セプト、育種技術力が優秀で、デザイン・芸術性、商品性の高い品種に授与されます。 

「カラークリエイト特別賞」 

花の色の流行を先取りした品種です。人の色彩の感性に訴えて、新たな花色の創造を期待させる品種に授与されま

す。 

「フレグランス特別賞」 

  芳香がうるわしく、香りのデザインが優れた品種に授与されます。 

「ジャパンデザイン特別賞」 

  日本らしさをもち、日本の美意識やデザイン性を感じさせる品種に授与されます。 

「ライフデザイン特別賞」 

  高いデザイン性と、消費者にとって扱いやすい特性を持ち、それがあるだけで日々の生活を楽しくさせ、また、生

活空間を豊かにしてくれる品種に授与されます。 

「モニター特別賞」 

春・秋審査会での一般消費者のモニター調査の結果、JFS受賞品種のうち各部門でトップとなった品種に授与され

ます。（切花部門・鉢物部門のみ） 

 

４．ジャパンフラワーセレクション受賞（JFS入賞） 

・各審査会で、５名以上の審査員で構成する審査団が採点した結果、10点満点の平均点が7.0以上の品種に授与さ

れます。入賞品種は、上記３の特別賞の候補となります。
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（参考） 

過去の日本フラワー・オブ・ザ・イヤー「最優秀賞」受賞品種 
 
（平成１８年） 日本フラワー・オブ・ザ・イヤー２００６ 最優秀賞 

切花部門 ：キリンアグリバイオ㈱ （東京都）／ バラ「ラ・カンパネラ」 

鉢物部門 ：坂本正次 （群馬県）／ アジサイ「フェアリーアイ」 

花壇苗部門：㈱サカタのタネ （神奈川県）／ ビオラ「サンベリーナ プチモルフォ」 

（平成１９年） 日本フラワー・オブ・ザ・イヤー２００７ 最優秀賞 
切花部門 ：中曽根健 （長野県）／ トルコギキョウ「コサージュグリーン」 

鉢物部門 ：㈲セントラルローズ （岐阜県）／ バラ「ピンクノーム」 

花壇苗部門：㈱サカタのタネ （神奈川県）／ インパチェンス「サンパチェンスラベンダー」 

（平成２０年）日本フラワー・オブ・ザ・イヤー２００８ 最優秀賞 
切花部門：サカタのタネ㈱ （神奈川県）／トルコギキョウ「ロジーナ® ラベンダー」 
鉢物部門：㈱向山蘭園 （山梨県）／シンビジウム「メモリーズ オブ ユー」 
花壇・コンテナ苗等部門：㈲角田ナーセリー （愛知県）／カレンジュラ「まどかチーズトルテ」 

 （平成２１年）日本フラワー･オブ･ザ･イヤー２００９最優秀賞 
切花部門： 京成バラ園芸㈱（千葉県）／バラ「サムライ０８」 
鉢物部門： サントリーフラワーズ㈱（東京都）／ユーフォルビア「プリンセチア ピンクホワイト」 
花壇・コンテナ苗等部門：サントリーフラワーズ㈱（東京都）／ビオラ「こんもりビオラ フィオリーナ「スノーホワイト」 

 （平成２２年） 日本フラワー･オブ･ザ･イヤー２０１０ 最優秀賞 
切花部門：國枝バラ園 （滋賀県）／ バラ「カルピディーム＋」 
鉢物部門：㈱登坂園芸 （群馬県）／ルクリア「ココ」 
花壇・コンテナ苗等部門：㈲村岡オーガニック（鳥取県）／ペチュニア マドンナの宝石 ピンク（ﾏｳﾝﾄﾌﾟｯﾁﾋﾟﾝｸ） 

 （平成２３年） 日本フラワー･オブ･ザ･イヤー２０１１最優秀賞 
苗物部門：㈱サカタのタネ （神奈川県）／ベゴニア「フォーチュン スカーレット」    

＊平成23年の切花部門、鉢物部門については、同年3月に発生した東日本大震災の影響で中止となりました。 

（平成２４年） 日本フラワー･オブ･ザ･イヤー２０１２ 最優秀賞 
  切花部門：㈲綾園芸 （宮崎県）／ラナンキュラス「ラックス・アリアドネ」 

鉢物部門：島根県 ／アジサイ「万華鏡」 
苗物部門：㈱エム・アンド・ビー・フローラ（山梨県）／アンゲロニア「セレニータシリーズパープル」 

（平成２５年） 日本フラワー･オブ･ザ･イヤー２０１３ 最優秀賞 
 切花部門：秋田県 ／ダリア NAMAHAGEマジック」 

 鉢物部門：アイファーマーグループ 蘭工房 （愛知県）／ファレノプシス「ラブリーエフェクト」 

  苗物部門：㈱エム・アンド・ビー・フローラ（山梨県）／ニチニチソウ「ミニナツ ストロベリー」 

（平成２６年） 日本フラワー･オブ･ザ･イヤー２０１４ 最優秀賞 
 切花部門：㈱ミヨシ(山梨県）／アネモネ 「F1モナリザ ワインホワイト」 

 鉢物部門：㈲はら園芸（神奈川県）／シクラメン「里山シリーズ‘まほろばの里’」 

 ガーデニング部門：㈱エム・アンド・ビー・フローラ（山梨県）／ベゴニア「ワッパー レッドブロンズリーフ」 

（平成２７年） 日本フラワー･オブ･ザ･イヤー２０１５ 最優秀賞 
 切花部門：㈱住化農業資材(大阪府)／トルコギキョウ 「セレブ ターンブルー」 

 鉢物部門：㈲坂本園芸（群馬県）／アジサイ「KEIKO」 

 ガーデニング部門：㈲綾園芸（宮崎県）／ラナンキュラス「ラックス ピュタロス」 

（平成２８年） 日本フラワー･オブ･ザ･イヤー２０１６ 最優秀賞 
 切花部門：秋田県／ダリア 「NAMAHAGEチーク」 

 鉢物部門：島根県／アジサイ「銀河」 

 ガーデニング部門：㈱ハクサン／ペチュニア「スーパーチュニア®ビスタ ミニブルースター」 

（平成２９年） 日本フラワー･オブ･ザ･イヤー２０１７ 最優秀賞 
 切花部門：京成バラ園芸㈱／バラ 「カーマインクラシック」 

 鉢物部門：宇佐美園芸／エラチオールベゴニア「ルネッサンスプットNEO」 

 ガーデニング部門：サントリーフラワーズ㈱／スカエボラ「サンク・エール ディープブルー」 

 

 

 

 

■ 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 東京都中央区東日本橋3－6－17 山一ビル４階   

            一般財団法人日本花普及センター内 

TEL ０３－３６６４－８７３９   FAX ０３－３６６４－８７４３ 

E-mail：jfpc@jfpc.or.jp ホームページ： www.jf-selections.net 
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東京大学弥生講堂 一条ホール
http://www.a.u-tokyo.ac.jp/yayoi/map.html 

東京都文京区弥生1-1-1 東京大学農学部内 

TEL：03-5841-8205 

東京メトロ 東大前駅（南北線） 徒歩1分 

東京メトロ 根津駅（千代田線） 徒歩8分 

詳しいアクセス情報は、東京大学弥生講堂HPをご覧ください。 

   日本フラワー・オブ・ザ・イヤー2018、日本フラワービジネス大賞 2018   

 授賞式及び日本フラワービジネス大賞受賞者による特別講演並びに交流会の開催案内 

■開催月日：平成30年12月5日（水）13時00分～18時00分  受付：12時30分～ 

■開催場所：東京大学弥生講堂 一条ホール（東京都文京区弥生1-1-1 東京大学農学部内） 

■参加費： 無 料 （交流会のみ会費制：3,000円） 

■プログラム 
 

≪日本フラワー・オブ・ザ・イヤー、日本フラワービジネス大賞の授賞式≫  13時00分～15時00分 

●「日本フラワー・オブ・ザ・イヤー2018」の表彰 （主催：ジャパンフラワーセレクション実行協議会） 

ジャパンフラワーセレクション 2018－2019 で入賞した品種の中から、栄えあるフラワー・オブ・ザ・イヤー（最優秀賞）、ベスト・フ

ラワー（優秀賞）、特別賞の発表及び表彰を行います。 
 

●「日本フラワービジネス大賞2018」の表彰 （主催：一般財団法人日本花普及センター、日本花き取引コード普及促進協議会） 

花の産業分野における新品種の開発・導入及び活用・普及等について多大な貢献や先駆的な役割を果たした企業、試験研究機関、個人や

団体を表彰します。 

≪日本フラワービジネス大賞受賞者による特別講演≫            15時00分～16時30分 

表彰を受けた花の産業分野における先進事例について、特別講演を行います。オリジナル品種の開発・生産の取り組み、花きの流通販売戦略

等についてお話しいただきます。育種・生産部門：みなみ信州農業協同組合/流通・販売部門：茨城花き流通センター農業協同組合/チャレン

ジ部門：臨海副都心「花と緑」のイベント実行委員会 

≪受賞者等を交えての交流会（立食）≫  事前申し込み制 会費：3,000円   16時30分～18時00分 

一条ホール内にて、受賞者、審査委員、育種関係者、花き産業関係者等を交えての交流会を開催いたします。 

実際に受賞した品種が展示されている場所で行います。どなたでも参加できます。意見交換の場としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

参加申請書  一般財団法人日本花普及センター宛にメールまたはFAXでお申し込みください。           

Mail：jfpc@jfpc.or.jp   Fax：０３－３６６４－８７４３＊11月30日（金）までにお申し込みください。 

団体・企業・屋号等名 
 

 

お申込みご担当者 氏名 
メールアドレス等 

（申請書受領の連絡を致します） 

【出席者氏名】欄が足りない場合はコピーしてご使用ください。 

所 属 ・ 役 職 氏   名 授賞式 

13:00～ 

特別講演 

15:00～ 

交流会 

16:30～ 

     

     

     

                                                     ↑該当するところに○を付けて下さい 

お問い合わせ・お申し込みは下記へ 
一般財団法人 日本花普及センター 企画調査部  三井 
〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-6-17 山一ビル４Ｆ 
TEL：03-3664-8739  FAX：03-3664-8743   
E-mail：jfpc@jfpc.or.jp   
URL：http://www.jf-selections.net/ 

一般用 

http://www.tokyometro.jp/rosen/eki/todaimae/index.html
http://www.tokyometro.jp/rosen/eki/nezu/index.html

