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秋の切花部門の入賞・特別賞が決定しました。
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Japan Flower Selections Cut Flower Division
全国規模の花き新品種コンテスト「ジャパンフラワーセレクション（JFS)」の切花部門では、この
たび大田市場花き部 (株)大田花き様のご協力により、秋の審査会を実施いたしました。
総合的に優秀な品種に与えられるベスト・フラワー（優秀賞）並びに新しい可能性を感じさせ、特
別なインパクトを持つ品種に与えられる特別賞の受賞品種も決定いたしました。ベスト・フラワー
（優秀賞）は、この年の最優秀賞である「フラワー・オブ・ザ・イヤー」の候補となります。

審査会の様子

審査会実施概要
■春審査会：2021年11月1日（月）
■審査・展示会場：大田市場花き部 (株)大田花き

審査員(切花部門）
国内の花き業界を代表する学識経験者、フラワーデザイナー、花の市場関係者などが、
公正な視点で専門的に審査を行いました。
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NEW！

2022年の「春審査会」の日程が決まりました！

次回切花部門・鉢物部門の「春審査会」は、
2021年「春審査会」と同じ会場「横浜市役所 市民協働推進センター」で
「F&Gジャパンセレクション」(主催：公益社団法人 日本家庭園芸普及協会）
との合同で開催が決まりました。
ご出品ご希望の方はご準備をおすすめくださいますようお願い申し上げます。
開催日程
日程：2022年5月11日（水）
審査会後の展示（一般公開）：2022年5月12日（木）～15日（日）
2021年「春審査会」会期中の展示の様子

ガーデニング部門の審査圃場をリニューアルしました。
2022年度の出品を募集を開始しております。
■栽培観察・審査場所：千葉大学環境健康フィールド科学センター

◆「ガーデニング部門」出品募集中！
定植時期や、観察希望期間、出品料に
ついて詳しくはご相談ください。
2022年の冬春審査の定植を開始してお
ります。2022年度のガーデニング部門
へご出品をご検討中の方は、早めにご
相談ください。

出品に関するお問い合わせは

jfpc@jfpc.or.jp

へ！

■出品料：1品種1期（1～3か月）30,000円（税込33,000円）
ただし、（一財）日本花普及センターの賛助会員のうち団体会
員A（都道府県、各種団体、企業、協同組合）の方は
1品種1期 20,000円（税込22,000円）の特別価格が適用されま
す。（休会中の会員については適用されません）
例）4月～9月までの観察を希望される場合は、30,000円×2期
＝60,000円（税込66,000円）の出品料となります。
特別価格の適用の場合は、20,000円×2期＝40,000円（税込
44,000円）となります。

3か月の観察後の延長観察のご希望は、1か月単位で承ることが
できるようになりました。追加の出品料は1品種1か月10,000円
（税込11,000円）となります。
特別価格の適用の場合は、7,000円（税込7,700円）となります。
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審査会

ベスト・フラワー（優秀賞）［カラークリエイト特別賞・モニター特別賞(秋)同時受賞］
トルコギキョウ「アンバーダブル® (2型) ショコラ」(株)サカタのタネ
受 賞 者 ： （株）サカタのタネ (神奈川県）
ホームページ ： http：//www.sakataseed.co.jp
育 成 者 ：森 一俊
育成者権者：株式会社サカタのタネ
審査講評 ： 琥珀（コハク）を思わせるような
シックな色みの「アンバー」シリー
ズの新色。フリンジが入る花弁は硬
くツヤがあり、厚みがあることから
花もちのよさが期待できる。チョコ
レートを思わせる個性的なブラウン
カラーは、つぼみから開花までの色
のグラデーションが美しい。側枝が
長く、扱いやすい。中生タイプで汎
用性の高い作型とのことで、このよ
うな色みのトルコギキョウが秋に出
荷できることは強みになるだろう。
ベスト・フラワー（優秀賞）とカ
ラークリエイト特別賞を受賞。市場
関係者と買参人の人気投票で1位と
なり、モニター特別賞（秋）も同時
に受賞。

ジャパンデザイン特別賞
キク「スケーター」(株) デリフロールジャパン
受 賞 者 ： (株)デリフロールジャパン（静岡県）
ホームページ ：https://www.deliflor.co.jp/ co.jp/
育 成 者 ：Arie Gerard Post
育成者権者：Deliflor Royalties B.V.
審査講評 ：
鮮やかで爽やかなグリーン。満
開時14 cmほどにもなる迫力のある
大輪花。インパクトある主役級の
存在感のキクとして大変見ごたえ
のある品種。
花弁の先端が緩やかにカール、
少しずつ表情を変え、厚みを増し
ながら咲き進み、見事なボリュー
ム感を見せる。
茎はしっかりとしていて曲がり
が少ない。葉が大きいので、花と
のバランスを考慮するとさらによ
いだろう。ジャパンデザイン特別
賞受賞。
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ライフデザイン特別賞
キク「ポワルブラッシュ」(株)デリフロールジャパン
受 賞 者 ：㈱デリフロールジャパン(静岡県）
ホームページ ： https://www.deliflor.co.jp/
育 成 者 ：Arie Gerard Post
育成者権者：Deliflor Royalties B.V.
審査講評 ： 温かみのあるローズピンクの花
色で、アースカラーなど自然を感
じさせる色味とも相性よく、秋の
アレンジメントにも向くスプレー
タイプのキク。花弁数が多く、咲
き進んでさらに可愛らしさが増す。
早生で開花が早く、安定性も高
い。草丈の揃いがよく、茎が硬く
曲がりが少ないという点は、生産
の面でもメリットが大きい。
フォーメーションが良く、切り
分けてアレンジメントに利用しや
すく、また、ホームユースにも向
くことからライフデザイン特別賞
受賞。上手なアピールに努めたい。

ニューバリュー特別賞
キク「レドニック」(株) デリフロールジャパン

受 賞 者 ：㈱デリフロールジャパン(静岡県）
ホームページ ： https://www.deliflor.co.jp/
育 成 者 ：Arie Gerard Post
育成者権者：Deliflor Royalties B.V.
審査講評 ： 純白の大輪デコラマム。中心部がほ
んのりグリーンに染まり、清らかな印
象。花弁の重なり、整った花形も美し
く、輪ギクの代用として使用しやすい。
早生で生育が周年安定しており、耐暑
性も高く、低温期でもアントシアニン
の影響が出にくいという栽培特性をも
つ。
また、フラワーダイイング（染め）
にも向いている品種ということで、サ
ンプルを確認した。純白の為、染めた
色が美しく出やすいこと、水の吸い上
げが良く短時間で染まること、従来染
まりにくいダークな色味も入りやすい
とのこと。サンプルでは、さらに美し
いグラデーションが出ていることも認
められた。
新しい花の楽しみ方を提案できるこ
とから、ニューバリュー特別賞受賞。
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ブリーディング特別賞・モニター特別賞(秋）
オキシペタルム「オルキブルー」カネコ種苗(株)
受 賞 者 ：カネコ種苗(株)(群馬県）
ホームページ ：http://www.kanekoseeds.jp/
育 成 者 ：德弘 晃二
育成者権者：カネコ種苗株式会社
審査講評 ： 過去に受賞した同社のオキシペ
タルム「シェーンブルー」よりブ
ルーの発色が濃くなっており、よ
く目を惹く。高温期でも発色がよ
く、退色しにくい点も高評価。
丸みのある花弁に濃いブルーの
車型の花冠もポイントになってい
る。
「高知県で発見された小惑星『お
るき』のように『いつもここにお
るき、頑張りよ』と応援してくれ
るような花」というネーミングエ
ピソードが面白い。
開花が早く、草丈が伸びやすく
て採花本数が多いのも魅力的。
ブリーディング特別賞受賞。市場
関係者と買参人の人気投票で1位と
なり、モニター特別賞（秋）も同
時に受賞。

フレグランス特別賞
バラ「SPプリューム」(有)はなぞの野呂高原内 今井ナーセリー

受 賞 者： (有)はなぞの野呂高原内 今井ナーセリー
（広島県)
育 成 者 ：今井 清
育成者権者：今井 清
審査講評 ： フルーティの強香が魅惑的な大輪系
スプレー品種。カップ咲きからカップ
＆ソーサー咲きに咲き進む優しげな花
容・花色とが、香りのイメージにマッ
チしている。
とげがほとんどなく、扱いやすい。
花弁の薄さがやや気になったが、はか
なげな優しい雰囲気もまた魅力の一つ。
フレグランス特別賞受賞。
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入 賞
キク 「ポワルパッション」 (株)デリフロールジャパン

受 賞 者 ：（株）デリフロールジャパン(静岡県）
ホームページ ： https://www.deliflor.co.jp/
育 成 者 ：Arie Gerard Post
育成者権者：Deliflor Royalties B.V.
審査講評 ：
パッと華やかなピンクパープ
ルのスプレータイプ。花弁数が
多くボリューム感があり、輪つ
きも非常に良いのでリッチな印
象。
ニュアンスのある色味は、秋
のアレンジメントにふさわしい。
フォーメーションが良く、切り
分けてアレンジメントに利用し
やすく、また、ホームユースに
も向く。

キク 「ミッドナイトレッド」 (株)デリフロールジャパン
受 賞 者 ：（株)デリフロールジャパン(静岡県）
ホームページ ： https://www.deliflor.co.jp/
育 成 者 ：Arie Gerard Post
育成者権者：Deliflor Royalties B.V.
審査講評 ： 濃い緋色の中輪ポンポンマム。
落ち着いたダーク系の黒赤は、秋
冬シーズンのアレンジメントに向
く。スタイリッシュにも、和の伝
統的な雰囲気にもマッチする。
可愛らしい中輪の丸形は、使い
勝手がよく、中心部の露芯がない
ので、安定の花もち。アレンジの
主役にも脇役にもどちらにでも活
用しやすい品種。

トルコギキョウ 「SM8-851M」 (株)サカタのタネ
受 賞 者 ：（株)サカタのタネ（神奈川県）
ホームページ ： http：//www.sakataseed.co.jp
育 成 者 ：森 一俊
育成者権者：株式会社サカタのタネ
審査講評 ： 大輪で迫力ある白花のトルコギ
キョウ。枝数が多く、スプレー咲
きでも迫力のある豪華な花形が維
持できる生育力があり、草丈取り
やすい晩生種。
今回の出品が一輪仕立ての巨大
輪だったため、通常の仕立てであ
るスプレー咲きの場合の大輪の大
きさや全体的な雰囲気も確認した
い。
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入 賞
バラ 「CHERRY TIQUE」 (有)はなぞの野呂高原内 今井ナーセリー

受 賞 者 ：(有)はなぞの野呂高原内今井ナーセリー
（広島県）
育 成 者 ：今井 清
育成者権者：㈱ROSETIQUE JAPAN
審査講評 ：
大胆な大輪のディープカップ咲き。
可憐なピンク色のつぼみからベー
ジュピンクの花色に変化しながら咲
き進む。フルーティの香りも魅力。
葉が小さく、茎は硬く直立性。と
げがほとんどなく扱いやすそう。
一番外側の花弁が開くのが早かっ
たので、ゆっくりとティー＆カップ
咲きに変化する方が切花品種として
はうれしい。花弁がデリケートな点
もやや気になった。

バラ 「パティスリー」 イノチオ精興園(株)
受 賞 者 ：イノチオ精興園(株)（広島県）
ホームページ ：https://www.seikoen-kiku.co.jp
育 成 者 ： Paulus de Bruin
育成者権者：イノチオ精興園(株)
審査講評 ： 形の整ったローズピンクは目の
覚めるような鮮やかさ。たっぷり
の花弁数で、ゆっくりとゴージャ
スに開花する。インパクトのある
花容とボリューム感、草姿も整っ
て美しい。
花弁数が多いので、緩めの切前
が望ましいとのこと。日もちの良
さも確認できた。

バラ「ベルベットリップ」イノチオ精興園(株)
受 賞 者 ：イノチオ精興園(株)（広島県）
ホームページ ：https://www.seikoen-kiku.co.jp
育 成 者 ： Paulus de Bruin
育成者権者：イノチオ精興園(株)
審査講評 ：
ベルベットの質感を感じさせる
上品で高級感ある深い赤色。草姿
のバランスも整っており美しい。
開花のスピードも程よく、日も
ちもよかった。
秋冬のギフトにおすすめできる
良い品種。
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入 賞
バラ 「ROSETIQUE」 (有)はなぞの野呂高原内 今井ナーセリー
受 賞 者 ：(有)はなぞの野呂高原内今井ナーセリー
（広島県）
育 成 者 ：今井 清
育成者権者：堺 美和子
審査講評 ： ピンクの極大輪。豪華なロゼッ
ト咲きで花弁数が多い。心地よい
芳香とともに非常にインパクトが
強い品種。
夏の高温期でも花のボリューム
が落ちにくい。極大輪にしては花
首が細い点がやや気になった。

ジャパンフラワーセレクションの賞体系について
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。
各審査会での「ベスト・フラワー（優秀賞）」（10点満点の8.0点以上）から、
得点、授賞に対する評価、ガーデニング部門は栽培状況データなども踏
まえて、11月下旬の中央審査委員会で決定します。

２．ベスト・フラワー（優秀賞）
各部門で、姿、形、デザインに加えて栽培のしやすさなど全体的にバラン
スのよい優れた品種に授与されます。
各審査会でのジャパンフラワーセレクション入賞品種の中から10点満点
の８.0点以上と採点された品種です。

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、以下の賞が設定されていますが、該当する品種がない年は、授与されません。

「モーストジョイ特別賞」

「ニューバリュー特別賞」

「ニュースタイル特別賞」

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。

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。

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」

「ブリーディング特別賞」

JFS

「カラークリエイト特別賞」

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。

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。

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」

「ジャパンデザイン特別賞」

「ライフデザイン特別賞」

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。

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。

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」

「フォトジェニック特別賞」

春・秋審査会での一般消費者や買参人
等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）

写真を活用した情報発信やコミュニケー
ションをしたくなるような写真映えの良さを
持つ品種に授与されます。

４．ジャパンフラワーセレクション入賞
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、上記の１～３の候補となります。
ジャパンフラワーセレクションに入賞した品種は、認定登録を行うことで
専用ロゴマークを利用した販売活動等が可能になります。（マークの使用期限はあり
ません）
ロゴマークを使用することで「花業界が推奨する品種」として他との差別化を図ること
ができます。
JFS認定ロゴマークを利用し、入賞品種のPRにご活用ください。

ご存じですか？ジャパンフラワーセレクションのロゴマーク。
ジャパンフラワーセレクションで「入賞」に選定された品種は、「認定登録」をおこなうことにより、花の
業界が推奨する品種として「ジャパンフラワーセレクション受賞マーク」をPRに活用することができます。
ロゴマークを使用することで「花業界が推奨する品種」として他との差別化を図ることができます。

ポットに差し込むタグに受賞マークを使用。

HPなどで自社製品の紹介に。

カタログの商品紹介や店頭のPOPに使用。

受賞マークは、一般の消費者に向けたHPや店頭PRだけでなく、生産者向けのカタログや市場出荷用のカートン
やスリーブにも幅広くご利用いただいています。インターネット通販の商品に表示することで、比較購入の際
の動機づけにもご活用いただいています。

■ジャパンフラワーセレクションの認定登録すると、用途によって使い分けられる6種類のマークをご用意
基本的なロゴマーク

日本花き取引コード（JFコード）あり

全6パターン

＊JFコード無しのロゴマークも6パターンあります。

JFS

■ジャパンフラワーセレクションの認定登録した品種が、フ
ラワー・オブ・ザ・イヤー（最優秀賞）になった場合は、専用
のロゴマークが使用できます。
フラワー・オブ・ザ・イヤー専用ロゴ

■その他、ジャパンフラワーセレクションの
広報用のロゴ（全4パターン）もご利用にな
れます。

全4パターン

■JFS認定登録料について
認定登録には別途60,000円（税込66,000円）の認定登録料がかかります。（認定登録は任意です）
認定登録申請書にご記入の上、事務局までお送りください。
認定登録申請書の様式は、jfpc@jfpc.or.jpにご請求いただくか、ホームページから様式をダウンロード
してお使いください。

お問い合わせはこちらへ
＜ジャパンフラワーセレクション実行協議会 事務局＞
TEL ０３－３６６４－８７３９
FAX ０３－３６６４－８７４３
E-mail：jfpc@jfpc.or.jp
ホームページ： http://www.jf-selections.net

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

ジャパンフラワーセレクション受賞品種は、業界が推奨する優れた品種です。
自信をもってお客様へお勧めください。
＊入賞品種は認定登録をすることで販売やPRにこのマークをご利用いただくことができます。

