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秋の鉢物部門の入賞・特別賞が決定しました。
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Japan Flower Selections Potted Flower Division 

審査会の様子

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)」の鉢物部門では、この
たび大田市場花き部 (株)フラワーオークションジャパン様のご協力により、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。

審査会実施概要
■春審査会：2021年11月30日（火）

■審査・展示会場：大田市場花き部 (株)フラワーオークションジャパン

国内の花き業界を代表する学識経験者、花の市場関係者、販売店関係者などが、
公正な視点で専門的に審査を行いました。

審査員(鉢物部門）

香取邦枝 Kunie Katori

第一園芸株式会社 商品販売事業本部
店舗事業部事業部 部長

岡部幸一 Kouichi Okabe

株式会社大田花き 営業本部
第二グループグループリーダー

部門長

平田隆明 Takaaki Hirata 

株式会社フラワーオークションジャパン
取締役

小池安比古 Yasuhiko Koike 

東京農業大学 農学部
バイオセラピー学科 教授

尾崎明弘 Akihiro Ozaki

株式会社オザキフラワーパーク 代表取締役

向原 潤 Jun Mukouhara

株式会社ディノス・セシールフラワーネット
事業部 EC/事業推進ユニットリーダー



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。

2022年の「春審査会」の日程が決まりました！

2021年「春審査会」会期中の展示の様子

NEW！

◆「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。

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

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）



受 賞 者 ：(有)矢祭園芸(福島県）
ホームページ ： https://ysflower.jp/ Y's flower
育 成 者 ：金澤 美浩 (

審査講評 ： グリーンからミルキーピンク～ピンク
に変化する万重咲きのシクラメン。2020
年の「フラワー・オブ・ザ・イヤー」の
「ローゼスピンクバイカラー万重EX」よ
り、つぼみのグリーンが映えてさわやか
な印象。グリーンからピンクへの色の変
化は珍しい。
金平糖のようなかわいらしい蕾からく

す玉のように変化した花は、咲ききるま
での観賞期間が長く、形と色の変化に多
くの楽しみがある。
多花性でボリュームがあり、同社の

「ローゼスローズ」に比べて茎が固い方
向に改良されているので、株がしっかり
とした印象がある。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受賞に加え、人気投
票第1位でモニター特別賞も受賞。

受 賞 者 ： (有)さかもと園芸（群馬県）
ホームページ ：sakamotoengei.com/

育 成 者 ：坂本ティアムチャイ
審査講評 ： 華やかでボリュームのある万

重咲きで、明るいバイカラーの
コントラストが美しいウインク
シリーズの新品種。同じウイン
クシリーズの「シャワーレッ
ド」に比べ、花の色が鮮やかに
うなっている。星型にも見える
蕾は、ゆっくりと開き、開花ま
でのワクワクした感覚が長く楽
しめる。ニューバリュー特別賞
同時受賞。人気投票では第4位。

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同時受賞
モニター特別賞（秋）］

鉢物部門秋 審査会

シクラメン「チモ ローゼス ライトピンク」(有)矢祭園芸

シクラメン「ウインク シャワーハート」(有) さかもと園芸

ニューバリュー特別賞



鉢物部門 秋 審査会

八重咲きの花形と耐寒性を両
立させた、チモシリーズのブ
ルーの新品種。ブルー系品種が
増えて来た中で、暖かみのある
ブルーは存在感抜群で、ワンラ
ンク上の高級感のあるギフトに
も向く。
八重ならではの複雑さのある

花型、下の部分がカールしてス
ミレの花のようにも見える。
ニュースタイル特別賞受賞。

ニュースタイル特別賞

ニュースタイル特別賞

プロペラのように広がる花弁
が新しいシクラメン。少しひね
りのかかった花弁は、ループリ
ボンが舞うような軽やかなリズ
ムを感じる。ペールホワイトの
花色も好印象で、葉のグリーン
とのコントラストが良く映える。
新たな用途を提案したくなる。
ニュースタイル特別賞受賞。

シクラメン「チモ」(有)矢祭園芸

シクラメン「オートジャイロ」(有)さかもと園芸

受 賞 者 ： (有)さかもと園芸（群馬県）
ホームページ ：sakamotoengei.com/

育 成 者 ：坂本ティアムチャイ
審査講評 ：

受 賞 者 ：(有)矢祭園芸(福島県）
ホームページ ： https://ysflower.jp/ Y's flower
育 成 者 ：金澤 美浩 (

審査講評 ：



鉢物部門 秋 審査会

透明感のある純白のファレノ
プシス。ビッグリップには色が
乗らない分、清潔感と美しさが
際立っている。花並び、花もち
ともに優れ、ボリュームがある
しまった草姿が素晴らしい。
ヒューネラルのほか、切花と

してウェディングブーケに使用
したい。オリジナリティのある
鉢での見せ方もインテリア感が
あり好印象。とっておきの贈り
物としても提案できる魅力たっ
ぷりの品種。ニューバリュー特
別賞受賞。

ニューバリュー特別賞

ライフデザイン特別賞

白い花弁に濃紅色のスプ
ラッシュ、リップ先端い黄色
が入る斬新さでとても人目を
惹く。強健で花もちもよく、3 
～4 か月咲き続ける。株姿も
バランスがよくコンパクト。
和のテイストも感じられる

が、見方を変えるとシンプル
で温かみのある北欧スタイル
のような家具にもマッチする
かもしれない。ライフデザイ
ン特別賞受賞。

ファレノプシス「氷晶」アイファーマーグループ蘭工房

ファレノプシス「コロンボ」(有)椎名洋ラン園

受 賞 者 ：（有)椎名洋ラン園(千葉県）
ホームページ ：https://sheena.ranran.co.jp/
育 成 者 ： （有)椎名洋ラン園
育成者権者： （有)椎名洋ラン園
審査講評 ：

受 賞 者：アイファーマーグループ蘭工房
（愛知県）

育 成 者 ：服部健治
育成者権者：服部健治
審査講評 ：



鉢物部門 秋 審査会

ファレノプシスでは珍しい淡ク
リーム色の小輪。多花性で3か月以上
開花する。
ギフトにはもちろん、コンパクト

なので置く場所を選ばず、ホーム
ユースにも向く。花の向きがランダ
ムな四方見に仕立てられているとこ
ろが新しい。置く場所を選ず、新規
性に富み、本品目の楽しみ方、可能
性を広げてくれている。ニュースタ
イル特別賞、ライフデザイン特別賞
同時受賞。

ニュースタイル特別賞・ライフデザイン特別賞

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

これまでのゴールドよりやや赤
みが入った色のミディファレノ。
ウインターシーズンによく合う暖
かみと味わいのあるカラーで人目
を惹く。株はコンパクトで強健、
花弁が厚くしっかりしている。
カラークリエイト特別賞 、グッ

ドパフォーマンス特別賞に加え、
和の美意識も感じることからジャ
パンデザイン特別賞 同時受賞。

ファレノプシス「ラテ」(有)椎名洋ラン園

ファレノプシス「ラスベガス」(有)椎名洋ラン園

受 賞 者 ：（有)椎名洋ラン園(千葉県）
ホームページ ：https://sheena.ranran.co.jp/
育 成 者 ： Anthura社
育成者権者： （有)椎名洋ラン園
審査講評 ：

受 賞 者 ：（有)椎名洋ラン園(千葉県）
ホームページ ：https://sheena.ranran.co.jp/
育 成 者 ：（有)椎名洋ラン園
育成者権者：（有)椎名洋ラン園
審査講評 ：



鉢物部門 秋 審査会

ニュースタイル特別賞・ライフデザイン特別賞

カラークリエイト特別賞・ジャパンデザイン特別賞

アンティラオ シリーズ
の１品種。大輪丸弁で、バ
ランスのよい株姿も美しい。
マットで落ち着いた雰囲気
の趣ある濃いワインカラー
で高級感がある。
既存のパステル系品種と

は一線を画し、アンティー
クタッチにも和モダンにも
どちらにも提案できる素晴
らしい品種。
カラークリエイト特別賞、
ジャパンデザイン特別賞
同時受賞。人気投票では第
3位。

シクラメン「Shedenmoon（シーデンモーン）」(有)さかもと園芸

受 賞 者 ： (有)さかもと園芸（群馬県）
ホームページ ：sakamotoengei.com/

育 成 者 ：坂本ティアムチャイ
審査講評 ：

入 賞

ユーフォルビア（ポインセチア）「フトゥーラ ブリリアントレッド」 兼弥産業(株)

発色のよい鮮赤色の苞葉は大
きく美しく、迫力があり見事の
ひとこと。クラシカルな正統派
リバイバルを感じさせる。苞葉
と株の揃ったつくりもよい。
分枝性が高く枝が強健で棚も

ちに優れるということなので、
加えて苞葉が傷つきにくければ
イベント装飾にも活用しやすい
だろう。

受 賞 者 ：兼谷産業（株）(愛知県）
ホームページ ： https://www.kaneya-ltd.co.jp/

育 成 者 ：LAZZERI社
審査講評 ：



入 賞

ヘレボルス 「氷の薔薇 アーリーレッド」 童仙房ナーセリー＆ガーデン

鉢物部門秋 審査会

ファレノプシス 「ビビ」 (有)椎名洋ラン園

氷の薔薇シリーズの新品種。
1本の茎から多くの花を力強く
咲かせ、観賞価値が高い。手入
れも簡単で冬の間、長く花を楽
しめる。花色にも少し特徴が欲
しいところ。
従来のクリスマスローズとの

違いを上手にアピールしたい。
露地植えでのパフォーマンスも
ぜひ見てみたい。

発色のよい鮮赤色の華やかな
色彩の花は、寒い時期のギフト
にあう。葉色のグリーンとのコ
ントラストがよく、非常に人目
を惹く。小輪だが多花性で、開
花状態に均一性のある枝咲きと
なって、草丈がありバランスよ
くボリューム感をましている。
3か月以上と花もちも長いとこ
ろも評価できる。

受 賞 者 ：童仙房ナーセリー＆ガーデン
(大阪府）

ホームページ ： www.fujitanursery.com

育 成 者 ：Josef Heuger
育成者権者：藤田 善敬
審査講評 ：

ファレノプシス「ピンクエキドナ」 アイファーマーグループ蘭工房

華やかなピンク系の個性的な
模様のバイカラー。大輪ながら
コンパクトな株姿でバランスが
よく、鉢ともよく調和している。
現代の住環境にマッチするだろ
う。多花性で花の並びにも優れ
るが、前後の花の面の重なりが
深いので、個性的な花を隠して
しまうところが改善されるとな
お良いという評価があった。

受 賞 者 ：（有)椎名洋ラン園(千葉県）
ホームページ ：https://sheena.ranran.co.jp/
育 成 者 ：（有)椎名洋ラン園
育成者権者：（有)椎名洋ラン園
審査講評 ：

受 賞 者：アイファーマーグループ蘭工房
（愛知県）

育 成 者 ：服部健治
育成者権者：服部健治
審査講評 ：



入 賞

切花部門秋 審査会

アンティラオ シリーズの1品
種で、落ち着いた雰囲気のアン
ティークカラー。今までの青系
シクラメンより丸く太さのある
花弁。今までのパステル系品種
にないくっきりと濃く締まった
青紫色。株のつくりがしっかり
していて花の揃いもよく、ブ
ルー系シクラメンのなかでは競
争力があるだろう。

アンティラオ シリーズの1品
種。今までのパステル系品種の
シクラメンにはない透明感のあ
る落ち着いた淡青紫の花色。花
立ちがよく、これまでのブルー
系より大輪かつ太い花弁でボ
リュームがある。同シリーズの
「シィファー」との濃淡セット
の販売や、あえて赤系の「シー
デンモーン」と対比させての
セット販売など、ギフトの提案
も広がる。

シクラメン「Shemon（シィ―モン）」(有)さかもと園芸

受 賞 者 ： (有)さかもと園芸（群馬県）
ホームページ ：sakamotoengei.com/

育 成 者 ：坂本ティアムチャイ
審査講評 ：

シクラメン「Shefa（シィファー）」(有)さかもと園芸

受 賞 者 ： (有)さかもと園芸（群馬県）
ホームページ ：sakamotoengei.com/

育 成 者 ：坂本ティアムチャイ
審査講評 ：



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。

JFS

ジャパンフラワーセレクションの賞体系について

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。

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。

「モニター特別賞」

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）

「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。

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。

「フォトジェニック特別賞」

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。



JFS

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。

■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

■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 全4パターン

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。

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。
ポットに差し込むタグに受賞マークを使用。

＊JFコード無しのロゴマークも6パターンあります。

■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。

＜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

お問い合わせはこちらへ

■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。

mailto:jfpc@jfpc.or.jp


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。

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


