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植物大好き！ ECASジャパン 西村社長のコラム

１２. MPSジャパンからのお知らせ

今年の母の日は？ キーワードは多様化と商品力・ブランド力！

花業界最大のイベントの母の日も終わってしまった。鉢物カーネーションが大量に余って値下がりしたとか、配送の問題で大

手運輸会社が母の日ギフトを止めたなどと心配な情報に心痛めていたが、母の日前のお花屋さんの店頭を見る限りはどこも賑

わっていてホッとする。また、レジ待ちの行列に若い人が多いとの印象も持った。もっとも私が見たお花屋さんは駅ナカや駅ビルな

どの人通りが多い恵まれた立地のところばかりで母の日云々を言ってはいけないとは思うが。

鉢物は、カーネーションに加えてアジサイがここ数年目立っていたが、今年はそうでもないなとの印象。同じ鉢物でもベコニア、

ブーゲンビリア、カラーなどお客様が選ぶ品目が広がっている。鉢物カーネーションは、２５００円から４０００円が多かったが、

毎年のことだが価格では一番バラツキがあった。スーパーでは１０００円～１５００円は普通に売られていた。もちろん品質

が違うがお客さんから見た値頃感に影響を与えただろう。アジサイなどカーネーション以外では４０００円～６０００円の価

格帯が多かった。ブーケやアレンジではブランド店では３５００円～４０００円位が売れ筋だったか店頭で目立った。

どういうお店が売れていたか。人通りが多い店でも売れていない店もある。お客様は普段からお付き合いしている店から買っ

ている。お客さんからお花屋さんとして認知されている店、ブランドが立っている店は強い。お花を贈る場合に花屋さんとして一定

の評価を受けている店のものなら安心ということになる。店の信頼、評価の入った分価格も高く設定できるということになる。また、

母の日の花のライバルであるスイーツや小物・雑貨類も母の日商戦に大変力を入れている。また、アーティフィシャルフラワー、

ソープフラワー、プリザーブドフラワー、ハーバーリウムとうまく組み合わせて売っていくハイブリッド型とも言うべき花店も出てきている。

ギフトでのスイーツや小物とのコラボ商品もトレンドになってきている。 花き業界としては、魅力のある商品を作っていくことに尽き

る。

巻頭言
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ＨＰからもご閲覧できます!
ＨＰからもご閲覧できます!

MPSフェアのお知らせ

今年も6月の環境月間にMPSフェアを開催します！
環境月間にMPSのお花を皆さんでアピールしませんか？

今年も6月の環境月間に合わせてMPS国際認証のお花を店頭で並べて消費者に向けて「環境に配

慮して栽培したお花」をアピールするMPSフェアを開催します。

ご協力をよろしくお願いします！

MPS-ABCの参加者の皆
様には、出荷箱に同封してい
ただけるMPSの認証マークと
フェア参加者募集のチラシを
同封します。
お手数ですが、出荷箱に

MPSの認証マークとフェア参
加者募集（花屋向け）のチ
ラシを入れてください！

フェアに向けての

取組みポイント1

MPS-流通認証の参加者
の皆様には、メールにて最新
のMPS-ABCの参加者名簿
と生産品目情報をお送りしま
す。また、フェア参加者募集
（花屋向け）のチラシをメー
ル致します。
ご興味があるお花屋さんが
ありましたらご紹介ください。

フェアに向けての

取組みポイント２

MPSジャパンでは、環境月
間に向けてMPSのお花を並べ
ていただけるお花屋さんに、ポ
スター、タグ等を無償で提供し
ます。SNS等でもフェアの様子
や生産者情報などを発信しま
す！

フェアに向けての

取組みポイント３

出荷箱に入れるロゴマークのチラシ

MPS国際認証をお花屋さんに

アピールします。
花屋さん向けフェア申込書
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文責：青木恭子

第21回中国国際花卉園芸博覧会レポート

第２１回中国国際花卉園芸博覧会

2019年4月20日～22日に上海で開催された展示会レポート

会場には今年日本でも流行った、多肉、ハーバリウム、石鹸などが展示されている。会場全体には花が沢山並び、
花の展示会の雰囲気がある。BtoBの展示会と思ってきましたが家族連れやお子さんの姿も。

←MPS流通認証取得
のインパック出展。グ
リーンハウス設備や自
動機械、ＬＥＤ、Ｉ
Ｔなどのゾーンへ。選別
機、花束加工機、結
束機、下葉処理機、
ブーケマシンなどを展示。
ブーケマシンがかなり注
目を集めていた様です。

サカタ種苗、アイリスオーヤマのブース。会場全体は花でいっぱい。海外からも主要な種
苗会社、生産会社が出展。日本からも流行ユーカリ、そして中国でブームのブライダルの
展示。

中国では、披露宴のよ
うなのはなく、友人を集め
てする日本でいうと2次会
になるのでしょうか。そこで
花をふんだんに使うことが
多いうようです。

（敬称略）



第４1回オランダミニ情報
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第42回 Kom in de Kas

4月6日～7日オランダ23カ所、200軒の温室で開かれ、21万人の人が訪れ、花卉、蔬菜温室栽培の現場を体験し
ました。今年のテーマは「世界」。オランダ園芸が世界とどのような繋がりがあるのかをわかるように展示がされていました。 例
年訪れる Westland 地区はトマト農家がToBRFV、tomato brown rugose fruit virus の影響で入れない為、今
回は Nootdorp へ行きました。
歴史：1960年に行われたRotterdam Floriade にて多くの消費者が野菜・花の展示を熱心に見ていました。これを見
たWestland の園芸企業家たちは自分たちの活動を一般消費者へ見てもらうオープンデーすることを思いつきました。
1977年には名称を”Kom in de Kas” 「温室 においでよ」へ変更、以来毎年多くの消費者が温室を訪れるようになり
ました。

Odontoglossum
交雑種

Miltoniopsis
交雑種

２）Vicini
切花用アジサイを20000m2の温室にて栽培しています。
6色、14品種を使い、5月～10月に収穫します。

Zygopetalum
交雑種

会社のポスターにも
しっかりMPSのロゴが。

スプレーキクの頂花はピンチする。

これにうつ伏せになり頂花をピン
チします。辛い仕事。

色とりどりの Santini。

１）Inca Orchids
MPS-A+、MPS-Socially Qualified 、MPS-GAP 認証
Odontoglossum、Miltoniopsis、Oncidium、
Zygopetalum
など中南米原産の蘭を主に栽培しています。効率よく周年出
荷できる栽培技術が確立された胡蝶蘭に比べ、他のランは栽
培が難しく、倍以上の値段がつかないと経営が難しいそうです。

４）Harry Wubben
MPS-A、MPS-GAP、GRASP、Global GAP 認証
210000本/週の白色スプレーキクと300000本/週の5
色サンテニを栽培しています。

３）Groenewegen
MPS-A 認証
切花用ミニシンビジューム
を栽培。 5色、60品種
を使い、クリスマス～バレン
タイン～婦人の日～3回
ある母の日に出荷出来る
ように温度管理をしていま
す。

最上部花が咲い
てから収穫する



ＨＰからもご閲覧できます!
ＨＰからもご閲覧できます!

第41回オランダミニ情報
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無加温温室。10月
に刈り込み、露地物
より少し早く収穫を
目指す。

20本/m2 収穫。
6本(色)/箱で出荷。

自社で交配、育
種も行なっている

花茎が垂れない
ように釣る。

切花用ですが、
鉢栽培します。

塊根で増殖します

定植したばかり

ミニガーベラ ガーベラ無人運搬機

昭和５５年に千葉大学園芸学部を卒業後、青年海外協力隊の隊員としてシリア国ドウマ農業
試験場に２年間滞在。帰国後大手種苗会社に入社、研究農場、オランダ駐在、開発部など
１２年間勤務。
オランダには２回、合計で７年間駐在し、当地に魅せられた私はここで生活することを選び、アールスメール
花市場にある切り花輸出会社へ転職、日本向け輸出業務に８年間従事した。
その後、日蘭の園芸交流をお手伝いする園芸事務所を立ち上げ、現在は園芸関係のガイド、翻訳、
通訳を生業としている。 ウェブサイト： www.tsushimaengei.nl

筆者プロフィール：対馬淳一

５）Buurman Frans
MPS-A、Global GAP 認証
6品種のシャクヤクを無加温温室で栽
培。露地物より少し早い出荷を目指し
ています。

６）Rene van Eijk
MPS-A、MPS-GAP、MPS-Socially Qualified 認証
35000m2の温室で6色、100品種の切花用大輪シンビジュームを
栽培、375000本を9月～6月に収穫します。イタリア・ナポリ南方に
20000m2の苗生産圃場があり、開花苗をここで育苗しています。また
育種もしており、独自品種も多くあります。

８）Vital Gerbera MPS-A 認証
32750m2の温室で11品種、2400万本のミニガーベラを栽培しています。

７）Crown Jewels    
MPS-A 認証
オランダに５軒あるグロリオーサ栽培会
社の一つ。閉鎖型栽培で廃液、肥料を
外部に流さない持続可能な栽培をして
います。

http://www.tsushimaengei.nl/
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コープデリヴィナチュールMPSのお花

ローズガーデン in池袋サンシャインシティダリアフェア開催 in 青山フラワーマーケットco-opdeli VieNature（ヴィ・ナチュール）
でMPS-ABCの参加者のお花が紹介されてます

今月のco-opdeli VieNatureのMPSのお花。人気の為、抽選販売となっています。

岐孝園の観葉鉢・多肉植

物、当選しました！

MPSのお花の問い合わせが増えてます！！
ここ最近、MPSのお花を販売したい、学校の授業のカリキュラムにMPS-ABCの導入を検討しているなど、嬉しい

お問合せが増えてます。

MPS-ABCのご参加いただいている皆様で、新しい品目の栽培を始めた方、品目の登録を追加したいという方が

いらっしゃいましたら事務局までご連絡下さい。 ご協力をよろしくお願い致します。

（敬称略）

石井フラワーガーデン

イタリアン・プチトマト当選しました！



JFMAからのお知らせ/第35回 花卉懇談会セミナーのお知らせ
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日本フローラルマーケティング協会は、一
般社団日本能率協会と共催で今年、東
京ビックサイトで展示会を開催することにな
りました！JFMAならではのセミナーも多く
開催予定！皆様、是非お越しくださいませ
♪

2019年11月20日（水）~22日（金）

時間：10：00~17：00

会場：東京ビックサイト西展示棟

主催：一般社団法人日本能率協会

共催：一般社団法人日本フローラルマーケティング協会

申し込み締め切り 7月13日（土）詳細は、同封のチラシをご覧ください。
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第1回 株式会社ミヨシの各担当者が紹介する展示会に向けた工夫や今後の取組み！

株式会社ミヨシの各担当者が紹介する展示会に向けた工夫や今後の取組み！

八ヶ岳南麓に位置し、目の前に雄大な南アルプス

連峰が望める北杜市小淵沢町。標高は1,000m前

後で、夏でも湿度が低く涼しく、夜になると満天の星空

を楽しめます。中央道を長野方面に走っていると、八ヶ

岳PAを過ぎた頃 左手にハウスと建物が見えてきます。

株式会社ミヨシと、その関連会社の建物です。

弊社は営利切花の種苗会社です。組織培養を得

意とし、中でも宿根カスミソウは1975年に弊社が日本

で初めて組織培養苗の生産販売に成功し、その後日

本国内で広く栽培されるようになりました。それまでマイ

ナーであったカスミソウ切り花は、今日では花束やアレン

ジには欠かせないものとなりました。その他にも、国内他

社に先駆けプラグ苗（セル成形苗）を基にした独自の

苗生産業を展開するなど、常に業界の最先端を目指

しております。

そんな弊社の1年で最も大きなイベントが、毎年7月

の上旬に開催されるフィールドトライアルです。ユースト

マ、アスター、ダリア、カスミソウ、スターチスなどを中心に、

弊社推奨品種の開花した圃場をご覧いただける展示

会です。メインとなるユーストマは100品種以上展示し

ており、国内のみならず、海外各国からも多くのお客様

にご来場いただいています。

今年のフィールドトライアルは7月の11日・12日に開

催されます。現在 会場となるハウスでは全ての品種の

定植が終了し、最近の陽気を受けて植物たちは元気

に成長しています。今月号では一足先に、フィールドト

ライアルで是非注目していただきたい品種についてご紹

介したいと思います。

株式会社ミヨシ ご紹介

敷地航空写真

敷地内には約500種類の植物が植栽され
ているペレニアルガーデンと、宿根草を中心
に季節の花苗を販売しているショップＡＢＡ
ＢＡがあります。

昨年のフィールド
トライアルの様子

第1回 ミヨシ会社紹介およびお勧め品種について

フィールドトライアルよりも一足お先にお勧めの品種や展示会に向けた栽培の工夫やオリンピックに向けた取り組み等

を全3回にわたって掲載します！



【カスミソウ ティアラ】
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いまや白色ユーストマの定番品種となったハピネスホワイト。秋の婚礼シーズンの出荷にもぴったりな

品種ですが、それだけでなく業務から小売りまで幅広い用途で使っていただけるのも人気の理由の一

つです。可愛らしいフリル咲きのハピネスホワイトですが、このフリル率を安定させた品種がその名も「グ

ランハピネス」。フリル率が安定し、それでいて歩留まりが良く、ロス率が低いことも特徴です。昨年の

フィールドトライアルでも一際注目を浴びていたグランハピネス。今年は会場に入って真正面で皆様を

お待ちしております。

中小輪ポンポンタイプのマカロンシリーズに、待望のブルー系が登場しま

した。お菓子のマカロンのようにコロコロした可愛らしい花型が特徴のシ

リーズですが、フザリウム抵抗性に優れているため露地での栽培も可能

です。和花としてはもちろん、洋花アレンジとしても使用できる用途の広

さも特徴です。

花が密に付く、密集咲きタイプの品種です。ここ数年

「カスミソウは添え花」といったイメージを払拭する使い方

が注目を集めています。特にブライダル向けの利用が増

えている中、密集咲きで花が「ギュッ」と詰まっているティア

ラは、その名の通りブライダルでの花冠やブーケの作成に

ぴったりな品種です。従来の密集咲きタイプと比べてボ

リュームもあり、花もちも格段に向上しています。

左からマカロンローズ、マカロンスカーレット、マカロンピンク

筆者プロフィール：田中琴巳
平成28年に静岡大学農学部を卒業後、株式会社ミヨシに入社。現在は国内販売部で四国
と福岡の担当をしている。

【ユーストマ グランハピネス】

グランハピネス

【アスター マカロンシリーズ】

カスミソウ ティアラ

カスミソウ
‘ティアラ’のブーケ

カスミソウ
‘ティアラ’の花冠

【6月号予告】
フィールドトライアルを開催するにあたり最も苦労することは、早晩生や生育条件の違う花たちをいかに開催日当日に開花
させるかということです。6月号では、栽培管理の担当者たちが、苦労していること・工夫していることについてご紹介します。
お楽しみに！

試作中
小輪ポンポンブルー

試作中
小輪ポンポンディープブルー

第1回 株式会社ミヨシの各担当者が紹介する展示会に向けた工夫や今後の取組み！
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農薬情報

農薬情報

新たな登録農薬（201９年4月30日現在）

新たな失効農薬（2019年5月1日現在）

用途
登録番

号
農薬の種類 農薬の名称 申請者

24218 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｱﾀﾞｯｼｭ顆粒水和剤 ﾕｰﾋﾟｰｴﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社

24219 ﾊﾛｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ･ﾒﾀｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ水和剤 ｱﾚｲﾙSC 日産化学株式会社

24220 ﾀﾞｲﾑﾛﾝ･ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ･ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ･ﾒﾀｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ粒剤 ｹﾞﾊﾟｰﾄﾞｴｱｰ粒剤 日産化学株式会社

24221 ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ･ﾀﾞｲﾑﾛﾝ･ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ･ﾒﾀｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ粒剤 ﾚﾌﾞﾗｽｴｱｰ粒剤 日産化学株式会社

24222 展着剤 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ株式会社

24223 ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ･ﾌﾟﾛﾋﾟﾘｽﾙﾌﾛﾝ粒剤 ﾋﾞｸﾄﾘｰZ400FG 協友ｱｸﾞﾘ株式会社

24224 ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ･ﾌﾟﾛﾋﾟﾘｽﾙﾌﾛﾝ粒剤 ﾒｶﾞｾﾞｰﾀ400FG 住友化学株式会社

除草剤　他

登録

番号

23558 シアントラニリプロール水和剤
ＯＡＴベリマーク

ＳＣ
OATｱｸﾞﾘｵ 2014年10月3日 2019年4月9日

23562 シアントラニリプロール水和剤
ＯＡＴエクシレル

ＳＥ
OATｱｸﾞﾘｵ 2014年10月3日 2019年4月9日

登録日 失効日農薬の種類 農薬の名称 申請者

MPSジャパンのホームペー
デザインが変わりました！

新着情報はこちらから見れます。

各認証は、こちらから見れます。



植物大好き！ ECASジャパン 西村社長のコラム

西村社長プロフィール
西村 潤（にしむら・じゅん）
鹿児島県出身。京都府立大学 農学部修士課程卒業、
種苗会社等で、野菜・花きの育種および事業に携わる。
現在、中国農業関連企業主席専門家、杭州万向職業技術学院教授
2012年ECASジャパン代表取締役就任 日中を飛び回る忙しい日々をおくっている。
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●●●タケノコの話題●●●

● 植物大好き！ECASジャパン 西村社長コラム

● ECASジャパン からのお知らせ

（敬称略）MPS認証審査などにかかわる最新情報をECASジャパンからお届けします。■審査状況

最近、タケノコを大量にもらい早速ゆでてあく抜きし、いくつかの料理を楽しみました。最もオーソドックスな醤油ベースの

甘辛煮の他、ベーコンとバターで炒めたもの、鶏肉に味噌とわさびで煮込んだ料理もとてもおいしくいただきました。このタケ

ノコはいわゆる孟宗竹ですが、自然条件では繁殖力が強く、毎年２～４ｍも広がり、日本各地でその繁殖を抑えるた

めの伐採とその利用が進んでいます。孟宗竹は加工してもしなやかさが足りず竹かごなどの細工には向かないようですが、

竹炭や竹粉に加工することで脱臭効果に優れた商品が開発されています。調べて見ると、生ゴミや下水、畜舎、ペットの

排泄、室内やシックハウスなどの消臭に効くとのこと。また室内に置く観葉植物の鉢物の土に混合することで有用微生物

の繁殖を促し、結果として植物の健康を保つ効果があるようです。板材加工による家具作りでは孟宗竹の伐採や運搬、

加工工程でのコストが高く、こちらも生産量の拡大は難しいのかもしれません。造園用の小径の竹はマダケの一種が利

用されていて、これは現在ではほとんど中国からの輸入に頼っているのが現状です。

話は変わりますが、日本の各地の竹林を見ると下草もなくまばらに大竹が生えている所と放置されていて竹が密集して

いる場所が見られます。前者はタケノコ生産用の竹林です。日本で最も生産量の多い鹿児島県のある生産地では10a

当たり40本の成竹、静岡県の栽培指針では200本程度に質の良い成竹のみを残して空間を作る必要があるようです。

10ａに４０本だと２５㎡に1本、どうりで空間のすっきりした解放感のある竹林になる訳です。この空間の広がりと奥行

きが感じられる竹林こそが日本人の感性に訴えるような気がします。京都の嵯峨野の竹林がそうです。品質の良いタケノ

コを生産するためには毎年、菜っ葉類の野菜を生産するのと同じ位の窒素肥料の施肥が必要とのこと、またイネ科の特

徴でもありますが、ケイ酸の施用は良質生産に欠かせないと言われています。

この孟宗竹は340年前頃に中国から伝播したらしく、最近話題の万葉集に出てくる竹は篠と言って小竹の種類だとの

ことで、その後の源氏物語でも竹林を通って夜這いに行くと言うイメージは間違いです。竹取物語が原本であるかぐや姫

の昔話の頃にも孟宗竹のような大きな竹はなかったはずで、これは中国からの伝承が変化したのかもしれません。

6月 （予定） MPS-ABC ：菅家 博昭、 湯田 浩仁、 岐孝園

セントラルローズ、 山田 公

MPS-GPA ：花満

Florimark TC ：岐阜花き流通センター



JR市ヶ谷駅より徒歩5分/
地下鉄3番出口より徒歩5分
ドトールコーヒーのビル 5階

駐車場
河合塾

ＪＲ市ヶ谷駅

外堀通り
市ヶ谷見附

至 東京至 四ツ谷

靖国通り

編集室から 母の日の前に、MPS参加者のタカハシプランテーションさんのカーネーションが販売されているという事でイオンさ
んに申込行くと人気で、第1番希望は売り切れでした。第2希望の色違いのお花を母に贈りました。母の日の当日は、商店街
を歩くとお花を持った人々が多く見られました。6月は環境月間です。皆さん一緒にMPS認証をアピールしましょう！

中村 るみ子

MPSニュース ５月号（第１４３号）

発行日 2019年5月20日

発行所 MPSジャパン株式会社

住 所 東京都千代田区四番町4-9 東越伯鷹ビル5F

TEL：03－3238－2702 FAX：03－3238－2701

URL：http://www.mps-jfma.net/

発行責任者 松島義幸 編集責任者 中村るみ子
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MPSジャパンからのお知らせ

● MPSジャパン からのお知らせ

各期の対象期間 データ提出週

2019年5期（4月22日～5月19日） 5月4週 5月 20日（月）～ 5月26日（日）

2019年6期（5月20日～6月16日） 6月4週 6月 17日（月）～ 6月23日（日）

2019年7期（6月17日～7月14日） 7月3週 7月 15日（月）～ 7月21日（日）

2019年8期（7月15日～8月11日） 8月3週 8月 12日（月）～ 8月18日（日）

2019年9期（8月12日～9月8日） 9月3週 9月 9日（月） ～ 9月15日（日）

2019年10期（9月9日～10月6日） 10月2週 10月 7日（月）～ 10月13日（日）

2019年11期（10月7日～11月3日） 11月2週 11月 4日（月）～ 11月10日（日）

2019年12期（11月4日～12月1日） 12月1週 12月 2日（月）～ 12月 8日（日）

2019年13期（12月2日～12月29日） 12月5週 12月30日（月）～ 1月 5日（日）

【MPS-ABC2019年データ提出期間】 ※:認証発行期

【新MPSロゴ】 MPS本部は、新しい生産者認証の共通ロゴを導入しました。MPS-A、MPS-B、MPS-Cの評価は
残りますが、ご利用いただくロゴは新共通ロゴに統一されました。古いロゴをお使いの方は共通ロゴデータに変更をお願い
いたします。ロゴデータは、事務局までお問合せいただくか、または自動入力システムMY-MPSの認証ページからもダウン
ロードできます。

【市場セリ盤へのMPS参加者表示について】2019年度MPS参加者様の各市場へのセリ盤表示一覧を更新します。お
取引市場の変更、新たにお取引の市場、市場番号と合わせて事務局までお知らせください。

【2019年1/4半期認証について】 2018年5期から2019年4期を対象とする2019年1/4期認証（有効期

限は8月11日まで）が発行されましたのでご確認ください。引き続き認証を取得されますよう、 4期ご登録が済ん

でいない場合は、急ぎご登録ください。。

※

※

※

MPS－ABC担当変更について: MPS-ABCの事務局担当は新井悦子になります。以上のについてご質問等がござ
いましたら 担当新井 aria@jfma.netまでお問合せください。

【環境月間に向けて】 6月の環境月間では、参加者の皆さまにもMPSのお花を消費者にアピールしていただけ

るように、出荷の際に梱包するチラシを準備しています。またご希望の方はタグ等もお送りしますので是非
ご利用いただきますようご検討ください。また何かご意見やご発案がございましたら遠慮なく事務局までご
連絡ください。

mailto:5月よりMPS-ABCの事務局担当は新井悦子arai@jfma.net
mailto:5月よりMPS-ABCの事務局担当は新井悦子arai@jfma.net

