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○ 臨海副都心「花と緑」のおもてなしプロジェクトの目的 

おもてなしセレクションとして審査会を実施 

おもてなし 

セレクション会場 

 耐暑性がある推奨品種の苗を活用し、日本文化を象徴するものなどをデザインに取り入れた利用方法を提案しています。 

 夏場の過酷な生育環境に対し、適合した苗を選定するための育成試験を行っています。(お台場 おもてなしセレクションとして審査会を実施。) 

 デザイン的な要素は入れずに、純粋に品種の生育状況を見れる「見本園」です。 

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。 

○ おもてなしガーデンの位置図（夢の広場） 

スポーツクライミング 
（調整中） 
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○評価 
    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 ２５３品種 

   ②入賞数 ８４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。 

 最優秀品種 ： 農林水産省生産局長賞 １点 

 優秀品種   ： 東京都産業労働局長賞 ２点 特別品種   ： 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月中旬の３回、事務局で実施 

 （３）実地審査 
   ・７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月中旬の３回開催 

 （４）審査委員 

   

○審査の概要 

  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月下旬から9月中旬）の生育状況を審査する「お台場 おもてなしセレクション2016」を実施しまし

た。そこで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。 

・杉井 志織 様 

 園芸研究家 

・平井 麻里 様 

 株式会社 主婦の友社  

 第2事業部 園芸ガイド編集長 

・小幡 和輝 
 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 部長） 
 

           ・米田 剛行 様 

    東京都港湾局臨海開発部 海上公園計画担当課長 

   ・岡澤 立夫 様 

    （公財）東京都農林水産振興財団  

     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 

   ・長岡 求 様 

    株式会社フラワーオークションジャパン 取締役 
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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　「ゴリラJr．ガーネット」

種苗会社 株式会社 サカタのタネ 様

  

◆ 優秀賞　東京都産業労働局長賞

植物名 ニチニチソウ　「バリアント ライラック」

種苗会社 株式会社 M&BFlora
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◆ 優秀賞　東京都産業労働局長賞

植物名 ジニア　「プチランド ホワイト」

種苗会社 タキイ種苗 株式会社

　 　

◆ 特別品種　審査委員特別賞
　
植物名 クレオメ　「セニョリータ ブランカ」

種苗会社 株式会社 ハクサン
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◆ 特別品種　審査委員特別賞
　
植物名 ハンンギング朝顔　「恋しぐれ チョコ」

種苗会社 有限会社 石井フラワーガーデン

  

審査会の様子 
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◆お台場 おもてなしセレクション2016　入賞品種一覧

品目名 品種名 種苗会社

アマランサス アーリースプレンダー (株)サカタのタネ

アンゲロニア エンジェルスブルー 高松商事(株)

アンゲロニア エンジェルスラベンダーピンク 高松商事(株)

アンゲロニア セレニータ　パープル （株）エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレニータ　ラズベリー （株）エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア ミッドフレアピンクバイカラー カネコ種苗(株)

インパチェンス サンハーモニーオレンジ 高松商事(株)

インパチェンス ディパイン　ホワイト （株）エム・アンド・ビー・フローラ

香りのゼラニウム スパイシー イワタニアグリグリーン(株)

香りのゼラニウム ミントフレッシュ イワタニアグリグリーン(株)

カリブラコア カブルーム　ディープピンク （株）エム・アンド・ビー・フローラ

カリブラコア カブルーム　ディープブルー （株）エム・アンド・ビー・フローラ

観賞用トウガラシ ブラックパール （株）エム・アンド・ビー・フローラ

クレオメ セニョリータ　カロリーナ （株）ハクサン

クレオメ セニョリータ ブランカ （株）ハクサン

ケイトウ キャッスルイエロー (株)サカタのタネ

ケイトウ キャッスル　オレンジ タキイ種苗(株)

ケイトウ スマートルック　レッド タキイ種苗(株)

ケイトウ レッドクリフ (株)サカタのタネ

コリウス ヴェルサ　ウォーターメロン （株）エム・アンド・ビー・フローラ

コリウス ヴェルサ　プリムソンゴールド （株）エム・アンド・ビー・フローラ

コリウス ヴェルサ　ライム （株）エム・アンド・ビー・フローラ

コリウス ヴェルサ　ローズトゥーライム （株）エム・アンド・ビー・フローラ

コリウス カニナこっちへこないで　エッジ イワタニアグリグリーン(株)

コリウス カニナこっちへこないで　ティピカル イワタニアグリグリーン(株)

コリウス カニナこっちへこないで　バリエガータ イワタニアグリグリーン(株)

コリウス ゴリラ　サーモンピンク (株)サカタのタネ

コリウス ゴリラ　スカーレット (株)サカタのタネ

コリウス ゴリラ　ライムスプライト (株)サカタのタネ
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品目名 品種名 種苗会社

コリウス ゴリラ　レッド (株)サカタのタネ

コリウス ゴリラ　ローズ (株)サカタのタネ

コリウス ゴリラＪｒ．ガーネット (株)サカタのタネ

コリウス ゴリラＪｒ.　グリーンハロー (株)サカタのタネ

コリウス ゴリラＪｒ.　ライムベイン (株)サカタのタネ

サルスベリ サマー淡紫清 北越農事㈱

サルスベリ サマー淡桃清 北越農事㈱

サルビア ミスティックス　パイヤーズブルー （株）エム・アンド・ビー・フローラ

ジニア ダブルザハラ　ファイヤー （株）エム・アンド・ビー・フローラ

ジニア プチランド　ホワイト タキイ種苗(株)

ジニア プロフュージョン　ダブルイエロー (株)サカタのタネ

ジニア プロフュージョン　ダブルゴールデン (株)サカタのタネ

ジニア プロフュージョン　ダブルホワイト (株)サカタのタネ

セロシア クロスファイア　スカーレット 高松商事(株)

セロシア クロスファイア　マゼンタ 高松商事(株)

センニチコウ ネオン　ホワイト (株)サカタのタネ

トレニア サイクロン　バーガンディー (株)サカタのタネ

トレニア サイクロン　バイオレット (株)サカタのタネ

トレニア サイクロン　ホワイト (株)サカタのタネ

トレニア サイクロン　ローズピコティー (株)サカタのタネ

ナデシコ 初恋 タキイ種苗(株)

ニチニチソウ サンダー　ポルカドット (株)サカタのタネ

ニチニチソウ サンダー　ホワイト (株)サカタのタネ

ニチニチソウ タイタン　バーガンディ （株）エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　パンチ （株）エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　ラベンダーブルーハロー （株）エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ バリアント　バーガンディ （株）エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ バリアント　オーキッド （株）エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ バリアント　パンチ （株）エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ バリアント　ライラック （株）エム・アンド・ビー・フローラ
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品目名 品種名 種苗会社

ハイビスカス マホガニスプレンダー （株）エム・アンド・ビー・フローラ

ハンギング朝顔 恋しぐれ(チョコ) (有)石井フラワーガーデン

ハンギング朝顔 恋しぐれ（ピンク） (有)石井フラワーガーデン

ハンギング朝顔 恋しぐれ（ラベンダー） (有)石井フラワーガーデン

ベゴニア メガワット　ローズ （株）エム・アンド・ビー・フローラ

ペチュニア サーモンマジック (株)ゲブラナガトヨ

ペチュニア スーパーチュニア　ビスタピンク （株）ハクサン

ペチュニア スーパーチュニアビスタ　ミニピンクベイン （株）ハクサン

ペチュニア スーパーチュニア　ブルーモーンプラス （株）ハクサン

ペチュニア スプレッド　ホワイト (株)サカタのタネ

ペチュニア ソフィアの宝石バイオレット (有)村岡オーgニック

ペチュニア なっちゅん　もも （株）エム・アンド・ビー・フローラ

ペチュニア なっちゅん　れもん （株）エム・アンド・ビー・フローラ

ペチュニア バイプレイヤー (株)ゲブラナガトヨ

ペチュニア プレミアム　セミダブルアプリコット （株）エム・アンド・ビー・フローラ

ペチュニア プレミアム　ピンクストライプ （株）エム・アンド・ビー・フローラ

ペチュニア ベルベットパープル (株)ゲブラナガトヨ

ペチュニア マドンナの宝石 (有)村岡オーガニック

ペンタス バタフライ　オーキッド （株）エム・アンド・ビー・フローラ

ペンタス パニックタワーピンク カネコ種苗(株)

ペンタス パニックタワーホワイト カネコ種苗(株)

ペンタス パニックタワーレッド カネコ種苗(株)

ポーチュラカ フェリーチェ　オレンジスター
農事組合法人　ハイフラワー

マリーゴールド プラウドマリー　オレンジ (株)サカタのタネ

マンデビラ サマーティエラライトピンク 松原園芸
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６. 総評 

 

 今年の梅雨は期間を通じて降雨が少なく、日照時間が平均値より高かったことから、定

植後の活着が比較的厳しかったと認識しています。平年より一週間遅れた梅雨明け後も、

全般に晴れの日が続き降水量が少なかったことから、乾燥に弱い植物にとっては厳しい条

件でした。また、８月中旬からの台風や前線の影響により、強い雨で花などが傷みやすい

品目では花数が少なくなり、草丈の高い品目では倒伏が生じるなど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２５３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、８4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 ゴリラＪｒ ガーネット」は、生育旺盛ながらバラン

スの取れた草姿（そうし）と色あざやかな葉色が高く評価され、東京都産業労働局長賞の

「ニチニチソウ バリアント ライラック」と「ジニア プチランド ホワイト」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。 

  

今年より、最優秀賞には農林水産省 

生産局長賞、優秀賞には東京都産業 

労働局長賞と行政の協力を頂きつつ、 

本審査会の地位向上に努めてきまし 

た。来年以降も引き続き、本審査会 

を実施する予定です。より多くの品 

種が本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）・鈴木・里見 


