
公益社団法人 日本家庭園芸普及協会（所在地：東京都中央区、会長：羽田光一）は、全国から最新の花と

園芸に関する商品はもとより、園芸・造園の情報、花をモチーフとした一般生活関連商品等を一堂に会した、

国内最大級の花と緑に関する総合園芸パブリックショウ 『2019 日本フラワー＆ガーデンショウ』 を、去る2019年

4月19日（金）～21日（日）までの3日間、パシフィコ横浜 展示ホールBホールにて開催しました。

今回のショウは、1991年に幕開けした第1回目の開催以来、第29回目の開催となり、ショウテーマを『花を楽しみつくす

～家族の笑顔はじける 花と緑のチカラ！』、シンボルフラワーを『カーネーション』とし、出展規模71社173小間（フードを

除く）で来場者をお迎えしました。そしてその結果、60,253人(1日目：15,784人、2日目：21,513人、3日目：

22,956人)

にご来場いただき、昨年以上となる来場者を向かえ盛大な開催となりました。
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国内最大級の“花と緑”に関する総合園芸ショウ
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2019F&Gジャパンセレクション 来場者人気投票結果発表

■来場者数 実績

2019F&Gジャパンセレクション 来場者人気投票結果発表！

本ショウの注目イベント『2019F&Gジャパンセレクション』は、花き業界に携わる種苗会社・都道府県・個人育種

家が長年の歳月をかけ開発・育成した新品種を、日本フラワー＆ガーデンショウ来場者及び業界関係者に広く知っ

ていただく場として、鉢物・切花の新品種を展示するコーナーです。花の新品種・新商品は、多くのユーザーにとって注

目の的になるばかりではなく、需要喚起と新提案を行っていく上で不可欠なものになっています。

今回出品された新品種は、37社（者）99点にも及び、発売されたばかりのものや、まだマーケットに出回っていな

い希少な品種が目白押しでした。これほど多くの新品種を一堂に会して一般の方々にご覧いただける場は、ほとんど

無いと言っても過言ではありません。

また、今回も『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実行協議会 主催）と『新花コンテスト』

（公益社団法人 園芸文化協会 主催）と合同開催することにより、『2019F&Gジャパンセレクション』は国内最大

規模の花の新品種コンテストとなりました。

会期中の2日間（会期初日及び2日目）にて来場者による人気投票を行い、総投票数12,232票（※投票

用紙1枚につき、部門を問わず2票まで投票可）の結果、『切花部門』と『鉢物部門』の入賞品種は別紙の通りとな

りました。

※前回（2018年）来場者数（3日間合計）は 65,424人

日程 19日（金） 20日（土） 21日（日） 3日間合計

来場者数 15,784人 21,513人 22,956人 60,253人

天候 晴 晴 晴 -



4月21日（日）に行われた表彰式では、グランプリを受賞したパティオローズを代表し、

小川 宏氏に、ショウ主催者の公益社団法人 日本家庭園芸普及協会会長 羽田光一より表彰

状とトロフィーが授与されました。

また全出品の中から、最も多くの票を得た品種に対し「2019F&Gジャパンセレクション グランプリ」を贈り、その栄誉

を讃えました。栄えあるグランプリはバラ「江戸桜」（出品者：パティオローズ）が受賞しました。

2019F&Gジャパンセレクション グランプリ

バラ

江戸桜

パティオローズ

四季咲きのミニのオールドローズを室内用に小型の盆栽仕立
てにしました。咲き進むと花が白からピンク色に移ろいます。手
入れも簡単です。

品 目 名：

品 種 名：

出品者名：

特 長：

表彰されるパティオローズ 小川 宏氏 受賞者の記念撮影

受賞者の記念撮影



●切花部門（1位～3位）

トルコギキョウ

ボン・ボヤージュ® (2型) ベビーピンク

株式会社サカタのタネ

形がきれいで豪華な「ボン・ボヤージュ」シリーズの

新色です。花形がよく、咲き始めの白地にほのかな

ピンクの発色がかわいいと評価された大輪のフリンジ

咲き種です。

1位

品 目 名：

品 種 名：

出品者名：

特 長：

グロリオーサ

ZEN

藤井隆志

鮮やかなオレンジ色の花色が珍しく、花数も多く

つぼみまで咲くので、従来のグロリオサの2倍近く

花が持ちます。葉先のカールと茎が曲がりにくいところ

も魅力です。

2位

品 目 名：

品 種 名：

出品者名：

特 長：

カーネーション

シャララ ピコ

株式会社ミヨシ

カーネーションでは珍しいフリンジ咲きの人気品種「シャ

ララ」からの変異品種です。特徴的な花型はそのまま

に。白地に淡いピンク色がさす特徴的な花色の品種

となっております。開花時期および個体差により色幅

が生じる場合があります。

3位

品 目 名：

品 種 名：

出品者名：

特 長：

『切花部門 人気投票結果』

別紙：2019F&Gジャパンセレクション入賞品種について



●切花部門（4位～10位）

サクラ

しんわこう

真和香

石井 重久

４位 5位 6位

7位 8位 9位 10位

バラ
レッドワイン＆ローズ

有限会社たなまち園芸場

リューココリーネ
シェリーピンク

有限会社三宅花卉園

トルコギキョウ
マキア® (2型) ラベンダー

株式会社サカタのタネ

キンギョソウ
ペンステモンダブル ピンク SK6-16

株式会社サカタのタネ

バラ
マッカラン＆ロジーピンク

有限会社たなまち園芸場

バラ
グランヴァーズ
やぎばら園

別紙：2019F&Gジャパンセレクション入賞品種について

順位 品目名 JFS標記名 出品者

4 トルコギキョウ マキア® (2型) ラベンダー 株式会社サカタのタネ

5 バラ レッドワイン＆ローズ 有限会社たなまち園芸場

6 リューココリーネ シェリーピンク 有限会社三宅花卉園

7 サクラ
　  しんわこう

真和香
石井　重久

8 キンギョソウ ペンステモンダブル ピンク SK6-16 株式会社サカタのタネ

9 バラ マッカラン＆ロジーピンク 有限会社たなまち園芸場

10 バラ グランヴァーズ やぎばら園



●鉢物部門（1位～3位）

バラ

江戸桜

パティオローズ

四季咲きのミニのオールドローズを室内用に小型の盆
栽

仕立てにしました。咲き進むと花が白からピンク色に

移ろいます。手入れも簡単です。

品 目 名：

品 種 名：

出品者名：

特 長：

アジサイ

サニーデイズ

小内園芸

初夏の青空をイメージした濃い青色に白色の模様が
涼しげなので「サニーデイズ」と名付けました。花つき、
花揃いがよく、枝が固いので支柱なしでも育てられま
す。庭植えにオススメですが、鉢植えでも楽しめます。

品 目 名：

品 種 名：

出品者名：

特 長：

アジサイ

ラグランジア ブライダルシャワー

株式会社ハクサン

全ての側芽から花が咲く画期的なアジサイ。ハンギン
グや誘引による特殊な仕立ても可能。また、ピンチの
位置や時期を自由に選べ、葉が小さく通常のアジサイ
よりも蒸散がお抑えられるため、水の管理が楽な品種
です。

品 目 名：

品 種 名：

出品者名：

特 長：

『鉢物部門 人気投票結果』

別紙：2019F&Gジャパンセレクション入賞品種について

1位

2位

3位



●鉢物部門（4位～10位）

ビオラ

Stardust夜空

フラワーファーム都筑の里

４位 5位 6位

7位 8位 9位 10位

アジサイ
白寿紅

農業生産法人㈱みつる植物研究所

ペラルゴニウム
ミッドナイトパラソル

鈴木 清次 / 株式会社サカタのタネ

ペラルゴニウム
ハートパラソル

鈴木 清次 / 株式会社サカタのタネ

クレマチス
花園

長谷川園芸

ペチュニア
ヨコハマブルーシャトー
横浜植木株式会社

アジサイ
ふわわ

久留米花卉園芸農業協同組合

別紙：2019F&Gジャパンセレクション入賞品種について

順位 品目名 JFS標記名 出品者

4 ペラルゴニウム ハートパラソル 鈴木　清次　/　株式会社サカタのタネ

5 アジサイ 白寿紅 農業生産法人㈱みつる植物研究所

6 ペラルゴニウム ミッドナイトパラソル 鈴木　清次　/　株式会社サカタのタネ

7 ビオラ Stardust夜空 フラワーファーム都筑の里

8 クレマチス 花園 長谷川園芸

9 ペチュニア ヨコハマブルーシャトー 横浜植木株式会社

10 アジサイ ふわわ 久留米花卉園芸農業協同組合


