
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、日本一の花と緑に関する総合園芸パブリックショ

ウ『2014 日本フラワー＆ガーデンショウ』を、さる2014年3月21日（金・祝）～23

日（日）までの3日間、幕張メッセ国際展示場 9番ホールにて開催しました。

今回のショウは、1991年の第1回開催以来、24回目を迎え、ショウテーマを『あなた

の暮らしに花プラス』、テーマカラーを『イエロー』とし、出展規模70社166小間、来

場者数30,736人（21日：11,414人、22日：7,664人、23日：11,658人）で、無事

に終了いたしました。

報道関係資料 ２０１４年３月２７日
公益社団法人日本家庭園芸普及協会
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『2014 日本フラワー＆ガーデンショウ』

F&Gジャパンセレクション来場者人気投票結果発表

2014 JAPAN FROWER & GARDEN SHOW

国内最大級“花と緑”に関する総合園芸ショウ

F&Gショウ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『F&G ジャパンセレクション』は、花卉業界に携わる種苗会

社・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・切り花の新品種を展

示・紹介するコーナーです。

花の新品種・新商品は、ファッション業界同様、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、花卉業界全体の活性化につながり、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。

本年度、出品された新品種は、28社（者）91種にも及ぶ多数の品種がエントリーされ、

販売・流通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、例年同様に『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』（社団法人 園芸文化協会主催）との合同開催とな

り、『F&G ジャパンセレクション』は、日本最大規模の花の新品種コンテストとして実

施されました。

『切花部門』と『鉢花部門』の2部門におきまして、会期中の2日間（21日及び22日）

で来場者による人気投票を行い、総投票数4,836票の結果、別紙の結果となりました。
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『人気投票結果 上位入賞品種』

●切花部門

デルフィニウム

さくらひめ

愛媛県

さくらひめは、10輪以上の花が着生する枝を、

１本に５枝以上つけることができるスプレー

咲の品種であることから、花のボリューム感

が高く、その咲き誇った姿は「春の到来を告

げる花」と言っても過言ではない。

1位・グランプリ

品 目 名：

品 種 名：

出品者名：

特 長：

バラ

モエリー

やぎばら園

香りが良いバラ。

オールドローズの花型と香りを切花にそのま

ま再現した品種。

オールドローズタイプだが花もちも良い。

2位

品 目 名：

品 種 名：

出品者名：

特 長：

スイートピー

恋式部

宮崎県総合農業試験場 花き部

淡いピンクと白の複色であることから、幸せ

な出来事や恋をイメージ。やわらかなピンク

と白のコントラストが可愛らしく、ブライダ

ルやフラワーアレンジメントなど、幅広い使

い方ができる。

3位

品 目 名：

品 種 名：

出品者名：

特 長：
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●鉢花部門

プリムラマラコイデス

ウィンピーチ

仙波勉 ＆Vista Future Flowers Inc.

咲き始めはピンク色で、咲き進むと明るい緑

黄色に変化し、強く春を感じさせる。花もち

が極めてよく、日蔭の花壇や鉢花でも長期間

楽しめる。

1位

品 目 名：

品 種 名：

出品者名：

特 長：

アジサイ

きらきら星

栃木県

八重咲きのがくあじさいで、花色の覆輪が最

大の特徴。大型の装飾花で、がく片の縁に入

る深い切れ込みが、「きらきら星」の名のと

おり輝く星々を想わせる。

2位

品 目 名：

品 種 名：

出品者名：

特 長：

サクラ

仁科乙女

JFC石井農場

休眠不要で万年屋内栽培可能。

理化学研究所において重イオンビームにより

育種された。

一才性であるため、幼木から花がつく。

一般的なサクラは一季性の開花であるが、

室温において四季咲き栽培が可能。

3位

品 目 名：

品 種 名：

出品者名：

特 長：
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参考資料『人気投票結果 4位～10位 品種』

●切花部門

順位 品目名 品種名 出品者名

４ バラ ミントティー 京成バラ園芸株式会社

５ アネモネ F1 モナリザワインホワイト 株式会社ミヨシ

６ バラ レフレーズ やぎばら園

７ アネモネ F1 モナリザワインシェードインプ 株式会社ミヨシ

８ スイートピー リップルピーチ 神奈川県農業技術センター

９ トルコギキョウ アンバーダブルパープル 株式会社サカタのタネ

１０ デルフィニウム F1ジャパンブルー 株式会社ミヨシ

アネモネ

F1 モナリザ ワインシェードインプ

株式会社 ミヨシ

４位 5位 6位

7位 8位 9位 10位

アネモネ
F1 モナリザ ワインホワイト

株式会社 ミヨシ

バラ
レフレーズ
やぎばら園

バラ
ミントティー

京成バラ園芸株式会社

スイートピー
リップルピーチ

神奈川県農業技術センター

トルコギキョウ
アンバーダブル パープル
株式会社 サカタのタネ

デルフィニウム
F1ジャパンブルー
株式会社 ミヨシ
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≪この件に関するお問い合わせ先≫

2014 日本フラワー＆ガーデンショウ事務局

TEL／03-3263-4424 FAX／03-3263-3509

●鉢花部門

順位 品目名 品種名 出品者名

４ コチョウラン オーロラ 有限会社椎名洋ラン園

５ ペラルゴニウム シースターピンク 株式会社サカタのタネ

６ ビオラ マリア 株式会社ゲブラナガトヨ

７ ニューギニアインパチェンス サンパチェンス® さくさくパッションオレンジ 株式会社サカタのタネ

８ ビオラ ミステリアスバニー 株式会社ゲブラナガトヨ

９ ペチュニア ノーヴォマゼンタグリーン 有限会社ガルテン湘南

１０ ヒマワリ サンタスティックイエロー 株式会社サカタのタネ

ニューギニアインパチェンス
サンパチェンス®

さくさくパッションオレンジ
株式会社 サカタのタネ

４位 5位 6位

7位 8位 9位 10位

ペラルゴニウム
シースター ピンク

株式会社 サカタのタネ

ビオラ
マリア

株式会社 ゲブラナガトヨ

コチョウラン
オーロラ

有限会社 椎名洋ラン園

ビオラ
ミステリアスバニー

株式会社 ゲブラナガトヨ

ペチュニア
ノーヴォ マゼンタグリーン

有限会社 ガルテン湘南

ヒマワリ
サンタスティック イエロー

株式会社 サカタのタネ


