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秋の切花部門の入賞・特別賞が決定しました。

Cut Flower 2022 Autumn

Autumn
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。

Japan Flower Selections Cut 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。
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審査会実施概要
■春審査会：2022年10月17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）



次回切花部門「春審査会」は「秋審査会」と同じく、大田市場内（㈱大田花き）での
開催となりました。
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。

2023年の切花部門「春審査会」の日程が決まりました！

2022年「秋審査会」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。
2023年の冬春審査の定植を開始してお
ります。2023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2023年度の出品の募集を開始しています。
2022年度に露地花壇をリニューアルしました。冬越しの品種の植え込みも承ります。

■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：2023年4月7日（金）

審査会後の展示（市場内展示）：2023年4月8日（土）～13日（木）

＊鉢物部門「春審査会」の日程は5月19日（金）の予定です。
切花部門と鉢物部門で日程が異なりますので、ご注意ください。



受 賞 者 ：株式会社 明日香園
ホームページ ：http://www.asukaen.com
育 成 者 ：山口 秀行
育成者権者：山口 秀行
審査講評 ： 波打つ大輪花序のウエーブが既

存のパープル品種より大きいため、
光沢がより美しく目立ちビロード
感が増している。見る角度によっ
て異なる色目はシックで新奇性が
ある。
丈が長く揃いがよく使い勝手も

よさそうで、冠婚葬祭など利用で
きる場面が広がるだろう。病害虫
に強く生産効率のもよい。
カラークリエイト特別賞受賞。

受 賞 者 ：株式会社 明日香園
ホームページ ：http://www.asukaen.com
育 成 者 ：山口 秀行
育成者権者：山口 秀行
審査講評 ： 斬新で珍しいブロンズカラーの

ケイトウは待望の品種。発色よく
丈が長く大輪で、秋の装飾にうっ
てつけの花材。
合わせる花を選ばない、色なじ

みのよいブロンズ色で高級感があ
る。格調高いアレンジメントが期
待できそうで、人気が出るだろう。
病害虫に強く生育の揃いもよい

ため、生産効率が高い点にも期待
したい。
カラークリエイト特別賞 同時受

賞。

切花部門秋 審査会

ボンベイケイトウ「アスカセレクト パープルウェーブ」株式会社 明日香園

ボンベイケイトウ「アスカセレクト ブロンズ」株式会社 明日香園

カラークリエイト特別賞

カラークリエイト特別賞



切花部門 秋 審査会

レッド＆イエローのコントラス
トがくっきり華やかなポンポンマ
ム。季節によって花色のトーンが
変化し、秋から年末にかけて重宝
しそうなカラーリング。中輪のサ
イズ感もちょうどよく使い勝手が
よさそう。
ネーミングとは裏腹に、和風の

印象も感じられるところからジャ
パンデザイン特別賞受賞。

ジャパンデザイン特別賞

ジャパンデザイン特別賞

ピンク、ホワイト、グリーン
の３色が混ざり合い、万華鏡の
ように変化する、キュートな色
目のデコラポンポンマム。
ぎっしり詰まった花弁が次第

に垂れ下がり、刻々と変化する
様子も楽しい。一輪でも存在感
を放ち、大きすぎず小さすぎな
いサイズ感もちょうどよく使い
勝手がよさそう。良い意味でキ
クっぽくない花で、用途が広い。
ジャパンデザイン特別賞受賞。

キク「トロピカーナ」株式会社 デリフロールジャパン

キク「カフカ」株式会社 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/
育成者権者：Deliflor Royalties B.V.
審査講評 ：

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/
育成者権者：Deliflor Royalties B.V.
審査講評 ：



切花部門 秋 審査会

ダリアの魅力が引き立つ
中輪のフォーマルデコラ咲
き。落ち着いたサーモンピ
ンクの花色は、流行の「く
すみ色系」で美しい。さま
ざまな色の花とも、なじみ
やすそう。
また、花の大きさのわり

にステムが太すぎないため、
扱いやすいだろう。花が上
向きであれば、さらによ
かった。
グッドパフォーマンス特

別賞とモーストジョイ特別
賞を同時受賞。

グッドパフォーマンス特別賞、モーストジョイ特別賞

ニューバリュー特別賞

花弁の裏表でピンク色の発
色が異なるバイカラー品種。
グラデーションも美しい。
中輪のフォーマルデコラ咲

きのなかでも、星咲きのため
可愛らしさが際立つ。ほかの
花とも合わせやすそう。露芯
になりにくく日もちもよく、
ギフト、ブライダルなどを筆
頭に、利用場面は広いだろう。
ただし、葉の大きさが気に
なった。

ダリア「ＮＡＭＡＨＡＧＥラブ」 秋田県

ダリア「ＮＡＭＡＨＡＧＥプリティ」 秋田県
受 賞 者 ：秋田県
ホームページ ：
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/13721
育 成 者 ：鷲澤幸治
育成者権者：秋田県
審査講評 ：

受 賞 者 ：秋田県
ホームページ ：
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/13721
育 成 者 ：鷲澤幸治
育成者権者：秋田県
審査講評 ：



切花部門 秋 審査会

中大輪のポンポン咲きは、手
毬のようなかわいらしさ。しな
やかなステムは扱いやすく動き
のあるブーケにも向き。花着き
の個体差が見られたが、それも
ナチュラルな雰囲気を醸してい
る。グッドパフォーマンス特別
賞受賞。
広く好まれる甘いピンク色は、

かわいらしい花型とマッチして
いてフォトジェニック特別賞も
同時受賞。芳香があったらうれ
しいという意見もあった。
花の外輪の退色がやや気に

なったが、ここまで開いても花
の日もち性が高いところは、た
なまち園芸場ならでは。

グッドパフォーマンス特別賞、フォトジェニック特別賞

グッドパフォーマンス特別賞

大人かわいいピンクと緩や
かなフリルがマッチした優雅
なフリンジ咲き品種。
驚きの大輪と多花性で、ボ

リューム感がある。温暖化の
影響で寒冷地でも高品質を維
持しての夏季出荷が難しくな
りつつあるなかで、高温期に
出荷できる貴重な品種。どの
生産者さんでもこのように作
ることが出来ればうれしい。
末長く利用されるだろう。
非常に見応えがあるため

グッドパフォーマンス特別賞
受賞。

バラ「ブライダルラズベリーローズ 」 有限会社たなまち園芸場

トルコギキョウ「SM9-706M中生大輪フリンジ八重咲きピンク」株式会社 サカタのタネ

受 賞 者 ：株式会社サカタのタネ
ホームページ ：https://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 ：

受 賞 者 ：有限会社 たなまち園芸場
育 成 者 ：棚町 満
育成者権者：棚町 満
審査講評 ：



切花部門 秋 審査会

従来にあまりないク
リーム色の可愛いカップ
咲き。フルーティな香り
で、フレグランス特別賞
受賞。ただし、淡色のた
め花弁の傷が気になった。
ガーデンローズの血を

入れることで、病気に強
く生育旺盛な点に期待し
たい。ステムもよく伸び、
バランスのよい草姿を保
つ。採花本数も多いため
生産性が高い。

フレグランス特別賞

ニューバリュー特別賞、ライフデザイン特別賞

大輪でありながら4〜5輪
のスプレー咲きとなる花つ
きの良さが特徴。花もちも
大変よく、樹上ではピンク
からペールグリーンへと咲
き進み、美しいグラデー
ションをなす。どの時期の
花色も好ましく、長期間採
花が可能でニューバリュー
特別賞とライフデザイン特
別賞同時受賞。
花つき、カップ咲きの美

しさ、日保ち性が調和し、
バランスの良い品種といえ
る。

バラ「マーサマイディア 」 有限会社アミノ

バラ「ベイビーカメレオン」株式会社 ROSETIQUE JAPAN

受 賞 者 ：(株)ROSETIQUE JAPAN
育 成 者 ：今井 清
育成者権者：(株)ROSETIQUE JAPAN
審査講評 ：

受 賞 者 ：有限会社アミノ
育 成 者 ：今井 清
育成者権者：小野 美和
審査講評 ：



入 賞

ボンベイケイトウ 「アスカセレクト チェリーローズ」 株式会社 明日香園

切花部門秋 審査会

バラ 「ヨコハマレッド」 有限会社アミノ

受 賞 者 ：有限会社アミノ
育 成 者 ：今井 清
育成者権者：有限会社アミノ
審査講評 ：

人目を惹く光沢のある明るい
ピンクは、見る角度によって色
彩が代わり、可愛さとスタイ
リッシュさを持ち合わせる。花
序のボリュームがありウエーブ
も美しく、存在感がある。
花がよく揃い、茎が固く丈も長
く、使い勝手がよさそう。また、
花の揃いがよいことは使い勝手
に加えて生産効率のよさの裏付
けにもなる。

高芯剣弁咲きの鮮赤色のバラ。
万人に好まれるシンプルな花形。
ステムがよくのびており、花と
葉のバランスが良好。とげが少
なく扱いやすい。うどんこ病に
強い点も利点。強いていえば、
個体による花色のムラや外側の
花弁の傷や傷みが多少気になっ
た。

受 賞 者 ：株式会社 明日香園
ホームページ ：http://www.asukaen.com
育 成 者 ：山口 秀行
育成者権者：山口 秀行
審査講評 ：

バラ 「レッドマティーニ」 有限会社たなまち園芸場

受 賞 者 ：有限会社たなまち園芸場
育 成 者 ：棚町 満
育成者権者：棚町 満

審査講評 ： 鮮赤色だが少し珍しい色目
の、中小輪のオープンロゼッ
ト咲き。咲き進むにつれて中
央の黄色い雌しべがのぞく。
揃って開花するスプレー咲

きで見ごたえがあり、人気が
出そう。花芯が露出するスタ
イルは、好みが分かれるかも
しれないが、個性が際立って
いる。



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」

（切花部門・鉢物部門）
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。

「コンテナパフォーマンス特別賞」

「ガーデンパフォーマンス特別賞」

（ガーデニング部門）
コンテナとガーデンの両方のパフォーマン
スに優れている場合は、「コンテナ・ガーデ
ンパフォーマンス特別賞」と表記します。



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


