
スイセン
Narcissus spp.



春 冬

使用する季節使用部位

スイセン

流 派 お稽古クラス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

池坊 初級～上級者

小原流 中級～上級者

草月流 初級～上級者

龍生派
中級者

上級者

古流理恩会 中級～上級者

需要スケジュール

華道家元池坊 小原流

写景盛花様式本位

草月流

勅使河原蒼風

作品例

：月２回以上

：月１回

：使用するが、年により異なる

空欄：使用しない時期
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流 派 お稽古クラス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

池坊 初級～上級者

小原流 中級～上級者

草月流 初級～上級者

龍生派
中級者

上級者

古流理恩会 中級～上級者

龍生派

生花　水仙の一種いけ

（三株いけ）

古流理恩会

生花　三株　中流生（行型）

作品例
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生花
使用時期 １１～２月
使用本数 ２～３株
長さ ６０ｃｍ位
葉の枚数 ４枚組葉の株を組み直して使用する
ハカマの長さ ５ｃｍ
花の開花程度 １株につき１～２輪の開花、他につぼみが２～３輪程

そのほかポイント

開花の株とつぼみの株をつくる
葉先をカットしたものは使用しない
ハカマが裂けていると使用できない
ねじれの少ないものが望ましい

検定試験について クラス：初伝下附後　 時期：１１～２月
花展での使用について 特に決まりはない

盛花・瓶花
使用時期 １１～２月
使用本数 ３～５株
長さ ３５ｃｍ位
葉の枚数 葉４枚組を様式として使用する
ハカマの長さ ４～５ｃｍ
花の開花程度 １～２輪
そのほかポイント 様式として4枚のものを寒菊、藪柑子、日蔭などと使用する
検定試験について クラス：主に中級から使用（師範科二期）　 時期：１２～１月
花展での使用について 冬の花展では日本スイセンは必ず使用する

立花
使用時期 １１～２月
使用本数 １～１５株
長さ ６０ｃｍ位
葉の枚数 ４枚組になっているものが望ましい
ハカマの長さ 立花では使用しない
花の開花程度 １株につき１～２輪開花、他につぼみが２～３輪程
そのほかポイント 葉先をカットしたものは使用しない
検定試験について クラス：華掌下附後　 時期：１１～２月
花展での使用について 特に決まりはない

池 坊

小原流

各流派の求める規格

スイセン
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古典華（生花・立華）
使用時期 １１～２月
使用本数（立華）（生花） 立華：１２～１５株（水仙一色いけ）　 生花：２～３株
長さ ５０～６０ｃｍ
葉の枚数 １株に４枚の葉が必要
ハカマの長さ ４～５ｃｍ
花の開花程度 開花少なく、蕾も付いているものが望ましい
そのほかポイント 葉は固くしっかりしているもの
検定試験について 生花：中級～上級　 時期：１２～３月
花展での使用について 冬～早春の花展で使われる

花型は特に決まっていない

使用時期 １１～２月
そのほかポイント 季節花材として使用される

生花（本手生・中流生・流生）
使用時期 １１～１２月
使用本数 ３～５株
長さ 短い方が望ましい（４０ｃｍ以下）
葉の枚数 ４枚
ハカマの長さ ４ｃｍ以上
花の開花程度 蕾
そのほかポイント 葉は肉厚、ねじれ、曲がりの少ないもの
検定試験について クラス：中級～上級　 時期：１１～１２月
花展での使用について １１～２月

自由花　
使用時期 １１～２月
検定試験について クラス：中級～上級　 時期：１２～４月

龍生派

草月流

古流理恩会
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スイセン

生産のポイント

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

栽培管理

出荷

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

栽培管理

出荷

生産スケジュール

千葉県の例

（促成栽培）

千葉県の例

（普通栽培）

スイセンでは、千葉県南房総市の2つの生産地事例を紹介します。
促成栽培と普通栽培が行われています。

●  植付けは半日陰を選び、草をかけておく。8月上旬に草を取り除く。
●  植付ける球根は、普通栽培の圃場で密集している場所の球根を掘り上げている。
●  促成栽培は連作障害が起こるので、毎年場所を変えている。

●  除草（草刈り）は、年1～3回行っている。草刈りをしないと雑草に負けてしまい、スイセンの生
育が悪くなる。（例年2回の場合が多く、その場合は5月下旬～6月下旬と9月中旬～下旬）

●  潅水は自然潅水。
●  施肥は行っていない（施肥すると葉が伸び過ぎ、柔らかくなる傾向がある）。

球根掘り上げ
（4月中旬）

植付け
（7月上旬～下旬）

除草（この期間に1～3回）

球根の乾燥
（6月上旬～下旬）
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圃場の様子

● 圃場は出荷期間の確保のために、平地から斜面、日射量も多様
なところに点在している
圃場は様 な々ところに点在しており、立地によっては車道から遠く、徒歩で行くような場所
もある。斜面の圃場もあえて向きが異なる（日射量が違う）圃場を持つことで長い期間出
荷できるようにしている。品質の良いスイセンは半日陰の圃場で採れる場合が多い。日射量
が多過ぎると葉が短く、葉先が赤くなる。圃場にまばらに落葉樹があること（例：梅の木）
で日陰ができ、霜除けにもなる。

千葉県の圃場。写真にある水田の奥（日陰に
なっている谷筋を歩いた先）に右の写真の圃
場がある。

千葉県の圃場。ダムの左右にそれぞれある圃場で、斜面の向きが異なる。

千葉県の圃場。斜面になっ
ている。撮影時には半日陰
になっていた。

生産の
ポイント
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スイセン

促成栽培の圃場

野生生物の対策

● 10月下旬から11月上旬の出荷ができるように促成栽培を行っている
球根は普通栽培の圃場から掘り上げ、乾燥させてから、圃場に植え付けている。作業の効
率化を踏まえて、平地を選ぶことが多い。収穫作業を行いやすいように、柵を作っている
（写真右）。圃場の環境によっては遮光をする場合もある。

● シカやイノシシによる被害がある
食害や球根の掘り起し等の被害がある。そのため圃場を電気柵で囲う、檻で捕獲して
個体数を減らす等の対策をしている。

● 促成栽培は連作障害が起こる
促成栽培は2年目以降は連作障害が起こ
るため、毎年圃場を変えている。

連作障害が出て
いるスイセン。

対策の一例
イノシシを歩き難
くする為に地面に
張ったネット（メッ
シュの漁網。様々
な方法を試してい
る例）。

圃場に囲った
電気柵
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収穫について

● 収穫の様子
複数ある圃場から収穫に適した開花状態のスイセンが多い圃場を選び、収穫する。ハカマ
を長く収穫できるように、地中に鎌を突き刺すように収穫を行う。

鎌を地中の深過ぎる場所へ突き刺すと球根を傷つけて
しまうため、鎌を刺す位置が大切。

葉に傷のあるものや花が咲き過ぎのもの
は収穫しない。

ハカマを長く収穫する
ことが大切（○がハカ
マといわれる部分）。

●  収穫作業中に、花が咲き過ぎているものを見つけた場合、花を摘む作業も行う。

その他　収穫について
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● 収穫したスイセンは新聞で乾燥対策をしてから運ぶ
束ねたものを新聞紙で包み、背

しょいこ

負子で担いで車まで運ぶ。

蕾が包から出ていない。 蕾が包から出たばかり。 圃場で開花しているもの
は収穫しない（花を摘み
取る作業をする場合もあ
る）。

スイセン

収穫時の開花の目安

● 圃場での開花状態で収穫を判断
収穫にはまだ早い 収穫に適した状態 収穫には遅い状態
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右と真ん中はハカマに傷が
あり、左はハカマが短い。

葉に極端なねじれが
あるものも出荷NG

葉に傷がある

葉に変色がある

いけばな向けのスイセン
は4枚葉のみ。3枚葉や
5枚葉と分ける。

ハカマは３cm以上のも
のを出荷。

葉の枚数 ハカマの長さ

葉の選別について

出荷 NG のもの

NG

NG

NG

NG

● 葉の枚数は4枚、ハカマは
４～５cmが望ましい

● 葉やハカマに傷があるもの、ハカマが短いものは出荷しない

選別のポイント
いけばな向けのスイセンは、葉の枚数やハカマの長さが最重要。

収穫したものをさらに選別し、出荷作業を行います。

選別の
ポイント



スイセン

● スイセンは開花が早いため、輸送時間を考え、開花していない
蕾の状態で出荷する
一般的には、白い蕾の状態のもの、もしくは開花した花が10本束に３輪程度まで。

収穫時の様子。

このような白くなってきた
蕾は３輪程度まで。

市場到着時の様子。
大きく開いている花
はない。

花の選別について

●  花の状態は、生産者、出荷環境、出荷

　市場により異なる。

●  注文がある場合に、要望に合わせた開

　花程度で出荷できるような圃場の環境

　を作っておくことがベスト。

その他 花の選別について
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● 花首の位置を基準に葉が極端に短いもの、長すぎるものは
出荷しない

花が開花してしまっている。全ての葉が
花より短い。

全ての葉が花より長い。

出荷できるバランス例 ❶

出荷しない例 ❶

出荷できるバランス例 ❷

出荷しない例 ❷

花と葉のバランスについて

葉4枚の長さは異なるが、全ての葉の長
さが花より長い。

花首よりも葉が短いものはNG。特に葉4
枚全てが短いものは出荷しない方がよい。
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スイセン

出荷のポイント
いけばな向けのスイセンは、出荷作業も重要です。

出荷について（作業手順）出荷の
ポイント

【作業例 1 】

収穫後、作業場で水揚げ
する。または水揚げすると
開花が促進されるため、
気温や花の状態によって
は、濡らした新聞紙に包
んで冷暗所で水をつけず
に乾式で保管する。

ハカマや葉に汚れがある
ものは、布で拭いたり、水
で洗う。

調整作業用の台、ハカマの長さの基準である
３cmを簡単に確認できる仕様になっている。
ここに❶のスイセンを並べる。

❶

❷

❸

千葉県の２つの生産地の出荷作業を紹介します。
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作業台の右から左へスイセンを長い順
に並べていく（今回は撮影のため、長さは
揃えずに作業をしていただいた）。

10本の束をテープで留めたもの。

詰めたスイセンが箱にぶつからないよう
に、箱の端に新聞紙を丸めたクッション
材を置き、箱にスイセンの10本束を10束
詰める。

ハカマの長さを測り、葉やハカマに傷が
あるものなどは作業台の左端に避けて置
き、選んだ10本で束を作る。

出荷箱に新聞紙を敷く。

箱に詰めた様子。スイセン10本束を5束
ずつ、２段に分けて花の頭が同じ向きに
ならないように入れる。間には新聞紙を
敷いている。

❹

❻

❽

❺

❼

❾
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スイセン

【作業例 2 】

収穫したスイセンを4枚葉、3枚葉、出荷できないものに選別する。

❶のスイセンの長さを作業台を使って
測る。作業台は５cmごとの規格。花首
の下の長さを計測している。

新聞紙を箱に敷いて10本束を5束ずつ２
段で重ねて箱詰め。花の頭の向きは揃え
ている。

❷の長さを測ったものを揃えて10本で
束ねる。この生産地では30～60cmまで
５cm単位の出荷規格にしている。

❶

❷

❹

❸

スイセン マニュアル　情報提供にご協力いただいた皆様

千葉県  山野井賢司様・千葉県  佐久間喜一様・
千葉県  安房農業事務所様・千葉県  農林水産部
流通販売課 首都圏マーケティングセンター様
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01

03

05

02

04

06

今後、生産者の皆様が各出荷市場や取引生花店からの要望に応える際、開花程度の基準と
して共通の資料として活用できるように、開花の段階写真を用意しました。出荷の際の参考
にしてください（わかりやすいように写真には番号を表記しています）。

生産地からの出荷時と市場到着時では、スイセンは開花程度が異なることが予想されます。
生産者の皆様には、その点を考慮していただき、取引先とは市場到着時の開花程度でお話を
されることをお勧めいたします。

スイセンの出荷の開花基準

資料
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