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2002 - 2003Seed List No.19 AGST Seed Exchange
Dec. 23, 2002 the Alpine Garden Society of Tokyo
種子交換リスト １９号 ２００２年－２００３年
東京山草会種子交換委員会

東京山草会誌「山草」表紙絵ギャラリーCover Picture gallery of the "YAMAKUSA"
the AGST Home HOME東京山草会の部屋

Home HOME山野草と高山植物の世界

ヒユ科Amaranthaceae
ノゲイトウ 熱帯アメリカ原産Celosia argentea

ヒガンバナ科Amaryllidaceae
ハブランサス・アンダーソニーHabranthus andersonii
ハブランサス・アンダーソニー 北米原産Habranthus andersonii

ハブランサス・テキサヌスHabranthus texanus
レウコユム・トリコフィルム 花は良くて育てやすいが花付き悪しLeucojum trichophyllum

ヒガンバナ 中国原産 ２倍体かLycoris radiata
ネリネ・マソノルムNerine masonorum

ゼフィランセス・メキシカナZephyranthes mexicana
ゼフィランセス・ミニマスZephyranthes minimus

ウルシ科Anacardiaceae
ハゼノキRhus succedanea

キョウチクトウ科Apocynaceae
チョウジソウAmsonia elliptica

ビンセトキシカム・ニグラムVincetoxicum nigrum

サトイモ科Araceae
Arisaema ehimense Matsuyama city, Ehime,Japan Wエヒメテンナンショウ 松山市

マイヅルテンナンショウ 新潟県上越市原産Arisaema heterophyllum
ムサシアブミArisaema ringens

ムサシアブミ 素心×素心 淡緑色Arisaema ringens Greenflowerform
ウラシマソウ 素心Arisaema thunbergii ssp. urashima

Arisaema tosaense Ehime, Japan Wアオテンナンショウ 愛媛県
ニオイハンゲPinellia cordata

オオハンゲ 斑入りPinellia tripartitaex. Variegata form

ウコギ科Araliaceae
ウドAralia cordata

ガガイモ科Asclepiadaceae
クサタチバナ 石立山原産Cynanchum ascyrifolium

Cynanchum caudatum Ehime, Japan Wイケマ 愛媛県
Cynanchum grandifolium var. nikoense Ehime, Japan Wツルガシワ 愛媛県
Cynanchum nipponicum Ehime,Japan Wタチカモメヅル 愛媛県
Cynanchum paniculatum Atami city, Shizuoka, Japan Wスズサイコ 静岡県熱海市

フウセントウワタGomphocarpus fruticosus
サクラランHoya carnosa

Metaplexis japonica Matsuyama city, Japan Wガガイモ 松山市近郊
ルリトウワタ 水色 ブラジル・ウルグアイ原産Oxypetalumcaeruleum

Tylophorafloribunda Tokushima Japan Wコカモメヅル ， 徳島県
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ツリフネソウ科Balsaminaceae
Impatiens hypophylla Ehime,Japan Wハガクレツリフネ 愛媛県

キツリフネImpatiens noli-tangere

メギ科Berberidaceae
Caulophyllumrobustum Matsuyama city, Ehime, Japan Wルイヨウボタン 松山市郊外

ムラサキ科Boraginaceae
ムラサキLithospermumerythrorhizon

ミオソティス・プルビナリスMyosotis pulvinalis
ミオソティス・ラキウラMyosotis rakiura

ワスレナグサMyosotisscorpioides

キキョウ科Campanulaceae
Adenophoraremotiflora Mts. Yatsugatake,Japan Wソバナ 八ヶ岳山麓

イワシャジンAdenophoratakedae
イワシャジン 通称ブコウシャジン 武甲山原産Adenophoratakedae
イワシャジン 紫色Adenophoratakedae
イワシャジン 富士山麓原産 広葉タイプ 濃紅紫色Adenophoratakedae
シマシャジン 福江島原産Adenophoratashiroi
シマシャジンAdenophoratashiroi

Adenophoratriphylla Wakayama, Japan Wサイヨウシャジン 和歌山県
リュウキュウシャジン 沖縄県原産Adenophoratriphylla var. insularis

ハマシャジン ツリガネニンジンの海岸型Adenophoratriphylla var. japonica f. glabra
カンパニュラ・オートラニアナCampanula autraniana

カンパニュラ・グロッセキーCampanula grossekii
カンパニュラ・ロンボイダリスCampanula rhomboidalis

Campanula rotundifolia Ramau, Germany Wイトシャジン ドイツ ラマウ
ツルニンジンCodonopsis lanceolata

Codonopsis ussuriensis Mts. Yatsugatake, Japan Wバアソブ 八ヶ岳山麓
ベニバナサワギキョウLobelia cardinalis

キキョウPlatycodongrandiflorum
通称アポイギキョウ 絞り咲きPlatycodongrandiflorum"Apoi-gikyou" dwarfform
キキョウ 矮性 咲き分け 通称アポイギキョウPlatycodongrandiflorum"Apoi-gikyou" dwarfform

通称アポイギキョウ 白色花Platycodongrandiflorum"Apoi-gikyou" White flower form
ワーレンベルギア・セラセアWahlenbergia ceracea
ワーレンベルギア・コンゲスタWahlenbergia congesta

スイカズラ科Caprifoliaceae
ツキヌキニンドウ 北米原産Lonicera sempervirens

ツキヌキニンドウLonicera sp.
Viburnum phlebotrichium Mts.Chugoku, Japan Wオトコヨウゾメ 中国山地

ナデシコ科Caryophyllaceae
アレナリア・バレアリカ スペイン原産Arenaria balearica
ナンバンハコベ 松山市郊外Cucubalus baccifer

Cucubalus baccifer var. japonicus Ashiyasuvill., Yamanashi,Japan Wナンバンハコベ 山梨県芦安村
ダイサンサス・デルトイデスDianthus deltoides
ヒョウガナデシコ ヨーロッパアルプス原産Dianthus glacialis
ハマナデシコDianthus japonicus

Dianthus japonicus "Albus" Kyoto,Japan Wハマナデシコ 白花 京都府若狭小浜
ハマナデシコ 白色花 別名 フジナデシコDianthus japonicus "Albus"

ヒメハマナデシコDianthus kiusianus
ダイアンサス・スカルディカス 東ヨーロッパ原産 草丈３～７㎝ 桃色花Dianthus scardicus
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カワラナデシコDianthus superbus var. longicalycinus
チシマイワナデシコ エゾイワナデシコ 納沙布岬原産Dianthus superbus var. nanus

タカネナデシコDianthus superbus var. speciosus
Dianthus superbus var. speciosus Gunma,Japan Wタカネナデシコ 群馬県

カスミソウ属 種不明 俗称ヒメカスミソウの表記ありGypsophila sp.
フシグロセンノウLychnis miqueliana

Lychnis miqueliana Mts.Yatsugatake, Japan Wフシグロセンノウ 八ヶ岳山麓
フシグロセンノウ 長野県王滝村Lychnis miqueliana Outaki vill., Nagano, Japan

マツモトセンノウ 別名 マツモトLychnissieboldii
エンビセンノウLychnis wilfordii

Lychnis wilfordii Mts. Yatsugatake,Japan Wエンビセンノウ 八ヶ岳山麓
スクレランサス・ビフロルスScleranthus biflorus

Scleranthus uniflorus Pisa Ra00m, NZ Wスクレランサス・ウニフロルス
Scleranthus uniflorus St. Bathans Ra, NZ Wスクレランサス・ウニフロルス

シレネ・エリザベサエ ２年草 花はピンク色で群開し美しいSilene elizabethae
オオビランジSilene keiskei

タカネビランジSilene keiskei var. akaisialpina
カラフトビランジSilene sachalinensis

シレネ・ザワドスキーSilene zawadskii

センリョウ科Chloranthaceae
フタリシズカ 屋久島原産・小型系由来Chloranthus serratus

ツユクサ科Commelinaceae
ツユクサ 素心花由来Commelinacommunis

ツユクサ 斑入り 黄白縞斑 遺伝性の斑Commelinacommunis "Aureostriata"
ヤブミョウガPollia japonica

キク科Compositae
ノコギリソウAchillea alpina

モミジハグマAinsliaea acerifolia
オクモミジハグマAinsliaea acerifolia var.subapoda

Ainsliaea apiculata Saitama, Japan Wキッコウハグマ 埼玉県
キッコウハグマAinsliaea apiculata
ホソバハグマ 屋久島原産Ainsliaea faurieana

タンナヤハズハハコ？ 俗称ヤクシマハハコの記載ありaff. Anaphalissinicasubsp.morii
アルニカ・モンタナArnica montana

ホソバコンギク 矮性 俗称ヤクシマノギク・ヤクシマノコンギクAster ageratoides ssp. angustifolius
雨飾山原産ノコンギクAster ageratoides ssp. ovatus ex. Amakazari Mts.

タニガワコンギクAster ageratoides subsp. ripensis
アスター・アルピヌスAster alpinus
アスター・アルピヌス ピンク色花Aster alpinus Pinkflower
アスター・アルピヌス 白色花Aster alpinus White flower

カワラノギク 東京都羽村市 多摩川由来Aster kantoensis
ホソバノギク 新宮市原産Aster sohayakiensis

ハコネギクAster viscidulus
Atractylodes japonica Mitsukubo-kogen, Yamanashi,Japan Wオケラ 山梨県三窪高原

オケラAtractylodes japonica
ブラキグロッチス・モンロイBrachyglottis monroi

Celmisia angustifolia Lake Ohau, NZ Wセルミシア・アングスティフォリア
セルミシア・アルゲンテアCelmisia argentea

Cirsiumjaponicum Whiteflower form Aomori, Japan Wノアザミ 青森県 白色花
クレマチス・アフォリアータClematis afoliata

フタマタタンポポCrepis hokkaidoensis
Dendranthemaoccidentalai-japonense var. ashizuriense Kochi,Japan Wアシズリノジギク 高知県
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クサヤツデDiaspananthus palmatus
ゲンペイコギクErigeronkarvinskianus

Erigeronthunbergiivar. glabratus Mt. Hayachine, Iwate,Japan Wミヤマアズマギク 岩手県早池峰山
Eupatorium chinense.subsp.sachalinense Hokkaido, Japan Wヨツバヒヨドリ 北海道

フジバカマEupatoriumjaponicum
フジバカマ 白色花Eupatoriumjaponicum Whiteflowerform

サワヒヨドリ 中国山地Eupatoriumlindleyanum
ハマヒヨドリ サワヒヨドリのソナレ型Eupatoriumlindleyanum var. yasushii

マルバフジバカマEupatoriumrugosum
サケバヒヨドリEupatoriumlaciniatum

ヤクシマヒヨドリEupatorium yakushimense
ヒエラキウム・アルピヌム 俗称チシマタンポポ ヨーロッパ原産Hieracium alpinum

Hieraciumjaponicum Mt. Hakusan Wミヤマコウゾリナ 鳥取県
Hieraciummaculatum "Leopard" " "ヒエラシウム・マクラータム レオパード

ヤナギタンポポHieracium umbellatum
センボンヤリLeibnitzia anandria

エゾウスユキソウ 別名 レブンウスユキソウLeontopodium discolor
レオントポディウム レイオレピス 雪岳山原産？Leontopodium leiolepis
チシマウスユキソウLeontpodium kurilense

Leptinella atrata - Canterbury1500m, NZ Wレプチネラ・アトラ タ
Leptinella pyrethrifolia Mt. Hutt 1500m, NZ Wレプチネラ・ピレスリフォリア
Pachystegia insignis Kaikoura, NZ Wパキステギア・インシグニス

パキステギア・ルファPachystegia rufa
カシワバハグマPertya robusta
コウヤボウキPertya scandens
ハルノタムラソウ 矮性Salvia ranzaniana
ハルノタムラソウSalvia ranzaniana
ミヤマオグルマSeneciokawakamii

Serratula coronatassp. insularis Yamanashi, Japan Wタムラソウ 山梨県
タムラソウ 韓国 済州島原産Serratula coronatassp. insularis
タムラソウSerratula coronatassp. insularis

イッスンキンカSolidago virga-aurea var. minutissima
ハチジョウアキノキリンソウSolidago virga-aurea var. praeflorens

Solidago virgaurea subsp. Asiatica Hokkaido Japan Wアキノキリンソウ ， 北海道
アオヤギバナSolidago yokusaiana

ヤブレガサ 斑入りSyneilesis palmata ex. Variegata form
オヤマボクチSynurus pungens

タウンセンディア・フォルモーサTownsendia formosa

ヒルガオ科Convolvulaceae
コヒルガオ 白色花Calystegia hederacea "Alba"

マメアサガオIpomoea lacunosa
ヒメアサガオ？Ipomoea purpureaex."Small Blue"

ヒルガオ属種不明 中国雲南省原産Ipomoea sp.

アブラナ科Cruciferae
ウスキナズナ ナンブイヌナズナ × エゾイヌナズナDraba"Usukinazuna"

ハリイヌナズナDrabaaizoides
ドラバ・ヒスパニカDrabahispanica

キタダケナズナDrabakitadakensis
イヌナズナDrabanemorosa

モイワナズナDrabasachalinensis
シロウマナズナDrabashiroumana

Lepidium virginicum Saitama,Japan Wマメグンバイナズナ 埼玉県
ゴウダソウ 別名 オオバンソウ、ギンセンソウLunaria annua
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グンバイナズナThlaspi arvense
トラスピ・モンタナThlaspimontana

ウリ科Cucurbitaceae
オキナワスズメウリDiplocyclos palmatus

カヤツリグサ科Cyperaceae
ナルコスゲCarex curvicollis

Eriophorum vagintaum Fukushima,Japan Wワタスゲ 福島県
ウニシニア・ルブラUniciniarubura

マツムシソウ科Dipsacaceae
Scabiosa japonica Yamanashi,Japan Wマツムシソウ 山梨県
Scabiosa japonica Mts. Yatsugatake,Japan Wマツムシソウ 八ヶ岳山麓

マツムシソウ 早生 ６月に開花始め 山梨県原産実生由来Scabiosa japonica
タカネマツムシソウScabiosa japonica var. alpina

モウセンゴケ科Droseraceae
Drosera anglica IIナガバノモウセンゴケ 尾瀬原産 絶滅危惧
Drosera indiea IBナガバノイシモチソウ 絶滅危惧
Drosera indiea red fl. IB( ) ナガバノイシモチソウ 赤花 絶滅危惧

モウセンゴケ 屋久島原産Drosera rotundifolia
モウセンゴケ 神津島原産Drosera rotundifolia

コモウセンゴケDrosera spathulata

エパクリス科Epacridaceae
Leucopogoncolensoi Eweburn, NZ Wレウコポゴン・コレンソイ
Pentachondra pumila South Land, N Z Wペンタコンドラ・プミラ

ペンタコンドラ・プミラPentachondra pumila

ツツジ科Ericaceae
ダボエシア・カンタブリカ プラエゲラエ ３０ｃｍ 濃ピンクDaboecia cantabrica "Praegerae" " "

サラサドウダンEnkianthus campanulatus
カイナンサラサドウダンEnkianthus campanulatus var.sikokianus

Gaultheria miqueliana Hokkaido, Japan Wシラタマノキ 北海道
Harrimanella stelieriana Hokkaido, Japan Wジムカデ 北海道
Phyllodoce caerulea Hokkaido,Japan Wエゾノツガザクラ 北海道

ツルコケモモVaccinium oxycoccus

ホシクサ科Eriocaulaceae
シラタマホシクサEriocaulon nudicuspe

トウダイグサ科Euphorbiaceae
ハツユキソウ 北米原産 別名ナツユキソウEuphorbiamarginata

リンドウ科Gentianaceae
Fauria crista-galli Gunma, Japan Wイワイチョウ 群馬県
Gentiana algida Yamanashi, Japan Wトウヤクリンドウ 山梨県

ゲンチアナ・サクソサGentiana saxosa
アサマリンドウGentiana sikokiana

Gentiana triflora Hokkaido, Japan Wエゾリンドウ 北海道
Gentiana triflora var. japonica subvar. montana Hokkaido,Japan Wエゾオヤマリンドウ 北海道

エゾオヤマノリンドウ 北海道原産Gentiana triflora var. montana
Swertia bimaculata Ashiyasu vill., Yamanashi, Japan Wアケボノソウ 山梨県芦安村

センブリSwertia japonica
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Swertia pseudochinensis Yamanashi, Japan Wムラサキセンブリ 山梨県
Tripterospermumjaponicum Mts. Yatsugatake Wツルリンドウ 八ヶ岳山麓

ツルリンドウTripterospermumjaponicum

フウロソウ科Geraniaceae
エロディウム・マネスカビーErodiummanescavii

グンナイフウロGeranium eriostemon var. reinii
ゲラニウム・マクロリズムGeraniummacrorrhizum

ノハラフウロ ユーラシア大陸原産Geranium pratense
ゲラニウム・ピレナイクムGeranium pyrenaicum

Geraniumsanguineum"MaxFrei" " "ゲラニウム・サンギネウム マックス・フレイ
ゲラニウム・シルバチクムGeraniumsylvaticum

ゲンノショウコ 斑入りGeraniumthunbergiiVariegatum form
オガフウロGeranium yesoense f. intermedium

イワタバコ科Gesneriaceae
イワギリソウ 通称 サツマイワギリOphithandra primuloides

イネ科Gramineae
Arundinella hirta Nagatoro town, Saitama,Japan Wトダシバ 青軸・黒軸とがある 秩父郡長瀞町

コバンソウBrizamaxima
ヒメコバンソウBrizaminor

ジュズダマCoixlacryma-jobi
オガルカヤCymbopontortilis var. goeringii

チヂミザサ 斑入 赤花Oplismenus undulatifolius
イネ 赤米Oryzasativa
イネ 紫米Oryzasativa

Oryzasativa 74イネ カラス葉
アオチカラシバ 年交換種子の実生株よりPennisetumalopeculoides f. viridescens 30cm 2000

オトギリソウ科Guttiferae
トモエソウHypericum ascyron
オトギリソウHypericum erectum

ダイセツヒナオトギリHypericum yojiroanum

ヘクトレラ科Hectorellaceae
ヘクトレラ・カエスピトーサHectorellacaespitosa

アヤメ科Iridaceae
チリアヤメAlophia amoena

エヒメアヤメ 別名 タレユエソウIris rossii
Iris setosa 3ヒオウギアヤメ

( ) ヒメヒオウギ 南アフリカ原産Lapeyrousialaxa syn. Anomatheca laxa
( ) ヒメヒオウギ 花色混合 南アフリカ原産Lapeyrousialaxa syn. Anomatheca laxa Mix.
( ) ヒメヒオウギ 白色花 南アフリカ原産Lapeyrousialaxa syn. Anomatheca laxa White flower

リベルチア・ペレグリナンスLibertiaperegrinans
ニワゼキショウSisyrinchium atlanticum

シシリンチウム・カリフォルニクム 俗名キバナニワゼキショウSisyrinchium californicum
シシリンチウム・アイダホエンセ 米国原産 濃青色花 草丈 ㎝Sisyrinchium idahoense 20

シソ科Labiatae
カワミドリAgastacherugosa

クルマバナClinopodium chinensevar. parviflorum
ムシャリンドウDracocephalum argunense

Elsholtzia nipponica Itoh city, Shizuoka, Japan Wフトボナギナタコウジュ 静岡県伊東市
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シモバシラKeiskea japonica
メハジキLeonurus japonicus

イヌコウジュMosla punctulata
タテヤマウツボグサPrunella prunelliformis

ウツボグサPrunella vulgarisssp.asiatica
Salvia lutescens var intermedia Atami city, Shizuoka,Japan 30cmWナツノタムラソウ 静岡県熱海市

オカタツナミソウ 新潟県上越市原産Scutellaria brachyspica
タツナミソウ 白色花Scutellaria indica "Alba"

コバノタツナミScutellaria indica var. parviforia
シソバタツナミ 新潟県三和村原産Scutellaria laeteviolacea
デワノタツナミ 新潟県三和村原産Scutellaria muramatsui

Teucrium japonicum Atami city, Shizuoka,Japan 50 80cmWニガクサ 静岡県熱海市 ～

マメ科Leguminosae
ムラサキセンダイハギ 紫色花Baptisia australis

Carmichaelia monroi Dunstan Ra, NZ Wカルミカエリア・モンロイ
ハナズオウ 白色花Cercis chinensis "Alba"

Crotalaria sessiliflora Kyoto, Japan Wタヌキマメ 京都府京北町
レスペデザ・フロリバンダ 俗名「四川ヒメハギ」Lespedeza floribunda

マキエハギLespedeza virgata
エゾオヤマノエンドウOxyfropis japonica var. sericea

レブンソウOxytropis megalantha
マシケゲンゲOxytropisshokanbetsuensis

Rhynchosia acuminatifolia Saitama,Japan Wトキリマメ 埼玉県
センダイハギ 黄色花Thermopsis lupinoides

タヌキモ科Lentibulariaceae
ミミカキグサUtricularia bifida

Utricularia yakusinensis IIムラサキミミカキグサ 絶滅危惧
Utricularia yakusinensis "Alba" IIムラサキミミカキグサ 白色花 絶滅危惧

ユリ科Liliaceae
ケイビランAlectorurus yezoensis

シロウマアサツキ白花 白花Allium schoenoprasum var. oriental
ネギ属種不明 モンゴル原産 葉はニラ長さ２５ｃｍ ピンク花Allium sp.

ヤマラッキョウAllium thunbergii
イトラッキョウ 平戸島原産Allium virgunculae

イトラッキョウ 白色花Allium virgunculae"Album"
キイイトラッキョウ 早咲き・濃色花 新宮市原産Allium virgunculaevar. kiiense

アルスロポジウム・カンディダム・マクラータム 原産Arthropodium candidum var. maculatum NZ
Bulbinellaangustifolia Hawkdun Ra, N Z Wバルビネラ・アングスティフォリア

ステゴビル 白色花Caloscordum inutile 20cm
Cardiocrinum cordatumMakino Kanagawa,Japan Wウバユリ 神奈川県

( ？) ヒマラヤオオウバユリ？中国原産かCardiocrinum giganteum var. yunnanense
シライトソウChionographis japonica

Clintonia udensis Hokkaido, Japan Wツバメオモト 北海道
フリチラリア・エレウェシーFritillaria elewesii
ホソバナコバイモFritillaria amabilis
イズコバイモFritillaria ayakoana

Fritillaria camtshatcensis var. alpina Tottori, Japan Wミヤマクロユリ 鳥取県
ミノコバイモFritillaria japonica
臥牛Gasteria armstrongii

Hemerocallis dumartieri var. Escylenta Fukushima,Japan Wニッコウキスゲ 福島県
ハマカンゾウHemerocallis fulva var. littorea

ゼンテイカHemerocallis middendorfii var. esculenta
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ユウスゲ 滋賀県伊吹山原産Hemerocallis vespertina
カンザシギボウシHosta capitata
イワギボウシ 白色花Hosta longipes

ツシマギボウシHosta tsushimensis
？ 通称ツリガネスイセンHyacinthoides non-scripta

リベルチア・ペレグリナンスLibertiaperegrinans
ヤマユリLilium auratum
ノヒメユリLilium callosum

タカサゴユリ 台湾原産Liliumformosanum
ヒメタカサゴユリ 台湾原産Liliumformosanumvar.pricei

ホソバコオニユリLiliumleichtliuiivar.maximowiczii f. tenuifolium
カノコユリLiliumspeciosum

Maianthemum dilatatum Hokkaido, Japan Wマイズルソウ 北海道
オーニソガラム・ウンベラツムOrnithogalum umbellatum

Scilla scilloides Hachiouji, Tokyo,Japan Wツルボ 東京都八王子市
ツルボScilla scilloides

ツルボ 白色花Scilla scilloides "Alba"
ツルボ 素心Scilla scilloides "Alba"

ツルボ 矮性 通称ヒメツルボ 千葉県銚子市犬吠埼原産Scilla scilloides Dwarf Type
ユキザサSmilacina japonica

ハナゼキショウTofieldianuda
ハナゼキショウ 島根県原産Tofieldianuda
ヤマジノホトトギス 斑入株由来Tricyrtisaffinis

キバナノホトトギス 素心Tricyrtis flava
ホトトギス 「少納言」由来Tricyrtis hirtaex."Syoh-nagon"

Tricyrtis hirta"Hakurakuten" " "ホトトギス 白楽天
シロホトトギス ホトトギスの淡色花系Tricyrtis hirtavar.albescens

タマガワホトトギスTricyrtis latifolia
チャボホトトギス カラス葉Tricyrtis nana

？トリリウム・イレクツムTrillium erectum
エンレイソウTrillium smallii
ツリパ・クリサンサTulipa chrysantha

ミソハギ科Lythraceae
ミソハギLythrum anceps
エゾミソハギLythrumsalicaria

アオイ科Malvaceae
イチビ インド原産Abutilon theophrasti
ケナフHibiscus cannabinus

ハマボウHibiscus hamabo
Hibiscus mutabilis f. versicolor mスイフヨウ 一重咲き 白～濃桃色に変化 ３

ハイビスカス・トリフォリウムHibiscus trifonum

ノボタン科Melastomataceae
Osbeckia chinensis Kagoshima,Japan Wヒメノボタン 鹿児島

アカバナ科Onagraceae
Epilobium angustifolium Yamanashi, Japan Wヤナギラン 山梨県

エピロビウム・クラッサムEpilobium crassum
アカバナEpilobium pyrricholophum
チャボツキミソウOenotheraacaulis var. aurea

マツヨイグサ属種不明 地面を這う極小の黄色の花 町田市帰化Oenotherasp. 2-2.5cm
ツキミソウ 白からピンクに変わる メキシコ原産Oenotheratetraptera
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ラン科Orchidaceae
Amitostigma keiskei " " "イワチドリ 無点濃色花 × 明日香

イワチドリ 銘品混合Amitostigma keiskei
イワチドリ 明日香 由来Amitostigma keiskei ex. "Asuka" " "

イワチドリ 熊野の光 由来Amitostigma keiskei ex. "Kumanonohikari" " "
オキナワチドリAmitostigma lepidum

Amitostigma lepidum "オキナワチドリ 白覆輪‘沖の輪
シランBeltilla striata

ヘツカラン 鹿児島県辺塚原産Cymbidium dayanum
ヘツカランCymbidium dayanum var. austro-japonicum

Cymbidium ensifolium IBスルガラン 絶滅危惧
アマクサコラン 天草原産Cymbidium koranf.amakusa

Cypripedium acaule Canada Wシプリペヂウム・アコーレ カナダ
シプリペジウム・フラブムCypripedium flavum
シプリペジウム・グッタツムCypripedium guttatum

キバナノアツモリソウCypripedium yatabeanum
Dactylorhizafoliosa Europ Wダクチロリーザ・フォリオーサ ヨーロッパ
Dactylorhizaincarnata Europ Wダクチロリーザ・インカルナータ ヨーロッパ
Dactylorhizamajalis Europ Wダクチロリーザ・メジャリス ヨーロッパ
Dactylorhizapraetermiosa Europ Wダクチロリーザ・プラエテルミオーサ ヨーロッパ

カキラン 黄花Epipactis thunbergii Yellow flowerform
カキラン 烏葉Epipactis thunbergii Dark purpule leaf form

イソマカキラン 六弁花Epipactis thunbergiif.subconformis
ノビネチドリGymnadenia camtschatica

Habenaria dentata 15 IBダイサギソウ 鹿児島県原産 冬最低 度以上 絶滅危惧
ダイサギソウ 高知県原産Habenaria dentata

Habenaria linearifolia Nasutown,Tochigi,Japan Wオオミズトンボ 栃木県那須町
ネバリサギソウ 台湾原産Habenaria longipentaculata

サギソウ属 種不明Habenaria sp.
クモキリソウLiparis kumokiri

Neofinetia falcata IIフウラン 絶滅危惧
Neotinea maculata Europ Wネオチネア・マクラータ ヨーロッパ

ハクサンチドリOrchis aristata
ハクサンチドリ 白色花Orchis aristata"Alba"

× サツマチドリ×ウチョウラン由来ex. Orchis graminifoliavar. micropunctata O. graminifolia
ミズチドリ 福島県原産Platanthera hologlottia

スピランテス・セルヌア ネジバナの仲間 白色Spiranthes cernua
ヤクシマモジズリ 屋久島原産Spiranthessinensisvar.amoena f. gracilis

ハマウツボ科Orobanchaceae
ナンバンギセルAeginetia indica

ナンバンギセル 白色花Aeginetia indica "Alba"

カタバミ科Oxalidaceae
ミヤマカタバミ 赤花Oxalis griffithii Pink flower form

ケシ科Papaveraceae
クサノオウChelidoniummajusvar.asiaticum
キケマンCorydalis heterocarpa var. japonica

キケマン 斑入りCorydalis heterocarpa var. japonica ex. Variegata form
Corydalis heterocarpa var.japonica Tateyama city, Chiba,Japan Wキケマン 千葉県館山市

コマクサDicentraperegrina
ヤマブキソウHylomeconjaponicum
メコノプシス・カンブリカMeconopsis cambrica
メコノプシス カンブリカ 黄色花Meconopsis cambrica
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リシリヒナゲシPapaverfauriei
Stylophorum diphyllum CelandinePoppyスチロフォラム・ジフィラム 英名

オオバコ科Plantaginaceae
チャボオオバコ 白散り斑～白掃き込み斑Plantagoasiatica f. contracta Yellow-splashedform

タデ科Polygonaceae
ミズヒキ 斑入りAntenoron filiforme Variegated form

ミズヒキ ウズタデ 古い園芸品種Antenoron filiforme "Uzu-Tade" " "
ギンミズヒキ ミズヒキの白色花型Antenoron filiforme f. albiflorum

ヒメタデPersicaria erecto-minor
シロバナイヌタデPersicaria longiseta

イヌタデ 斑入りPersicaria longiseta ex. "Variegata"
Persicaria viscosa Higashimatsuyama city, Saitama,Japan Wニオイタデ 埼玉県東松山市休耕田

ミズアオイ科Pontederiaceae
ミズアオイMonochoria korsakowii

サクラソウ科Primulaceae
Anagallis arvensis f. coerulea Himeshima Is., Fukuoka,Japan Wルリハコベ 福岡県志摩町 姫島

アンドロサーセ・セプテントリオナリスAndrosace septentrionalis
アンドロサーセ・スピヌリフェラAndrosace spinulifera

× ( × ) シクラメン・ウェレンジーキー ピンク花 秋咲きCyclamen wellensiekii C. cyprium C.libanoticum
シクラメン・アフリカナム ピンク花 秋咲きCyclamen africanum

シクラメン・アフリカナム・アルバム 白花 秋咲きCyclamen africanum album
シクラメン・バレアリカム 白花にピンク脈 春咲きCyclamen belearicum

シクラメン・シリシウムCyclamen cilicium
シクラメン・コウム ピンク色Cyclamen coum Pinkflower

シクラメン・コウム 白色花Cyclamen coum "Album"
Cyclamen coum "Bowles Apollo" " "シクラメン・コウム ボールズ・アポロ

シクラメン・コウム タイルバーン・エリザベス 由来Cyclamen coum "TilebarnElizabeth" " "
シクラメン・コウム・アブチャシカム ピンク花 冬咲きCyclamen coum ssp.abchasicum
シクラメン・コウム・コーシカム ピンク花 冬咲きCyclamen coum ssp.caucasicum
シクラメン・コウム・オービキュラーツム ピンク花 冬咲きCyclamen coum ssp. orbiculatum

シクラメン・コウム ピューター （ 銀葉）由来Cyclamen coum ex. "Pewter" " " Silver leaf
シクラメン・コウム 由来Cyclamen coum ex. BSBE form1 BSBE form 1
シクラメン・コウム・モーリスドライデン 白花 銀葉 冬咲きCyclamen coum "MauriceDryden"

シクラメン・コウム ピンク花 冬咲きCyclamen coum pink fl.
シクラメン・コウム 銀葉 フォーム 花弁は桃 基部は赤紫Cyclamen coum "SilverLeaf"form1 1
シクラメン・コウム タイルバーン・エリザベス 花弁はふち紅 銀葉Cyclamen coum "TilebarnElizabeth"

シクラメン・クレチカム 白花 春咲き クレタ島原産Cyclamen creticum
シクラメン・シプリウム 白花 春咲き キプロス島原産Cyclamen cyprium
シクラメン・グラエカムCyclamen graecum
シクラメン・グラエクム ピンク花 秋咲き 深鉢にCyclamen graecum
( ) シクラメン・グラエクム ピンク花 美葉 秋咲きCyclamen graecum No.928894

Cyclamen graecum "Rodopon" " "シクラメン・グラエクム ロードポウ
シクラメン・グラエクム・アナトリキウム ロードス島原産Cyclamen graecum subsp. anatolicum

シクラメン・ヘデリフォリウム 白色花Cyclamen hederifolium "Album"
( ) シクラメン・ヘデリフォリウム ピンク花 銀葉 秋咲きCyclamen hederifolium pink fl/silver leaf
( ) シクラメン・ヘデリフォリウム ピンク花 銀長葉 秋咲きCyclamen hederifolium pink fl/silver long leaf
( ) シクラメン・ヘデリフォリウム 白花 秋咲きCyclamen hederifolium white fl.
( ) シクラメン・ヘデリフォリウム 白花 長葉 秋咲きCyclamen hederifolium white fl./long leaf
( ) シクラメン・ヘデリフォリウム 白花 銀葉 秋咲きCyclamen hederifolium white fl./silver leaf

シクラメン・ヘデリフォリウム アルテミス 白花 長葉 秋咲きCyclamen hederifolium "Altemis" " "
シクラメン・ヘデリフォリウム ボールズ・アポロ 模様葉Cyclamen hederifolium ex. "Bowles Apollo" " "
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シクラメン･ヘデリフォリウム パーレンテピッチ 白花 銀葉Cyclamen hederifolium "Perlenteppich" " "
シクラメン・ヘデリフォリウム シルバー・クラウド 銀葉Cyclamen hederifolium "Silver Cloud" " "

シクラメン・リバノチカム ピンク大輪花 ・ 月咲き レバノン原産Cyclamen libanoticum 2 3
シクラメン・ミラビレ 薄ピンク花 秋咲き トルコ原産Cyclamen mirabile
シクラメン・ペルシカムCyclamen persicum
( ) シクラメン・ペルシクム 原種 ピンク花 春咲き 要霜除けCyclamen persicum 2nd gen. CSE
( ) シクラメン・ペルシクム 原種 ピンク花 春咲き 要霜除けCyclamen persicum pink fl.

シクラメン・ペルシカム トルコ原産Cyclamen persicum ex. "Tilebarn Karpathosy" "Tilebarn Karpathosy"
シクラメン・プセウドイベリクム 桃紫花 春咲き トルコ南部原産Cyclamen pseudibericum

( ) シクラメン・プルプラッセンス ピンク花 初夏咲きCyclamen purpurascens silver leaf
シクラメン・ロールフシアヌムCyclamen rohlfsianum

Cyclamen saundersiae C. balearicum C. repandum× シクラメン・サウンダーシエ ×
ドデカテオン・ヘンダーソニーDodecatheon hendersonii

Lysimachiasikokiana Higashiizutown, Shizuoka,Japan 50cm Wモロコシソウ 静岡県東伊豆町 黄色
クリンソウ 園芸種混合Primulajaponica
クリンソウPrimulajaponica
クリンソウ 濃紅色Primulajaponica

シコクカッコソウPrimulakisoana var. shikokiana
プリムラ・マラコイデス ピンク花Primulamalacoides

サクラソウPrimulasieboldii
サクラソウ 秩父産×八ヶ岳産Primulasieboldii

キンポウゲ科Ranunculaceae
Aconitumjaponicum ssp. nariforum Chugoku Mts.,Japan Wタンナトリカブト 中国山地産

フクジュソウAdonis ramosa
アルタイフクジュソウAdonis vernalis

アネモネ・ドラモンディーAnemone drummondii
シュウメイギク 白色花Anemone hupehensis var. japonica White flower

アネモネ・マゲラニカAnemone magellanica
Anemone multifida"Rubra" " "アネモネ・マルチフィダ ルブラ

アネモネ･パルビフローラAnemone parviflora
アネモネ・ルピコラAnemone rupicola

バイカカラマツAnemonella thalictroides
レンゲショウマAnemonopsis macrophylla

カナダオダマキAquilegiacanadensis
アクイレギア・バルネバイ 黄色Aquilegiabarnebyi

ヤマオダマキAquilegiabuergeriana
Aquilegiabuergeriana Mts. Yatsugatake,Japan Wヤマオダマキ 八ヶ岳山麓

ヤマオダマキAquilegiabuergeriana
ヤマオダマキ 佐渡原産Aquilegiabuergriana
カナダオダマキAquilegiacanadensis
カナダオダマキ 北米原産Aquilegiacanadensis

カナダオダマキ ナナ 矮性Aquilegiacanadensis "Nana" " "
アクイレギア・フラベラータAquilegiaflabellata

ミヤマオダマキAquilegiaflabellata var. pumila
ミヤマオダマキ 白色花Aquilegiaflabellata var. pumila "Alba"

アクイレギア・ララミエンシス 白色Aquilegialaramiensis
クロバナオダマキAquilegiaviridiflora
サラシナショウマCimicifuga simplex

テッセンClematis florida
クレマチス・フェチダClematis foetida

クロバナハンショウヅルClematis fusca
ハンショウヅルClematis japonica

カザグルマ 白色花Clematis patens
オオクサボタンClematis speciosa
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ツクシクサボタン 高知県Clematis stans var.austrojapanensis
セリバオウレンCoptis japonica var. dissecta

コセリバオウレンCoptis japonica var. major
シラネアオイGlaucidium palmatum

ヤマシャクヤクPaeoniajaponica
Paeoniajaponica Tokushima, Japan Wヤマシャクヤク 徳島県

ヤマシャクヤク 薄紅色Paeoniajaponica
ベニバナヤマシャクヤク 高知県原産Paeoniaobovata
ベニバナヤマシャクヤクPaeoniaobovata

ボタン属種不明 雲南省原産Paeoniasp.
プルサティラ・ゲオルギカPulsatilla georgica
ツクモグサPulsatilla nipponica

プルサティラ・ブルガリス 赤色花Pulsatilla vulgaris Red flower
プルサティラ・ブルガリス 白色花Pulsatilla vulgaris "Alba" White flower

Ranunculus crithmifolius Mt.Dobson ,NZWラナンキュラス・クリスミフォリウス
Ranunculus gracilipes Old Man Ra, N Z Wラナンキュラス・グラシリペス

ラナンキュラス インシグニスRanunculus insignis
Ranunculus lyallii WesternSouthland, NZ Wラナンキュラス・ライアリー

ラナンキュラス・ライアリーRanunculus lyallii
ラナンキュラス・パキリザスRanunculus pachyrrhizus

クモマキンポウゲRanunculus pygmaeus
Ranunculussericopyhllus Western Southland, NZ Wラナンキュラス・セリコフィラス

フウリンオダマキSemiaquilegia ecalcarata
セツブンソウShibateranthis pinnatifida

タリクトルム・アルピヌムThalictrum alpinum
ミヤマカラマツ アポイ岳原産Thalictrumfilamentosum var. tenurum

タリクトルム フラブム 俗名キバナカラマツソウ？Thalictrumflavum
アポイカラマツThalictrumfoetidumvar.apoiense
タカサゴカラマツ 台湾原産Thalictrumminusvar.hypoleucum

シキンカラマツThalictrumrochebrunianum
タイワンバイカカラマツThalictrum urbainii

レブンキンバイソウTrollius ledebourii var. polysepalus

バラ科Rosaceae
Acaena inermis Cantabery, NZ Wアカエナ・イネルミス 赤葉
Acaena saccaticupula OldMan Ra, NZ Wアカエナ・サッカチクプラ 頭部赤紫

キンミズヒキAgrimonia japonica
キンミズヒキ 斑入りAgrimonia japonica ex. Variegata form

Agrimonia pilosa var. japonica Tateyama city, Chiba,Japan Wキンミズヒキ 千葉県館山市
キバナチョウノスケソウ 北米原産Dryas drummondii

× ドライアス・スエンデルマンニーDryas suendermannii
Geumcockaynei Canterbury, NZ Wゲウム・コッカイネイ

ダイコンソウGeumjaponicum
Geumleiospermum OldMan Ra, NZ Wゲウム・レイオスペルマム
Geumleiospermum Otago, NZ Wゲウム・レイオスペルマム
Geum pentapetalum Hokkaido, Japan Wチングルマ 北海道
Geum pentapetalum Hokkaido, Japan Wチングルマ 北海道

イワキンバイPotentilla dickinsii
ユウバリキンバイPotentilla matsmurae var. yuparense

チシマキンバイPotentilla megalantha
Potentilla miyabei Hokkaido,Japan Wメアカンキンバイ 北海道

シロヤマブキRhodotypos scandens
ハマナスRosa rugosa

Sanguisorbaofficinalis Yamanashi,Japan Wワレモコウ 山梨県
ワレモコウ ㎝Sanguisorbaofficinalis 15
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ワレモコウ 早生 ６月に開花始め 山梨県原産実生由来Sanguisorbaofficinalis

ビャクダン科Santalaceae
ツクバネBuckleya lanceolata

ムクロジ科Sapindaceae
フウセンカズラCardiospermum halicacabum

ユキノシタ科Saxifragaceae
コアジサイHydrangea hirta

Hydrangea hirta Mts. Chugoku,Japan Wコアジサイ 中国山地産
Kirengeshoma palmata Kochi,Japan Wキレンゲショウマ 高知県
Mitella furusei var. subramosa "Variegata" Shiga, Japan Wチャルメルソウ 斑入り 滋賀県
PanassiaPalustris var. multseta Asuke town, Aichi,Japan Wウメバチソウ 愛知県足助町
Parnassia palustris var. multiseta Yamanashi,Japan Wウメバチソウ 山梨県

ワタナベソウPeltoboykinia watanabei
タコノアシPenthorum chinense

Penthorum chinense Saitama, Japan Wタコノアシ 埼玉県
タコノアシ 新潟県阿賀野川流域原産Penthorum chinense

ジンジソウSaxifraga cortusaefolia

マツブサ科Schisandraceae
チョウセンゴミシSchisandra chinensis

ゴマノハクサ科Scrophulariaceae
イワカラクサErinus alpinus

ヨツバシオガマPedicularis chamissonis var. japonica
イワブクロ 北海道Penstemon frutescens

イワカラクサ ヨーロッパ原産Erinus alpinus
イワカラクサ 白色花 ヨーロッパ原産Erinus alpinus "Albus"

ヘリオヘーベ・ラオウリーHeliohebe raoulii
マズス・ラディカンスMazus radicans

Mimulus nepalensis Atami city, Shizuoka, Japan Wミゾホオズキ 静岡県熱海市
Penstemon frutescens Bieitown,Hokkaido,Japan Wイワブクロ 北海道美瑛町

ペンステモン・ピグマエウスPenstemon pigmaeus
トウテイランPseudolysimachion ornatum

ヒメトラノオPseudolysimachion rotundum f. petiolatum
ミチノククワガタPseudolysimachion schmidtianum ssp. senanense f. tomentosum

ミヤマクワガタPseudolysimachion ssp. senanense
ルリスズカケソウ？ 小豆色 中国原産 秋咲きVeronicasp. ex. China

Veronicastrumjaponicum Yamanashi,Japan Wクガイソウ 山梨県
クガイソウVeronicastrumjaponicum

ナス科Solanaceae
ブロワリア・ビスコーサ サファイア 由来Browallia viscosa ex. "Sapphire" " "

トウガラシ ムラサキナンバン 観賞用トウガラシCapsicum annuum
ツクバネアサガオ属種不明Petunia sp.

ジンチョウゲ科Thymelaeaceae
Pimelea oreophila Old Man, NZ Wピメレア・オレオフィラ

シナノキ科Tiliaceae
Corchoropsis tomentosa Atami city, Shizuoka, Japan Wカラスノゴマ 静岡県熱海市

ガマ科Typhaceae
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Typha orientalis Saitama, Japan Wコガマ 埼玉県

セリ科Umbelliferae
アシフィラ・オーレアAciphyllaaurea
アシフィラ・モンロイAciphyllamonroi

Aciphyllamontana Mt. Dobson, NZ Wアシフィラ・モンタナ
Aciphyllascott-thomsonii East Otago, NZ Wアシフィラ・スコット・トムソニー

アシタバ 別名ハチジョウソウAngelica keiskei
ミシマサイコBupleurumscorzoneraefolium var. stenophyllum

オミナエシ科Valerianaceae
オミナエシPatrinia scabiosaefolia

オトコエシ 斑入りPatrinia villosaex. Variegata form

クマツヅラ科Verbenaceae
カリガネソウ 桃色花Caryopteris divaricata Pink flower
カリガネソウCaryopteris divaricata

ダンギクCaryopteris incana

スミレ科Violaceae
メリキツス・アルピヌスMelicytus alpinus

エゾノタチツボスミレViola acuminata
ナンザンスミレ 紅色花Viola chaerophylloides

ツクシスミレViola diffusa var. glabella
ナルカミスミレViola eizanensis var.simplicifolia f. leucantha

イソスミレ 新潟県原産Viola grayi
タチツボスミレ 白色花Viola grypoceras "Alba"
ツヤスミレ 東京都原産Viola grypoceras f. lucida
コタチツボスミレ 東京都原産Viola grypoceras var. exilis

オトメスミレViola gypoceras f. purpurellocalcarata
コスミレViola japonica
コスミレ 淡桃色花Viola japonica

オオバタチツボスミレViola kamtschadalorum
オオタチツボスミレ 新潟県原産Viola kusanoana
ビオラ・ラブラドリカ 北米北部・グリーンランド原産Viola labradorica

シロコスミレViola lactiflora
？ 通称ハツユキスミレViola mandshurica Purewhite flowerform

ニシキスミレ スミレの斑入りViola mandshurica f. albo-variegata
コモロスミレViola mandshurica f. plena

アツバスミレ ２色咲 上弁白、下弁紫Viola mandshurica var. boninensis
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 鳴神山原産 スミレ×サクラスミレViola mandshurica V. hirtipes
ニイジマスミレ 東京都原産Viola niijimensis

ニオイタチツボスミレ 千葉県原産Viola obtusa
ナガバタチツボスミレViola ovato-oblonga
リュウキュウコスミレViola pseudo-japonica

フモトスミレ 埼玉県原産Viola pumilio
タチスミレViola raddeana
ヒゴスミレ 素心花由来Viola sieboldiana

× ( × ) スズキスミレ スミレとヒゴスミレの人工交配種Viola suzukii V. mandshurica var. sieboldiana
ヒメアギスミレViola verecunda var.subaeguiloba
ムラサキコマノツメViola verecunda form. violascens
コケスミレViola verecunda var. yakusimana

ヒカゲスミレ 長野県原産Viola yezoensis
タカオスミレViola yezoensis f. discolor
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Viola yezoensis var. asoana Kyusyu,Japan Wアソヒカゲスミレ 九州
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