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ニュースリリース①受賞品種リスト 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）2021.12.15 

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 2 1 - 2 0 2 2 ] 

■ 今年最高の花、日本フラワー・オブ・ザ・イヤー２０２１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

門で審査会を行い、137 品種を業界が推奨できる品種としてジャパンフラワーセレクション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30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、別紙ニュースリリース②受賞品種解説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。 

 

 

日本フラワー･オブ･ザ･イヤー２０２１「最優秀賞」受賞品種 *ガーデニング部門の最優秀賞は2品種選定されました。 

切花部門                  

                        

                   

                       

 

 

鉢物部門                

 

             

 

 

 

 

 

     

ガーデニング部門  

 

 

 

ガーデ二ング部門          

 品目名：ぺラルゴニウム 

品種名： 

レッドエクスプロージョン 

受賞者： 

(株)エム・アンド・ビー・フローラ 

(山梨県）       

育成者：Toscana Breeding B.V. 

育成者権者： 

(株)エム・アンド・ビー・フローラ 

 

品目名：アジサイ 

品種名：月虹（げっこう） 

受賞者： 

久留米花卉園芸農業協同組合 

        （福岡県） 

育成者：坂本 和盛 

育成者権者： 

久留米花卉園芸農業協同組合 

品目名：トルコギキョウ 

品種名：チアライト ピンク 

受賞者：(株)ミヨシ（山梨県）                 

育成者：足立 浩崇 

育成者権者：(株)ミヨシ 

品目名：ジギタリス 

品種名：パンサー 

受賞者：タキイ種苗(株) 

(京都府） 

育成者：タキイ種苗(株) 
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切花部門 

 日本フラワー･オブ･ザ･イヤー2021  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ニュースリリース②受賞品種解説にてご紹介しています。 

品目名 品種名 受賞者 育成者 
審査 

会 

 

トルコギキョウ チアライトピンク (株)ミヨシ 足立 浩崇 
春 

フラワー・オブ・ザ・イヤー 

（最優秀賞） 

トルコギキョウ コサージュ（NF） 

ソニック 

(株)ナカソネリシアンサス 中曽根 健 
春 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

カラークリエイト特別賞 

バラ ミッドナイトセブンス

ター 

(有)たなまち園芸場 棚町 満 
春 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

フォトジェニック特別賞 

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 森 一俊 

秋 

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） 

アスター ブリリアン レッド（出

品時の仮称TA980） 

タキイ種苗(株) タキイ種苗㈱ 
春 ニュースタイル特別賞 

キク セイシャンベリー イノチオ精興園(株) 石黒 康平  

宮口 徹 
春 ジャパンデザイン特別賞 

キク セイロッサ イノチオ精興園(株) 石黒 康平  

熊田 謙久 
春 ジャパンデザイン特別賞 

キク クシーノ (株) デリフロールジャパン ArieGerard Post 
春 ライフデザイン特別賞 

ダリア キセキ (株)ミヨシ 天野 良紀 
春 フォトジェニック特別賞 

デルフィニウム F1 ビジューラベンダー

サファイア 

(株)ミヨシ 坂口 公敏 
春 

ニューバリュー特別賞 

ブリーディング特別賞 

カーネーション ユカリスクーロ カネコ種苗(株) SelectaCut 

Flowers S.A. 
春 カラークリエイト特別賞 

トルコギキョウ ジュリアスブルー カネコ種苗(株) 北爪 伸英 
春 グッドパフォーマンス特別賞 

トルコギキョウ プリマ1型ラベンダー タキイ種苗(株) タキイ種苗㈱ 
春 グッドパフォーマンス特別賞 

トルコギキョウ ボヤージュ (2 型) タイ

プ ライトピンク 

(株) サカタのタネ 森 一俊 
春 フォトジェニック特別賞 

カスミソウ ピュアホワイト (株)ミヨシ 田中 敦 
春 グッドパフォーマンス特別賞 

ユリ ピリカ 横浜植木(株) 竹田 義 
春 

ライフデザイン特別賞 

ブリーディング特別賞 

バラ アロマティーク (有)はなぞの野呂高原内 

今井ナーセリー 

今井 清 
春 フレグランス特別賞 

バラ グレナデンローズ (有)たなまち園芸場 棚町 満 
春 モーストジョイ特別賞 

賞名 
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鉢物部門 

バラ パブロヴァーズ やぎバラ育種農園 やぎバラ育種農

園 
春 カラークリエイト特別賞 

バラ Pretty KARENN (有)はなぞの野呂高原内 

今井ナーセリー 

今井 清 
春 フレグランス特別賞 

バラ ROUGE TIQUE (有)はなぞの野呂高原内 

今井ナーセリー 

今井 清 
春 グッドパフォーマンス特別賞 

キク スケーター (株)デリフロールジャパン ArieGerard Post 
秋 ジャパンデザイン特別賞 

キク ポワルブラッシュ (株)デリフロールジャパン ArieGerard Post 
秋 ライフデザイン特別賞 

キク レドニック (株)デリフロールジャパン ArieGerard Post 
秋 ニューバリュー特別賞 

オキシペタルム オルキブルー カネコ種苗(株) 德弘 晃二 
秋 

ブリーディング特別賞 

モニター特別賞（秋） 

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 

今井 清 
秋 フレグランス特別賞 

 

 

品目名 品種名 受賞者 育成者 
審査

会 
賞名 

アジサイ 月虹 
久留米花卉園芸農業

協同組合 
坂本 和盛 春 

フラワー・オブ・ザ・イヤー 

（最優秀賞） 

クレマチス 華川 長谷川園芸 長谷川 康平 春 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

ニュースタイル特別賞、 

カラークリエイト特別賞 

クレマチス はる うらら 陽光園 高玉 恵治 春 
ベスト・フラワー（優秀賞） 

ブリーディング特別賞 

アジサイ いろは 豊明花き(株) 高橋 康弘 春 
ベスト・フラワー（優秀賞） 

グッドパフォーマンス特別賞 

アジサイ パラソルロマン 栃木県 
菊地 直美 

小玉 雅晴他3名 
春 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

モーストジョイ特別賞 

アジサイ 星あつめ 島根県 島根県 春 
ベスト・フラワー（優秀賞） 

ニューバリュー特別賞 

ペチュニア 
ティーパーティー 

ルフナ 
桂楓園（高山農園） 高山 晃 春 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

ライフデザイン特別賞 

シクラメン 
チモ ローゼス  

ライトピンク 
(有)矢祭園芸 金澤 美浩 秋 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

モーストジョイ特別賞 

ブリーディング特別賞 

モニター特別賞（秋） 

カーネーション I♡U 
㈱エム・アンド・ビ

ー・フローラ 
Selecta 春 グッドパフォーマンス特別賞 
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ガーデニング部門 

シクラメン 
ウインク シャワ

ーハート 
(有)さかもと園芸 

坂本ティアムチャ

イ 
秋 ニューバリュー特別賞 

シクラメン オートジャイロ (有)さかもと園芸 
坂本ティアムチ

ャイ 
秋 ニュースタイル特別賞 

シクラメン チモ ブルー (有)矢祭園芸 金澤 美浩 秋 ニュースタイル特別賞 

ファレノプシス コロンボ (有)椎名洋ラン園 
(有)椎名洋ラン

園 
秋 ライフデザイン特別賞 

ファレノプシス 氷晶 
アイファーマーグル

ープ蘭工房 
服部 健治 秋 ニューバリュー特別賞 

ファレノプシス ラスベガス (有)椎名洋ラン園 Anthura社 秋 

カラークリエイト特別賞 

グッドパフォーマンス特別賞

ジャパンデザイン特別賞 

ファレノプシス ラテ (有)椎名洋ラン園 
(有)椎名洋ラン

園  
秋 

ニュースタイル特別賞 

ライフデザイン特別賞 

シクラメン 
Shedenmoon（シ

ーデンモーン） 
(有)さかもと園芸 

坂本ティアムチ

ャイ 
秋 

カラークリエイト特別賞 

ジャパンデザイン特別賞 

 

 

                *ガーデニング部門の最優秀賞は2品種選定されました。 

品目名 品種名 受賞者 育成者 
審査会 

（観察期間） 
賞名 

ジギタリス パンサー タキイ種苗(株) 
タキイ種苗

(株) 
夏秋 

フラワー・オブ・ザ・イヤー 

（最優秀賞） 

ぺラルゴニウ

ム 
レッドエクスプロージョン 

(株)エム・アンド・

ビー・フローラ  

Toscana 

Breeding 

B.V. 

夏 
フラワー・オブ・ザ・イヤー 

（最優秀賞） 

ビオラ 
クイックタイム イエロー

ブルージャンプアップ 

(株)エム・アンド・

ビー・フローラ 

Pan 

AmericanSeed 
冬春 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

グッドパフォーマンス特別賞 

マーガレット 
マックスマム 朝焼けピン

ク 

サントリーフラワー

ズ（株） 

サントリーフ

ラワーズ(株) 
春 

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 ビーズニーズ 
(株)エム・アンド・

ビー・フローラ 

Ball 

Horticultura

l Company 

夏 
ベスト・フラワー（優秀賞） 

グッドパフォーマンス特別賞 

カリブラコア 
チャチャ ディーバアプリ

コット 

(株)エム・アンド・

ビー・フローラ 

Ball 

Horticultura

l Company 

夏 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

モーストジョイ特別賞 

ライフデザイン特別賞 

カラークリエイト特別賞 

ペチュニア YES!ピンクスマイル 
(株)エム・アンド・

ビー・フローラ 
(株)ミヨシ  夏 ベスト・フラワー（優秀賞） 
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ペチュニア ラブリーアイ タキイ種苗(株) 
タキイ種苗

（株） 
夏 

ベスト・フラワー（優秀賞） 

モーストジョイ特別賞 

グッドパフォーマンス特別賞 

フォトジェニック特別賞 

エボルブルス ブルーラグーン (株)ハクサン Win Gen 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 

ゴンフレナ  ラブラブラブ (株)ハクサン PWNA 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 

ライフデザイン特別賞 

フォトジェニック特別賞 

ユーフォルビ

ア 
ダイアモンドスノー (株)ハクサン 

Birgit 

Hofmann  
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 

ビオラ クイックタイム ミッキー 
(株)エム・アンド・

ビー・フローラ 

Pan 

AmericanSeed  
冬春 グッドパフォーマンス特別賞 

ペチュニア サフィニア JAPANレッド 
サントリーフラワー

ズ（株） 

サントリーフ

ラワーズ(株)  
夏 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 いちご

シェイク 

サントリーフラワー

ズ（株） 

サントリーフ

ラワーズ(株)  
夏 グッドパフォーマンス特別賞 

カリブラコア 
ミリオンベルプチホイップ 

ラムレーズン 

サントリーフラワー

ズ（株） 

サントリーフ

ラワーズ(株) 
夏 カラークリエイト特別賞 

カリブラコア 
ミリオンベルプチホイップ 

マーマレード 

サントリーフラワー

ズ（株） 

サントリーフ

ラワーズ(株)  
夏 カラークリエイト特別賞 

カリブラコア 
ミリオンベルプチホイップ 

ストロベリー 

サントリーフラワー

ズ（株） 

サントリーフ

ラワーズ(株)  
夏 ライフデザイン特別賞 

カリブラコア 
ティフォシーDLF1811-6 (仮

称） 

(有)ジョルディカワ

ムラ 

川村 一徳 

佐藤 和規  
夏 カラークリエイト特別賞 

カリブラコア 
チャチャ ディーバフロス

ティレモン 

(株)エム・アンド・

ビー・フローラ 

Ball 

Horticultura

l Company 

夏 グッドパフォーマンス特別賞 

マンガベ  
フレックルアンドスペック

ル 
(株)ハクサン 

Walters 

Gardens  
夏秋 

ブリーディング特別賞 

ニューバリュー特別賞 
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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品種に授与します。   

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。 

「フォトジェニック特別賞」（新設） 

  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。 

「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）＊本年度は秋審査会での人気投票のみです。 

 

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（愛知県）／ペチュニア「スーパーチュニア®ビスタ ミニブルースター」 
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（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㈱（千葉県）／バラ 「カーマインクラシック」 

 鉢物部門：宇佐美園芸（愛知県）／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㈱（東京都）／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㈱（千葉県）／バラ 「シーアネモネ」 

 鉢物部門：㈲椎名洋ラン園（千葉県）／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（愛知県）／ランタナ「スーパーランタナ ムーンホワイト」 

 

（令和元年） 日本フラワー･オブ･ザ･イヤー２０１９ 最優秀賞 

 切花部門：㈲たなまち園芸場（福岡県）／バラ 「レッドワイン＆ローズ」 

 鉢物部門：㈱ハクサン（愛知県）／アジサイ「ラグランジア ブライダルシャワー」 

 ガーデニング部門：高松商事㈱（千葉県）／バラ「トゥルーブルーム レッドキャプテン」 

 

（令和２年） 日本フラワー･オブ･ザ･イヤー２０２０ 最優秀賞 

 切花部門：イノチオ精興園㈱（広島県）／キク 「セイフェスト」 

 切花部門：㈲たなまち園芸場（福岡県）／バラ 「ブライダルマカロン」 

 鉢物部門：㈲矢祭園芸（福島県）／シクラメン「ローゼス ピンクバイカラー万重EX」 

 ガーデニング部門：㈱ハクサン（愛知県）／ガイラルディア「スピントップ イエロータッチ」 
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■ 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 

 

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。 


