
 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 『2018 日本フラワー＆ガーデンショウ』 を、去る2018年 

4月20日（金）～22日（日）までの3日間、パシフィコ横浜 展示ホールA・B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28回目の開催となり、ショウテーマを『花を楽しみつくす

～わくわくドキドキ家族で体験！～』、シンボルフラワーを『あじさい』とし、出展規模75社182小間で来場者をお迎え 

しました。そしてその結果、65,424人(20日：17,657人、21日：23,235人、22日：24,532人) 

にご来場いただき、昨年以上となる来場者を迎え盛大な開催となりました。 
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2018F&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 

2018F&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『2018F&Gジャパンセレクション』は、花き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、28社（者）82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、『2018F&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12,837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（2017年）来場者数（3日間合計）は 61,280人 

日程 20日（金） 21日（土） 22日（日） 3日間合計 

来場者数 17,657人 23,235人 24,532人 65,424人 

天候 晴 晴 晴 - 



 4月22日（日）に行われた表彰式では、グランプリを受賞した株式会社ミヨシを代表し、

国内販売部 部長 吉田浩之氏に、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「2018F&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ダリア「インカローズ」（出品者：株式会社ミヨシ）が受賞しました。 

2018F&Gジャパンセレクション グランプリ 

ダリア 

インカローズ 

株式会社ミヨシ 

中輪セミカクタス咲ローズ品種 

独特の色合いで露芯しにくい品種です。 

品 目 名： 

品 種 名： 

出品者名： 

特    長： 

表彰される株式会社ミヨシ 吉田浩之氏  受賞者の記念撮影 
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●切花部門（1位～3位） 

ダリア 

インカローズ 

株式会社ミヨシ 

中輪セミカクタス咲ローズ品種 

独特の色合いで露芯しにくい品種です。 

1位・グランプリ 

品 目 名： 

品 種 名： 

出品者名： 

特    長： 

バラ 

カレン 

やぎばら園 

ダマスクモダンとティーの香りが混在したブルーの香りが

特徴。 

2位 

品 目 名： 

品 種 名： 

出品者名： 

特    長： 

バラ 

ブライダルメイプルローズ 

有限会社たなまち園芸場 

中輪系で桜のようなピンク色をしており、かわいらしい

バラです。また桜色は中心から縁にかけて 

だんだんと薄くなります。名前にもあるように、ブライダル

などで使っていただきたいと思います。 

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：2018F&Gジャパンセレクション入賞品種について 
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●切花部門（4位～10位） 

 デルフィニウム 

ブルーオリオン 

宮崎県総合農業試験場 花き部 

４位 5位 6位 

7位 8位 9位 10位 

 ダリア 
マルガリータ 

株式会社ミヨシ 

 バラ 
ピンクメイプルローズ 

有限会社たなまち園芸場 

デルフィニウム 
アズールブルー 

カネコ種苗株式会社 

 バラ 
エルヴェ ドゥ フランソワ 

有限会社たなまち園芸場 

 トルコギキョウ 
早生フリンジ大輪八重咲き ホワイト 

株式会社 サカタのタネ 

 トルコギキョウ 
ウェーブクラシカ 

カネコ種苗株式会社 

別紙：2018F&Gジャパンセレクション入賞品種について 

順位 品目名 品種名 出品名

4  デルフィニウム  アズールブルー  カネコ種苗株式会社

5  ダリア  マルガリータ  株式会社ミヨシ

6  バラ  ピンクメイプルローズ  有限会社たなまち園芸場

7  デルフィニウム  ブルーオリオン  宮崎県総合農業試験場　花き部

8  バラ  エルヴェ　ドゥ　フランソワ  有限会社たなまち園芸場

9  トルコギキョウ  早生フリンジ大輪八重咲き ホワイト  株式会社 サカタのタネ

10  トルコギキョウ  ウェーブクラシカ  カネコ種苗株式会社
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●鉢物部門（1位～3位） 

センテッドゼラニウム 

チェリー 茅ヶ崎 

鈴木 清次/株式会社 サカタのタネ 

さわやかなレモンの香りのセンテッドゼラニウムで、 

花付き、花の大きさに優れる品種です。 

品 目 名： 

品 種 名： 

出品者名： 

特    長： 

アジサイ 

フェアリーラブ 

有限会社さかもと園芸 

フェアリーアイの枝替わり品種。色が濃く、深くなりまし

た。特に青づくりは赤みのある濃い青紫の花色で、

徐々に濃い色へと変化する様子もお楽しみいただけま

す。若い方たちにも好まれるシャープな色です。 

品 目 名： 

品 種 名： 

出品者名： 

特    長： 

アジサイ 

ベィビークミコ 

有限会社さかもと園芸 

咲き始めは白とグリーンのフレッシュな色あい。咲き進

むにしたがって極淡いパウダーピンクに変化していきま

す。細かいきれこみの入る大きめの装飾花はふんわり

華やかな印象。 

品 目 名： 

品 種 名： 

出品者名： 

特    長： 

『鉢物部門 人気投票結果』 

別紙：2018F&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 
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≪この件に関するお問い合わせ先≫ 

2018日本フラワー＆ガーデンショウ推進事務局 

TEL・FAX／03-3263-3680 

●鉢物部門（4位～10位） 

 ニューギニアインパチェンス 

サンパチェンス® オーキッド 

株式会社 サカタのタネ 

４位 5位 6位 

7位 8位 9位 10位 

 バラ 
はなしぶき 

パティオローズ 

 ペチュニア 
ヨコハマレモーネ 

横浜植木株式会社 

 アジサイ 
スターリットスカイ絢 
有限会社川與園芸 

 ファレノプシス 
あいり 

株式会社マルイ洋蘭開発センター 

 オンシジウム 
フローズンアップル 

株式会社向山蘭園 

 サクラ 
黒姫 

澤田孝文 

別紙：2018F&Gジャパンセレクション入賞品種について 

順位 品目名 品種名 出品名

4  アジサイ  スターリットスカイ絢  有限会社川與園芸

5  バラ  はなしぶき  パティオローズ

6  ペチュニア  ヨコハマレモーネ  横浜植木株式会社

7  ニューギニアインパチェンス  サンパチェンス® オーキッド  株式会社　サカタのタネ

8  ファレノプシス  あいり  株式会社マルイ洋蘭開発センター

9  オンシジウム  フローズンアップル  株式会社向山蘭園

10  サクラ  黒姫  澤田孝文


