平成 28 年 12 月吉日
出品は無料
です！

公益社団法人 日本家庭園芸普及協会

日本最大級！花きの新品種展示と来場者人気投票
2017 日本フラワー＆ガーデンショウ

2017Ｆ＆Ｇジャパンセレクション
出品募集のご案内
当協会が家庭園芸の普及のために実施する中核的
事業の一つに『日本フラワー＆ガーデンショウ』の
開催があります。本イベントは、毎年春の園芸シー
ズンスタートの時期に合わせ様々な体験型イベント
や展示を行うことで、園芸ファンの底辺拡大を目指
すもので、過去 26 回の開催で通算 120 万人を超える
名実共に日本最大級の総合園芸ショウです。
ここで開催される「Ｆ＆Ｇジャパンセレクション」
は、各社が精魂込めて作出した鉢物・切花の最新品
種を一堂に集め、来場者及び業界関係者に広く知っ
ていただく場として展示するコーナーで、国内最大級となる新品種展示と来場者
による人気投票です。
会場となる 2017 日本フラワー＆ガーデンショウは、前回同様、国際都市横浜
での開催となり、全国都市緑化よこはまフェアとの連携イベントとして神奈川
県・横浜市の協力も得て、これまで以上に多くの来場者をお迎えする計画です。
本イベントへの出品は何品でも無料です。
新商品ＰＲの絶好の場となるだけでなく、多数
の園芸ファンによる人気投票や来場者、業界関
係者との交流によりマーケットの生の声に直
接触れることのできる、またとないチャンスで
す。
また、 出品者自ら展示品種を紹介できる
「品種プレゼンテーションコーナー」や業界関係者との交流会も予定しており
ますので、あわせてご活用ください。多数のお申込みをお待ち申し上げます。
★2016Ｆ＆Ｇジャパンセレクション人気投票上位品種は以下をご参照ください。
www.kateiengei.or.jp/show/show2016/event/pdf/2016selection.pdf

植物の販売に限定した格安の出展コーナー

【ガーデンマーケット】のご案内
本ショウの会場で植物を販売されたい方には、別途出展スペースをご用意して
います。3 日間の出展料が 30,000 円（消費税別途）のお得なプランもあります。
出展のご案内： www.kateiengei.or.jp/pdf/2017FG_ver1.pdf

2017 日本フラワー＆ガーデンショウ

2017Ｆ＆Ｇジャパンセレクション募集要項
公益社団法人 日本家庭園芸普及協会

【概

要】

園芸シーズン本番の時期に合わせて最新の花卉を一同に展示し、一般園芸愛好家に
アピールすると共に、来場者の人気投票と上位受賞品種の表彰を実施することにより、
広く家庭園芸の普及に寄与することを目指しています。
主

催

公益社団法人 日本家庭園芸普及協会

会

場

2017 日本フラワー＆ガーデンショウ内

特設会場

展示期間

2017 年 4 月 1 日（土）～3 日（月）（10:00～17:00、最終日は 16:00 まで）

募集点数

鉢物、切花合計 100 点（予定）

出 品 料

無料
※ ただし、同時開催の「新花コンテスト」「ジャパンフラワーセレクション（ＪＦＳ）」にも
エントリーされる場合は、別途出品料が必要となります。
詳しくは 3 ページをご参照ください。

人気投票

1 日、2 日の 2 日間、一般来場者による人気投票を実施します。（1 名につき、
2 品種まで選んで投票）これにより、消費者の嗜好を知ることができ、商品
開発やマーケティングにご活用いただけます。投票結果は 2 日夕方に集計し、
出品者様には 2 日夜、メール（または FAX）にてご連絡いたします。

表

投票結果に基づき、部門を問わず得票数の最も多かった品種をグランプリとし
て、さらに鉢物、切花の部門毎に 1 位～3 位を表彰します。受賞者には 4 月 3
日の午後（予定）に表彰式を行います。入賞品種（10 位まで）の発表は協会刊
行物の他、協会ホームページ等で行い、園芸関連マスコミにもリリースします。

彰

プレゼンテーションコーナーについて
希望者は、展示会場に併設したプレゼンテーションコーナーにて品種の特性や
開発の裏話、その品種に合わせた花の楽しみ方などを、一般園芸愛好家に向け
て直接アピールできます。プレゼンテーション時間は 1 品種 15 分間で、プロ
ジェクターを利用でき、パンフレットや資料の配布も可能です。
交流会の実施について
4 月 2 日（日）18 時～ ヨコハマ グランド インターコンチネンタルホテルに
て、日本フラワー＆ガーデンショウ関係者交流会を実施します。ショウ出展企
業をはじめ、協会関係者、関連団体、行政関係者等、多数が参加する交流会で
す。ご商談や情報交換にご活用ください。
（お申込者には後日詳細をご案内します）
同時開催

新花コンテスト（公益社団法人 園芸文化協会主催）
ジャパンフラワーセレクション（ＪＦＳ）（ジャパンフラワーセレクション実行協議会主催）
（※ 同時開催についての詳細は 3 ページをご覧ください。）
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【2017Ｆ＆Ｇジャパンセレクション 出品規定】
対象品種

過去 5 年以内に発表された、現在販売中もしくは販売予定の品種を対象とし、
過去のＦ＆Ｇジャパンセレクションで未発表のものに限ります。
なお、出品品種は自社育成品種または専売品種に限らせていただきます。

出品点数

１点１品種（品種・花色の混合は不可）とし、各社何点でも出品可。

規

【鉢物部門】 床面積 45cm 四方内に納まるものとします。

格

※ 鉢及び鉢皿は出品者様でご用意ください。
※ 一品種あたりの鉢数の目安は以下の通りです。
3 号未満：10 鉢 3～5 号：5 鉢 6～9 号：3 鉢 10 号以上：１鉢
【切花部門】 一律、１品種につき 10 本の展示とします。
※ 花器は事務局で用意した統一のものを使用します。
(下図参照)
【切花部門】

【鉢物部門】

４５㎝
４５㎝

一律 10 本の展示

※ 鉢・鉢皿は出品者様でご用意ください

※ 花器は主催者で用意します

≪注意事項≫
・ 出品物が倒伏しないよう、また隣接する出品物に迷惑にならないよう、高さ・
大きさには十分ご配慮ください。
・ 規格を満たさないものは出品をご遠慮いただきます。規格を厳守してください。
・ 搬入は、会場への直接持ち込みの他、宅配便での搬入も可能です。
・ 搬入日時は、宅配便利用の場合は 3 月 31 日（金）午前中必着。最終正午までの時間厳守
でお願いします。会場への直接持込の場合は追ってご案内します。
・ 出品物の展示は当協会で行ないますので、梱包材には社名・品種名を必ず明記してください。
・ 出品物の傷みが激しいような場合には、主催者の判断で展示を見合わせることがあります。
・ 出品総数が多数の際は出品数を制限させていただく場合がございます。
・ 搬出は、①出品様ご自身による引取りの他、②宅配便利用、③主催者事務局による利用
（来場者への配布等）、④廃棄処分 のいずれかを選択可能です。
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2017F & G ジャパンセレクション 出品申込書
平成29年2月28日(火)必着
１．出品者情報
企業・団体名
住 所
TEL

FAX

担当者名

所属・役職

E-Mail

URL

携帯電話
投票結果によっては、4月3日（月）（予定）の表彰式へのご出席（任意）をお願いする場合があります。
4月2日（日）の19時頃に確実に連絡が取れる携帯電話の番号をご記入ください。

２．会場配布資料への出品者情報の記載について

以下の可・不可、いずれかに〇を付けてください

会場で配布する出品一覧に、上記を問合せ先として掲載

（ 可 ・ 不可 ）

３．出品作品について
※注意：「品目名・品種名」は掲示パネルにそのまま記載いたしますのでよくご確認ください。
なお、学名は統一表記に変更させていただく場合があります。

用 途

品目名

（どちらかに○をお付けください）

切花

品種名
学

鉢物

名
100字以内

特性・特長

４．品種プレゼンテーションコーナーの利用について
品種プレゼンテーションコーナーの利用を
希望時間帯

①1日（土）午前
②2日（土）午後

③2日（日）午前
④2日（日）午後

希望する

希望しない

⑤3日（月）午前
⑥3日（月）午後

※複数希望可
ただし応募多数の場合、
調整させていただきます

５．同時開催のコンテスト （ジャパンフラワーセレクション・新花コンテスト） への出品について
ジャパンフラワーセレクション（ＪＦＳ）

への出品

（ジャパンフラワーセレクション実行協議会主催）

新花コンテスト（公益社団法人 園芸文化協会主催）への出品

希望する

希望しない

希望する

希望しない

※上記2つのコンテストに出品を希望された方には、それぞれの主催団体から後日ご連絡させていただきます。

６．搬入方法について

以下のいずれかをお選びください

①会場に直接持ち込み

７．搬出方法について

②宅配便

以下のいずれかをお選びください

①出品者が引き取り

②宅配便

③主催者側で活用（配布等）

④主催者で廃棄

お申込み・お問合せ： 2017日本フラワー&ガーデンショウ事務局
（㈱ 日広通信社(内)）
TEL 03-3263-3509

FAX 03-3263-3680

受付時間AM10:00～PM5:00（土日祝日除く）

E-mail : flowerｰgarden@ad-nikko.co.jp
上記あてメールまたはＦＡＸにてお申込みください
※ 複数出品される場合は、お手数ですがこの用紙をコピーしてお使いください

JS係

【同時開催 新花コンテスト・ジャパンフラワーセレクションのご案内】
F&Gジャパンセレクション（来場者人気投票）にご出品される方は、同時開催のコンテストにもご参加いただけます。
F&Gジャパンセレクション（来場者人気投票）に参加 （無料）
コンテストにも参加(有料）
F&Gジャパンセレクション

新花コンテスト

ジャパンフラワーセレクション（JFS)

主催者

(公社）日本家庭園芸普及協会

(公社）園芸文化協会

ジャパンフラワーセレクション実行協議会
（(一財）日本花普及センター内）

出品料

無料

概要

１作品につき2500円(税別） *2つのコンテストに出品しても金額は2500円（税別）です。

ハイレベルな国内育種の周知と育種家の地
位向上を目的に、新品種育種への取り組み
日本フラワー&ガーデンショウ
を広く一般に発表すると同時に、作品を審
一般来場者の人気投票です。
査、表彰する、平成6年から開催している新品
種花きのコンテストです。

提出書類

F&Gジャパンセレクション
出品申請書

書類提出先

日広通信社

花や葉の美しさなど、品種特性の優秀性や新規
性に加えて、消費者の視点から「育てやすさ」
「購入しやすさ」「飾りやすさ」なども評価して花
の業界が推奨できる新品種を選ぶのが特徴で
す。日本フラワー＆ガーデンショウでは切花・鉢
物部門を審査します。

JFS・新花 共通出品申請書（2枚つづり）
ジャパンフラワーセレクション実行協議会あて

Email：jfpc@jfpc.or.jp

または

FAX:03-3664-8743

＊出品申請書受領後に花材の搬入出の方法、審査結果の発表等について、折り返し事務局よ
りご連絡させていただきます。

■出品できるのは？

■審査員は？

新花コンテスト

ジャパンフラワーセレクション（JFS)

「国内で育成された品種や野生植物から選抜
された品種」または「海外から導入された品
種」のうち、未発表あるいはまだ一般に知ら
れていない品種がご出品できます。「プロ・ア
マ」「販売・流通」「種苗登録の有無」「固定性」
いずれも問いません。

本格的な販売開始から概ね5年以内の「新品種
のコンテスト」です。商業的な生産・流通・販売が
期待される品種の育成者または育成者権、販
売代理権を持つ方がご出品できます。（趣味家
の方はご出品できません）

学識経験者、農業試験場、種苗会社、花の市
場、園芸店、園芸研究家、放送・出版等メディ
アの現職およびＯＢなど、各分野のエキス
パート（計15名程度）が育種観点に審査、講
評を行います。

国内の花き業界を代表する学識経験者、農業
試験場の研究員、フラワーデザイナー、花の市
場・仲卸・販売店の方などで構成された審査団
（切花・鉢物部門各5名以上）が、公正な視点で
専門的に審査を行います。

■申し込み締切日は？
■審査日は？

■どんな賞がもらえるの？

３月２２日（水）
4月１日（土）、2日（日）（会期中）

出品全作品のうち得点上位作品（点数未定）
に「公益社団法人園芸文化協会長賞」が授与
されます。

■出品のメリットは？

出品者には、審査員の所属と得点（５段階）、
審査講評、すべてを公表いたします。各分野
のエキスパートの評価や見識は、今後の育
種の参考として大いに活用いただけます。ま
た日頃の努力と成果を讃え、毎年６月に「新
花コンテスト表彰式」を行います。

■詳しいことは？

公益社団法人園芸文化協会
Email：enbun@soleil.ocn.ne.jp
または
TEL:03-5803-6340

3月31日（金）（会期前日）
10点満点の採点で、平均点が
8.0以上の品種がベスト・フラワー（優秀賞）、
7.0以上の品種が入賞となります。
入賞品種の中から花の業界にとって意義があ
り、新しい可能性を感じさせ、特別なインパクトを
与えた品種に「特別賞」（内容により10種類の特
別賞有り）が授与されます。
入賞後、認定登録(別途43,200円の認定登録料
が必要）を行うことにより、花の業界が推奨する
品種として「JFS受賞マーク」やJFS広報用マー
クを使用して販促活動することが可能です。
年間数回開催される審査会で選定された「ベス
ト・フラワー（優秀賞）」の中から、その年最高の
花を「フラワー・オブ・ザ・イヤー（最優秀賞）」とし
て表彰します。

http://www.jf-selections.net/
ジャパンフラワーセレクション実行協議会
Email：jfpc@jfpc.or.jpまたはTEL:03-3664-8739

＊ポット苗を栽培審査するJFSのガーデニング部門の審査は日本フラワー＆ガーデンショウでは行っておりません。
詳しくは上記JFSまでお問い合わせください。
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