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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
■秋審査会：2022年11月22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) 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)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)フラワーオークションジャパン
常務取締役 鉢物本部長

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)オザキフラワーパーク
代表取締役

向原 潤 Jun Mukouhara

(株)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「春審査会」は「秋審査会」と同じく、
大田市場内（㈱フラワーオークションジャパン）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年の鉢物部門「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5月19日（金）

審査会後の展示（市場内展示）：2023年5月20日（土）～26日（木）

＊切花部門「春審査会」は4月7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 ：髙松商事(株)（千葉県）
ホームページ ： http://www.tacoflower.jp/
育 成 者 ：Royal Van Zanten 社 (

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 ：

ベスト・フラワー（優秀賞）［グッドパフォーマンス特別賞 同時受賞］

鉢物部門秋 審査会

キク「和・美・菊」なでしこ 髙松商事（株）

シクラメン「 チモピコティーシリーズ サーモンピンク 」(有) 矢祭園芸

ベスト・フラワー（優秀賞）［ブリーディング/モニター特別賞（秋）同時受賞］

スプーン咲きが特徴的で新し
い色目のキク。秋にふさわしい
ピンクとオレンジ色の中間的な
モーヴカラーは、ノスタルジッ
クな雰囲気もある。
株姿もよく、ベスト・フラ

ワー（優秀賞）とグッドパ
フォーマンス特別賞 を同時受
賞。大輪で色鮮やかで咲き方も
好ましく、幅広い層に受け入れ
られそう。夏過ぎから年末年始
にかけての色彩として最適で、
既存品種と同様、耐病性、耐暑
性に優れる。

八重咲きバイカラーのミニ
タイプシクラメン。花上がり
がよく、かわいらしい色彩と
咲き方に新規性を感じる。花
弁に厚みがあり花もちがよく、
観賞期間が長く商品性が高い。
葉分けをしなくても自然と
ドーム状に育つ株姿もよく、
八重咲きの魅力が際立つ。特
徴的な花容と相まって大変魅
力的。ブリーダーのセンスの
よさが伝わってくることから
ベスト・フラワー（優秀賞）
とブリーディング特別賞 同
時受賞。また、人気投票第1
位で、モニター特別賞も受賞。



受 賞 者 ：(株)マルイ洋蘭開発センター
（群馬県）

ホームページ ： https://www.e-hanaran.com

育 成 者 ： 渡辺武夫
審査講評 ：

受 賞 者 ：(株)マルイ洋蘭開発センター
（群馬県）

ホームページ ： https://www.e-hanaran.com

育 成 者 ： 柯 文秀
審査講評 ：

ベスト・フラワー（優秀賞）［モーストジョイ/ニューバリュー特別賞 同時受賞］

鉢物部門秋 審査会

ファレノプシス「グリーンハット」 （株）マルイ洋蘭開発センター

ファレノプシス「セイラ」 （株）マルイ洋蘭開発センター

ベスト・フラワー（優秀賞）［ニュースタイル特別賞 同時受賞］

これまでにない中輪タイプのグ
リーン系ファレノプシス。コンパ
クトで株のバランスがよい。
黄色にもグリーンにも見える花

色は、強すぎず、弱すぎない絶妙
な色あい。鮮やかでムラがなく、
飾りやすい色で、ベスト・フラ
ワー（優秀賞）とモーストジョイ
特別賞、ニューバリュー特別賞を
同時受賞。
また、多花性で花の並びや花も

ちがよく、葉が小さい。様々な用
途のギフトとして提案しやすい品
種。

淡紫色の星形の花弁が特徴的な
ファレノプシス。花の大きさが絶
妙で、すらっと清楚で清々しい。
新規性に富みながらも広い層に受
け入れられそうなことから、ベス
ト・フラワー（優秀賞）とニュー
スタイル特別賞を同時受賞。和室
にも似合いそう。また、切り花で
のアレンジメントやブーケとして
も期待できる。
ナチュラルな曲げ仕立ては花の

雰囲気にマッチしていており、曲
げ仕立てを施さずとも見応えがあ
る。



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 ：

受 賞 者 ：髙松商事(株)（千葉県）
ホームページ ：http://www.tacoflower.jp/
育 成 者 ：Royal Van Zanten 社

審査講評 ：

ベスト・フラワー（優秀賞）［カラークリエイト特別賞 同時受賞］

鉢物部門秋 審査会

ファレノプシス「クレモンティーヌ」 アイファーマーグループ蘭工房

キク「和・美・菊」だいだい 髙松商事（株）

ニューバリュー特別賞ジャパンデザイン特別賞

深いピンクに濃ブラウン
の模様が入る、非常に独創
的なミディタイプのファレ
ノプシス。鮮やかで特徴的
な花色はインパクトがあり、
ベスト・フラワー（優秀
賞）とカラークリエイト特
別賞を同時受賞。
パンチのあるカラーリン

グで、南国オリエンタルな
イメージ。シノワズリーの
器にも合いそうで、想像力
を掻き立てられる。コント
ラストがよく、カタログや
ウェブ販売での訴求力に期
待できる。花の並びや重な
りもよい。。

スプーン形の花弁と花色
がキャッチーで特徴的な、
オランダ育種のキク。夏か
ら年始にかけてニーズが高
まる色目で、ジャパンデザ
イン特別賞受賞。
特に秋にふさわしい鮮や

かなカラーは、ハロウィー
ンにも活用できそう。花が
大きく、スプーン咲きが強
く表現されて個性的だが、
飽きが来ない。花芯の盛り
上がりもかわいらしい。



鉢物部門 秋 審査会

フレグランス特別賞

ジャパンデザイン特別賞

シクラメン「 アブソリュ ドゥ モレル 」(株)ハクサン

キク「和・美・菊」もも 髙松商事（株）

受 賞 者 ：髙松商事(株)（千葉県）
ホームページ ：http://www.tacoflower.jp/
育 成 者 ：Royal Van Zanten 社

審査講評 ：

受 賞 者 ：(株)ハクサン（愛知県）
ホームページ ： https://www.hakusan1.co.jp
育 成 者 ： MOREL DIFFUSION S.A.S (

審査講評 ：

オランダで育種された、ス
プーン咲きと色合いに新規性が
あるキク。夏過ぎから新年まで
の期間、出番が多いカラーリン
グでジャパンデザイン特別賞
受賞。優しい色目がかわいらし
く、寄せ植えや室内置きでも映
えるだろう。既存のマム類と同
様、耐病性、耐暑性に優れる。
品質はよいが花色が薄めなぶん、
インパクトが弱い。

世界で唯一のビクトリア咲き
芳香性F1品種。エレガントな芳
香で、フレグランス特別賞受賞。
花つき、花もち、観賞期間の長
さ、株のまとまり、耐病性、耐
暑性など基本性能に優れる点が
評価できる。強健でガーデンシ
クラメンとしても扱えるなど、
多彩な方向性が感じられる。た
だし、花形のばらつきがやや気
になった。



鉢物部門 秋 審査会

ニューバリュー特別賞

フレグランス特別賞

ファレノプシス「紫彩（シア）」 （株）マルイ洋蘭開発センター

シクラメン「チモピコティーシリーズ ローズピンク 」(有) 矢祭園芸

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 ：

受 賞 者 ：(株)マルイ洋蘭開発センター
（群馬県）

ホームページ ： https://www.e-hanaran.com

育 成 者 ： 柯 文秀
審査講評 ：

八重咲きバイカラーのミニシ
クラメン。花弁に厚みがあるた
め花もちがよく、お得感がある。
かわいらしい花色と咲き方、中
心からの花立ち、株姿、鉢との
バランスのよさを見ても完成度
が高い。さらに葉分けせずとも
ドーム状に育つ。
また、芳香のよさからフレグ

ランス特別賞受賞。

鮮やかな紫色の花色と丸弁が
かわいらしい。花弁の縁が白く
覆輪に見え、花が際立っている。
コンパクトな株ながらも大きめ
の花で、花数も多いためお得感
がある。ギフトにもよいが、自
宅向けにも飾りやすい。
ニューバリュー特別賞受賞。



鉢物部門 秋 審査会

グッドパフォーマンス特別賞

ライフデザイン特別賞

ファレノプシス「ティアモ」(有)椎名洋ラン園

ファレノプシス「カフェシフォン」アイファーマーグループ蘭工房

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 ：

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：湯現会社椎名洋ラン園
審査講評 ：

濃ブラウンとブラックに白
いリップが温かみを感じる特
徴的なミディファレノプシス。
花姿や花形と他にないシック
なカラーが人目をひく。
小輪ながら花数が多く、に

ぎやか。置き場所や合わせる
鉢によって印象が大きく変わ
りそう。ウインターシーズン
に飾りたくなる色合い。付加
価値のあるギフトにも提案し
やすい。
ライフデザイン特別賞受賞。

高級感のある中輪系でありなが
ら、枝振りがよく花数が多く、き
れいにまとまっている。万人に好
まれるかわいらしいピンクのグラ
デーションに、赤いリップのコン
トラストが効いた華やかさがあり、
ホームユースもおすすめしたい。
5ヶ月以上の開花記録を持つこ

とから、グッドパフォーマンス特
別賞受賞。



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。



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

http://www.jf-selections.net/

ジャパンフラワーセレクション実行協議会
東京都中央区東日本橋3-6-17山一ビル４F
一般財団法人日本花普及センター内
TEL：03-3664-8739 FAX：03-3664-8743
メール：jfpc@jfpc.or.jp

http://www.jf-selections.net/



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

