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１．臨海副都心「花と緑」のおもてなしプロジェクトの概要 

東京オリンピック・パラリンピックの気運を盛り上げるとともに、競技会場が多く立地する臨海地域において、 

花と緑でお迎えするために、東京の夏に適合する花の研究を造園・種苗・園芸関連企業団体や都民などと協働で 

サマーガーデンを作りながら行っています。 

スポーツクライミング 
（調整中） 

○ おもてなしガーデンの位置図 
   （夢の広場） 

・コンテナ植栽コンテスト 

・コンテナコンテスト 
修景４ 

修景１ 

修景３ 

修景２ 

修景６ 

修景５ 

Venus Fort 

東京テレポート駅 

暑熱対策施設 

暑熱対策施設 

トライアル２ 

トライアル１ 

松澤園芸 MSKガーデン 日本家庭園芸普及協会 

サカタのタネ 

ジャパンフラワーセレクション 

日本ハンギングバスケット協会 

フラワートライアル実行委員会 

東京都農林贈号研究センター 

千葉県農林総合研究センター 

埼玉県農業技術研究センター 

島根大学 

風のみどり塾 

北越農事 

臨海副都心まちづくり協議会 

緑のまちづくり支援機構 

緑のまちづくり支援機構 

東京都産業労働局 

東京都農林水産総合センター 

株式会社コトブキ 

株式会社いけうち 

環境ビジネスエージェンシー 

フラワーオークションジャパン 
赤塚植物園 

修景３ 

①受賞品種見本園 

②飯塚園芸＠ 

 アトリエOhana 

③館山ファミリーパーク 

④ハクサン 

⑤志木フラワー 

⑥ガーデンを考える会 

⑦グリーンゲート 

⑧柳澤さん 

 

⑨町田ひろ子アカデミー 

⑩武蔵野大学 

⑪JAあきがわ営農部会花卉部 

⑫北越農事 

⑬日本植木協会 

⑭MSKガーデン 

⑮松澤園芸 

⑯後藤造園 

 

青海地区 

スケートボード会場 
東京ビッグサイト 

メディアセンター 

お台場海浜公園 

トライアスロン 

潮風公園 

ビーチバレー会場 

有明テニスの森 

テニス会場 
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３．審査結果 
〈地植え部門〉 
    事務局による生育環境審査、技術審査及び審査委員による 

 実地審査の総合点数により品種の順位を決定しました。 

 （１）審査委員推奨品種 
   ①出展数 １４３品種 

   ②入賞数 ６０品種 

    ・入賞品種は夏の修景に有効な品種として推奨します。 

    ・入賞品種の中から以下の３賞５品種を選出しました。 

 最優秀賞 ： 農林水産省生産局長賞 １点 

 優秀賞   ： 東京都産業労働局長賞 ２点 特別賞   ： 審査委員特別賞  ２点 

○審査項目 

   夏場の需要拡大を目標に、過酷な生育環境に適合した苗を選定するための育成審査として、 

 生育環境審査、技術審査（生育速度や耐病性など）、実地審査（見た目の印象）を実施しました。 

  

 （１）生育環境審査 
   ・東京都農林総合研究センターによる土壌条件及び 

    気象等自然条件分析 

      ① 土壌条件（PH、EC、粒径組成など） 

     ② 自然条件（日照、風、降水など） 

 （２）技術審査 
   ・生育速度、耐病性（発病具合）、耐害虫性を実測 

   ・７月中旬から９月上旬の３回、事務局で実施 

 （３）実地審査 
   ・６名の有識者による審査 

   ・「見栄え（葉色、花色・発色、株張、大きさ、花数）」を総合的に審査 

   ・７月中旬から９月上旬の３回開催 

  （４）審査委員 

  ・坂下 智宏 様                            ・杉井 志織 様 

    東京都港湾局臨海開発部 海上公園計画担当課長          園芸研究家 

   ・岡澤 立夫 様                            ・平井 麻里 様 

   （公財）東京都農林水産振興財団                     株式会社主婦の友社 

    東京都農林総合研究センター 園芸技術科 花き研究チーム    第2事業部 園芸ガイド編集長 

   ・長岡 求 様                             ・小幡 和輝  
    株式会社フラワーオークションジャパン取締役             臨海副都心「花と緑」のイベント実行委員会 委員長 

                                              （東京港埠頭株式会社 公園事業部長） 

  （５）オブザーバー 
    綱澤 幹夫 様 
    農林水産省生産局園芸作物課花き産業・施設園芸振興室長 

２．審査概要 
  実際に競技会場やまちの修景を目的に日本で育種または生育された品種を対象として、夏場（7月中旬

から9月上旬）の生育状況を審査する「お台場 おもてなしセレクション2017」を実施しました。 

  花壇に地植えした状態で審査を行う「地植え部門」と、コンテナに植えた状態で審査を行う「コンテナ（プラ

ンター）部門」の２部門で、それぞれ優良品種と選定された入賞品種については、国内外の消費者や生産

者などへ広く普及ＰＲをします。 

   選定においては、国内の花き業界を代表する学識経験者、市場関係者、園芸研究家などが、公正な視点

で専門的に選定し、夏場の過酷な生育環境に適合した苗を評価しました。 
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◆ 最優秀賞　農林水産省生産局長賞　

植物名 コリウス　「レッドヘッド」

種苗会社 株式会社 ハルディン 

  

◆ 優秀賞　東京都産業労働局長賞

植物名 ニチニチソウ　「コーラ レッド」

種苗会社 シンジェンタジャパン株式会社
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◆ 優秀賞　東京都産業労働局長賞

植物名

種苗会社

　 　

◆ 特別賞　審査委員特別賞
　
植物名

種苗会社

　

ペチュニア「スーパーチュニア ビスタ ミニブルースター」

株式会社ハクサン

ランタナ「ブルーミファイレッド」

株式会社M＆B Flora
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◆ 特別賞　審査委員特別賞
　
植物名 ジニア　「プロフュージョンレモン」

種苗会社 株式会社サカタのタネ

  

審査会の様子 
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◆お台場 おもてなしセレクション2017　地植え部門入賞品種一覧

品目名 品種名 花色 種苗会社

アゲラタム アーティスト バッソブルー パープル シンジェンタジャパン㈱

イネ マロン パープル MSKガーデン

イネ べにあそび グリーン MSKガーデン

イネ ブラック ブラック MSKガーデン

イネ 赤紫波 グリーン MSKガーデン

イネ ゆきあそび グリーン MSKガーデン

イネ 赤穂波 グリーン MSKガーデン

カリブラコア コンガホワイト ホワイト ㈱M&BFlora

カリブラコア シャルウィダンス ラベンダー パープル ㈱M&BFlora

カリブラコア シャルウィダンス スカイブルー パープル ホワイト ㈱M&BFlora

カリブラコア キャンキャン コーラルリーフ サーモンピンク ㈱M&BFlora

カリブラコア コンガディープイエロー イエロー ㈱M&BFlora

ケイトウ スマートルックレッド レッド タキイ種苗㈱

コリウス レッドヘッド レッド ㈱ハルディン

コリウス パンプキントーチ レッド イエロー ㈱ハルディン

ジニア プロフュージョンレモン イエロー ㈱サカタのタネ

ジニア プロフュージョンレッド レッド ㈱サカタのタネ

スーパー ランタナ ムーンホワイト ホワイト ㈱ハクサン

スプレー ヒマワリ 風炎 イエロー 北越農事㈱

セロシア アーティストバッソブルー ピンク 村上シード

トウテイラン Ｆ１ パープル 島根大学

ニチニチソウ コーラ　レッド レッド シンジェンタジャパン㈱

ニチニチソウ コーラ　ディープラベンダー パープル シンジェンタジャパン㈱

ニチニチソウ コーラ　ストロベリー ピンク シンジェンタジャパン㈱

ニチニチソウ コーラ　アプリコット ピンク ホワイト シンジェンタジャパン㈱

ニチニチソウ コーラ　ピンク ピンク シンジェンタジャパン㈱

ニチニチソウ コーラ　ホワイト ホワイト シンジェンタジャパン㈱

バーベナ エンデュラピンク バイカラー ピンク ㈱M&BFlora

バーベナ エンデュラレッド レッド ㈱M&BFlora

ベゴニア ビッグデラックス銅葉レッド レッド ㈱HIJ－フジフローラ



品目名 品種名 花色 種苗会社

ベゴニア ビッグデラックス銅葉ローズ レッド ㈱HIJ－フジフローラ

ベゴニア セネタローズバイカラー レッド ホワイト ㈱サカタのタネ

ベゴニア ビッグ銅葉ローズ ピンク ㈱HIJ－フジフローラ

ベゴニア ビッグ銅葉レッド レッド ㈱HIJ－フジフローラ

ペチュニア 粋な小町 パープル ホワイト ㈱ハルディン

ペチュニア スーパーチュニア ビスタ ミニブルースター パープル ホワイト ㈱ハクサン

ペチュニア なっちゅんレモン イエロー ㈱M&BFlora

ペチュニア スーパーチュニア ビスタ　ミニピンクスター ピンク ホワイト ㈱ハクサン

ペチュニア さくらさくら ピンク (有)風のみどり塾

ペチュニア 桃色吐息 ピンク (有)風のみどり塾

ペチュニア なっちゅんもも ピンク イエロー ㈱M&BFlora

ペチュニア お雪ちゃん ホワイト (有)風のみどり塾

ペチュニア ＴＯＫＹＯ ホワイト パープル (有)風のみどり塾

ペチュニア なっちゅんレモネード イエロー ピンク ㈱M&BFlora

ペンタス ラッキースターバイオレット パープル ㈱M&BFlora

ペンタス ラッキースターダークレッド レッド ㈱M&BFlora

ペンタス ラッキースターラベンダー パープル ㈱M&BFlora

ポーチュラカ サンちゅらかローズ ピンク ㈱サカタのタネ

ポーチュラカ サンちゅらかレモンイエロー イエロー ㈱サカタのタネ

ポーチュラカ サンちゅらかホワイト ホワイト ㈱サカタのタネ

ポーチュラカ サンちゅらかイエロー イエロー ㈱サカタのタネ

ポーチュラカ サンちゅらかレッド レッド ㈱サカタのタネ

ポーチュラカ サンちゅらかオレンジ オレンジ ㈱サカタのタネ

ポーチュラカ サンちゅらかピンク ピンク ㈱サカタのタネ

ポーチュラカ サンちゅらかライトピンク ピンク ㈱サカタのタネ

メカルドニア イエロークロサイト イエロー ㈱サカタのタネ

メカルドニア イエロージュエル イエロー ㈱サカタのタネ

メカルドニア イエロージュエル イエロー ㈱サカタのタネ

ランタナ ブルーミファイレッド レッド ピンク ㈱M&BFlora

ランタナ ブルーミファイローズ ピンク イエロー ㈱M&BFlora
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◆お台場 おもてなしセレクション2017　コンテナ（プランター）部門入賞品種一覧

品目名 品種名 花色 種苗会社

イポメア アンティークローズ イチローカンパニー

イポメア ライム イチローカンパニー

ケイトウ チャイナタウン レッド ㈱サカタのタネ

コリウス ゴリラスカーレット ㈱サカタのタネ

コリウス ゴリラＪｒ.ライムベイン ㈱サカタのタネ

コリウス ゴリラライムスプラウト ㈱サカタのタネ

コリウス ゴリラローズ ㈱サカタのタネ

コリウス ゴリラＪｒ.ガーネット ㈱サカタのタネ

コリウス ゴリラＪｒ.グリーンハロー ㈱サカタのタネ

センニチコウ オードリーピンクインプ ピンク タキイ種苗㈱

トレニア サイクロンホワイト ホワイト ㈱サカタのタネ

トレニア サイクロンバーガンディー ワインレッド ㈱サカタのタネ

ニチニチソウ サンダーレッド レッド ㈱サカタのタネ

ニチニチソウ サンダーポルカドット ホワイト ㈱サカタのタネ

ニチニチソウ サンダーラズベリー ピンク ㈱サカタのタネ

コンテナ（プランター）部門トライアルの様子 

 〈コンテナ（プランター）部門〉 
    2015年と2016年のお台場おもてなしセレクションで入賞した品種を対象に、同じコンテナ（プランター）に同じ培養土を 

 使用した植栽地に対象植物を植栽し、事務局による技術審査及び審査委員による実地審査の総合点数により品種 

 の順位を決定しました。 

  なお、コンテナ（プランター）は、昨年開催したコンテナ（プランター）コンテストで 

 17種のコンテナ（プランター）の中から審査会にて選定された㈱リッチェル「タウン 

 WS型石積」、土壌は㈱プロトリーフ「花野菜用かる～い培養土」をご協賛頂き、 

 使用しました。 

 （１）審査委員推奨品種 
   ①出展数 ４７品種   ②入賞数 １５品種 

    ・入賞品種は夏の修景に有効な品種として推奨します。 



4．お台場おもてなしセレクション2017 総評 
 

 今年は、梅雨入り後から7月下旬まで日照に恵まれ、気温も高く推移した一方で、梅雨時

期らしい降雨が無かったことから、どの植物にとっても定植後の活着が平年と比較して厳し

かったと考えています。また８月に入ると、梅雨に戻ったような天候が続き、東京都心では

８月１日から１４日連続で降雨を観測し、日照時間とともに気温も平年値を大幅に下回る気

象であったことから、乾燥による枯死が見られなかった一方で、サマーガーデンの定番と呼

ばれる草花には厳しい生育条件であったと考えます。全体的にも生育が旺盛になる８月以降

の日照不足により徒長や花数の低下がみられるなど、例年になく植物への影響が確認されま

した。 

  

 この様な条件のもと、皆様方にご協力頂いた１４３品種の中から、生育状況や植物自体の

「見栄え」が標準以上のパフォーマンスを見せていたという事で、６０品種もの優良品種を

選定することが出来ました。 

 農林水産省生産局長賞の「コリウス レッドヘッド 」は、期間を通して朱色あざやかな葉

色と生育旺盛ながらバランスの取れた草姿（そうし）が高く評価されました。東京都産業労

働局長賞の「ニチニチソウ コーラ レッド」と「ペチュニア スーパーチュニア ビスタ ミ

ニブルースター」は、草姿（そうし）を保ちつつ葉色・花色ともに良く、加えて花付も良好

で、期間中開花を続けるところが評価されました。また、審査委員特別賞の２品種は、生育

状況や見栄えが優れていると共に、夏場の新たな可能性を持つ植物として評価されました。 

  

 昨年より、最優秀賞に農林水産省生産局長 

賞、優秀賞に東京都産業労働局長賞を設ける 

など行政の協力を頂きつつ、本審査会の地位 

向上に努めてまいりました。来年は、本審査 

会の集大成として、これまで入賞した品種も 

含め葉物類・花物類に大別した上で、品目ご 

とに審査を実施する予定です。また、これま 

で3年間の実証実験データを取りまとめた報 

告書を作成し、関係機関への周知徹底を図ることも検討しております。より多くの品種が

2020年東京大会の際に会場や街並みの彩りに活用される事を期待しています。  

 多数のご出展、ありがとうございました。 
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       《 当プロジェクトに関するお問合せ 》 
 

   臨海副都心「花と緑」のおもてなしプロジェクト事務局 
 

      東京港埠頭株式会社 公園事業部 公園事業課 

                03-3599-7462 
                                                         Mail:koen@tptc.co.jp 

                                 早貸（はやかし）・里見・戸倉 


