
Ａ 阿部敏郎 Ｐ 河内長野山草会 ｊ 鈴木三枝
Ｂ 足立興紀 小杉瑞子 ｍ 外川 誠
Ｃ 藤村陽一郎 Ｑ 樋口祥子 ｎ 清水芳樹
Ｄ 小林俊英 Ｒ 官野正雄 ｐ 渡部 宏
Ｅ 辻 幸治 Ｓ 大貫一夫 ｑ 西讃山草会
Ｆ 石黒百合子 Ｔ ｵﾀｺﾞ・ｱﾙﾊﾟｲﾝ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ ｒ 原野谷朋司
Ｇ 三角偉友 ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ) ｔ 金子久子
Ｈ 柴田新作 Ｕ 三橋俊治 ｕ 熊谷忠男
Ｊ 岡村繁樹 Ｖ 三橋紀子 ｗ 更科ふみ
Ｋ 小川聖一 Ｗ 池田敏雄 ｘ 内山 重
Ｌ 倉田＠要町 Ｘ 町田 ｙ 大石 彰實
Ｍ 伊達 馨 Ｙ ｼﾞｪｰﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ(ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ) ｚ 白い花山草会
Ｎ 金沢やまくさ会 Ｚ 増山克男 あ 末岡妙子

Ｎ１：桑原辰男 ａ 佐々木恒四郎 い 佐藤良治
Ｎ２：木谷登茂一郎 ｂ 藤井吉次 う 吉野 勲
Ｎ３：坂キクイ ｄ 角張秀記 え 中嶋国雄
Ｎ４：大浦芳枝 ｅ 石森てる お 林 貞雄
Ｎ５：佐武省一 ｆ 中村恵一 か 田中 清

ｇ 秋本靖匡 き 昆野一朗
ｈ 荒喜 斉 く 青枝 吾

け 大垣 晃

年１２月２３日作成2000
番 号 種名・学名・備考等

Malvaceaeアオイ科
１ ハマボウ フヨウ属 １Hibiscus hamabo

アカネ科
Coprosma antipoda 37２ コプロスマ・アンチポダ ＮＺ 木質

Onagraceaeアカバナ科
Epilobiumalsinoides 15 37３ エピロビウム・アルシノイデス ＮＺ ㎝ 白色花 根元から分

＊４ ヤナギラン 山梨県甘利山ｗ アカバナ属 ＸEpilobium angustifolium
＊５ エピロビウム・クラッサム 半耐寒性 這性 ピンク・白色花 ＴEpilobium crassum NZ

Epilobiummacropus 25 37５ エピロビウム・マクロパス ＮＺ ㎝ 赤・白大型花
Epilobium tasmanicum 37６ エピロビウム・タスマニカム ＮＺ マット状 ５㎝ 赤・白花

Oenothera acaulis 38７ エノテラ・アコウリス マツヨイグサ属 通称：釜無ツキミソウ
＊８ エノテラ・スペシオーサ 通称：白花ツキミソウ ｅ、ｔOenothera speciosa
＊ ミズタマソウ ｔCircaea mollis

39９ 俗称 クキナキツキミソウ ？？
＊ ツキミソウ 北米原産 Ｅ、く、ｙOenothera tetraptera

Lardizabalaceaeアケビ科
１０ ムベ ムベ属 １Stauntoniahexaphylla

アブラナ科 （ ）Brassicaceae Cruciferae
＊１１ アリッサム・サクサチレ 欧州原産 黄色花 草丈 ㎝ ｇAlyssum saxatile 25

Arabis stelleri var. japonica24１６ ハマハタザオ
＊ アウブリエタ・デルトイデア 這性、赤紫色花 ギリシャ原産 ｇAuburieta deltoidea
＊ アウブリエタ・グラシリス 、紫色花 ギリシャ原産 ｇAuburieta deltoidea 10cm
＊ エゾイヌナズナ ａ イヌナズナ属Draba borealis
１２ ドラバ・ブルニフォリア・オリンピカ ２Draba brunifoliaspp. olympica
＊ シリベシナズナ Ｐ、ａDraba igarashii
＊ ドラバ・パルナッシカ ａDraba parnassica
＊１３ モイワナズナ ＡDrabasachalinensis
＊ ウスキナズナ(ナンブイヌナズナ × エゾイヌナズナ) ( ×Draba "Usukinazuna" Draba japonica

) ｔDraba borealis
１４ エリシマム・ヘデリ－クム ？？ ？？ 未確認 エゾスズシロ属 ４Erysimum

Erysimum helvesticum 30 10１５ エリシマム・ヘルベスチカム 、
＊ イベリス・サクサチリス 白色花 ヨーロッパ原産 ｇIberis saxatilis 10-15cm

24１ 通称 紅花ナズナ？？



Iridaceaeアヤメ科
＊１８ チリアヤメ チリアヤメ属 Ｐ、ｙAlophia amoena
＊ ディエラマ・プルケリマム 濃紫～淡紫色花 南アフリカ原産 ＹDierama pulcherrimum
１９ ノハナショウブ １Iris ensatavar.spontanea

Iris gracilipes 14２０ ヒメシャガ
Iris sp . 40２１ アヤメ属 種不明 サハリン(樺太)北部 シュミット半島産 ヒオウギアヤメに類似

＊ イリス・テナックス オレゴン州、ワシントン集原産 ＭIris tenax
＊２２ ヒメヒオウギ （ ） 南アフリカ原産 Ｍ、ｑ、ｗLapeyrousialaxa syn. Anomatheca laxa
＊２２ ヒメヒオウギ 白花 （ ） 南アフリカ原産 ｒLapeyrousia laxa syn. Anomatheca laxa White flower
＊ ロムレア・ｵｰﾀﾑﾅﾘｽ 又は ﾊﾞﾙﾎﾞｺｼﾞｳﾑ ＺRomuleaautumnalis or Romuleabulbocodium
＊ ロムレア・マコワニー・アルチコラ ＺRomulea macowanii var. alticola
＊ ロムレア 種不明 ＺRomuleasp.
＊２３ シシリンチウム・カリフォルニカム 米国カリフォルニア州原産 ＭSisyrinchium californicum
＊２３ シシリンチウム・ダグラシー ( ) 米国原産 ＭSisyrinchium douglasii syn. Olsynium douglasii
＊２３ シシリンチウム・アイダホエンセ 米国原産 濃青色花 草丈 ㎝ Ｍ、ｇSisyrinchium idahoense 20

Plumbaginaceaeイソマツ科
２４ アルメリア・マリチマ・アルピナ 欧州原産 濃赤・白色花 草丈 ㎝ ７Armeria maritima ssp. alpina 10

イネ科 （ ）Poaceae Gramineae
＊ トダシバ ｔArundinellahirta
＊ チヂミザサ 斑入り ｚOplismenus undulatifolius var. japonicus Variegated
＊２５ コバンソウ コバンソウ属 ｗBriza maxima

Brizaminor41 38 20２６ ヒメコバンソウ 、 、
＊ コメススキ ＦDeschampsia flexuosa

Eragrostis ferruginea 41２７ カゼクサ スズメガヤ属
Lagurus ovatus 41 11１ ウサギノオ（ウサギノシッポ） 、

Melicanutans 41２９ コメガヤ コメガヤ属
＊ イネ（うるち） ＤOryza sativa
＊ イネ 黒米か？ ＤOryza sativa
＊ イネ 紫米 ＤOryza sativa

Pennisetumalopecuroides f. purpurascens Ichikawa city＊ チカラシバ Ｅ 千葉県市川市妙典 採種
＊ アオチカラシバ Ｅ、ｔPennisetum alopecuroides f. viridescens

Setaria viridis f. misera 29１ ムラサキエノコロ
＊ スチパ・アルンジナセア 常緑 葉がオレンジ色になる ＹStipa arundinacea
＊ メガルカヤ ｔThemeda triandra var. japonica

Araliaceaeウコギ科
＊ スチルボカルパ・ポラリス 半耐寒性 黄色花 ＴStilbocarpa polaris 120cm NZ

Aristolochiaceaeウマノスズクサ科
＊ ウマノスズクサ 埼玉県原産 ＤAristolochia debilis Saitama prefe.Japan

Heterotropakooyana var. nipponica "Tamaarare" 24３１ カンアオイ ”玉あられ”

Polypodiaceaeウラボシ科
＊３２ ヒメウラジロ 胞子 ワラビ科で記載されることもある ｍCheilanthes argentea
＊ ピチログランマ・トライアングラリス Ｍ ｵﾚｺﾞﾝ州・ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｺﾛﾝﾋﾞｱ州Pityrogramma triangularis
＊ ウッドシア・オレガナ Ｍ 北米原産Woodsiaoregana

Cucurbitaceaeウリ科
＊３３ オキナワスズメウリ ＫDiplocyclos palmatus
＊３４ スズメウリ スズメウリ属 え、ＧMelothria japonica

Lagenaria siceraria var. gourda 44３５ ヒョウタン 小型 ユウガオ属
＊ カラスウリ ｇTrichosanthes cucumeroides
＊ カラスウリ 埼玉県原産 ＤTrichosanthes cucumeroides Saitama prefe.Japan
＊ キカラスウリ ｊTrichosanthes kirilowii var. japonica

Styracaceaeエゴノキ科
＊ エゴノキ 埼玉県原産 ＤStyrax japonicus

エパクリス科
Leucopogonfraseri 15 37３６ レウコポゴン・フラセリ ＮＺ・豪州 灌木状 ㎝ 桃・橙色花

＊３７ レウコポゴン・スアベオレンス オーストラリア 叢生 ㎝ 釣鐘状白色花Leucopogon suaveolens 60
Ｔ

Plantaginaceaeオオバコ科
＊３８ オオバコ 斑入り オオバコ属 ｗPlantago asiatica"Variegata"



Nyctaginaceaeオシロイバナ科
Mirabilis jalapa 24３９ オシロイバナ（ユウゲショウ） 種の誤認か？？

オトギリソウ科 （ ）Hypericaceae Guttiferae
＊４０ トモエソウ オトギリソウ属 ｕHypericum ascyron
＊ ヤクシマオトギリ ＥHypericum pseudopetiolatum var. yakusimense f. lucidum
＊ ダイセツヒナオトギリ ＥHypericum yojiroanum

Valerianaceaeオミナエシ科
＊ オミナエシ ｅPatrinia scabiosaefolia
＊ オミナエシ 山梨県鈴庫山ｗ ＸPatrinia scabiosaefolia

Ebenaceaeカキノキ科
老鴉柿 ？？ 要確認 Ｎ２

Cyperaceaeカヤツリグサ科
＊ ワタスゲ 長野県 栂池高原ｗ ＸEriophorum vaginatum
＊ トダスゲ Ｄ 埼玉県原産Carex aequialta
＊ カレックス・マクロセファーラ ＭCarex macrocephala

Dichromena latifolia 31４１ 俗称 シラサギカヤツリグサ ？？学名不明
20４２ 黄金スゲ ？？

＊ ウンシニア・エグモンチアナ ＴUnciniaegmontiana

Campanulaceaeキキョウ科
＊４３ ヒメシャジン ツリガネニンジン属 ＶAdenophoranikoensis
＊４４ ミヤマシャジン ＵAdenophora nikoensis var.stenophylla
＊ モイワシャジン Ｖ、くAdenophora pereskiifolia
４５ シラトリシャジン 、１Adenophora pereskiaefolia var. uryuensis 28
＊４６ ユウバリシャジン ＶAdenophorapereskiaefoliavar. yamadae
＊ オトメシャジン 白色花 ＶAdenophora puellaris "Alba"
＊ 通称 ネムロシャジン Ｖ
＊ 通称 マルバハマシャジン Ｖ
４８ 通称 ウリュウシャジン １Adenophora
４９ 通称 コバコシャジン １Adenophora
５０ ソバナ 医王山ｗ １Adenophora remotiflora
＊ 梅ヶ島シャジン？？ お

Adenophora takedae 28５１ イワシャジン
＊５２ イワシャジン 濃赤紫色花 いAdenophoratakedae

Adenophora takedae"Alba" 46５３ イワシャジン 白花
Adenophora tashiroi 14 46７４ マルバシャジン（シマシャジン 済州島産） 、

＊５４ シマシャジン 福江島原産 ＫAdenophoratashiroi Fukue Isl.Japan
Adenophora triphylla 46５５ サイヨウシャジン

＊５６ ハクサンシャジン ＢAdenophoratriphylla var. hakusanensis
５７ ハクサンシャジン 白山産 １Adenophora triphylla var. hakusanensis w

Adenophora triphylla var. hakusanensis "Alba" 46５８ ハクサンシャジン 純白花
＊５９ ツリガネニンジン 山梨県甘利山ｗ ＸAdenophoratriphylla var. japonica

Campanula aucheri 46６０ カンパニュラ・アーチェリー
＊６０ カンパニュラ・バルバータ 紫色花 ＰCampanula barbata
＊６０ カンパニュラ・バルバータ 淡紫色花 ＰCampanula barbata

Campanula bellidifolia 46６１ カンパニュラ・ベリディフォリア
Campanulapunctata 11６２ ホタルブクロ

＊ ヤマホタルブクロ ｇCampanula punctata var. hondoensis
＊ キバナホタルブクロ？？ ＧCampanula punctata chinensis ????

Campanularaineri46６３ カンパニュラ・ライネリー
６４ カンパニュラ・ラモシッシマ

１年草、 ㎝、青色花、ギリシャ・イタリア原産 ７Campanula ramosissima 30
＊６５ カンパニュラ・ロンボイダリス 欧州原産 青紫色花 草丈 ㎝ ｇCampanula rhomboidalis 60

Campanula rotundifolia "Alba" 46６６ イトシャジン 白色花 周北極地域
Campanulasartorii 46６７ カンパニュラ・サルトリー

＊ オキナワツリガネニンジン？？ キキョウ科種不明 いCampanulaceae sp.
＊６８ ベニバナサワギキョウ ミゾカクシ属 ｕ、ｙLobelia cardinalis
＊６９ ロベリア・ロウギー ㎝ 青色花 ＴLobeliaroughii NZ 8
＊７０ タマシャジン タマシャジン属 ＰPhyteumascheuchzeri
＊７１ キキョウ 矮性 絞り咲き 通称アポイギキョウ ＶPlatycodon grandiflorum"Apoigikyou" dwarfform

Platycodon grandiflorum 46７２ キキョウ 矮性 通称アポイギキョウ 白×紫のＦ２
＊７３ ワーレンベルギア・アカロア ＴWahlenbergia akaroa

Wahlenbergiaalbomarginata 15 37７３ ワーレンベルギア・アルボマルギナータ ＮＺ ㎝ 青・白花



７３ ワーレンベルギア・カルチラギネア ＴWahlenbergiacartilaginea
＊７５ ネムロシャジン ？？ お

46７６ 御座山シャジン ？？
Campanula 46７７ ホロトソウ

キク科 （ ）Asteraceae Compositae
Ainsliaea acerifolia var. subapoda 18７８ オクモミジハグマ

７９ クリヤマハハコ ヤマハハコ属 ９Anaphalis sinica var. viscosissima
＊ アンテンナリア・ロゼア・ニチダ ( ) 北カナダ原産 ＭAntennaria rosea var. nitida syn. A. microphylla

Aster sohayakiensis 29８０ ホソバノギク（イワヨメナ）
＊８１ カワラノギク ｊAster kantoensis
＊ シラヤマギク ｔAsterscaber
＊ ハコネギク（ミヤマコンギク） ｔAster viscidulus
＊ ウラギク Ｅ 千葉県市川市江戸川放水路河口 採種Aster tripolium
＊ オケラ Ａ、Ｆ、ＧAtractylodes japonica
＊ オケラ ｗ 山梨県三窪高原 ＸAtractylodes japonica
８２ オオバナオケラ ？？ ９
＊ ブラキコメ・シンクライリー ＴBrachycome sinclairii NZ
８３ ブラキグロティス・ベリジオイデス

Brachyglottis bellidioides 25 37ＮＺ ロゼット状 花茎３～ ㎝ 黄花
Brachyglottis rebolutus 10 20 37８４ ブラキグロティス・レボルタス ＮＺ ～ ㎝ 黄花

８５ セルミシア・アラニー セルミシア属 ２Celmisiaallanii
Celmisia bonplandii NZ 30cm＊８５ セルミシア・ボンプランディー Ｔ 銀葉 白色花

＊８５ セルミシア・ディスカラー Ｔ 白色花 這性 叢生Celmisia discolor NZ
Celmisia lanceolata NZ 60cm＊８５ セルミシア・ランセオラータ Ｔ 白色花 葉大

Celmisia lyalli NZ 15 30cm＊８５ セルミシア・リアルリ Ｔ 白色花 －
Celmisiamarata 37８９ セルミシア・マラータ ＮＺ 白色花

＊８６ セルミシア・セミコルダータ Ｔ 白色花Celmisia semicordata NZ 30cm
＊８６ セルミシア・セミコルダータ・オウリガンス ＴCelmisia semicordata var. aurigans NZ
＊８６ セルミシア・セッシリフローラ ㎝ 密生 針状葉 白色花 ＴCelmisia sessiliflora NZ 10
＊８６ セルミシア・スペクタビリス・マグニフィカ ㎝ 白色花 ＴCelmisia spectabilis var. magnifica NZ 35

Celmisia spedenii 15 37８７ セルミシア・スペデニー ＮＺ ロゼット状 針状葉 ㎝ 白色花
＊８８ セルミシア・ベルバスシフォリア － ㎝ 白色花 ＴCelmisia verbascifolia NZ 30 40
＊ ノアザミ ｇCirsiumjaponicum
９０ ノアザミ アザミ属 ７Cirsium japonicum

Dendranthema pacificum 18９１ イソギク
＊９２ エキノプス・リトロ ヒゴタイ属 欧州原産 青色花 草丈 ㎝ ７Echinops ritro 6 0

Echinopssp . 24９３ ヒゴタイ属 種不明 通称ルリタマアザミ：数種ある
＊ エリゲロン・オーレアス”カナリーバード” ＦErigeron aureus "Canary Bird"
９４ エリゲロン・コンポジタス ムカシヨモギ属 ４、２Erigeron compositus
＊９５ フジバカマ ｒEupatorium japonicum
＊ サワヒヨドリ 赤軸赤花 ｚEupatoriumlindleyanum

Eupatoriumjaponicum 29９６ フジバカマ 志賀高原
＊９７ フジバカマ 斑入 ｔEupatoriumjaponicum "Variegata"
＊ ヘリクリサム・ベリジオイデス 半耐寒性 ㎝ 白色花 ムギワラギHelichrysum bellidioides 8 NZ
ク属 Ｔ

Heteropappus hispidus ssp.arenarius 38９８ ハマベノギク
＊ ミヤマコウゾリナ ＱHieraciumjaponicum
＊９９ ヒエラキウム 種不明 ミヤマコウゾリナ（ヤナギタンポポ）属 ＲHieracium sp.
＊９９ ヤナギタンポポ ミヤマコウゾリナ（ヤナギタンポポ）属 Ｘ、ｅHieracium umbellatum

Hieracium umbellatum 19１００ ヤナギタンポポ 福島県耶麻郡猪苗代産ｗ
＊１０１ ヒエラシム・ビローサム ｕHieracium villosum
＊ ブタナ Ｒ 帰化：福島県安達郡Hypochoeris radicata
＊ カントウヨメナ Ｅ 千葉県市川市江戸川水門付近 採種Kalimeris pseudoyomenaKitam.
＊１０２ ヨメナ 斑入り ヨメナ属 ＡKalimeris yomena "Variegata"
＊１０４ センボンヤリ センボンヤリ属 ｕLeibnitziaanandria
＊１０３ センボンヤリ 桃色花 ｍLeibnitziaanandria
＊１０５ ハヤチネウスユキソウ ＦLeontopodium hayachinense
１０６ レオントポディウム・レイオレピス 雪岳山原産 ２、７Leontopodium leiolepis
＊ レウコゲネス・レオントポジウム 白色花 ＴLeucogenes leontopodium 20cm NZ
＊ シカギク ＦMatricaria tetragonosperma
＊１０６ パキステギア・インシグニス 半耐寒性 叢生 常緑 白～黄花 ＴPachystegia insignis NZ 100cm

Pertyarigidula 22１０７ クルマバハグマ コウヤボウキ属
＊ クサヤツデ あDiaspananthus palmatus
＊ カシワバハグマ ＧPertya robusta
＊１０８ コウヤボウキ ｔPertyascandens
＊ オオニガナ かPrenanthes tanakae

Rudbeckia sp. 16１０９ 通称 東郷菊 オオハンゴンソウ属
１１０ ホクチアザミ トウヒレン属 １Saussurea gracilis



１１１ ヤハズヒゴタイ １Saussurea triptera
Senecio kawakamii 35１１２ ミヤマオグルマ

Serratula coronata ssp. insularis 18１１３ タムラソウ タムラソウ属 済州島
Serratula coronata ssp. insularis 27１１４ タムラソウ 大蔵高丸ｗ

＊ ミヤマオグルマ ｆSenecio kawakamii
＊１１５ タムラソウ Ｎ３Serratula coronata ssp. insularis
１１６ タムラソウ 純白花 １Serratula coronata ssp. insularis "Alba"
１１７ タムラソウ属 種不明 通称 済州島タムラソウ １Serratulasp.

Solidago virgaurea var. asiatica 29１１８ アキノキリンソウ 銚子市 アキノキリンソウ属
＊ ミヤマアキノキリンソウ ｔSolidagovirgaurea var. leiocarpa
１１９ イッスンキンカ 通称ヤクシマアキノキリンソウ 、９Solidagovirgaurea var. minutissima 21

Sonchus brachyotus 19１２０ ハチジョウナ ハチジョウナ属 福島県相馬松川浦産ｗ
Stokesia laevis Greene 41１２１ ルリギク（ストケシア） ルリギク属 紫色花

Syneilesis palmata 41１２２ ヤブレガサ ヤブレガサ属
＊１２３ オヤマボクチ ヤマボクチ属 ＧSynurus pungens
＊１２４ シロバナタンポポ タンポポ属 埼玉県原産 ＤTaraxacum albidum Saitamaprefe.Japan

31１２５ 俗称 チシマタンポポ
31１２６ 俗称 ヤクシマハグマ

29１２７ イソノギク？？不明
31１２８ 俗称 雲南省ビロードハグマ ？？

１２９ アルプスアスター ？？ ５

Acanthaceaeキツネノマゴ科
＊ スズムシバナ ＫStrobilanthes oliganthus
＊ スズムシバナ 白花 ＫStrobilanthes oliganthus "Albus"

Stachyuraceaeキブシ科
Stachyurus praecox 36１３０ キブシ キブシ属 成田市ｗ

Apocynaceaeキョウチクトウ科
＊１３１ チョウジソウ チョウジソウ属 Ｐ、あAmsonia elliptica

Ranunculaceaeキンポウゲ科
Anemone baldensis 30１３２ アネモネ・バルデンシス イチリンソウ属

＊１３２ アネモネ・シリンドリカ 北米原産 ＭAnemone cylindrica
Anemone magellanica 27１３３ アネモネ・マジェラニカ

１３４ アクイレギア・アトラータ ３Aquilegiaatrata
＊１３５ ヤマオダマキ Ｎ２Aquilegia buergeriana
＊１３５ ヤマオダマキ 黄色花系 ＰAquilegiabuergeriana yellowform
＊１３６ カナダオダマキ 北米原産 ｗAquilegiacanadensis
１３７ アクイレギア・クリサンサ ３Aquilegiachrysantha
＊１３８ ミヤマオダマキ Ｃ、Ｖ、ｑAquilegiaflabellata var. pumila
＊１３８ ミヤマオダマキ 八ヶ岳原産 くAquilegiaflabellata var. pumila
＊１３９ ミヤマオダマキ 白花 Ｂ、ＸAquilegia flabellata var. pumila"Alba"
＊１４０ ミヤマオダマキ 斑入 ＸAquilegia flabellata var. pumila"Variegata"
＊ シズノオダマキ？？ Ｕ
＊ ハヤチネミヤマオダマキ？？ ＣAquilegia sp.
＊ アクイレギア・クリサンサ ＣAquilegiachrysantha

Aquilegia 24１４１ オダマキ（ナナ） ？？
Aquilegia 24１４２ 黄花オダマキ ？？
Aquilegia 24１４３ 白花オダマキ ？？
Aquilegia Garden hybrid 20１４４ 西洋オダマキ 桃色花

Aquilegia "Nora Barlow" 30１４５ アクイレギア ”ノラ・バルロウ”
１４６ ハクサントリカブト 白山産 １Aconitum hakusanense w
＊ アネモネ・マゼラニカ 南アメリカ原産 淡黄色花 ｕAnemone magellanica
＊ イヌショウマ ＧCimicifuga japonica
＊１４７ サラシナショウマ サラシナショウマ属 ｅCimicifuga simplex

Cimicifuga simplex 27１４７ サラシナショウマ サラシナショウマ属 山梨県御坂峠ｗ
＊１４９ クレマチス・アフォリアータ 半耐寒性 緑白色花 ㎝ ＴClematis afoliata NZ 100
＊ ミヤマハンショウヅル 八重咲き うClematisalpina var. fujijamana
＊１４９ クレマチス・オーストラリス 半耐寒性 淡黄色花 高性 ＴClematis australis NZ
＊１４９ クレマチス・フェチダ 半耐寒性 黄色花 芳香あり ＴClematis foetida NZ

Clematis fuscaTurcz 35１４８ チシマハンショウヅル－－＞クロバナハンショウヅル か？
＊ ハンショウヅル きClematis japonica
＊１４９ クレマチス・マラータ 半耐寒性 小型 緑白色花 ＴClematis marata NZ
＊１４９ クレマチス・マルモラリア ㎝ 乳白色花 ＴClematis marmoraria NZ 60

Clematis paniculata 37１５０ クレマチス・パニキュラータ ＮＺ 半耐寒性 蔓性 白花
＊ カザグルマ Ｎ２Clematis patens

Clematis terniflora Wild＊ センニンソウ ｚ



１５１ クレマチス・ペテラエ 蔓性、１ｍ、白色 小型花多数 中国原産 ７Clematis peterae
＊ クレマチス・パトリエイ 緑白色花 ニュージーランド原産 ｇClematis patriei
＊ セリバオウレン オウレン属 ＰCoptis japonica var. dissecta
＊ サンインシロカネソウ ＦDichocarpum ohwianum
＊１５１ シラネアオイ シラネアオイ属 Ｕ、ｆGlaucidium palmatum
＊１５２ シラネアオイ 白花 ＢGlaucidium palmatum
＊１５３ ヤマシャクヤク ボタン属 Ｎ３Paeonia japonica

Paeonia japonica 31１５４ ヤマシャクヤク 口紅咲き
＊１５５ ベニバナヤマシャクヤク Ｎ２、Ｎ３、Ｎ４Paeonia obovata

Paeonia obovata 25１５６ ベニバナヤマシャクヤク 能登三井ｗ
Pulsatilla cernua25１５７ オキナグサ

＊ カシポオキナグサ 学名要調査 う
＊１５７ プルサティラ・ハレリ 東ヨーロッパアルプス ｅPulsatilla halleri
＊ アコウキンポウゲ ｕRanunculus acris var. borealis

Ranunculus buchananii 25 37１５８ ラナンキュラス・ブチャナニー ＮＺ ㎝ 白花
＊１５８ ラナンキュラス・クリスミフォリウス ㎝ 黄花 ＴRanunculus crithmifolius NZ 7
＊１５８ ラナンキュラス・エニシー 半耐寒性 ㎝ 黄花 ＴRanunculus enysii NZ 30
＊１５９ ラナンキュラス・グラシリペス ＴRanunculus gracilipes NZ
１６０ ラナンキュラス・ハアスティー・ピリフェルス ７～ ㎝ 黄金色花Ranunculus haastii var. piliferus NZ 15
１６０ ラナンキュラス・インシグニス 半耐寒性 ㎝ 黄色花 ＴRanunculus insignis NZ 90
＊ キタダケキンポウゲ おRanunculus kitadakeanus

Ranunculus lyallii 37１６１ ラナンキュラス・ライアリー
Ranunculus multiscapus 15 37１６２ ラナンキュラス・マルチスカパス ＮＺ マット状 ㎝ 常緑 輝黄色花

＊１６２ ラナンキュラス・ニビコラ 半耐寒性 ㎝ 輝黄色花 ＴRanunculus nivicola NZ 90
＊１６３ ラナンキュラス・パキリズス マット状 ５㎝ 輝黄色花 ＴRanunculus pacyrrhizus NZ
＊ クモマキンポウゲ Ｆ、ＰRanunculus pygmaeus
＊１６５ ラナンキュラス・セリコフィラス ㎝ 輝黄色花 ＴRanunculus sericophyllus NZ 25
＊ 春咲秋明菊？？ ｕRanunculus sp.
＊ フウリンオダマキ ＦSemiaquilegia ecalcarata
＊１６６ セツブンソウ セツブンソウ属 Ｎ２、ＷShibateranthis pinnatifida
＊ シナノセツブンソウ ＷShibateranthis pinnatifidavar.shinanens
１６７ 通称 ウンナンシキンカラマツ 中国原産 赤薫色花 草丈 ㎝Thalictrum diptercarpum 50
＊１６７ タリクトラム・イソピロイデス Ｍ アジア南西部原産Thalictrumisopyroides
＊ シキンカラマツ ＨThalictrum rochebrunianum

24１６８ 通称 大輪タカサゴカラマツ

Verbenaceaeクマツヅラ科
＊１６９ カリガネソウ カリガネソウ属 Ｆ、Ｎ１Caryopteris divaricata
＊ ダンギク ＡCaryopteris incana

Papaveraceaeケシ科
＊ クサノオウ ｇChelidoniummajusvar.asiaticum
＊１７２ キケマン キケマン属 ｇ、ｗCorydalis heterocarpa var. japonica

Corydalis ambigua Wild＊ エゾエンゴサク け
Dicentra peregrina 15１７０ コマクサ コマクサ属

Dicentra peregrina"Alba" 15１７１ コマクサ 白色花
Meconopsis cambrica 10１７３ メコノプシス・カンブリカ メコノプシス属

Sanguinaria canadensis 10１７４ サングイナリア・カナデンシス サングイナリア属

Scrophulariaceaeゴマノハグサ科
Digitalis sp. 41１７５ キツネノテブクロ属 種不明 通称 ジギタリス

＊ イワカラクサ Ｐ、お ヨーロッパ原産Erinus alpinus
＊ イワカラクサ 白花 Ｐ ヨーロッパ原産Erinusalpinus"Albus"
＊ キタミソウ 埼玉県原産 ＤLimosellaaquatica Saitama prefe. Japan
＊１７５ リナリア・アルピナ ウンラン属 ｆLinaria alpina

Ourisia caespitosa 37１７６ オウリシア・カエスピトーサ ＮＺ 這性 白花
Ourisia confertifolia 37１７７ オウリシア・コンフェルチフォィア ＮＺ 這性 白花

Ourisia glandulosa 37１７８ オウリシア・グランズローサ ＮＺ 這性 白花
Ourisia macrophylla var.calycina 20 37１７９ オウリシア・マクロフィラ・カリシナ ＮＺ ㎝ 白花

Ourisia remotifolia 10 37１８０ オウリシア・レモチフォリア ＮＺ ５～ ㎝ 白花
Ourisia sessilifolia 15 37１８１ オウリシア・セッシリフォリア ＮＺ ５～ ㎝ 白花

Ourisia spathulata 10 37１８２ オウリシア・スパツラータ ＮＺ ５～ ㎝ 白花
Parahebe decora 50 37１８３ パラヘーベ・デコラ ＮＺ 灌木状 ㎝ 桃色・白色花

＊１８４ イワブクロ イワブクロ属 ＢPenstemon frutescens
＊１８５ ヨツバシオガマ 半寄生 群馬県谷川岳ｗ ＸPedicularischamissonis var. japonica
＊ トウテイラン Ａ、ＦPseudolysimachionornatum

Torenia concolor var. formosana 12１８６ ツルウリクサ ツルウリクサ属
＊ ビロードモウズイカ ＥVerbascumthapsus
＊ ヒメクワガタ おVeronica nipponica



＊１８７ クガイソウ クガイソウ属 あVeronicastrumjaponicum
＊１８７ クガイソウ 山梨県千頭星山ｗ ＸVeronicastrumjaponicum
１８８ ミヤマコゴメグサ コゴメグサ属 白山産 １Euphrasia insignis w

Primulaceaeサクラソウ科
＊１８９ アンドロサーセ・オブツシフォリア トチナイソウ属 ＰAndrosace obtusifolia

Cortusa matthioli var. yezoensis 35１９０ サクラソウモドキ サクラソウモドキ属
＊ シクラメン・アフリカヌム Ｊ、ｂ、ｇCyclamenafricanum
＊ シクラメン・バレアリカム ＪCyclamenbarearicum
＊１９１ シクラメン・シリシウム ＪCyclamen cilicium
＊１９１ シクラメン・シリシウム 白花 ＪCyclamen cilicium "Album"
＊１９３ シクラメン・コウム Ｊ、Ｎ２、ＧCyclamen coum
＊１９３ シクラメン・コウム 色混合 ＪCyclamen coum mixed
＊ シクラメン・コウム ？？？ ２ ＣＳＥ ＪCyclamencoum nd gen
＊ シクラメン・コウム ？？？ ＢＳＢＥ ＪCyclamencoum ex form 1
＊ シクラメン・コウム ？？？ ＢＳＢＥ ２ ＪCyclamencoum ex form
＊ シクラメン・コウム 白花 Ｊ、ｂCyclamencoum "Album"
＊１９２ シクラメン・コウム”ゴラン・ヘイツ” ＪCyclamen coum"Golan Heights "
＊１９２ シクラメン・コウム ＪCyclamen coum Magenta flower
＊１９４ シクラメン・コウム ” ” 白色花 ＪCyclamen coum Album
＊１９４ シクラメン・コウム ” ” ＪCyclamen coum Blush
＊１９５ シクラメン・コウム ”モーリック・ドライデン” ＪCyclamen coum "MauricDryden"
＊１９５ シクラメン・コウム ”ピューター” ＪCyclamen coum "Pewter" Silver leaf
＊１９５ シクラメン・コウム ”チレバーン・エリザベス” ＪCyclamen coum "Pewter" Silver leaf
＊１９６ シクラメン・コウム・コウカシカム Ｊ、ｂCyclamen coumssp.caucasicum

Cyclamen coumssp.orbiculatum10１９７ シクラメン・コウム・オルビキュラータム
＊ シクラメン・クレチカム ｂCyclamencreticum

Cyclamencyprium 10１９８ シクラメン・シプリウム 桃色花
Cyclamen cyprium White flower＊１９９ シクラメン・シプリウム 白色花 ｂ

CyclamengraecumT.D.Wiltshire42２００ シクラメン・グラエカム
＊２０２ シクラメン・ヘデリフォリウム ｂ、Ｎ６、ＧCyclamen hederifolium
＊２０２ シクラメン・ヘデリフォリウム 白色花 Ｊ、ｂCyclamenhederifolium"Album"
＊２０２ シクラメン・ヘデリフォリウム 桃色花 Ｊ Ｆ１Cyclamenhederifolium Pink
＊２０３ シクラメン・ヘデリフォリウム ＪCyclamen hederifolium scented form
＊２０３ シクラメン・ヘデリフォリウム 銀葉 ｂCyclamenhederifolium silver leaf
＊２０３ シクラメン・ヘデリフォリウム 銀葉・白花 ｂCyclamen hederifolium"Album" silver leaf
＊２０３ シクラメン・ヘデリフォリウム 銀葉・長葉 ･ ｂCyclamen hederifolium silver long leaf
＊２０４ シクラメン・ヘデリフォリウム”シルバー・クラウド” Ｊ、ｂCyclamen hederifolium "Silver Cloud"
＊２０５ シクラメン・ヘデリフォリウム ”ボウレス・アポロ” Ｊ、ｂCyclamen hederifolium "Bowles Apollo"
＊２０５ シクラメン・ヘデリフォリウム ”ホワイト・アポロ” ＪCyclamen hederifolium "White Apollo"
＊２０６ シクラメン・リバノチカム Ｊ、ｂCyclamen libanoticum
＊２０６ シクラメン・ミラビレ ＪCyclamenmirabile "Tilebarn Nicholas"

Cyclamen persicum "Pink F1"＊２０７ シクラメン・ペルシカム
＊２０７ シクラメン・シュードイベリカム ＪCyclamenpseudibericum

Cyclamen purupurascens 10２０７ シクラメン・プルプラッセンス
＊２０８ シクラメン・レパンダム ＪCyclamen repandum
＊２０８ シクラメン・レパンダム 白花 ＪCyclamenrepandum "Album"
＊２０８ シクラメン・レパンダム・ペロポンネシアカム ＪCyclamen repandum ssp. peloponnesiacum
＊２０８ シクラメン・レパンダム・ローデンセ ＪCyclamenrepandum ssp. rhodense
＊ シクラメン・ロールフシアヌム Ｆ、ＪCyclamenrohlfsianum
＊ シクラメン・サウンダーシエ × ( × ) ＪCyclamen saundersiae C.balearicum C. repandum.
＊ シクラメン 種不明 Ｆ１ ＪCyclamen sp. pot cultivars
＊２０９ ドデカテオン・ヘンダーソニー ドデカテオン属 ｆDodecatheon hendersonii
＊２０９ ドデカテオン・プルケラム Ｍ 米国中部～メキシコDodecatheon pulchellum
＊２１０ ハマボッス ｗLysimachiamauritiana
２１１ プリムラ・アモエナ サクラソウ属 大垣氏由来 ２Primula amoena
＊２１２ クリンソウ ｆPrimulajaponica
＊２１２ クリンソウ 花色混合 くPrimula japonica
＊２１２ クリンソウ Ｄ 岩手県原産Primulajaponica

Primula japonica Red flower＊２１２ クリンソウ 赤花 ｑ
＊２１３ クリンソウ 白花 ＸPrimula japonica "Alba"
＊ シコクカッコウソウ 純白花 ＤPrimula kisoana var.shikokiana "Alba"
＊ ビロードカッコソウ？？ ＤPrimula kisoana var. shikokiana
＊ プリムラ・メラコイデス ｗPrimula malacoides
＊ プリムラ・メラコイデス 桃色花 ｗPrimulamalacoides

" " Primula sieboldii "Ginsekai" Primula sieboldii＊ サクラソウ 銀世界 ×”南京小桜” ×
ｇ"Nankinkozakura"

Araceaeサトイモ科



Arisaema flavum 15２１４ アリサエマ・フラバム ヒマラヤ原産 テンナンショウ属
＊ カミコウチテンナンショウ ＧArisaema ishizuchiense var. brevicollum

Arisaema iyoanumssp.nakaianum14２１５ シコクテンナンショウ
＊２１６ ムサシアブミ ｎArisaema ringens
＊２１７ ムサシアブミ 素心 ” ” ｒArisaema ringens Green form

Arisaema sikokianum 39２１８ ユキモチソウ
Arisaema thunbergii ssp. urashima 36２１９ ウラシマソウ 成田市ｗ

シソ科 （ ）Lamiaceae Labiatae
＊ カワミドリ カワミドリ属 Ｎ１Agastache rugosa
２２０ タニジャコウソウ ジャコウソウ属 １Chelonopsis longipes

Dracocephalum argunense 38２２１ ムシャリンドウ ムシャリンドウ属
２２２ ムシャリンドウ 白花 ９Dracocephalum argunense "Album"
＊ ナギナタコウジュ ｗElsholtzia ciliata

Leonurus macranthus 22２２３ キセワタ メハジキ属
＊ ウツボグサ ｅPrunella vulgaris ssp. asiatica
＊ セキヤノアキチョウジ ＧRabdosia effusa
＊ クロバナヒキオコシ Ｎ１Rabdosia trichocarpa
＊ アキギリ 金沢市 Ｎ１Salvia glabrescens
＊２２４ タツナミソウ 桃色花 ｇScutellariaindica
＊２２４ タツナミソウ 紫色花 ＶScutellariaindica
＊２２４ タツナミソウ 白花 ｇScutellaria indica "Alba"

Scutellarialaeteviolacea 41２２５ シソバタツナミソウ タツナミソウ属

Tiliaceaeシナノキ科
Corchoropsis tomentosa 39２２６ カラスノゴマ

Zingiberaceaeショウガ科
＊２２７ ヤブミョウガ ヤブミョウガ属 Ｎ１、Ｐ、ｅ、ｗPolliajaponica

Thymelaeaceaeジンチョウゲ科
Pimeleacrosbysmithiana 37２２８ ピメレア・クロスビスミチアナ ＮＺ 灌木状

Pimelea traversii 50 37２２９ ピメレア・トラベルシー ＮＺ 灌木状 ㎝ 白色・桃色花

Caprifoliaceaeスイカズラ科
＊ レイセステリア・クロコシルソス 黄色花 Ｙ ビルマ原産Leycesteria crocothyrsos 120cm

Nymphaeaceaeスイレン科
＊ ヒツジグサ ＫNymphaea tetragona var. angusta

Violaceaeスミレ科
Viola chaerophylloides 51２３０ ナンザンスミレ スミレ属

Viola chaerophylloides "Alba" 29 51２３１ ナンザンスミレ 白花 、
Viola chaerophylloides Viola sieboldiana 23２３２ ナンザンスミレ 紅花 × ヒゴスミレ ×

Viola crassa 28２３３ タカネスミレ
＊ ビオラ・ククラータ ＤViola cucullata

Viola cucullata "Alba" 32２３４ ビオラ・ククラータ 白花
Viola eizanensis 51２３５ エイザンスミレ

＊２３６ イソスミレ 新潟県原産 ＤViola grayi
＊ シチトウスミレ 新島原産系 葉脈に赤筋 ＥViola grypoceras var. hichitoana ex. Niijima Isl.
＊ シチトウスミレ 酔白花 ＥViola grypoceras var. hichitoana White form
＊２３７ コスミレ 白色花 ＤViola japonica White form
＊ コスミレ 淡色花 ＥViola japonica
＊ シロバナツクシコスミレ ”ロドニー・ダービー” ＥViolajaponicaf.albida "Rodney Davey"
＊ マルバスミレ 白花 Ｄ 東京都原産Viola keiskei"Alba"

Viola 23２３８ コボトケスミレ ？？
Viola mandshurica 23 51２３９ スミレ 、
Viola mandshurica 23２４０ スミレ エビ茶色花

＊ コモロスミレ Ｎ５Viola mandshurica f. plena
Viola mandsurica var. triangularis "Nishoku-Atsubasumire"＊ アツバスミレ ”二色あつばすみれ”

＊ アルガスミレ(スミレ × チシオスミレ) × ｐViola mandshurica Viola hirtipes f. rhodovenia
＊ ビオラ・ニグラ 俗称 クロバナスミレ ｇViola nigra
２４１ セナミスミレ 白色花 ８Viola senamiensis "Variegata"
＊２４２ ニオイタチツボスミレ ｐViola obtusa
＊ ビオラ・パルマータ ＤViola palmata
＊ アカネスミレ ｐViolaphalacrocarpa

Violapseudo-japonica 32２４３ リュウキュウコスミレ
２４４ ナガバタチツボスミレ 赤斑入 ２Viola ovato-oblonga "Variegata"
＊ スミレ属 東京産新発見品種？？ ｐViola sp. Tokyo



＊２４５ ゲンジスミレ ｐViola variegata
＊２４５ ゲンジスミレ 白花 ｐViolavariegata "Alba"
＊ シハイスミレ ｐViola violacea
＊ ノジスミレ 白花 ＤViolayedoensis "Alba"
＊ タチツボスミレ 白花 ＤViolagrypoceras "Alba"
＊ アカフタチツボスミレ Ｄ 群馬県原産Violagrypoceras f. variegata
＊ アオイスミレ Ｄ 埼玉県原産Violahondoensis
＊ オオバキスミレ Ｄ 新潟県原産Viola brevistipulata

セリ科 （ ）Apiaceae Umbelliferae
＊ ノダケ ＧAngelica decursiva
＊ シラネセンキュウ ＧAngelicapolymorpha
＊ アストランティア・マヨール 白色地に帯桃色 Ｙ 中央・西ヨーロッパAstrantia major 30-60cm
＊２４６ ミシマサイコ ミシマサイコ属 Ｆ、あBupleurum scorzoneraefolium var.stenophyllum
＊ キイウマノミツバ？？ ？？ ＧSanicula chinensis

Eryngium alpinum 26２４７ ヒゴタイサイコ属 欧州アルプス原産

Chloranthaceaeセンリョウ科
＊２４８ ヒトリシズカ 青軸 ヒトリシズカ属 ＷChloranthus japonicus

Chloranthus japonicus 13２４９ ヒトリシズカ 素心
＊ フタリシズカ 青軸 ＧChloranthusserratus
＊ イズセンリョウ ＦMaesajaponica

Polygonaceaeタデ科
＊ ミズヒキ 斑入り”バリエガーツム” ミズヒキ属 ＥAntenoronfiliforme"Variegatum"
＊２５０ ミズヒキ 斑入り”ペインターズ・パレット” ＥAntenoron filiforme "Painter's Palette"
＊２５０ ミズヒキ ”ギンミズヒキ” Ｅ、Ｎ２Antenoron filiforme "Ginmizuhiki"
＊２５０ ミズヒキ ”ギンミズヒキ 斑入り” ＥAntenoronfiliforme "Gin-mizuhiki Variegatum"
＊ ソバ ソバ属 ＤFagopyrumesculentum

Persicaria hydropiper 22２５１ ヤナギタデ イヌタデ属
＊ アイタデ Ｎ２Polygonumtincrium
＊ ウズタデ ＥPersicarialongisetaf. contractum
＊ イザリイヌタデ 通称：屋久島たで、姫たで、姫いぬたで ＥPersicaria longiseta f. diuaricatoamosa

Persicaria pubescens 22２５２ ボントクタデ
２５３ ヒメツルソバ？？ ツルソバ の一品か？ 、６Persicaria chinensis 11
＊ メイゲツソウ きReynoutria japonica f. colorans

Lentibulariaceaeタヌキモ科
Droserarotundifolia 34４２３ モウセンゴケ 福島県原産

Ericaceaeツツジ科
Enkianthus campanulatus var. palibinii 16２５４ ベニサラサドウダン ドウダンツツジ属

２５５ アカモノ シラタマノキ属 ２Gaultheria adenothrix
＊２５９ シラタマノキ ＢGaultheria miqueliana
＊ リュウキュウアセビ ＫPieris japonica ssp. koidzumiana
＊２５６ ムラサキヤシオ ツツジ属 おRhododendronalbrechtii

Rhododendronaureum 15２５７ キバナシャクナゲ
Rhododendronbrachycarpum"Erimosyakunage"52２５８ ハクサンシャクナゲ ”エリモシャクナゲ”

＊ ハクサンシャクナゲ 富士山（山梨県）ｗ ＸRhododendron brachycarpum
＊ アズマシャクナゲ 山梨県金峰山ｗ ＸRhododendrondegronianum
＊ トサノミツバツツジ ＫRhododendron dilatatum var. decandrum

Rhododendron dilatatum var.satsumense＊ ハヤトミツバツツジ
＊ ヤマツツジ 濃緋色 天城原産 ｍRhododendron obtusum var. kaempferi
＊ アケボノツツジ ＫRhododendron pentaphyllum
＊ アカイシミツバツツジ？？ ＫRhododendron sp.
＊ トキワバイカツツジ ＫRhododendron uwaense

Tripetaleiapaniculata Wild＊ ホツツジ ｚ
＊２６０ ツルコケモモ ｘVaccinium oxycoccus

Vaccinium sp. 35２６１ 通称 大実コケモモ

Menispermaceaeツヅラフジ科
＊ アオツヅラフジ 千葉県市川市千鳥町 採種 ＥCocculus orbiculatus

Theaceaeツバキ科
＊ リンゴツバキ ツバキ属 Ｎ１Camellia japonica var. macrocarpa
＊ ヒメシャラ ナツツバキ属 Ｎ１Stewartia monadelpha



Commelinaceaeツユクサ科
＊ シロバナツユクサ 斑入り ＥCommelina communis f. albiflora Yellow stripedform

Balsaminaceaeツリフネソウ科
２６３ ツリフネソウ 白花 １Impatiens textori "Alba"
＊２６４ キツリフネ ｇImpatiens noli-tangere

Euphorbiaceaeトウダイグサ科
Euphorbiamarginata 41２６５ ハツユキソウ トウダイグサ属 北米原産

Caryophyllaceaeナデシコ科
Agrostemma githago２６６ 通称 ムギセンノウ

＊ カトウハコベ ａArenaria katoana
Cerastium alpinum 30２６７ セラスチウム・アルピナム ミミナグサ属

＊２６８ ハマナデシコ ナデシコ属 Ａ、ｗDianthus japonicus
＊２６９ ハマナデシコ 白色花 Ａ、ｙDianthus japonicus "Albus"
＊ ヒゲナデシコ？？ ｗDianthus sp.
＊２７０ カワラナデシコ Ｎ１、ｅ、Ｎ７、ｇDianthus superbus var. longicalycinus
２７１ カワラナデシコ 濃色花 ７Dianthussuperbusvar.longicalycinus
２７２ カワラナデシコ 斑入 ４Dianthus superbus var. longicalycinus "Variegata"

Dianthussuperbusvar. nanus 31２７３ チシマイワナデシコ
Lychnis coronata 27２７４ ガンピ センノウ属

＊２７５ カッコウセンノウ？？ Ａ ヨーロッパ原産Lychnis flos-cuculi
＊ センジュガンピ ＦLychnis gracillima

Lychnissieboldii 36２７６ マツモト
＊２７７ フシグロセンノウ ＨLychnis miqueliana
＊２７８ エンビセンノウ Ｅ、ＨLychnis wilfordii
２７９ サポナリア・カエスピトーサ 欧州ピレネー原産 マット状 赤紫色花 ７Saponaria caespitosa
＊２８０ シャボンソウ（サボンソウ） ＸSaponariaofficinalis
＊２８１ アオモリマンテマ マンテマ属 Ａ、Ｖ、ｅSilene aomorensis
＊２８２ シレネ・ダグラシー ＶSilene douglasii
＊２８２ シレネ・エリザベサエ ｂSilene elizabethae
＊８３ タカネビランジ ｇSilene keiskei var. akaisialpina
＊ ツルビランジ くSilene keiskeif.procumbens
２８４ カラフトマンテマ ４、９Silene repens
＊ シコタンハコベ おStellaria ruscifolia

Solanaceaeナス科
＊ ヤマホロシ ＧSolanumjaponense

Celastraceaeニシキギ科
＊ マユミ ｒEuonymus sieboldianus

Bignoniaceaeノウゼンカズラ科
＊ エックレモカルパス・スカバー ピンク・黄色花 Ｙ チリ原産Eccremocarpusscaber

Melastomataceaeノボタン科
＊ ヒメノボタン ＫOsbeckia chinensis

Polemoniaceaeハナシノブ科
Polemonium kiushianum 26２８６ ハナシノブ ７、

＊ ハナシノブ属 種不明 ｕPolemonium sp.

Orobanchaceaeハマウツボ科
＊ ８７ ナンバンギセル ナンバンギセル属 ｕAeginetia indica

Aeginetiaindica "Alba" 27２８８ ナンバンギセル 白花

Rosaceaeバラ科
＊ キンミズヒキ ｗAgimonia pilosa
＊ キンミズヒキ 矮性 俗称：屋久島きんみずひき 原産地不明 ＥAgimonia pilosa Dwarf form
＊ ミヤマダイコンソウ ｅGeum calthaefolium var. nipponicum

Geum cockaynei 37２８９ ゲウム・コッカイネイ ダイコンソウ属 ＮＺ
＊２９０ ダイコンソウ ｗGeum japonicum
＊２９１ チングルマ 長野県栂池高原ｗ ＸGeum pentapetalum

Geumpusillum 37２９２ ゲウム・プシルルム ＮＺ 極矮性 パセリ状葉
＊２９３ ゲウム・トリフローラム 北米中部・東部 ＭGeum triflorum
＊２９３ ゲウム・ユニフロルム 半耐寒性 ㎝ 白色花 ＴGeumuniflorum NZ 7
２９４ ミヤマキンバイ キジムシロ属 ７Potentilla matsumurae
＊ チシマキンバイ おPotentilla megalantha



２９５ キジムシロ 斑入 ７Potentillafragarioides var. major "Variegata"
＊ ユウバリキンバイ ｇPotentilla matsumuraevar. yuparensis
２９６ ウラジロキンバイ ７Potentilla nivea var. camtschatica

Prunus nipponica var. kurilensis 52２９７ チシマザクラ サクラ属
Pseudocydonia sinensis 29 44２９８ カリン カリン属 、

＊２９９ シロヤマブキ シロヤマブキ属 Ｎ３、Ｒ、Ｎ６、かRhodotyposscandens
＊ サンショウバラ ｊRosa hirtula
＊ タカネイバラ Ｎ２Rosa nipponensis
＊ タカネイバラ 富士山（山梨県）ｗ ＸRosa nipponensis

Rosa rugosa 52３００ ハマナス バラ属
＊３０１ ワレモコウ ワレモコウ属 山梨県三窪高原ｗ ＸSanguisorbaofficinalis
３０２ ナガボノシロワレモコウ 木曽駒ヶ岳ｗ １Sanguisorba tenuifolia var. alba
＊３０３ タカネナナカマド Ｎ２Sorbus sambucifolia
＊３０４ タカネナナカマド 山梨県金峰山ｗ ＸSorbus sambucifolia

Spiraea japonica 24３０５ シモツケ シモツケ属
３０６ チョウノスケソウの母種 カナディアン・ロッキーｗ ５Dryas octopetala

Amaryllidaceaeヒガンバナ科
＊ コヒガンバナ？？ ＧAmarylidaceae sp.
＊ ハブランサス・テキサヌス ＫHabranthus texanus
＊ リューコジューム・オータムナレ ｇLeucojum autumnale
＊ リュウコジューム・ロゼウム ＦLeucojum roseum
＊ ヒガンバナ 中国原産 稔性ありLycoris radiata
３０７ ナルシッサス・バルボコジウム・オベサス

スペイン原産 濃黄色花 草丈 ㎝ ７Narcissus bulbocodium ssp. obesus 10
＊３０８ ナルシッサス・バルボコジウム・オベサス × ナルシッサス・アルビダス

× 草丈 ㎝ ｇNarcissus bulbocodium ssp. obesus Narcissus bulbocodium ssp. albidus 5-15
＊ タマスダレ ＥZephyranthes candida

Santalaceaeビャクダン科
Buckleya lanceolata 49３０９ ツクバネ ツクバネ属

Convolvulaceaeヒルガオ科
＊ コヒルガオ 白花 埼玉県原産 ＤCalystegia hederacea white form Saitamaprefe.Japan
＊ ルコウソウ ｗ、ｙQuamoclit pennata

37３１０ コンボルブルス・フラクトサクソーサ サンシキヒルガオ属 ＮＺ

Geraniaceaeフウロソウ科
Geranium macrorrhizum 30-45cm＊ ゲラニウム・マクロリーザム 輝赤色花

＊ ゲンノショウコ 斑入り きGeranium thunbergii "Variegatum"
＊ ヒメフウロ ｇGeraniumrobertianum
＊ ゲラニウム・ロブスタム ＹGeranium robustum
＊ ゲラニウム・サングイネウム ｇ 濃赤紫色 ヨーロッパ原産Geranium sanguineum 40cm
＊ ゲラニウム・ストリアタム ＹGeraniumstriatum
３１１ ゲラニウム・シルバチカム 欧州原産 赤紫色花 草丈 ㎝ ７Geraniumsylvaticum 40

Crassulaceaeベンケイソウ科
＊３１２ タコノアシ タコノアシ属 かPenthorum chinense

Hylotelephium sieboldii "Variegatum"＊ ミセバヤ 斑入り

Dipsacaceaeマツムシソウ科
＊ モリナ・ロンギフォリア ＹMorina longifolia
＊３１３ マツムシソウ マツムシソウ属 Ｈ、ｊ、ＧScabiosajaponica
＊３１３ マツムシソウ 山梨県大蔵高丸 ＸScabiosajaponica

Scabiosa japonica 27３１４ マツムシソウ 大蔵高丸ｗ
＊３１５ タカネマツムシソウ ｇScabiosa japonica var. alpina

25３１６ ヒメマツムシソウ ？？

マメ科 （ ）Fabaceae Leguminosae
Carmichealiagrandiflora NZ 37３１７ カルミケリア・グランディフロラ 灌木状

＊３１８ カルミケリア・モンロイ 叢生 ㎝ 半耐寒性 白色花赤紫斑 ＴCarmichealia monroi NZ 15
Cassia sp. 19３１９ カワラケツメイ属 種不明 アレキサンドリアセンナ又はアンネベリセンナ
Clianthus puniceus NZ 180 37３２２ クリアンサス・プニセウス 灌木状 緋色 ㎝

Clianthus puniceus "Alba" NZ 180 37３２３ クリアンサス・プニセウス 白花 灌木状 白花 ㎝
＊３２４ タヌキマメ タヌキマメ属 Ａ、ｊCrotalaria sessiliflora
＊３２９ ヌスビトハギ ヌスビトハギ属 ＲDesmodium podocarpiumssp.oxyphyllum

Glycinemax ssp. soja 19３２５ ツルマメ 福島県安達郡安達町ｗ
＊３２０ コマツナギ矮性 コマツナギ属 ＡIndigofera pseudotinctoria
３２１ コマツナギ 白色花 ９、４Indigofera pseudotinctoria"Alba"



＊ ハマエンドウ ｇLathyrus japonicus
＊ ヤクシマハギ ？？ Ｎ３
＊３２６ レブンソウ オヤマノエンドウ属 Ｖ、ｕOxytropis megalantha
３２７ レブンソウ 濃赤色花 ｕOxytropis megalantha Red flower
３２７ レブンソウ 濃赤紫色花 ｕOxytropis megalantha Red-Violet flower
３２７ レブンソウ 白花 ４Oxytropis megalantha "Alba"

Oxytropisshokanbetsuensis 48 28 15３２８ マシケゲンゲ 、 、
＊ トドシマゲンゲ ｔOxytropis todomoshiriensis
＊ トキリマメ 宮城県大鷹沢町産 ＲRhynchosia acuminatifolia Ohtakazawa, Miyagi prefe.
＊３３０ カラスノエンドウ ソラマメ属 ｅVicia sepium
３３１ カラスノエンドウ 白色花 ２Viciasepium"Album"

Vigna umbellata 19３３２ ツルアズキ 福島県安達郡安達町ｗ
Sophora flavescens 19３３３ クララ クララ属 福島県安達郡産

＊３３４ 通称 ツタンカーメンのエンドウマメ Ｄ
19３３５ キバナオオギ ？？ 郡山薬草園

＊ 宿根スイートピー？？ ｗ

Rutaceaeミカン科
３３６ マツカゼソウ マツカゼソウ属 、１Boenninghauseniajaponica 29

Sapindaceaeムクロジ科
＊３３７ フウセンカズラ フウセンカズラ属 Ｄ、ｗCardiospermum halicacabum

Boraginaceaeムラサキ科
＊３３８ ミオソティディウム・ホーテンシア ㎝ 半耐寒性 ＴMyosotidium hortensia "Alba" NZ 30-60
＊３３８ ミオソティディウム・ホーテンシア 白花 ㎝ 半耐寒性 ＴMyosotidium hortensia "Alba" NZ 30-60
＊３３９ ミオソティス・オーストラリス ㎝ 黄色花 ＴMyosotis australis NZ 15

Myosotis macrantha 30 37３３９ ミオソティス・マクランサ ＮＺ ㎝ 橙色花
＊３３９ ミオソティス・プルビナリス オタゴ山脈 ㎝ 白色花 ＴMyosotis pulvinaris NZ 10
＊ ワスレナグサ ｅMyosotis sp.
＊ ワスレナグサ 青色花 ｗMyosotis sp.

Berberidaceaeメギ科
Jeffersonia diphylla 13３４０ アメリカタツタソウ 北米原産 タツタソウ属

＊３４１ タツタソウ 白色花 ｗ 種名確認せよJeffersonia dubia

Myrsinaceaeヤブコウジ科
Ardisia crenata 20３４２ マンリョウ ヤブコウジ属 赤実
Ardisia crenata 20３４３ マンリョウ 白実

Saxifragaceaeユキノシタ科
３４４ ヒトツバショウマ チダケサシ属 １Astilbe simplicifolia

Astilbe thunbergii 18３４５ アカショウマ
＊ ボイキニア・エラータ 北米西海岸原産 ＭBoykiniaelata

Parnassia foliosa var.nummularia 43３４６ シラヒゲソウ ウメバチソウ属
３４７ ウメバチソウ ２Parnassia palustris var. multiseta

Parnassia palustris var. multiseta 46３４８ ウメバチソウ 北海道南部
Parnassia palustris var. multiseta 46３４９ ウメバチソウ 山梨県大蔵高丸ｗ

３５０ ヤシャビシャク スグリ属 １Ribes ambiguum
＊ シコタンソウ ａSaxifraga cherlerioides var. rebunshirensis
＊ キバナノユキノシタ？？ ｗSaxifragaceae sp.

Tiarella polyphylla Don 13３５１ ズダヤクシュ ズダヤクシュ属 紅色花
＊３５２ チャルメルソウ チャルメルソウ属 Ｐ、ｗMitella furusei var. subramosa

20３５３ 赤花ショウマ ？？
３５４ ワタナベソウ ヤワタソウ属 １Peltoboykinia watanabei

Liliaceaeユリ科
＊ アルブカ．シャウィー Ｙ アフリカ原産Albuca shawii
＊ シロウマアサツキ 白花 Ｅ 全体小型Allium schoenopraasum var. orientale "Album"
＊ ヤマラッキョウ あAlliumthunbergii
＊ ヤマラッキョウ 山梨県鈴庫山ｗ ＸAlliumthunbergii
＊３５５ イトラッキョウ ＥAllium virgunculae
＊３５５ イトラッキョウ 白花 ＥAllium virgunculae "Album"

aff. Allium virgunculae ex. Koshiki isls.?? a＊ イトラッキョウ？？ Ｅ 甑島原産か？？
aff. Allium virgunculae ex. Koshiki isls.?? b＊ イトラッキョウ？？ Ｅ 甑島原産か？？

＊ キイイトラッキョウ 白花 Ｅ 新発見か？？Allium virgunculae var. kiiense "Album"
Arthropodium candidum var. maculatum 51３５６ アルスロポジウム・カンディダム・マクラータム

＊ ＤAsparagussp.
＊ カロコルタス・マクロカルパス ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｺﾛﾝﾋﾞｱ～ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ ＭCalochortus macrocarpus



＊ カマッシア・レイクトリニー Ｍ 米国オレゴン州ダグラス郡原産Camassia leichtlinii
＊ カマッシア・クアマッシュ Ｍ 北米北西部原産Camassia quamash
＊ ツバメオモト 福井県 Ｎ７Clintonia udensis
＊ ナガミノツバメオモト？？ ？？ ＷClintonia udensis f.ellipticusfructus

Convallariakeiskei35３５７ スズラン
３５８ キバナチゴユリ チゴユリ属 １Disporum lutescens
＊ カタクリ Ｄ 新潟県原産Erythronium japonicum
＊ エリスロニウム・レボルータム Ｍ ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｺﾛﾝﾋﾞｱ～ｶﾘﾌｫﾙﾆｱErythronium revolutum
＊ フリチラリア・アフィニス Ｍ 北米原産Fritillaria affinis
＊ フリチラリア・ミハイロフスキー Ｓ トルコ原産 ㎝ 赤紫－茶・黄Fritillaria michailovskyi 10-20

金色花
Heloniopsis orientalis var. yakusimensis 31３５９ ヤクシマショウジョウバカマ

＊３６０ ゼンテイカ(ニッコウキスゲ) ワスレグサ属 白山産 Ｎ７Hemerocallis middendorfii var. esculenta
Hemerocallis vespertina 25３６１ ユウスゲ

Hosta albo-marginata 36３６２ コバギボウシ ギボウシ属 成田市ｗ
Hosta gracillima 21３６３ ヒメイワギボウシ 四国
Hosta hypoleuca 33３６４ ウラジロギボウシ 大型 白花多花性

＊ スダレギボウシ あHosta kikutii var. polyneuron
＊ スダレギボウシ 白花 かHosta kikutii var. polyneuron "Alba"
＊ イワギボウシ 二子山原産？？ 二子山イワギボウシの記載あり ｔHosta longipes
＊ サイゴクイワギボウシ ＫHosta longipes var. caduca
＊ イズイワギボウシ(ハチジョウギボウシ) ( ) Ｅ、ＫHosta longipes var. latifolia syn. H. rupifraga

Hosta pycnophylla 14 33３６５ セトウチギボウシ 、
Hostasieboldiana 33３６６ オオバギボウシ

＊３６７ ギボウシ属 種不明 者水ギボウシ？？？ ＰHostasp.
＊３６７ ギボウシ属 種不明 斑入タマノギボウシ？？？ ｔHosta sp.
＊３６８ アキギボウシ ＥHostatardiflora

Hosta ventricosa 33３６９ ムラサキギボウシ 中国中部原産
＊３７０ オトメギボウシ ＥHosta venusta
＊ ラケナリア属 種不明 ｕLachenalia sp.
＊３７１ ウケユリ ユリ属 Ｌ、いLilium alexandrae
＊ ヤマユリ ＧLiliumauratum
＊ ノヒメユリ Ｆ、Ｋ、いLilium callosum

Lilium cordatum var. glehnii 44３７２ オオウバユリ
＊３７３ タカサゴユリ Ｐ、ｗLilium formosanum
３７４ スカシユリ（イワユリ） 茨城県大野村ｗ ２Lilium maculatum
＊ ヒメサユリ ＥLilium rubellum
＊ ヒメタカサゴユリ？？ ＦLiliumsp.
３７５ イトハユリ 中国原産 ４Lilium tenuifoliumFischer
＊ ヤブラン ＥLiriopeplatyphylla
＊ コヤブラン 雪白縞斑 ＥLiriope spicata Pure white stripedform
＊ マッソニア・デプレッサ 南アフリカ原産 ａ 半耐寒性 夏休眠するMassonia depressa
＊ マッソニア・プスツラタ 南アフリカ原産 ａ 半耐寒性 夏休眠するMassonia pustulata
＊ ムスカリ属 種不明 ｗMuscari sp.

Nomocharis sp. 31３７６ ノモカリス 種不明 ノモカリス属 中国原産 桃色花 無点花
＊ ノシラン ”キスジノシラン” 黄覆輪縞斑 ＥOphiopogonjaburan "Kisuji-nosiran"
＊ ジャノヒゲ ”白竜” ＥOphiopogonjaponicus "Hakuryuu"
＊ ナガバジャノヒゲ ＥOphiopogonjaponicus var. umbrosus

Ophiopogonplaniscapus ex. Mt. Fuji＊ オオバジャノヒゲ 富士山原産
＊３７７ ツルボ 銚子市犬吠埼原産 ツルボ属 ＥScilla scilloides ex. Chohshi city, Chiba prefe.
＊３７７ ツルボ 銚子市犬吠埼原産 矮性 Ｆ、Ｐ、ｂScilla scilloides ex.Chohshi city, Chiba prefe.
＊３７８ ツルボ 八王子市ｗ ＸScilla scilloides
＊３７９ ツルボ 白花 Ｄ、Ｆ、ＶScilla scilloides "Alba"
＊３８０ ツルボ 矮性 Ａ、ＶScilla scilloides Dwarf Type

Smilacina japonica 27３８１ ユキザサ 山梨県御坂峠ｗ
＊ キバナモホトトギス 素心 ＥTricyrtis flava Spot less form
＊ タイワンホトトギス ｒTricyrtis formosana
＊ ホトトギス ｒTricyrtis hirta

Tricyrtis hirta "Seisai" Variegated＊ ホトトギス ”星彩” あ 品種の読み確認せよ
＊ シロホトトギス ｇTricyrtis hirta var. albescens
＊ シロホトトギス ”白楽天” 提供者確認Tricyrtis hirta var. albescens "Hakurakuten"
＊ シロホトトギス 萌黄縞斑 ＥTricyrtis hirta var. albescens Yellowish green stripedform
＊ ヤマホトトギス ＧTricyrtis macropoda

Tricyrtis nana 12３８２ チャボホトトギス 黒葉
＊ トリリウム・オバータム Ｍ ｶﾅﾀﾞ：ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｺﾛﾝﾋﾞｱ州～米国：ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州Trillium ovatum
＊ エンレイソウ ＷTrillium smallii
＊ アカバナエンレイソウ ？？？ 要確認 ｇ
＊ ツリパ・バタリニー ”レッド・ジュエル” Ｓ パミール高原原Tulipa batalinii "Red Jewel" self
産 ㎝ 「赤い宝石」15



＊ ツリパ・クルシアナ・クリサンサ 花弁内側黄色、外側赤線Tulipa clusiana var. chrysantha 30-40cm
イラン原産 ｇ

＊ ツリパ・クルシアナ・クリサンサ 花弁内側黄色、外側赤線Tulipa clusiana var. chrysantha 30-40cm
アフガニスタン原産 Ｓself

＊ ツリパ・クルディカ クルド高原原産 セルフ ＳTulipa kurdica self
＊ ツリパ・ポリクロマ 中近東原産 星形白色花 ㎝ セルフ ＳTulipa polychroma 15 self

Tulipa tarda 20 self＊３８４ ツリパ・タルダ 天山山脈原産 星形黄色花 草丈 ㎝ Ｓ セルフ
＊３８４ ツリパ・ウィルソニアナ イラン北部－トルクメニスタン原産 緋色花 萼黄色Tulipa willsoniana
黒点 草丈 ㎝ セルフ Ｓ20 self

Xeronemacallistemon 60 37３８５ キセロネマ･カリステモン ニュージーランド ㎝ 輝赤針状集合花

Orchidaceaeラン科
３８８ アマナラン ６Bletilla formosana
＊ ブレティラ・オクラセア 小型系 ＥBletilla ochracea Compact form
＊ シラン 縞斑・濃色花 ＬBletilla striata variegata form
＊ ムギラン 南九州原産 ＥBulbophylluminconspicuum ex. SouthKyuusyuu
＊ コオズ × 人工交配赤弁白舌兜咲きの自然結実 ＥCalanthe koozuebine

Calanthe discolor 54３８６ エビネ エビネ属 緑弁白舌 成田市
＊ ササバギンラン うCephalanthera longibracteata

Coeloglossum viride var. bracteatum 35３８７ アオチドリ アオチドリ属
Cymbidium dayanum 31３８９ ヘツカラン 素心花

＊ シプリペジウム・カルセオラス ＭCypripedium calceolus
＊ シプリペジウム・ケンタッキーエンセ ｆCypripedium kentuckiense
＊ シプリペジウム・ファレリー ｆCypripedium farrery
＊ シプリペジウム・フラバム ｆCypripediumflavum
＊ シプリペジウム・ヘンリー ｆCypripedium henryi
＊ ホテイアツモリ ＢCypripedium macranthum var. hotei-atsumorianum
＊ シプリペジウム・ワーディー ｆCypripedium wardii
＊ キバナノアツモリソウ ｆCypripedium yatabeanum

Cypripedium macranthum var.speciosum 55３９１ アツモリソウ 岩手
＊ ハクサンチドリ ｆOrchis aristata
＊ ハクサンチドリ 白花 ｆOrchis aristata f. albiflora
＊ キバナノセッコク 屋久島産セルフ ＥDendrobiumtosaense ex. Yakusima isl. Self

Eleorchis japonica 28３９０ サワラン（アサヒラン） サワラン属
＊３９２ カキラン カキラン属 ｆ、ｑEpipactis thunbergii

Gymnadenia camtschatica 35３９４ ノビネチドリ テガタチドリ属
＊ ダイサギソウ ＶHabenariadentata

Habenariaradiata ex. Ehime prefe.＊ サギソウ 愛媛県原産 Ｋ
Habenariaradiata ex. Mie prefe.＊ サギソウ 三重県原産 Ｖ

Liparis formosana var. hachijoensis 42３９３ シマササバラン 八丈島
Orchis aristata 35３９５ ハクサンチドリ ハクサンチドリ属

Orchis graminifolia"Raichou" 16３９６ ウチョウラン ”雷鳥”
Orchis graminifolia"Otome" 16３９７ ウチョウラン ”乙女” 早咲
Orchis graminifolia"kokkou" 24３９８ ウチョウラン ”国紅”

16４００ サツマチドリ ”白孔雀”
16４０１ サツマチドリ ”あかり”

＊ ガンゼキラン ｒPhaius flavus
＊４０１ ミズチドリ ツレサギソウ属 ｒPlatanthera hologlottis

Spiranthes sp. 12４０２ ネジバナ属 種不明

リンドウ科
＊４０３ トウヤクリンドウ 山梨県金峰山ｗ リンドウ属 ＸGentiana algida

Gentianacorynbifera 50 37４０４ ゲンチアナ・コリンビフェラ ニュージーランド ㎝ 頂部多 白花
＊４０５ ゲンチアナ・ディビサ ㎝ 半耐寒性 マット状 白色花 ＴGentiana divisa NZ 15
＊４０６ オヤマリンドウ 白山産 Ｎ７Gentiana makinoi
０７ オヤマリンドウ・トウヤクリンドウ混合

＋ 木曽駒ヶ岳ｗ １Gentianamakinoi Gentiana algida Mixed seeds
Gentiana montana 10 40 37４０８ ゲンチアナ・モンタナ ニュージーランド ～ ㎝ 半耐寒性 白花

＊４０８ ゲンチアナ・サクソサ ～ ㎝ 半耐寒性 白色花 ＴGentiana saxosa NZ 5 10
＊４０９ リンドウ ＧGentiana scabravar. buergeri
＊４０９ リンドウ 白色花 ｔGentiana scabra var. buergeri"Alba"

Gentianascabra var. buergeri "Ishizuchi" 27４１０ リンドウ 桃色花 通称イシズチリンドウ
＊ ゲンチアナ・セチゲラ ＭGentiana setigera

Gentiana yakushimensis 35４１１ ヤクシマリンドウ
＊４１２ アケボノソウ 山梨県乾徳山ｗ センブリ属 ＸSwertiabimaculata
＊ センブリ ＫSwertia japonica
＊ ムラサキセンブリ 山梨県三窪高原ｗ ＸSwertia pseudochinensis

Swertia sp. 31４１３ センブリ属 種不明 中国雲南省原産
Swertiatashiroi 12４１４ ヘツカリンドウ



＊４１５ ツルリンドウ ツルリンドウ属 ＧTripterospermum japonicum

追加・不明・その他
＊ ヤクシマイワキンバイ ？？ Ｐ
＊ チシマタンポポ ？？ Ｐ
＊ 青花西昌草 ？？ Ｐ
＊ 和知娘 ？？ Ｐ
＊ シャジクソウ ？？ Ｒ
＊ ワイルドオーツ ？？ ｔ

41４１６ 種不明 ？？ 白色花 ４弁 一重 カワラナデシコに似る
19４１７ 四角ヒマワリ 筑波植物園

20４１８ エサシソウ ？？
24４１９ チシマタンポポ ？？

21４２０ クサヤツデ ？？
Hyyeastrumfrogrontissemum 31４２１ ？？ 学名未確認

24４２２ テンジクスゲ ？？
31４２２ シダ類 種不明 中国雲南省原産 獅子葉 イワオモダカの仲間か？？

球根類
＊ イワチドリ 覆輪葉 ＫAmitostigmakeiskei Variegata
＊ ウチョウラン ”白聖殿” ＫOrchis graminifolia "Hakuseiden"

広島県 岡村氏 平成 年春 提供予定種子 一人２０粒程度 予約のみ 抽選で配布12
注）以下の種子は提供が保証されたものではありません。

粒数は供給見込み数であり、天候その他の条件により、全く供給できない可能性もあります。
希望者には抽選により順位付けを行い、上位の順位者から供給します。

Ａ１ ホソバナコバイモ ５００粒Fritillariaamabilis
Ａ２ イズモコバイモ ２００粒Fritillaria ayakoana
Ａ３ ミノコバイモ ２００粒Fritillariajaponica
Ａ４ トサコバイモ １００粒Fritillariashikokiana
Ａ５ アワコバイモ １００粒Fritillariamuraiana

＜＜ 球根類 Ｂｕｌｂｕｓ 配布はＡ会員のみに限定します ＞＞
Orchidaceaeラン科

＊ ウチョウラン ｄOrchis graminifolia

＊ エノモトチドリ（イワチドリ × コアニチドリ）
( × ) ｈAmitostigma "Enomotochidori" = Amitostigma keiskei Amitostigma kinoshitae

＊ ”三楽 （エノモトチドリ × イワチドリ”満月”) ( ×” Amitostigma "Sanraku" = Amitostigma keiskei
）× ｈAmitostigma kinoshitae Amitostigmakeiskei "Mamgetsu"

Orchis graminifolia var. kurokamianaＢ３ クロカミラン
Habenaria radiata 1634Ｂ４ サギソウ 三重県産
Habenaria radiata 34Ｂ５ サギソウ 長野県産

Habenariaradiata "Akebono" 34Ｂ６ サギソウ ”あけぼの”
Habenariaradiata "Jyoue" 34Ｂ７ サギソウ ”浄衣”

Habenaria radiata "Gyokuryuuka" 34Ｂ８ サギソウ ”玉竜花”
Habenaria radiata "Syuu" 34Ｂ９ サギソウ ”秀”

Habenaria radiata "Kinsei" 34Ｂ１０ サギソウ ”金星”
Habenaria radiata "Oborozuki " 34Ｂ１１ サギソウ ”おぼろ月”

Habenaria radiata "Myoujyou " 34Ｂ１２ サギソウ ”明星”
Habenaria radiata "Suisei " 34Ｂ１３ サギソウ ”彗星”

Habenariaradiata "Houkouka" 34Ｂ１４ サギソウ ”芳香花”
Orchis graminifolia 24Ｂ１５ ウチョウラン 桃色花

24Ｂ１６ Ｓ 千福×夢 平成１１年１月配布の増殖球
24Ｂ１７ Ｔ 虹系 平成１１年１月配布の増殖球

Orchis graminifolia 24Ｂ１８ ウチョウラン ”夕紀” 横尾山系 桃色花
Orchis graminifolia"raichyou" 16Ｂ１９ ウチョウラン ”雷鳥”

24Ｂ２０ サツマチドリ 無点花 開花後酔白花
24Ｂ２１ サツマチドリ 円弁花 × ウチョウラン 円弁花

Ｂ２２ ”エノモトチドリ （イワチドリ × コアニチドリ）”
Amitostigma "Enomotochidori" Amitostigma keiskei Amitostigma kinoshitae 16( × )

Amitostigma"Sanraku" 16Ｂ２３ ”三楽 （エノモトチドリ × イワチドリ”満月”)”
Orchis graminifolia var. kurokamiana16Ｂ２４ クロカミラン


