
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平 成 ２ ９ 年 度 国 産 花 き イ ノ ベ ー シ ョ ン 事 業 

花壇づくりコンテストで使用している主な“ちばの花苗”のご紹介 

マリーゴールド  
キク科 原産地：メキシコ 

開花時期４～１１月 日なた。乾燥には 

強いが、過湿と暑さで若干弱るので、水は

乾いてからたっぷりやり、西日は避ける。 

提供者 石井園芸 

木立ベゴニア（巨大ワッパーシリーズ） 

シュウカイドウ科 原産地：熱帯、亜熱帯 

開花時期 4～10 月 半日陰～日なたで管

理。 花径が 4～7cm 大輪の花を咲かせ、

地植えすると草丈 70ｃｍほどなる。直射

日光下でも葉焼せず暑さに強い。 

提供者 クライスト・ガーデニング阿部 

コリウス（ジャンボコリウスゴリラ） 
シソ科 原産地：東南アジア 

鑑賞時期６～1０月 日光に当たらないと

葉の色はあせる。水を切らさない。土の 

表面が乾いたら、たっぷり水をやる。 

提供者 クライスト・ガーデニング阿部 

コリウス  
シソ科 原産地：東南アジア 

鑑賞時期６～1０月 日光に当たらないと

葉の色はあせる。水切れに弱いので、水を

切 ら さ な い 。 土 の 表 面 が 乾 い た ら 、    

たっぷり水をやる。 

提供者 クライスト・ガーデニング阿部 

ペチュニア（あんぺちゅ） 
ナス科 原産地：南アメリカ、ウルグアイ 

開花時期 4～10 月 日なたを好む。水は

乾いたらたっぷりやる。適芯すると株が 

大きくなる。あんだち園芸オリジナル品種。

星咲きで夏の暑さに強い。花殻は摘む。 
 

提供者 あんだち園芸 

キキョウ（矮性キキョウ アトラス） 
キキョウ科 原産地：日本、朝鮮半島  

開花時期 6～9 月 日なたを好むが、株元

に直射日光が当たると根が乾燥して弱る。

西日を避ける。 

提供者 GARDEN FLOWER SEISHO FARM 

千日紅 
ヒユ科 原産地：熱帯アフリカ、熱帯  

アメリカ 開花時期 6～10 月 日当りと

肥料が十分にあると花が増える。水も  

好む。摘芯すると株が大きくなる。多湿の

日本の夏に適する。 
 
提供者 井上園芸 

ガザニア 
キク科 原産地：南アフリカ  

開花時期５～10 月 日なたで管理。水を

好む。蒸れに弱いため、風の通しの良い所

で管理。 

提供者 岬園芸 

ペンタス 
アカネ科 原産地：熱帯アフリカ 

開花時期 5 月～11 月。日なたで管理。  

暑さに強い。水をやり過ぎると、根腐れ。

乾燥ぎみに管理。 

提供者 GARDEN FLOWER SEISHO FARM 

 

ブルーサルビア 
シソ科 原産地：地中海沿岸 

開花時期５月～１０月 日なたで管理。  

乾燥に弱いが、湿気にも弱いため、水の   

やり過ぎに注意。    

提供者 GARDEN FLOWER SEISHO FARM、 
酒巻園芸 

 

ニチニチソウ 
キョウチクトウ科 原産地：西インド 

開花時期７～９月日照りや乾燥に強い。 

日なたで管理。直根性のため根鉢は崩さず  

に定植。 

提供者 内海園芸、石井園芸、 

村山ガーデン 

ニューギニアインパチェンス 

(サマーインパチェンス) 
ツリフネソウ科 原産地：ニューギニア 

開花時期５～１０月ニューギニアインパ

チェンスの耐暑性改良品種。色は濃淡紫・

濃淡ピンク、白、オレンジなど多数。 
 
提供者 北総グリーンハウス 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生産者 所在地 TEL 

井上園芸 市原市 0436-98-0700 

北総グリーンサービス 佐倉市 043-498-4566 

岬園芸 いすみ市 0470-87-4814 

内海園芸 柏市 04-7131-8285 

酒巻園芸 流山市 04-7158-2571 

GARDEN FLOWER SEISHO FARM 千葉市 043-291-4520 

山本花園 佐倉市 043-498-0334 

石井園芸 佐倉市 043-461-8365 

村山ガーデン 佐倉市 043-460-1855 

大場ガーデン 佐倉市 043-312-8803 

あんだち園芸 市原市 0436-41-2896 

クライスト・ガーデニング阿部 旭市 0479-62-3547 

メランポジウム 
キク科 原産地：メキシコ 

開花時期５～９月 日なたで管理。高温多

湿に強いが、乾燥には弱い。 

水はたっぷりやる。花殻はこまめに摘む。 

提供者 GARDEN FLOWER SEISHO FARM 

ヘリクリサム（シルバースノー） 
キク科 原産地：南アフリカ 

開花時期５月～９月 日なたで管理。高温

多湿に弱く、乾燥に強い。夏場に黄色の花

を咲かせる。 

提供者 村山ガーデン 

コキア 
アカザ科 原産地：メキシコ 

鑑賞時期６～１１月（紅葉は１０～１１

月） 日なたで管理。多湿を嫌うが高温に

は強い。 

提供者 クライスト・ガーデニング阿部 

 

アガスターシェ 
シソ科  

原産地：中央アメリカ、北アメリカ 

鑑賞時期５～１０月 日なたで管理 。 

高温・乾燥に強い。西日が当たる場所は、

避ける。 

提供者 大場ガーデン 

ひまわり 
キク科 原産地：メキシコ 

開花時期６～１１月 日なたで管理。高温

多湿に強い。表面が乾いたら水はたっぷり。

根に触れると枯れてしまうので、植える 

ときは根をくずさない。 

提供者 大場ガーデン 

 

ジニア 
キク科  

原産地：中央アメリカ、北アメリカ 

開花時期５～１０月 日なたで管理。 

高温に強い。花殻はこまめに摘む。      

提供者 大場ガーデン 

    GARDEN FLOWER SEISHO FARM 

ベゴニア センパ フローレンス 
シュウカイドウ科 原産地：ブラジル 

開花時期４月～１１月 日なたで管理。 

高温に強い。日光が少ないと花つきが  

悪い。表面が乾いたら水はたっぷり。  

花殻はこまめに摘む。 

提供者 石井園芸 

オレガノ（ノートンズゴールド） 
シソ科 原産地：地中海沿岸 

鑑賞時期５～１０月 開花時期 7～９月 

日なたで管理。高温多湿で蒸れるので  

風通し良いところで管理。 

提供者 大場ガーデン 

 

ブットレア 
フジウツギ科 原産地：中国 

開花時期７～１０月  

低木樹（樹高２～３ｍ） 日なたで管理。

高温、低温に強い。春に剪定。 

提供者 山本花園 

カリブラコア 
ナス科 原産地：南アメリカ 
開花時期４～１１月 日なたで管理。花 

つ き が悪 く なる のを 防ぐた め 、花 が   

しぼんだ後の花殻はこまめに摘む。水は 

表面が乾いたらたっぷりと。 

提供者 内海園芸 

「 花 壇 づ く り コ ン テ ス ト 」 の 花 苗 を 提 供 し た 生 産 者 


