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都立有明テニスの森公園 

テニス会場 

東京ビックサイト 

メディアセンター 

○ 臨海副都心における五輪会場 

都立お台場海浜公園 

トライアスロン会場 

都立潮風公園 

ビーチバレー会場 

○ おもてなしガーデンの位置図（夢の広場） 

○ 臨海副都心花と緑のおもてなしプロジェクトの目的 

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行う。 

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。 

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う。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が見られる「見本園」。 

 1. 臨海副都心花と緑のおもてなしプロジェクトの概要 
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○審査項目 

   生育環境（各区画の土壌条件）を加味した上で、技術審査（生育速度や耐病性など）、実地審

査（見た目の印象=ユーザー目線での審査）を実施した。各内容については次のとおり。 

 

 
 （１）技術審査 
   ・生育速度、耐病性（発病具合）、耐害虫性を実測 

   ・8/7、8/27、9/26 の３回、事務局で実施。 

 
 （２）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 

   ・7/24、8/21、9/18 の３回実施。 

 

2. 審査概要 

 夏場の過酷な生育環境に適合した苗を選定するために、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月中旬）の生育状況を審査する「おもてなしセレクション」を実施。

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

した。 

   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6名、

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た。 

○評価 
    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入賞品種を決定。 

 

 （１）審査委員推奨品種 
   ①出展数 248品種 

   ②入賞数 71品種 

    ・入賞品種は夏の修景に有効な夏花として推奨する。 

    ・また、入賞品種の中から「最優秀賞」「優秀賞」「審査委員特別賞」 

    を選出。 
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 関東甲信越地方は6月8日に梅雨入りし、苗物の定植が行われた6月11日以降は期間を通じて、

梅雨前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多くなったが、例年に比べると6月の日照時間は多く、

また平均気温は平年値よりも高かった。7月に入ると、梅雨前線が本州南岸に停滞することが多く、

曇りや雨の日が続いたため、東京の日照時間はかなり少なくなり、平均気温が低く、降水量は多く

なった。7月19日に梅雨明けし、その後日照時間はかなり多くなり、平均気温は高くなった。 

 

  

   

・気温 定植直後は平年値よりも高い温度で推移したことから、比較的活着は良かったと思われ

る。ただし、７月後半の高温は生育停滞や開花遅延を招いた可能性がある。 

・日照時間 日照時間が多かった本年は植物にとって良い条件であった。しかし、7月前半は日照

時間が少なかったため、その期間はポーチュラカなどでは開花しにくい状態であったと推察された。 

・降雨量 本年は適度に降雨があり、生育等に悪影響を与えるほどではなかった。 

・風速 海岸沿岸部での潮風による塩害の影響や都市部特有のビル風による影響はなかった。 
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 （１）気象条件分析  東京都農林総合研究センター 

  ①第１期 （6月11日～7月24日） 

    ア．概要 
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 第１回審査後の7月下旬の天気は、太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多くなったことから気

温は平年を上回って推移し、かなり高い日が多くなった。また、東京の旬間日照時間は多かったこ

とから、旬平均気温はかなり高く旬降水量は少なくなった。8月に入っても降水量は少なく、気温は

平年値を上回り、日照時間が多い日が続いた。 

 
②第２期 （7月24日～8月19日） 

  ア．概要 
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 イ．生育への影響 
 

  

気象庁データ（観測地：東京） 

３. 生育環境 
 

 

気象庁データ（観測地：東京）  
 イ．生育への影響 
 

  
 日照時間が長く、降雨が少なかったことから、乾燥への対応能力の差が生育の差として表れや

すかったと考えられる。またこの時期の乾燥と高温への対応能力がこの後の生育状況へ影響し

ていると推測される。 
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気象庁データ（観測地：東京）

 

 

 ８月下旬の天候は、前線や北東の冷たく湿った気流の影響で曇りや雨の日が多くなった。

東京の日照時間も少なかったことから、旬平均気温はかなり低かったが、旬降水量は平年

並となった。９月に入っても平均気温は低かったが、降水量は多かった。 

 

  

 ８月下旬以降は、平均値を下回る気温で推移し、７～８月の高温時に生育が停滞していた

株も回復する傾向にあった。しかし、９月上旬の大雨の影響で株が痛み、花が落ちるなど一

部品目では悪影響が見られた。日照時間が少ないことから、花付きにも影響が出た。また、

降水量が多く日照が少なかったことから、虫害の発生は少なかったが、逆に特定の種目に病

害が発生している。 

 
 イ．生育への影響 
 

  

 

 植物の生育は、土壌条件によって左右され、採点に大きな影響を及ぼすと考えられることから、

植栽場所を７地点に分け、それぞれ土壌物理性５項目、土壌化学性４項目について分析を行った。

その結果、各地点による大きな違いは見られなかった。 

 

（２）土壌条件分析 東京都農林総合研究センター 

 

 

 

15花だん　土壌物理性分析結果　2014/7/14採取

固相 液相 気相

台場１ 6 ± 2 0.51 20.9 29.7 49.4 79.1 2.44

台場２ 13 ± 2 0.64 25.2 40.1 34.7 74.8 2.53

台場３ 12 ± 2 0.68 26.3 33.4 40.3 73.7 2.59

台場４ 12 ± 3 0.66 25.5 31.9 42.6 74.5 2.60

台場５ 13 ± 2 0.64 24.6 42.6 32.8 75.4 2.58

台場６ 12 ± 3 0.60 22.9 31.4 45.7 77.1 2.61

台場７ 13 ± 2 0.63 24.4 37.1 38.5 75.6 2.58

真比重
ち密度

(mm)
試料名

三相分布　（％）
仮比重 孔隙率

  土壌物埋性は、ほぼ同様の傾向を示し、土

壌が柔らかく全体に仮比重は黒ボク土0.7よりも

やや低い。気相率は確保されていることから根

詰まりの心配はない。 

土壌化学性分析結果（乾土あたり）

試料名 pH pH EC 可給態リン酸

(H2O) (KCl) (mS/cm) (mg/100g)

台場１ 6.9 6.2 0.23 4.1

台場２ 7.0 6.0 0.11 3.1

台場３ 7.0 6.0 0.10 2.5

台場４ 7.1 6.0 0.09 1.3

台場５ 7.0 6.1 0.13 1.1

台場６ 7.0 6.0 0.06 1.0

台場７ 6.7 5.7 0.08 1.4

 土壌全体にｐHが高く（理想は６前後）、EC

と可給態リン酸の値が低い（ECの理想は

0.3～0.5 可給態リン酸の理想は30～50）。

結果、植栽場所による大きな優越は無いと

考える。 

 

○土壌物埋性 
 

  

③第３期 （8月22日～9月16日） 

 ア．概要 
 

 

 土壌物理性とは、保水性、通気性、透水性、団粒構造など 

 

○土壌化学性 
 

  

 土壌化学性とは、PH・EC、窒素、リン酸、カリなど 
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4. 維持管理  

  

 

 

 定植後10日頃より、現地環境に順応した品種は株の状態が

回復し、また定植後40日後頃から生育のピークを迎えることか

ら、オリンピック開催期間（7月下旬から8月上旬）に苗のピーク

を持ってくるようにするためには、定植を6月10日頃までに済ま

せることが望まれる。また、入梅前に定植し、梅雨時期の発根

を促すことで、夏の枯渇状況にも耐える強い苗にすることが可

能と考え、入梅前の6月10日に多くの品種について定植を完了

させた。 

 

 

             週に1回の灌水と隔週の日常管理を基本とした。その際、5日以上降雨が無

い場合は、灌水量１㎡当たり20ℓ（2分/㎡）を目安に、気温が上がる日中を避けて灌水を実施。 

              隔週で除草と花がら摘みを実施。なお、8月から9月の期間は本番を想定し、

東京港埠頭株式会社の指導のもと、武蔵野大学の学生が週に１回（14時～16時まで）灌水のほか

除草や花がら摘みなどの日常管理を実施した。 

   

 

   

 

 

 

 公園においては、殺虫剤等の薬剤を予防的に使用するようなことは無く、発生しても剪定防除な

ど極力薬を使用しないよう努力している。このことから、本プロジェクトでも薬剤の使用をしない事と

した。 

               

 ペンタスは7月下旬（20日くらい）～8月中旬（14日くらい）にかけて、全体にアオドウガネの食害を

受け、全葉の1/3ほどが無くなった。 

 

 8月中旬（17日くらい）よりペンタスに代わってカンナとアルセアの花弁にアオドウガネの食害を受

けた。特にアルセアは花の食害が目立ったため、見栄えに影響を生じた。 

 また、サルビアやマリーゴールドにハダニが発生し、植物全体の見栄えに影響を生じた。 

 アオドウガネは、公園内に設置された照明灯に誘引されることから、照明色の工夫や、照明灯の

近くにこれらを植栽しないなどの対策が必要である。なお、止むを得ず、薬を使用する場合は利用

者の少ない時間帯に風向きを考慮し、基準量を適正に使用するなど安全面に配慮して使用する。 

 

 

（１）定植時期について 
 

  

 

①灌水について 
 

  

①7月下旬～8月中旬 

  

 

（３）病害虫の発生について 
 

  

（２）維持管理について 
 

  

 

②日常管理ついて 

  

②8月中旬以降 

 

 本大会の際に想定される各競技会場や会場周辺の修景では、一般ボランティア参加による植栽

やその後の維持管理をボランティアが担うという構図も想定し、本プロジェクトでは、事務局が他の

公共施設（公園のほか、駅前広場など）で行っているボランティアが運営する管理基準を採用する

ことで、ボランティア主体でも高いパフォーマンスが得られる品種を提案できるようにした。 

 具体的な維持管理方法は次の通り。 

出荷 10日後 
 6/20 

30日後 
 7/20 

理想生育曲線 

ポットのままの生育曲線 

実際の生育曲線 

定植 
6/10 
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◆ 最優秀賞　

植物名 ニチニチソウ　「サンダー　　レッド」

種苗会社 ㈱サカタのタネ

出展者名 飯塚園芸

◆ 優秀賞

植物名 イポメア　「ライム」

種苗会社

出展者名 ＩＣＨＩＲＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ

５．入賞品種の紹介 
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◆ 審査委員特別賞　「海上公園賞」
花株全体に広がる黄色い花々が、審査会場である海上公園に多くの方が来園し、賑わって
いる様子を連想させることから命名。

植物名 メランポディウム　「パラダイス」

種苗会社 タキイ種苗㈱

出展者名 タキイ種苗㈱

◆ 審査委員特別賞　「東京臨海副都心賞」
魅力的な色が東京臨海副都心の夜景を連想させることから命名。

植物名 ポーチュラカ　「華ミステリア」

育成者 田中農園

出展者名 ㈲石井フラワーガーデン

― 8 ― 
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品目名 品種名 種苗会社 出展者名

アゲラタム トップブルー ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

アンゲロニア セレニータ　ダークローズ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレニータ　ピンク ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレニータ　スカイブルー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア アークエンジェル　パープル ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレニータ　ホワイト ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレナ　ラベンダー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア アークエンジェル　ホワイト ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア アークエンジェル　ダークパープル ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

イポメア ブラッキー ＩＣＨＩＲＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ

イポメア ダークブラウン ＩＣＨＩＲＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ

イポメア トリカラー ＩＣＨＩＲＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ

イポメア アンティークローズ ＩＣＨＩＲＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ

カリブラコア ティエルノ　ホワイト 松原園芸 松原園芸

カリブラコア ティエルノ　ダブルスカーレット 松原園芸 松原園芸

カリブラコア ティエルノ　ホワイト 松原園芸 松原園芸

カンナ サウスパシフィック　スカーレット タキイ種苗㈱

ケイトウ チャイナタウン ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ケイトウ サマーラベンダー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ジニア ドリームランド　イエロー タキイ種苗㈱

ジニア ザハラ　ホワイト ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ジニア ザハラ　オレンジ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ジニア ザハラ　イエローインプ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ジニア ドリームランド　カーマイン タキイ種苗㈱

セダム ゴールドビューティー ㈲エイチアンドエルプランテーション

センニチコウ オードリー　パープルレッド タキイ種苗㈱

センニチコウ ローズネオン ㈱サカタのタネ ㈲角田ナーセリー

センニチコウ オードリー　ピンクインプ タキイ種苗㈱

センニチコウ オードリー　ホワイト タキイ種苗㈱

ニチニチソウ サンダー　　アプリコット ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　ラズベリー ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　グレープ ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ ミニナツ　カザグルマピンク ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

◆おもてなしセレクション　総合入賞品種一覧
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品目名 品種名 種苗会社 出展者名

ニチニチソウ サンダー　ピンクハロー ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ ミニナツ　カザグルマ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ ミニナツ　ストロベリー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ サンダー　　ピンク ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　オーキッドハロー ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ タイタン　アイシーピンク ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　ダークレッド ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　ポルカドット ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ ミニナツ　ピーチオレ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　ピュアホワイト ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　パンチ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ハツユキソウ 氷河 ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

フレンチマリーゴールド ホットパック　ファイア ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

フレンチマリーゴールド リトルヒーロー オレンジ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ベゴニア ワッパー　レッドブロンズリーフ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ペチュニア 妖精のチュチュ　フェアリーピンク 松原園芸 松原園芸

ペチュニア ソフィアの宝石 ㈲村岡オーガニック ㈲村岡オーガニック

ペチュニア 穂希 ㈱ゲブラナガトヨ ㈱ゲブラナガトヨ

ポーチュラカ 園　レッド ゆうび農園 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ 園　ハーモニーファイヤー ゆうび農園 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ サマーベビー　ローズバイカラー ゆうび農園 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ サマーベビー　オレンジ ゆうび農園 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ 園　スカーレット ゆうび農園 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ サマーベビー　ピンク ゆうび農園 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ サマーベビー　エロー ゆうび農園 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ サマーベビー　ホワイト ゆうび農園 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ フェリーチェ　イエロースター 農事組合法人ハイフラワー

ポーチュラカ サマージョイ　ワインレッド ゆうび農園 ㈲石井フラワーガーデン

ムラサキオモト オーロラ ㈲ジッポー ㈲ジッポー

メランポディウム ミリオン　ゴールド タキイ種苗㈱

メランポディウム カジノ　レモン タキイ種苗㈱

メランポディウム ミリオン　レモン タキイ種苗㈱

モリムラマンネングサ ㈲エイチアンドエルプランテーション

ユーフォルビア グラマー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ
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◆おもてなしセレクション　第１回審査会（7月24日）入賞品種一覧

品目名 品種名 種苗会社 出展者名

アゲラタム トップブルー ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

アンゲロニア セレニータ　ダークローズ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレニータ　ホワイト ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレナ　ブルー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア アークエンジェル　ホワイト ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

イポメア ブラッキー 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

カリブラコア ティエルノ　ホワイト 松原園芸

カリブラコア ティエルノ　ダブルスカーレット 松原園芸

カンナ サウスパシフィック　スカーレット タキイ種苗㈱

ケイトウ チャイナタウン ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ケイトウ サマーラベンダー

ジニア ザハラ　イエローインプ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ジニア ザハラ　オレンジ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ジニア ドリームランド　イエロー タキイ種苗㈱

セダム ゴールドビューティー ㈲エイチアンドエルプランテーション

セダム モリムラマンネングサ ㈲エイチアンドエルプランテーション

センニチコウ オードリー　パープルレッド タキイ種苗㈱

千日紅 ローズネオン ㈲角田ナーセリー

ニチニチソウ サンダー　　レッド ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　　アプリコット ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　グレープ ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　ピンクハロー ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　ラズベリー ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ タイタン　ポルカドット ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　ライラックインプ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ ミニナツ　カザグルマ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ ミニナツ　カザグルマピンク ㈱ 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 出展者名

ニチニチソウ ミニナツ　ストロベリー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ ミニナツ　ピーチオレ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ 飯塚園芸

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

ニチニチソウ タイタン　ダークレッド ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　アイシーピンク ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ サンダー　　ピンク ㈱サカタのタネ

ハゲイトウ アーリースプレンダー 飯塚園芸

ハゲイトウ イエロースプレンダー 飯塚園芸

ハゲイトウ イルミネーション 飯塚園芸

ハゲイトウ トリカラーパーフェクタ 飯塚園芸

ハツユキソウ 氷河 ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

フレンチマリーゴールド リトルヒーロー オレンジ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ベゴニア ワッパー　レッドブロンズリーフ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ペチュニア ソフィアの宝石 ㈲村岡オーガニック

ペチュニア お雪ちゃん ㈲風のみどり塾

ペチュニア ギュギュ　グレープアイス タキイ種苗㈱

ペチュニア ギュギュ　ピュアホワイト タキイ種苗㈱

ペチュニア 穂希 ㈱ゲブラナガトヨ

ペチュニア 真朱 ㈱ゲブラナガトヨ

ペチュニア マドンナの宝石 ㈲村岡オーガニック

ペチュニア 妖精のチュチュ　フェアリーピンク 松原園芸

ベロニカ シャーロッテ ㈱エッチ・アイ・ジェイ/㈲フジフローラ

ポーチュラカ サマーベビー　ローズバイカラー 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ 園　ハーモニーファイヤー 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ 華ミステリア ㈲石井フラワーガーデン

マリーゴールド グランドコントロール タキイ種苗㈱

メランポディウム ミリオン　ゴールド タキイ種苗㈱

メランポディウム パラダイス タキイ種苗㈱

メランポディウム カジノ　レモン タキイ種苗㈱

ユニークペチュニア エスプレッソトリュフ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ
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◆おもてなしセレクション　第2回審査会（8月21日）入賞品種一覧

品目名 品種名 種苗会社 出展者名

アンゲロニア セレニータ　ピンク ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレニータ　ホワイト ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレニータ　ダークローズ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレニータ　スカイブルー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレナ　ラベンダー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア アークエンジェル　パープル ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア アークエンジェル　ダークパープル ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

イポメア ライム イチローカンパニー

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 ダークブラウン イチローカンパニー

イポメア トリカラー イチローカンパニー

イポメア ブラッキー イチローカンパニー

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

カリブラコア
カブルーム（ディープピンク・ホワイト・クレーブサンセッ
ト） ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

カリブラコア ティエルノ　クリアイエロー 松原園芸

カリブラコア ティエルノ　ダブルスカーレット 松原園芸

カリブラコア ティエルノ　ホワイト 松原園芸

カリブラコア ティエルノ　ホワイト 松原園芸

カリブラコア ティフォシー　パープル ㈲ジョルディカワムラ

カンナ サウスパシフィック　スカーレット タキイ種苗㈱

ケイトウ チャイナタウン ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ケイトウ サマーラベンダー

ジニア ザハラ　ホワイト ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ジニア ドリームランド　カーマイン タキイ種苗㈱

ジニア ザハラ　オレンジ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

セイロンライティア ㈲ジッポー

セダム ゴールドビューティー ㈲エイチアンドエルプランテーション

セダム モリムラマンネングサ ㈲エイチアンドエルプランテーション
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品目名 品種名 種苗会社 出展者名

センニチコウ オードリー　パープルレッド タキイ種苗㈱

センニチコウ オードリー　ホワイト タキイ種苗㈱

センニチコウ オードリー　ピンクインプ タキイ種苗㈱

千日紅 ローズネオン ㈲角田ナーセリー

ニチニチソウ サンダー　　レッド ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　　アプリコット ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　　ピンク ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　オーキッドハロー ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　グレープ ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　ピンクハロー ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　ラズベリー ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンビーナス　ミックス サントリーフラワーズ㈱

ニチニチソウ ジャムズアンドジェリー　ブラックベリー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ ジャムズアンドジェリー　ブルーベリー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　アイシーピンク ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　アプリコット ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　ダークレッド ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　バーガンディ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　パンチ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　ピュアホワイト ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　ブラッシュ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　ポルカドット ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　ライラックインプ ㈱ 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 ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ タイタン　ローズ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ ミニナツ　カザグルマ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ ミニナツ　カザグルマピンク ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ ミニナツ　ストロベリー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ ミニナツ　ピーチオレ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ハゲイトウ イルミネーション 飯塚園芸
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品目名 品種名 種苗会社 出展者名

ハツユキソウ 氷河 ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ベゴニア ワッパー　レッドブロンズリーフ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ペチュニア お雪ちゃん ㈲風のみどり塾

ペチュニア ギュギュ　ピンクシャーベット タキイ種苗㈱

ペチュニア ギュギュ　ローズ タキイ種苗㈱

ペチュニア さくらさくら ㈲風のみどり塾

ペチュニア ソフィアの宝石 ㈲村岡オーガニック

ペチュニア 桃色吐息 ㈲風のみどり塾

ペチュニア 妖精のチュチュ　フェアリーピンク 松原園芸

ポーチュラカ 園　レッド 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ サマージョイ　ワインレッド 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ サマーベビー　エロー 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ サマーベビー　オレンジ 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ サマーベビー　ピンク 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ サマーベビー　ホワイト 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ サマーベビー　ローズバイカラー 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ 園　スカーレット 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ 園　ハーモニーファイヤー 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ 華ミステリア ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ フェリーチェ　イエロースター 農事組合法人ハイフラワー

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 ホットパック　ファイア ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

マリーゴールド ホットパック　ゴールド ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

メランポディウム パラダイス タキイ種苗㈱

メランポディウム カジノ　レモン タキイ種苗㈱

メランポディウム ミリオン　ゴールド タキイ種苗㈱

メランポディウム ミリオン　レモン タキイ種苗㈱

ユーフォルビア グラマー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ユニークペチュニア エスプレッソトリュフ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ユニークペチュニア クランベリートリュフ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ
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◆おもてなしセレクション　第3回審査会（9月18日）入賞品種一覧

品目名 品種名 種苗会社 出展者名

アゲラタム トップブルー ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

アンゲロニア セレナ　ラベンダー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア アークエンジェル　パープル ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレナ　ホワイト ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレニータ　スカイブルー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレニータ　ダークローズ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレニータ　ピンク ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレニータ　ホワイト ㈱ 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 ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

アンゲロニア セレニータ　ラベンダーピンク ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

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 ダークブラウン イチローカンパニー

イポメア トリカラー イチローカンパニー

イポメア ブラッキー 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

カンナ サウスパシフィック　スカーレット タキイ種苗㈱

ケイトウ チャイナタウン ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ジニア ザハラ　オレンジ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ジニア ザハラ　オレンジ？ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ジニア ザハラ　ホワイト ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ジニア ドリームランド　イエロー タキイ種苗㈱

ジニア ドリームランド　コーラル タキイ種苗㈱

ジニア ドリームランド　スカーレット タキイ種苗㈱

ジニア ドリームランド　ミックス タキイ種苗㈱

宿根サルビア エンバーズウィッシュ ㈲エイチアンドエルプランテーション
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品目名 品種名 種苗会社 出展者名

セイロンライティア ㈲ジッポー

セダム ゴールドビューティー ㈲エイチアンドエルプランテーション

セダム モリムラマンネングサ ㈲エイチアンドエルプランテーション

センニチコウ オードリー　ピンクインプ タキイ種苗㈱

センニチコウ オードリー　パープルレッド タキイ種苗㈱

センニチコウ オードリー　ホワイト タキイ種苗㈱

千日紅 ローズネオン ㈲角田ナーセリー

なでしこ かほり ㈱ＭＳＫガーデン

ニチニチソウ サンダー　　レッド ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　　アプリコット ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　　ピンク ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　オーキッドハロー ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　グレープ ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　ピンクハロー ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ サンダー　ラズベリー ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

ニチニチソウ タイタン　パンチ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ ミニナツ　カザグルマ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ ミニナツ　カザグルマピンク ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ ミニナツ　ストロベリー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ニチニチソウ ミニナツ　ピーチオレ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ハツユキソウ 氷河 ㈱サカタのタネ 飯塚園芸

フレンチマリーゴールド リトルヒーロー オレンジ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ベゴニア ワッパー　レッドブロンズリーフ ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ベゴニア ビッグMIX（ピンクとレッド）
㈱エッチ・アイ・ジェイ/㈲フジフロー
ラ

ペンタス バタフライ　ディープローズ ㈱ 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 出展者名

ペンタス
カレイドスコープ　アップルブロッ
サム

㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ペンタス カレイドスコープ　ディープレッド ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ペンタス グラフティ　レッドベルベッド ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ペンタス バタフライ　ディープピンク ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ペンタス バタフライ　バイオレット ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ペンタス バタフライ　ライトラベンダー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ペンタス バタフライ　ライトラベンダー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ポーチュラカ サマージョイ　ワインレッド 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ サマーベビー　エロー 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ サマーベビー　オレンジ 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ サマーベビー　ピンク 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ サマーベビー　ホワイト 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ
サマーベビー　ローズバイカ
ラー

松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ 園　スカーレット 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ 園　ハーモニーファイヤー 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ 園　レッド 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ 華ミステリア ㈲石井フラワーガーデン

ポーチュラカ ピンク 松木園裕美 ㈲石井フラワーガーデン

マリーゴールド ホットパック　ファイア ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ

ムラサキオモト オーロラ ㈲ジッポー

メランポディウム パラダイス タキイ種苗㈱

メランポディウム カジノ　レモン タキイ種苗㈱

メランポディウム ミリオン　ゴールド タキイ種苗㈱

メランポディウム ミリオン　レモン タキイ種苗㈱

ユーフォルビア グラマー ㈱ エム・アンド・ビー・フローラ
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６. 総評 
 

 今年の夏は、梅雨明けから３０日間ほとんど降雨がなく、連日３５度を超える猛暑日が続いた。

また８月中旬からは、秋雨前線の影響で雨の日が多く、日照不足とともに低温の影響も重なるな

ど、例年にないほど過酷な夏だった。 

 このような条件のもと、フラワートライアル実行委員会様にご協力頂いた４３品目２４８品種の中

から、生育速度、耐病害虫性、植物自体の「見栄え」が標準以上のパフォーマンスを見せた２０品

目７１品種もの優良品種を選定することが出来た。 

 特に表彰された４品種においては、期間中の生育状況や見栄えが特に優れており、最優秀賞

のニチニチソウ サンダーレッドは、バランスの取れた草姿を保ちつつ色鮮やかで、葉色・花色と

もに良く、加えて花付きも良好で、期間中、旺盛に開花を続けているところが高く評価された。優

秀賞のイポメアは、突出した生育力と爽やかな葉色が高く評価された。また、審査員特別賞の２

品種は、生育状況や見栄えが優れていると共に、会場となった東京臨海副都心の美しい夜景や

賑わう会場公園のイメージに合うことから、評価された。 

 

 本取組みにより、これまで余り認識されていなかった、審査期間中における品目や品種による

生育の差を確認することが出来たのは、大きな成果であった。 

 今回４３品目の出展があったが、このうちペチュニアやアマランサスは7月上旬から8月中旬ま

での期間生育が良好だった。特にアマランサスは生育の旺盛さと見栄えの良さから「夏の修景植

物として見直した」という声が審査委員から聞かれた。しかし、その後の降雨が影響し株中の蒸

れが原因で草姿を急激に悪くした。一方、ペンタスは梅雨明け後の乾燥とアオドウガネの食害に

より、期間前半の評価が良くなかった。しかし後半は適度な降雨とアオドウガネの減少により、生

育が回復し見栄えが良くなり評価が上がった。 

 このように、品目によっては期間前半に生育が特に良い「先発型」、中盤が良い「中継ぎ型」、後

半が良い「抑え型」と言った特徴を持つ植物が確認できた。また、同じ品目、例えばニチニチソウ

やペチュニアであっても、期間を通して良好な生育を示した品種もあれば、枯損してしまう品種も

あるなど、同品目であっても品種によって期間中の生育に大きな差が生じることも確認できた。 

 これらの事象は、植物を修景資材として使用するにあたり、花苗の選定や植替えのタイミングを

設定する際の重要かつ有効な情報だと考える。会場などの修景を考える際には、こうした情報を

活用し、単に品目の指定をするだけではなく品種名の指定を行うとともに、植付けや植替えの期

日までも明確に指定するといった細かな指示を設計などに反映させていく必要があると考える。 

 本報告書で推奨している品種は低メンテナンスで高パフォーマンスな植物として現地にて実証

済みであることから、本番での修景資材として非常に有効な品種と言えるとともに、植付け並び

に植替えのタイミングの参考としても本報告書が広く活用されることを期待している。 

 

 本取組みは、日本経済新聞やNHKニュースをは 

じめ、J-WAVEや各専門誌でも取り上げられ、大変 

注目を集めたことから、来年も「お台場おもてなし 

セレクション」として開催し、夏場の修景材料となる 

植物を発掘・紹介するほか、維持管理手法を公開 

していく。このことにより、より多くの植物が本大会 

の際に会場や街並みの彩りに活用され、その結果 

サマーガーデンのムーブメントがレガシーとして継 

承されるとともに、花による「まちの名所づくり」が 

日本全国にも広がり、夏花の需要拡大に繋がると 

確信する。 
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  ７. 今後の課題 

 

  
①土壌改良 

  

 

 

 

②植栽 

  

 

①植物の確保 

  

 

 

 

 

②植物の定植時期 

  

 

 

 

 

 

 

③ガーデンデザイン 

  

 

 

 

 

④植栽密度 

 

 

 

 

 

 

⑤補植について 

 

 

（１）セレクション継続に関する課題 
 

  

 

（２）本大会の修景に関する課題と対策 
 

  

 

 生理的酸性肥料（硫安系○、尿素系・硝酸系×）を施し、石灰の施用は控えるなどｐHを下

げる必要がある。また、元肥を増やす必要がある。なお、リン酸吸収係数を1500とし、5％ぐ

らいを初期投入する場合、成分で7．5㎏/10a〔Eｘ、重焼リン（35％）で200g/㎡〕施用すること

を推奨する。当分は作付ごとに積極的にリン酸を施用する必要がある。 

 

 トライアルに用いる植物の植栽については、定植後の生育によって審査結果が変動するた

め、葉張りや背丈等にも配慮した植栽間隔や植栽場所を予め計画しておく必要がある。 

 

 

 植物の需要と供給のバランスを確保する必要が 

あることから、修景コンセプトや全体デザイン、デ 

ザインカラ―など植物選定に必要な条件が決まり 

次第、植物の生産側との調整を図り、植栽する年 

の2月末までには調整を完了しておく必要がある。 

 

 成長した植物でパフォーマンス良く咲き誇る夏花 

を見せるためには、定植より30～40日ほどの期間 

を要するため、6月10日頃までに定植を完了させ 

る必要がある。一方、本大会開催の工期の関係で整備がギリギリになる場合、出荷したての

苗を高密度に植栽して見せることとなるが、多くの品種において出荷ピークを逸して手配が

難しくなるため、使用したい花苗については、植栽する年の２月末までに生産調整をしておく

必要がある。 

 

 多くの苗では出荷時期が限られることから、枯損した苗と同じ品種を補植することが困難と

なる。このため、枯損が目立つ整形式のデザインより、自然風（イングリッシュガーデンや

ボーダーガーデン等）なデザインの方が他の植物への代替えも効くので有効だと考えられる。

なお、どうしても同じ品種の苗を補植する必要がある場合は、事前に同じ品種の苗を圃場な

どで育成管理することが求められる。 

 

 一般的な苗では、㎡当たり8株程度の密度で植栽すると定植後30～40日ほどで株間も目

立たなくなり、全体的に自然な草姿でボリューム感をもって魅せることが出来る。一方、定植

後すぐに見せるためには㎡あたり16～25株の密度で植栽する必要がある。しかしこの場合、

固体が貧疎な分、全体の迫力に欠けるばかりでなく、また苗の成長と共に隣接する株同士

が被圧し合い、放置すると蒸れや病気により枯損が生じ、全体的な見栄えが悪くなるため、

適宜間引き管理する必要が生じる。 

 

  植物の出荷がある一定時期に集中することから、植栽した苗が枯損した際に直ちに交換 

できるとは限らない。デザイン上、同じ種類の植物でないといけない場合は、エリア内に仮 

植スペースを作り、育成管理しておいた苗を補植するなどの対応が必要となる。このため、 

予め2周りほど大きなポットに移植し仮植えしておくと、根を傷めずに補植が楽になる。 
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       総合入賞品目の紹介 

   （各品目の代表品種） 

   カリブラコア 

ティエルノ ホワイト 

   ケイトウ 

 チャイナタウン 

    センニチコウ 

オードリー パープルレッド  

     ジニア 

ドリームランド イエロー  

ハツユキソウ 

  氷河 

       ペチュニア 

妖精のチュチュ フェアリーピンク 

   アンゲロニア 

セレニータ ダークローズ 

        カンナ 

サウスパシフィック スカーレット 

ムラサキオモト 

  オーロラ 

       ベゴニア 

ワッパー レッドブロンズリーフ   

アゲラタム 

トップブルー  

  フレンチマリーゴールド 

リトルヒーロー オレンジ  

    セダム 

 ゴールドビューティ 

ユーフォルビア 

  グリッツ 
   ニチニチソウ 

ミニナツカザグルマピンク 
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なでしこ 

かほり 

   ニチニチソウ 

サンダーアプリコット 

  宿根サルビア 

エンバーズウィッシュ 

       ペチュニア 

       さくらさくら 

      ペンタス 

バタフライ ディープローズ   

   ハゲイトウ 

アーリースプレンダー 

 ベロニカ 

シャーロッテ 

セイロンライティア 

各審査会ごとの優良品種 

   （事務局抜粋） 

第1回審査会 

第2回審査会 

第3回審査会 

     ジニア 

ザハラ イエローランプ 
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１ 
       

       《 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 

              

 


