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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）

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 9 - 2 0 2 0 ]

■ 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、138 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 26 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）
各品種の審査講評等の詳細については、別紙資料「受賞品種詳細資料」にてご紹介しています。
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）の選定を行い、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。
本年度に入賞以上となった品種の展示については、2020 年 1 月 31 日（金）～2 月 2 日（日）に開催される「第 69 回関東
東海花の展覧会」
（於：東京・池袋サンシャインシティ 文化会館）にて展示・紹介を予定しております。

日本フラワー･オブ･ザ･イヤー２０１９「最優秀賞」受賞品種
切花部門

鉢物部門

品目名：バラ
品種名：レッドワイン&ローズ
受賞者：有限会社たなまち園芸場
（福岡県）
育成者：棚町 満

ガーデニング部門

品目名：アジサイ

品目名：バラ

品種名：ラグランジア

品種名：トゥルーブルーム

ブライダルシャワー
受賞者：株式会社ハクサン(愛知県）
育成者：坂嵜 潮
育成者権者：J&H Japan
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レッドキャプテン
受賞者：高松商事株式会社（千葉県）
育成者：ピン・リン
育成者権者：アルトマンプランツ

日本フラワー･オブ･ザ･イヤー2019

最優秀賞・優秀賞・特別賞の受賞品種・受賞者

切花部門 / 鉢物部門 / ガーデニング部門
※ 受賞品種の詳細は別紙「受賞品種詳細資料」にてご紹介しています。

切花部門
品目名

バラ

品種名

レッドワイン＆ローズ

受賞者
㈲たなまち園芸場（福岡
県）

育成者

棚町 満

審査

賞名

会
春

フラワー・オブ・ザ・イヤー
（最優秀賞）
ベスト・フラワー（優秀賞）
カラークリエイト特別賞

ダリア

NAMAHAGE MASARU

秋田県

鷲澤幸治

秋 ニュースタイル特別賞
モニター特別賞（人気投票第 1
位 秋）
ベスト・フラワー（優秀賞）

ダリア

大曲の花火ダリア 橙炎

大仙市（秋田県）

鷲澤幸治

秋 モーストジョイ特別賞
グッドパフォーマンス特別賞

アルストロメリ
ア
キンギョソウ

キンギョソウ

シルエット

ペンステモンダブル ピンク ㈱ サカタのタネ
SK6-16

（神奈川県）

ペンステモンダブル ホワイト ㈱ サカタのタネ
SK6-44

キク

ヴィップ

キク

シャボン

キク

セレニティーサーモン

キク

ヘッジホッグ

カーネーション シャララ ピコ

トルコギキョウ

㈲三宅花卉園（千葉県） 三宅 勇

（神奈川県）
㈱ デリフロールジャパン
（静岡県）
㈱ デリフロールジャパン
（静岡県）
㈱ デリフロールジャパン
（静岡県）
㈱ デリフロールジャパン
（静岡県）
㈱ミヨシ（山梨県）

ボン・ボヤージュ® (2 型)

㈱ サカタのタネ

ベビーピンク

（神奈川県）

リンドウ

西京の初夏

サクラ

森生香（しんせいこう）

サクラ

真理香（しんりこう）

山口県農林総合技術セン

春 ライフデザイン特別賞

西多功一

春 フレグランス特別賞

西多功一

春 フレグランス特別賞

Arie Gerard Post 春 カラークリエイト特別賞

Arie Gerard Post 春 グッドパフォーマンス特別賞

Arie Gerard Post 春 カラークリエイト特別賞

Arie Gerard Post 春 ニュースタイル特別賞
ヒルベルダコー
イ社

春 グッドパフォーマンス特別賞
カラークリエイト特別賞

森 一俊

春 モニター特別賞（人気投票第 1
位 春）

山口県

春 ブリ―ディング特別賞

石井 重久（静岡県）

石井重久

春 ジャパンデザイン特別賞

石井 重久（静岡県）

石井重久

春 ジャパンデザイン特別賞

ター（山口県）
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バラ

グランヴァーズ

やぎばら園（静岡県）

八木恒夫

春 ニューバリュー特別賞

バラ

ホワイトラロック

やぎばら園（静岡県）

八木恒夫

春 ニューバリュー特別賞

バラ

マッカラン＆ロジーピンク

棚町 満

春 モーストジョイ特別賞

ダリア

NAMAHAGE エポック

秋田県

鷲澤幸治

秋 モーストジョイ特別賞

ダリア

大曲の花火ダリア 花紫音

大仙市（秋田県）

鷲澤幸治

秋 ジャパンデザイン特別賞

ダリア

大曲の花火ダリア 紫ながれ 大仙市（秋田県）

鷲澤幸治

秋 ジャパンデザイン特別賞

ダリア

大曲の花火ダリア 和火

鷲澤幸治

秋 ライフデザイン特別賞

横山 優

秋 ブリーディング特別賞

森 一俊

秋 グッドパフォーマンス特別賞

デルフィニウム ラブホワイトグリーン

トルコギキョウ

㈲たなまち園芸場
（福岡県）

大仙市（秋田県）
フラワーロード企画
（長野県）

ボヤージュ（1 型）

㈱ サカタのタネ

ラベンダー SM6-846

（神奈川県）

鉢物部門
品目名

アジサイ

ダイアンサス

アジサイ

アジサイ

品種名
ラグランジア ブライダ
ルシャワー
ショコラノワール
マルチフローラ ててて
まり
ふわり

受賞者

育成者

審査
会

㈱ハクサン（愛知県）

坂嵜 潮

春

松原園芸（群馬県）

松原紀嘉

春

吉岡麗子（埼玉県）

吉岡真美子

春

坂本和盛

春

久留米花卉園芸農業協同組合
（福岡県）

賞名
フラワー・オブ・ザ・イヤ
ー(最優秀賞）
ベスト・フラワー（優秀賞）
ライフデザイン特別賞
ベスト・フラワー（優秀賞）
カラークリエイト特別賞
ベスト・フラワー（優秀賞）
モーストジョイ特別賞
ベスト・フラワー（優秀賞）

バラ

江戸桜（仮称）

パティオローズ（千葉県）

小川 宏

春

ニューバリュー特別賞
モニター特別賞（人気投票
第 1 位 春）
ベスト・フラワー（優秀賞）

ファレノプシ
ス

天使の羽衣

㈲椎名洋ラン園（千葉県）

㈲椎名洋ラン
園

秋

モーストジョイ特別賞
モニター特別賞（人気投票
第 1 位 秋）

サントリーフラワーズ㈱
シクラメン

胡蝶

（東京都）

高橋康弘

㈲大栄花園（千葉県）
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秋

ベスト・フラワー（優秀賞）
カラークリエイト特別賞

アジサイ

農業生産法人㈱みつる植物研

白寿紅

藤井敏夫

春

ジャパンデザイン特別賞

向山武彦

春

ニュースタイル特別賞

鈴木清次

春

松原園芸（群馬県）

松原紀嘉

春

フレグランス特別賞

㈱ハクサン（愛知県）

Woori Flower

春

ブリ―ディング特別賞

愛知県農業総合試験場東三河

長谷川徹 始

農業研究所

め 22 名

秋

ニュースタイル特別賞

秋

ライフデザイン特別賞

秋

フレグランス特別賞

究所（栃木県）

オンシジウム
(オドンチオ

フローズンストロベリー

㈱ 向山蘭園（山梨県）

ダ)
ペラルゴニウ
ム
ペチュニア
ザミオクルカ
ス

ミッドナイトパラソル
ヴァンサンカン ブルー
ピコティ
レイヴン

鈴木 清次 / ㈱ サカタ
のタネ（神奈川県）

キク

かがり弁白

シクラメン

ジックス レッド

㈱ハクサン（愛知県）

バラ

におい桜

パティオローズ（千葉県）

小川 宏

受賞者

育成者

Schoneveld
Breeding

グッドパフォーマンス特
別賞

ガーデニング部門
品目名
バラ
マーガレット

品種名
トゥルーブルーム レッド
キャプテン

高松商事㈱ （千葉県）

ボンザ®マーガレット

サントリーフラワーズ

リーフ咲きピンクレモネード

㈱ （東京都）

ピン・リン
Andrew Bernuetz

審査

秋～ フラワー・オブ・ザ・イヤー(最
秋
春

サントリーフラワーズ

Shaun Rebello

㈱ （東京都）

Andrew Bernuetz

リュミエール シフォン

松原園芸（群馬県）

松原園芸

春

キンギョソウ

ルシエル ソワ

松原園芸（群馬県）

松原園芸

春

ペチュニア

バカラ iQ ストロベリー

鳥居昭宏

夏秋

カリブラコア

ミリオンベル イエロー

ブラキカム

星空マム® ホワイト

キンギョソウ

カリブラコア
バーベナ
トレニア

㈱ サカタのタネ
（神奈川県）
サントリーフラワーズ

金谷健至、

㈱（東京都）

村上保之

ミリオンベル チェリーピ

サントリーフラワーズ

ンク

㈱（東京都）

虹色あられ ピンクバイカ
ラー
スーパートレニア カタリ
―ナ ピンクリバー

春

夏秋

金谷健至

夏秋

松原園芸（群馬県）

松原園芸

夏秋

㈱ハクサン（愛知県）

鈴木美国

夏秋
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賞名

会
優秀賞）

ベスト・フラワー（優秀賞）
ライフデザイン特別賞
ベスト・フラワー（優秀賞）
グッドパフォーマンス特別賞
ベスト・フラワー（優秀賞）
ニューバリュー特別賞
ベスト・フラワー（優秀賞）
ニューバリュー特別賞
ベスト・フラワー（優秀賞）
グッドパフォーマンス特別賞
ベスト・フラワー（優秀賞）
グッドパフォーマンス特別賞
ベスト・フラワー（優秀賞）
グッドパフォーマンス特別賞
ベスト・フラワー（優秀賞）
グッドパフォーマンス特別賞
ベスト・フラワー（優秀賞）
グッドパフォーマンス特別賞

ベスト・フラワー（優秀賞）
アルテルナン
テラ

リトルロマンス

㈱ ハクサン（愛知県）

Ozbreed

夏秋 グッドパフォーマンス
～秋 ライフデザイン特別賞
カラークリエイト特別賞

ダイアンサス

ミーテ®さくらピンク

ペチュニア

バカラ iQ オーシャン

カリブラコア

ミリオンベル オレンジ

カリブラコア

ミリオンベル ピンク

ペチュニア
カリブラコア
アメリカフヨ
ウ
ユーフォルビ
ア

ヴァンサンカン さくらヴ
ェール
クイーンエリーゼ＃977
タイタンビカス イカロス
グラマー

ポーチュラカ

マジカルミステリー

ポーチュラカ

マジカルハート

ヘリアンサス

サンビリーバブル ブラウ
ンアイガール

サントリーフラワーズ
㈱ （東京都）
㈱ サカタのタネ
（神奈川県）

Lena Gutbrodt
鳥居昭宏

サントリーフラワーズ

金谷健至

㈱（東京都）

山田将弘

サントリーフラワーズ
㈱（東京都）
松原園芸（群馬県）
㈱ゲブラナガトヨ
（茨城県）

フローラ（山梨県）
㈱ゲブラナガトヨ
（茨城県）
㈱ゲブラナガトヨ
（茨城県）

夏秋 グッドパフォーマンス特別賞
夏秋 カラークリエイト特別賞
夏秋 グッドパフォーマンス特別賞

松原園芸

夏秋 モーストジョイ特別賞

荒井芳夫

夏秋 カラークリエイト特別賞
夏秋 グッドパフォーマンス特別賞

Ball Seed

夏秋 グッドパフォーマンス特別賞

荒井芳夫

夏秋 グッドパフォーマンス特別賞

荒井芳夫

夏秋 グッドパフォーマンス特別賞

㈱ ハルディン（千葉県） T&M
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カラークリエイト特別賞

金谷健至

㈱赤塚植物園（三重県） 倉林雪夫
㈱エム・アンド・ビー・

春

夏秋
～秋

モーストジョイ特別賞
ニュースタイル特別賞
ニューバリュー特別賞

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」
（平成３０年） 日本フラワー･オブ･ザ･イヤー２０１８ 最優秀賞
切花部門：京成バラ園芸㈱／バラ 「シーアネモネ」
鉢物部門：㈲椎名洋ラン園／ファレノプシス「ナオミゴールド 」
ガーデニング部門：㈱ハクサン／ランタナ「スーパーランタナ ムーンホワイト」
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ご存知ですか?このマーク。
「いい花の新基準。
」
ジャパンフラワーセレクション。

■ 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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