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種子交換リスト　２４号　２００７年－２００８年　　東京山草会種子交換委員会
137   Achillea alpina subsp. japonica キタノコギリソウ 淡紅色　９０　別名ホロマンノコギリソウ ノコギリソウ属
425   Aciphylla conngesta アキフィラ　コンゲスタ  アキフィラ属
426   Aciphylla crosby-smithii アキフィラ　クロスビ－スミチー  アキフィラ属
427   Aciphylla pinnatifida アキフィラ　ピナチフィダ  アキフィラ属
221   Aconitum grossedentatum カワチブシ（Ｗ） 豊田市 トリカブト属
222   Aconitum hakusanense  ハクサントリカブト(W)  青花　５０　白山 トリカブト属
223   Aconitum napiforme タンナトリカブト（Ｗ）　 中国山地 トリカブト属
224   Aconitum sachalinense var. compactum リシリブシ １５（青） トリカブト属
225   Aconitum sp. トリカブト類  トリカブト属
138   Adenocaulon himalaicum ノブキ  ノブキ属
  91   Adenophora maximowicziana ヒナシャジン  ツリガネニンジン属
  92   Adenophora pereskiaefolia var. moiwana モイワシャジン  紫花 ツリガネニンジン属
  93   Adenophora remotiflora ソバナ ７０～８０（淡紫） ツリガネニンジン属
  94   Adenophora takedae イワシャジン  青紫花　４０ ツリガネニンジン属
  95   Adenophora takedae "alba"　 イワシャジン（白花） 　 ツリガネニンジン属
  96   Adenophora takedae var. howozana ホウオウシャジン  ツリガネニンジン属
  97   Adenophora triphylla var. hakusanensis ハクサンシャジン  淡紫花　５０ ツリガネニンジン属
  98   Adenophora triphylla var. japonica ツリガネニンジン（W) １００、山梨県 ツリガネニンジン属
  99   Adenophora triphylla var. japonica ツリガネニンジン（W) ３０　和歌山県 ツリガネニンジン属
100   Adenophora triphylla var. japonica ツリガネニンジン（Ｗ） 滋賀県 ツリガネニンジン属
101   Adenophora triphylla var. japonica ツリガネニンジン（Ｗ） 島根県 ツリガネニンジン属
102   Adenophora triphylla var. japonica ツリガネニンジン  ツリガネニンジン属
103   Adenophora triphylla var. japonica f.glabla ハマシャジン ツリガネニンジンの海岸型 ツリガネニンジン属
104   Adenophora triphylla　var. puellaris オトメシャジン  ツリガネニンジン属
226   Adonis amurensis フクジュソウ 乾燥タネ（発芽？） フクジュソウ属
227   Adonis amurensis フクジュソウ（予約） 黄花　２０ フクジュソウ属
530   Aeginetia indica ナンバンギセル １５ ナンバンギセル属
531   Aeginetia indica ナンバンギセル（赤花） ２０ ナンバンギセル属
532   Aeginetia indica ナンバンギセル ２０（赤紫）種子は長寿 ナンバンギセル属
533   Aeginetia indica ナンバンギセル（口紅咲き） 白花　１５ ナンバンギセル属
534   Aeginetia indica ナンバンギセル（ピンク）  ナンバンギセル属
535   Aeginetia indica ナンバンギセル （No530,532と同種） ナンバンギセル属
383   Agastache rugosa カワミドリ（Ｗ） 淡青紫穂状花　４０　島根県松江市 カワミドリ属
536   Agrimonia pilosa var. japonica キンミズヒキ（斑入）  キンミズヒキ属
537   Agrimonia sp. ヤクシマキンミズヒキ（通称） （多）１０－２０（黄） キンミズヒキ属
139   Ainsibara fragrans var. integrifolia マルバテイショウソウ  キンミズヒキ属
140   Ainsliaea acerifolia モミジハグマ  モミジハグマ属
141   Ainsliaea apiculata キッコウハグマ（Ｗ）  湖南市 モミジハグマ属
142   Ainsliaea cordifolia テイショウソウ  モミジハグマ属
143   Ainsliaea dissecta エンシュウハグマ（Ｗ）  モミジハグマ属
538   Alchemilla japonica  ハゴロモグサ  ハゴロモグサ属
670   Allium christophii アリウム　クリストフィー （球）１５～７５（藤）イラン、小アジア ネギ属
671   Allium schoenoprasum var. orientale "Album" シロウマアサツキ（白花）  　 ネギ属
672   Allium thunbergii ヤマラッキョウ（Ｗ） 広島県 ネギ属
  24   Alophia pulchella チリアヤメ 青紫花　１０ チリアヤメ属
673   Amana latifolia ヒロハノアマナ 白花　葉１－２　別名ヒロハアマナ アマナ属
585   Ampelopsis glandulosa var. heterophylla ノブドウ（斑入り） 斑入り ノブドウ属
216   Amsonia elliptica  チヨウジソウ 淡青花　３０ チョウジソウ属
217   Amsonia elliptica  チョウジソウ 淡青花　３０ チョウジソウ属
218   Amsonia elliptica  チヨウジソウ  チョウジソウ属
219   Amsonia tabernaemontana ヤナギバチョウジソウ 水色花、丈９０位、半球状に咲く チョウジソウ属
144   Anaphalis margaritacea ヤマハハコ（細葉）  ヤマハハコ属



145   Anaphalis margaritacea var. angustifolia ホソバヤマハハコ（Ｗ） 広島県 ヤマハハコ属
343   Androsace septentrionalis 'Stardust' アンドロサケ　セプテントリオナリス「スターダスト」 白花　２０ トチナイソ
ウ属
804   Androsace umbellata リュウキュウコザクラ  トチナイソウ属
228   Anemone flaccida ニリンソウ 青軸 イチリンソウ属
229   Anemone rupicola アネモネ　ルピコラ クリーム黄色から白　１５－３０ イチリンソウ属
230   Anemone sylvestris バイカイチゲ（アネモネ　シルベシトリス） 白花　３０ イチリンソウ属
231   Anemone virginanum 春咲きシュウメイギク（通称） 白花　３０ イチリンソウ属
232   Anemonella thalictroides  バイカカラマツ 北米原産　桃花 アネモネラ属
787   Anemonella thalictroides  バイカカラマツ 多弁・白色 アネモネラ属
233   Anemonopsis macrophylla  レンゲショウマ   レンゲショウマ属
428   Angelica acutiloba トウキ 別名ニホントウキ シシウド属
429   Angelica decursiva ノダケ   シシウド属
430   Anisotome aromatica アニソトメ　アノマチカ  アニソトメ属
431   Anisotome flexusosa アニソトメ　フレクソサ  アニソトメ属
146   Antennaria dioica エゾノチチコグサ 濃桃花　７ ローマカミツレ属
234   Aquilegia alpina アクイレギア　アルピナ  オダマキ属
235   Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ（黄花）、キバナノヤマオダマキ ２０（黄） オダマキ属
236   Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ（W） 黄花　佐久市協和 オダマキ属
237   Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ  オダマキ属
788   Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ 黄花 オダマキ属
789   Aquilegia buergeriana f. flavescens キバナノヤマオダマキ   オダマキ属
238   Aquilegia buergriana var. oxysepala オオヤマオダマキ 紫褐色と黄色　５０ オダマキ属
239   Aquilegia canadensis カナダオダマキ 橙赤と黄花　２０ オダマキ属
240   Aquilegia canadensis カナダオダマキ  オダマキ属
790   Aquilegia canadensis カナダオダマキ  オダマキ属
241   Aquilegia chrysantha キバナオダマキ 黄花　４０　距が長い オダマキ属
242   Aquilegia flabellata var. pumila ミヤマオダマキ 　 オダマキ属
243   Aquilegia flabellata var. pumila ミヤマオダマキ 八甲田山原産 オダマキ属
244   Aquilegia flabellata var. pumila ミヤマオダマキ（白花）  オダマキ属
791   Aquilegia flabellata var. pumila ミヤマオダマキ 白花 オダマキ属
245   Aquilegia flabellata var. pumila  ミヤマオダマキ（白花） 　 オダマキ属
246   Aquilegia flabellata var. pumila  ミヤマオダマキ（桃） 　 オダマキ属
247   Aquilegia flabellata var. pumila Dwarf type ミヤマオダマキ（矮性） 紫花　４ オダマキ属
792   Aquilegia flavescens  アクイレギア　フラベスケンス  オダマキ属
248   Aquilegia fragrans アクイレギア　フラグランス クリーム白　９０　花に柑橘系の香りあり オダマキ属
249   Aquilegia jonesii hyb. アクイレギア　ジョネシー　ハイブリッダス 薄紫花　１０ オダマキ属
793   Aquilegia saximontana アクイレギア　サクシモンタナ  オダマキ属
250   Aquilegia sibirica アクイレギア　シビリカ（通称ルリオダマキ）  オダマキ属
794   Aquilegia sibirica ルリオダマキ  オダマキ属
795   Aquilegia sp. オダマキ属　種不明 八重 オダマキ属
251   Aquilegia sp. (vulgaris?) オダマキ類（桃花、八重） ４０～５０。外側から花芯に向かって色が濃くなる。 オダマ
キ属
252   Aquilegia sp. Mt. Velebit アクイレギア　ベレビット山産 紫単色花　２０　クロアチアベレビット山産栽培種 オダ
マキ属
253   Aquilegia sp.？ オダマキ類 種不明（桃色、八重咲） オダマキ属
254   Aquilegia sp.？ オダマキ類（白）  オダマキ属
255   Aquilegia viridiflora   クロバナオダマキ 暗黒花　早春早咲き　下向き開花　３０　北米自生 オダマキ属
256   Aquilegia vulgaris セイヨウオダマキ 紫花　八重　１５ オダマキ属
257   Aquilegia vulgaris 'Woodside Variegated' アクイレギア　ウルガリス「ウッドサイドバリエゲイテッド」　 紫花　６
０　黄斑葉 オダマキ属

   8   Arabis blepharophylla アラビス　ブレファロフィラ 赤花　１０　通称赤花ロッキーハタザオ ヤマハタザオ属
   9   Arabis caucasica アラビス　コウカシカ １０～１５（白） ヤマハタザオ属
 10   Arabis serrata var. shikokiana シコクハタザオ 白花　１５ ヤマハタザオ属
 63   Aralia chinensis アラリア　キネンシス  タラノキ属



 64   Aralia cordata ウド（Ｗ） 豊田市 タラノキ属
 65   Aralia elata  アラリア　エラタ  タラノキ属
641   Ardisia crenata マンリョウ  　 ヤブコウジ属
642   Ardisia crenata f. leucocarpa シロミノマンリョウ(斑入) 白実 ヤブコウジ属
371   Arisaema candidissmum モモイロテンナンショウ  テンナンショウ属
372   Arisaema consanguineum アリサエマ　コンサンギネウム 中国産 テンナンショウ属
373   Arisaema ringens ムサシアブミ  テンナンショウ属
374   Arisaema sp. テンナショウ類 （富士）、５０ テンナンショウ属
375   Arisaema sp. コウチテンナンショウ？  テンナンショウ属
376   Arisaema ternatipartitum ミツバテンナンショウ（Ｗ） 愛媛県 テンナンショウ属
674   Arthropodium candidum アルスロポディウム　カンディヅム  アスロポディウム属
675   Arthropodium candidum var. maculatum コマチユリ  アスロポディウム属
  68   Asarum dimidiatum クロフネサイシン  カンアオイ属
  69   Asarum leptophyllum オナガサイシン  カンアオイ属
  70   Asarum maculatum アツバサイシン 葉に斑紋あり　別名アツバカンアオイ カンアオイ属
147   Aster ageratoides subsp. ovatus ノコンギク（斑入）  シオン属
148   Aster asa-grayi  イソノギク  ３０～５０（白） シオン属
149   Aster asa-grayi var. walkeri ヨナグニイソノギク  ３０～５０（青紫）、横に広がる シオン属
150   Aster miyagii オキナワギク  シオン属
151   Aster spathulifolius ダルマギク   シオン属
646   Astilbe chinensis var.pumila ウンナンホザキショウマ（通称） ２０～４０ チダケサシ属
648   Astilbe sp. アカネショウマ（通称） １５～２０（明桃） チダケサシ属
647   Astilbe sp. Pink fl. アスチルベ類 桃花　３０ チダケサシ属
597   Astragalus centralpinus アストラガルス　ケントラルピヌス　  ゲンゲ属
598   Astragalus cicer アストラガルス　キケル　  ゲンゲ属
599   Astragalus falcatus アストラガルス　ファルカツス  ゲンゲ属
600   Astragalus glycyphyllus アストラガルス　グリキフィルス  ゲンゲ属
601   Astragalus gumiferus アストラガルス　グミフェルス  ゲンゲ属
602   Astragalus membranaceus タイツリオウギ  ゲンゲ属
603   Astragalus plecinus アストラガルス　プレキヌス  ゲンゲ属
604   Astragalus roemeri アストラガルス　ロエメリ ５０～７０（淡藤） ゲンゲ属
605   Astragalus schelichovii カラフトモメンヅル クリーム黄色　萼に黒毛　１０ ゲンゲ属
606   Astragalus sinicus  ゲンゲ （通称：レンゲ、レンゲソウ）（白花） 　 ゲンゲ属
607   Astragalus sulgatus アストラガルス　スルガツス  ゲンゲ属
  25   Belamcanda chinensis ヒオウギ （多）５０～１００（赤紫）　 ヒオウギ属
823   Bellevalia aff. longipes ベレバリア　ロンギペス類似 （W)　トルコ、 Kars南部 ベレバリア属
632   Berberis thunbergii メギ（Ｗ）  メギ属
649   Bergenia stracheyi ヒマラヤユキノシタ（白花） 白花　１０－１５ ベルゲニア属
759   Bletilla striata シラン（Ｗ） 紫紅花　２０ シラン属
622   Boenninghausenia japonica マツカゼソウ  マツカゼソウ属
  45   Bothriochloa parviflora ヒメアブラススキ  アブラススキ属
822   Boykinia elata ボイキニア　エラータ  ボイキニア属
  46   Briza minor ヒメコバンソウ  コバンソウ属
584   Buddleja japonica フジウツギ  フジウツギ属
839   Bulbophyllum inconspicuum ムギラン   マメヅタラン属
432   Bupleurum falcatum ブプレウルム　ファルカツム （多）→９０（黄）欧 ミシマサイコ属
433   Bupleurum scorzoneraefolium var. stenophyllum ミシマサイコ ２５～７０（黄）薬草 ミシマサイコ属
573   Byblis liniflora ビブリス　リニフローラ  ビブリス属
574   Byblis rorida ビブリス　ロリダ  ビブリス属
152   Cacalia delphiniifolia モミジガサ（Ｗ） 広島県 コウモリソウ属
153   Cacalia delphiniifolia モミジガサ（Ｗ）  コウモリソウ属
324   Calceolaria sp. カルケオラリア類 １ｃｍ大の黄花　３０－５０ キンチャクソウ属
306   Callicarpa bodinieri アメリカムラサキシキブ  ムラサキシキブ属
307   Callicarpa　japonica ムラサキシキブ  ムラサキシキブ属
676   Caloscordum inutile ステゴビル ２０　花色(白) カロスコルドゥム属
258   Caltha palustris var. barthei. エゾノリュウキンカ（Ｗ） 北海道 リュウキンカ属



105   Campanula incurva カンパヌラ　インクルバ  ホタルブクロ属
106   Campanula punctata ホタルブクロ（濃色） 　 ホタルブクロ属
107   Campanula punctata  ホタルブクロ（白花） 　 ホタルブクロ属
108   Campanula punctata  ホタルブクロ（白花）（W） 白花　４０　大阪 ホタルブクロ属
109   Campanula punctata ホタルブクロ（淡色） 　 ホタルブクロ属
110   Campanula punctata chinensis  キバナホタルブクロ 蕾から開花初期は黄緑から黄色の花　４５ ホタルブクロ
属
111   Campanula punctata microdonta シマホタルブクロ 　 ホタルブクロ属
112   Campanula punctata var. hondoensis ヤマホタルブクロ（濃紫紅花） （通称アケボノホタルブクロ）４０～７０ ホ
タルブクロ属
113   Campanula punctata var. kurokawae イシダテホタルブクロ 矮性 石立山特産 ホタルブクロ属
114   Campanula rapunculoides  カンパヌラ　ラプンクロイデス 欧州原産 濃赤紫青花 草丈６０㎝ ホタルブクロ属
115   Campanula rotundifolia  イトシャジン 淡紫花　３０　周北極地域 ホタルブクロ属
116   Campanula rotundifolia "Alba" イトシャジン（白花）  　　　 ホタルブクロ属
117   Campanula rupicola カンパヌラ　ルピコラ 紫花　１０ ホタルブクロ属
650   Cardiandra alternifolia クサアジサイ  クサアジサイ属
677   Cardiocrinum cordatum ウバユリ（Ｗ） 広島県。地植え向き　白花 ウバユリ属
678   Cardiocrinum cordatum ウバユリ 地植え向き　白花 ウバユリ属
628   Cardiospermum halicacabum フウセンカズラ   フウセンカズラ属
  85   Carex aequialta  トダスゲ  　 スゲ属
  86   Carex sp. 黄金子持スゲ（通称） １０。コガネスゲともいう。 スゲ属
308   Caryopteris divaricata  カリガネソウ 　 青花　２０－３０ カリガネソウ属
309   Caryopteris divaricata  カリガネソウ 　（大輪濃色）  カリガネソウ属
310   Caryopteris incana ダンギク ５０ カリガネソウ属
633   Caulophyllum robustum ルイヨウボタン ５０ ルイヨウボタン属
154   Celmisia coriacea ケルミシア　コリアケア　  ケルミシア属
155   Celmisia dalii ケルミシア　ダリー  ケルミシア属
156   Celmisia densiflora ケルミシア　デンシフロラ　  ケルミシア属
157   Celmisia lindsayii ケルミシア　リンドセイー  ケルミシア属
158   Celmisia lyalli ケルミシア　リアルリ NZ 白色花 １５－３０ ケルミシア属
159   Celmisia rutlandii ケルミシア　ルツランディー  ケルミシア属
160   Celmisia semicordata var. stricta ケルミシア　セミコルダタ　ストリクタ  ケルミシア属
161   Celmisia sessiliflora  ケルミシア　セッシリフローラ ＮＺ １０㎝ 房状 針状葉 白色花 ケルミシア属
162   Celmisia spectabilis var. magnifica  ケルミシア　スペクタビリス　マグニフィカ  NZ ３５㎝ 白色花 ケルミシア属
163   Celmisia viscosa ケルミシア　ビスコサ  ケルミシア属
  47   Chasmanthium latifolium ワイルドオーツ（通称） 別名大判草、ニセコバンソウ・セイヨウコバンソウ カスマンチ
ウム
312   Chelidonium majus var. asiaticum クサノオウ （黄） クサノオウ属
587   Chiastophyllum oppositifolium キアストフルム　オポシティフォリウム ５（黄花） ムラサキベンケイソウ属
775   Chimonanthus praecox　grandiflora concolor ソシンロウバイ  ロウバイ属
824   Chionographis hisauchiana subsp. hisauchiana アズマシライトソウ 埼玉産 シライトソウ属
682   Chionographis japonica シライトソウ（Ｗ） 花穂３０　５　島根県松江市 シライトソウ属
683   Chionographis japonica シライトソウ 白花　２０ シライトソウ属
679   Chionographis sp. コシキジマシライトソウ（通称） 白花　２０－２５　（Ｎｏ６７８と同じ？） シライトソウ属
680   Chionographis sp. コシキジマシライトソウ（通称） 甑島　花付き良い シライトソウ属
681   Chionographis sp. サイシュウトウシライトソウ（通称）  シライトソウ属
684   Chionographis sp. ヒメシライトソウ（通称） 矮性シライトソウ　済州島原産？ シライトソウ属
  61   Chirita tamiana キリタ　タミアナ 白地に紫 キリタ属
436   Chloranthus japonicus ヒトリシズカ 青軸  青軸素心　白花　２５ センリョウ属
437   Chloranthus japonicus ヒトリシズカ 白花　２５ センリョウ属
438   Chloranthus serratus フタリシズカ（青軸） 青軸 センリョウ属
651   Chrysosplenium macrostemon var. atrandrum ヨゴレネコノメ 淡黄花　１０ ネコノメソウ属
259   Cimicifuga simplex サラシナショウマ ４０、(白） サラシナショウマ属
164   Cirsium japonicum ノアザミ （白花） ３０ アザミ属
165   Cirsium japonicum ノアザミ （Ｗ） 紫紅花　３０ アザミ属
166   Cirsium japonicum ノアザミ   アザミ属



167   Cirsium nipponicum  ナンブアザミ  アザミ属
168   Cirsium pendulum タカアザミ  アザミ属
169   Cirsium tenuisquamatum サンベサワアザミ（Ｗ） 赤紫大花　矮性　３０－４０　島根県　別名サンベイサワア
ザミ アザミ属
840   Cleisostoma scolopendrifolium ムカデラン   ムカデラン属
796   Clematis columbiana クレマティス　コルムビアナ  センニンソウ属
260   Clematis japonica ハンショウヅル  センニンソウ属
261   Clematis patens white fl. カザグルマ（白花）  センニンソウ属
262   Clematis sp. キバナクレマチス？（Ｗ） ツル性（黄花）スイスで採種 センニンソウ属
268   Clematis sp. クレマチス類 　 センニンソウ属
263   Clematis stans クサボタン 　 センニンソウ属
264   Clematis terniflora センニンソウ 十字型白花　多花性　つる性 センニンソウ属
265   Clematis terniflora センニンソウ  センニンソウ属
266   Clematis texensis 'Sir Trevor Lawrence'  クレマチス　テキセンシス「サートレボーローレンス」 　 センニンソ
ウ属
267   Clematis tosaensis トリガタハンショウツル ツル性（淡黄緑） センニンソウ属
384   Clinopodium chinense subsp. grandiflorum var. parviflorum クルマバナ  トウバナ属
118   Codonopsis bhutanica コドノプシス　ブフタニカ  ツルニンジン属
119   Codonopsis clematidea コドノプシス　クレマチデア  ツルニンジン属
120   Codonopsis lanceolata ツルニンジン（W） 佐久市協和 ツルニンジン属
121   Codonopsis lanceolata ツルニンジン（Ｗ） 島根県。根は滋養強壮とヘルニア特効薬　 ツルニンジン属
122   Codonopsis lanceolata ツルニンジン 根は滋養強壮とヘルニア特効薬　 ツルニンジン属
123   Codonopsis pilosula コドノプシス　ピロスラ ツル、４５－２００、淡緑花、欧 ツルニンジン属
124   Codonopsis ussuriensis バアソブ   ツルニンジン属
  48   Coix lachryma-jobi ジュズダマ 果実を念珠に作る ジュズダマ属
827   Colchicum haynaldii コルクキム　ハイナルディー  コルキクム属
828   Colchicum kotschyi コルクキム　コットスキー  コルキクム属
829   Colchicum neapolitanum コルクキム　ネアポリタヌム  コルキクム属
458   Commelina communis ツユクサ（Ｗ） 青紫花　２５ ツユクサ属
459   Commelina communis variegated leaf ツユクサ（斑入）　  ツユクサ属
460   Commelina communis white fl. ツユクサ（白花） 　 ツユクサ属
  62   Conandron ramondioides イワタバコ（Ｗ） 豊田市 イワタバコ属
269   Coptis quinquekolia バイカオウレン 白花　１５ オウレン属
400   Corchoropsis tomentosa カラスノゴマ  カラスノゴマ属
625   Cornus mas (W) コルヌス　マス（Ｗ） ポーランドBolestrawice ミズキ属
626   Cornus mas ex. Ukraina コルヌス　マス ウクライナ産より ミズキ属
627   Cornus officinalis サンシュユ 別名ハルコガネバナ，山茱萸、アキサンゴ サンシュ属
313   Corydalis ambigua エゾエンゴサク（Ｗ） 北海道 キケマン属
314   Corydalis heterocarpa var. japonica キケマン（斑入）  キケマン属
539   Cotoneaster horizontalis ベニシタン 別名チャボシャリントウ、コトネアスター シャリントウ属
814   Cotoneaster horizontalis コトネアスター  コトネアスター属
  26   Crocus banaticus クロクス バナティクス 紫、１０、秋咲き サフラン属
776   Crocus graecus クロクス　グラエクス  サフラン属
608   Crotalaria sessiliflora  タヌキマメ  ４０、(紫） タヌキマメ属
434   Cryptotaenia japonica ミツバ（紫葉） ４０～６０（小紫花）食用可
466   Cyanella orchideoides キアネラ　オルキデオイデス 南アフリカ・ナミビア、　青花　（「やまくさ」より） キアネラ
344   Cyclamen africanum シクラメン　アフリカヌム  カガリビバナ属
345   Cyclamen coum  ex BSBE form2 シクラメン　コウム  シクラメン属
346   Cyclamen cyprium シクラメン　キプリウム  シクラメン属
347   Cyclamen graecum シクラメン　グラエカム  桃花　キプロスからギリシャ自生　トルコを中心に地中海 シクラメ
ン属
348   Cyclamen graecum No928894 シクラメン　グラエカム   シクラメン属
349   Cyclamen hederifolium シクラメン　ヘデリフォリウム  シクラメン属
350   Cyclamen hederifolium "Album"  シクラメン　ヘデリフォリウム（白花） 白花 シクラメン属
351   Cyclamen hederifolium 'Boules Apollo' シクラメン　ヘデリフォリウム  シクラメン属
352   Cyclamen hederifolium long leaf,white fl. シクラメン　ヘデリフォリウム（長葉、白花）  シクラメン属



353   Cyclamen hederifolium pewter/silver leaf,pink fl シクラメン　ヘデリフォリウム「ボウレス　アポロ」  シクラメン
属

354   Cyclamen hederifolium pink fl シクラメン　ヘデリフォリウム  シクラメン属
355   Cyclamen hederifolium scented form シクラメン　ヘデリフォリウム　センテッドフォーム トルコ、ギリシャ　秋咲
き　香りあり シクラメン属
356   Cyclamen hederifolium 'Silver Clowd' シクラメン　ヘデリフォリウム「シルバー　クラウド」  シクラメン属
357   Cyclamen hederifolium white fl シクラメン　ヘデリフォリウム（白花）  シクラメン属
358   Cyclamen mirabile シクラメン　ミラビレ 薄ピンク花　秋咲き　トルコ シクラメン属
359   Cyclamen persicum  シクラメン　ペルシクム 原種　濃ピンク花　春咲き　要霜除け シクラメン属
360   Cyclamen rohlfsianum シクラメン　ロールフシアヌム 北アフリカ、リビア自生　寒さに弱い シクラメン属
361   Cyclamen X hildebrandii(africanum X hederifolium) シクラメン　交配種（アフリカヌム×ヘデリフォリウム）  シ
クラメン属
  49   Cymbopogon tortilis var. goeringii オガルカヤ  ７０ オガルカヤ属
  81   Cynanchum ascyrifolium クサタチバナ（W) 山梨県 カモメヅル属
  87   Cyperus monophylus ヌマガヤツリ（Ｗ） 甲賀市 カヤツリグサ属
760   Cypripedium macranthum var. speciosum アツモリソウ（W) 山梨県 アツモリソウ属
841   Cypripedium montanum キプリペディウム　モンタヌム  アツモリソウ属
562   Cyrtanthus mackenii キルタンツス　マッケニィ 桃花　３０ キルタンツス属
401   Daphne mezereum ダフネ　メゼレウム  ジンチョウゲ属
402   Daphne mezereum alba ダフネ　メゼレウム　アルバ  ジンチョウゲ属
270   Delphinium grandflorum デルフィニウム　グランディフロルム  オオヒエンソウ
797   Delphinium sp. オオヒエンソウ属　種不明 tall, bright blue, Mt. Torrey, USA オオヒエンソウ属
842   Dendrobium moniliforme セッコク  デンドロビューム属
609   Desmodium podocarpium ssp. oxyphyllum  ヌスビトハギ 淡桃花　１５－４０　葉丸くサヤは赤茶　（通常花と異
なる） ヌスビトハギ属
475   Dianthus ×isensis イセナデシコ  ナデシコ属
476   Dianthus alpinus オヤマナデシコ 濃紅花　３ ナデシコ属
477   Dianthus barbatus アメリカナデシコ（ビジョナデシコ）（Ｗ） ３０～５０（濃桃） ナデシコ属
478   Dianthus deltoides ヒメナデシコ 赤花　１０ ナデシコ属
479   Dianthus japonicus ハマナデシコ（フジナデシコ） 　 ナデシコ属
480   Dianthus japonicus "Albus" ハマナデシコ （白花）   ナデシコ属
481   Dianthus kiusianus ヒメハマナデシコ １０～１５（濃桃） ナデシコ属
482   Dianthus knappi ダイアンサス　ナッピ クリーム黄色　３０－４０ ナデシコ属
483   Dianthus myrtinervius ダイアンサス　ミルティネルヴィウス 桃花　２０　デルトイデス種の小型版 ナデシコ属
484   Dianthus superbus var. longicalycinus カワラナデシコ（濃色）  　 ナデシコ属
485   Dianthus superbus var. nanus チシマイワナデシコ（エゾイワナデシコ） 北海道納沙布岬原産 ナデシコ属
486   Dianthus superbus var. speciosus タカネナデシコ （桃） ナデシコ属
487   Dianthus superbus var. speciosus タカネナデシコ （桃）蔵王産 ナデシコ属
488   Dianthus superbus var. speciosus タカネナデシコ （桃）増尾山産。やや矮性 ナデシコ属
489   Dianthus turkestanicus  ダイアンサス　ツルケスタニクス 輝淡桃花　１５　灰緑色葉　 ナデシコ属
490   Dianthusk×(isensis×superbus var. nanus） 交配種（イセナデシコ×タカネナデシコ） 大栄氏交配 ナデシコ属
  50   Diarrhena japonica タツノヒゲ  タツノヒゲ属
170   Diaspananthus uniflorus クサヤツデ（ヨシノソウ） 日本特産（本州、四国、九州） クサヤツデ属
171   Diaspananthus uniflorus クサヤツデ（ヨシノソウ）（桃花） 日本特産（本州、四国、九州） クサヤツデ属
315   Dicentra eximia alba ディケントラ　エキシミア　アルバ 白花　１５ コマクサ属
316   Dicentra peregrina コマクサ（濃色） 濃紅花　１５ コマクサ属
317   Dicentra peregrina コマクサ（四季咲き） 桃花　１５ コマクサ属
318   Dicentra spectabilis ケマンソウ (淡桃） コマクサ属
623   Dictamnus albus ディクタヌムス　アルブス  ハクセン属
624   Dictamnus purpureus ディクタムヌス　プルプレウス  ハクセン属
  28   Dietes grandiflora ディエテス　グランディフローラ アヤメ型白花　６０－７０　 ディエテス属
325   Digitalis purprea ジギタリス  キツネノテブクロ属
634   Diphylleia grayi サンカヨウ  サンカヨウ属
784   Diplocyclos palmatus オキナワスズメウリ  オキナワススメウリ属
830   Disporum sessile green.fl ホウチャクソウ（緑花）  チゴユリ属
685   Disporum smilacinum チゴユリ（W） 佐久市協和　別名エダウチチゴユリ チゴユリ属



686   Disporum uniflorum キバナホウチャクソウ  チゴユリ属
  11   Draba doerfleri ドラバ　ドエルフレリ 白花　１０ イヌナズナ属
  12   Draba elongata ドラバ　エロンガタ １００、白 イヌナズナ属
  13   Draba fladzinensis ドラバ　フラジネンシス 白花　１５ イヌナズナ属
  14   Draba igarashii シリベシナズナ 白花　１５　タネのサヤがよじれている イヌナズナ属
  15   Draba kitadakensis キタダケナズナ 白花　１５　別名ハクホウナズナ イヌナズナ属
  16   Draba nemorosa イヌナズナ 白花　１５ イヌナズナ属
  17   Draba nemorosa イヌナズナ（Ｗ）  イヌナズナ属
  18   Draba polytricha ドラバ　ポリトリカ 黄花　２－３ イヌナズナ属
  19   Draba shiroumana シロウマナズナ 白花　１０ イヌナズナ属
385   Dracocephalum argunense ムシャリンドウ 青花　１５ ムシャリンドウ属
386   Dracocephalum argunense ムシャリンドウ 紫、白混合 ムシャリンドウ属
805   Dracocephalum argunense ムシャリンドウ  ムシャリンドウ属
387   Dracocephalum argunense "Album" ムシャリンドウ(白花)   ムシャリンドウ属
637   Drosera arcturi ドロセラ　アルクツリ  モウセンゴケ属
638   Drosera rotundifolia モウセンゴケ（Ｗ） 群馬県 モウセンゴケ属
639   Drosera rotundifolia モウセンゴケ 兵庫県三田市産 モウセンゴケ属
640   Drosophylum lusitanicum ドロソフィルム　ルシタニクム  ドロソフィルム属
540   Dryas octopetala ドリアス　オクトペタラ チョウノスケソウの母種  チョウノスケソウ属
541   Dryas X suendermannii ウスギチョウノスケソウ 白花　１０ チョウノスケ属
542   Duchesnea chrysantha ヘビイチゴ（Ｗ）  ヘビイチゴ属
635   Dysosma pleiantha ミヤオソウ（白花） 白花　５０　別名ハッカクレン、八角金盤 ポドフィルム属
636   Dysosma pleiantha ミヤオソウ 斑入りF１とF２の交配　別名ハッカクレン、八角金盤 ポドフィルム属
 51   Eccoilopus cotulifer アブラススキ 穂が油の臭いがする アブラススキ属
311   Elaeagnus umbellata アキグミ（Ｗ） 円形の銀赤色果　小型落葉樹　島根県大田市 グミ属
 66   Eleutheroc senticosus エゾウコギ 　 ウコギ属
 90   Empetrum nigrum var. japonicum ガンコウラン（W)  山梨県 ガンコウラン属
451   Enkianthus cernuus f. rubens ベニドウダン（チチブドウダン） シロドウダンの紅花品種 ドウダンツツジ属
   3   Epilobium dodonai エピロビウム　ドドナイ （多）２０～８０（紅）欧 アカバナ属
   4   Epilobium pyrricholophum アカバナ（Ｗ） 埼玉県日高市 アカバナ属
761   Epipactis thunbergii カキラン 　 カキラン属
271   Eranthis pinnatifida セツブンソウ（Ｗ）（予約） 伊吹山タイプ セツブンソウ属
272   Eranthis pinnatifida セツブンソウ 乾燥タネ（発芽？） セツブンソウ属
273   Eranthis pinnatifida セツブンソウ（予約） 白花　１０－１５ セツブンソウ属
274   Eranthis pinnatifida セツブンソウ（予約）  セツブンソウ属
275   Eranthis pinnatifida セツブンソウ（Ｗ）（予約）  セツブンソウ属
276   Eranthis pinnatifida セツブンソウ(予約）  セツブンソウ属
172   Erigeron aureus  エリゲロン　オーレス  ムカシヨモギ属
802   Erinus alpinus エリヌス　アルピヌス  イワカラクサ属
326   Erinus alpinus  イワカラクサ  赤紫花　２０ イワカラクサ属
590   Eriocaulon parvum クロホシクサ 2007/5/10採種 ホシクサ属
811   Eriogonum saxatile エリオゴヌム　サクサティレ  エリオゴヌム族
687   Erythronium japonicum  カタクリ（Ｗ）  北海道 カタクリ属
831   Erythronium oregonum エリスロニウム　オレゴヌム  カタクリ属
832   Erythronium tuolumnense エリスロニウム　ツオルムネンセ キバナカタクリ（黄花片栗） カタクリ属
522   Euonymus alatus f. stiatus コマユミ（Ｗ）  ニシキギ属
523   Euonymus oxyphyllus ツリバナ 　 ニシキギ属
524   Euonymus oxyphyllus ツリバナ（通称ツリバナマユミ） 鉢、６０ ニシキギ属
173   Eupatorium cannabinum エウパトリウム　カンナビウム （ヒヨドリバナ属） ヒヨドリバナ属
174   Eupatorium chinense subsp. sachalinense ヨツバヒヨドリ（Ｗ） 島根県 ヒヨドリバナ属
175   Eupatorium chinense var.oppositifolium ヒヨドリバナ（斑入） 　 ヒヨドリバナ属
176   Eupatorium chinense var.oppositifolium ヒヨドリバナ  草丈８０～１００ ヒヨドリバナ属
177   Eupatorium fortunei フジバカマ   ヒヨドリバナ属
178   Eupatorium fortunei フジバカマ（カラス葉、丸葉）  ヒヨドリバナ属
179   Eupatorium lindleyanum  サワヒヨドリ  赤軸赤花 ヒヨドリバナ属
180   Eupatorium rugosum マルバフジバカマ（白花） ４０ ヒヨドリバナ属



468   Euphorbia cyathophora ショウジョウソウ（Ｗ） 赤花　２０ トウダイグサ属
181   Farfugium japonicum ツワブキ（蛍斑）  　 ツワブキ属
182   Farfugium japonicum ツワブキ（Ｗ） 黄花　２０－３０ ツワブキ属
825   Fritillaria affinis フリチラリア　アフィニス （W)Chilliwack Mountain, BC, Canada バイモ属
688   Fritillaria amabilis ホソバナコバイモ（予約）  バイモ属
689   Fritillaria ayakoana イズモコバイモ（予約）  バイモ属
826   Fritillaria imperialis ヨウラクユリ Van, Turkey バイモ属
690   Fritillaria japonica ミノコバイモ（予約）  淡茶花　１５ バイモ属
691   Fritillaria japonica ミノコバイモ（予約）   バイモ属
692   Fritillaria michailovskyi  フリチラリア　ミハイロフスキー   バイモ属
693   Fritillaria sp. コバイモ類  バイモ属
767   Gentiana algida トウヤクリンドウ（W) 山梨県 リンドウ属
769   Gentiana scabra var. buergeri リンドウ（Ｗ）  滋賀県 リンドウ属
770   Gentiana scabra var. buergeri リンドウ（Ｗ）  リンドウ属
772   Gentiana thunbergii ハルリンドウ  リンドウ属
771   Gentiana triflora japonica alba エゾリンドウ　(白花)  リンドウ属
773   Gentiana triflora var. japonica f. montana エゾオヤマリンドウ（白花） ３０～４０ リンドウ属
577   Geranium macrorrhizum ゲラニウム　マクロリーズム 輝赤色花 ３０-４５ フウロソウ属
578   Geranium nepalense var. thunbergii  ゲンノショウコ（赤花） ２０～５０。 フウロソウ属
579   Geranium robustum ゲラニウム　ロブスタム   フウロソウ属
580   Geranium sanguineum アケボノフウロ  フウロソウ属
581   Geranium sanguineum var. striatum ゲラニウム　サンギネウム　ストリアツム 桃花　２０　フウロソウ属
582   Geranium soboliferum アサマフウロ  フウロソウ属
583   Geranium yesoense var. pseudo-palustre ハマフウロ 紅花 フウロソウ属
543   Geum japonicum ダイコンソウ（大輪） ３０～５０（濃黄）花径３ ダイコンソウ属
544   Geum pentapetalum チングルマ  ダイコンソウ属
545   Geum rivale フウリンダイコンソウ（通称） 赤花白芯　下向き開花　１０－１５ ダイコンソウ属
546   Geum sp.　(rivale?) フウリンダイコンソウ（通称） １５～２０（赤褐）下向き椀型小花 ダイコンソウ属
　29   Gladiolus tristis グラディオラス　トリスチス　  アヤメ属
277   Glaucidium palmatum シラネアオイ 淡紫花　４０ シラネアオイ属
278   Glaucidium palmatum シラネアオイ（W) 山梨県 シラネアオイ属
279   Glaucidium palmatum  シラネアオイ（白花） 　 シラネアオイ属
798   Glaucidium palmatum  シラネアオイ（酔白花） 　 シラネアオイ属
610   Glycyrhiza chinensis グリキリザ　キネンシス  グリキリザ属
611   Glycyrrhiza glabra グリキリザ　グラブラ （多）→９０（青－菫）地中海 グリキリザ属
612   Glycyrrhiza uralensis グリキリザ　ウラレンシス  グリキリザ属
613   Glycyrrhiza yunnanensis グリキリザ　ユンナネンシス  グリキリザ属
   1   Gossypium arboreum ワタ 茶色の綿 ワタ属
645   Grevillea robusta グレビレア　ロブスタ  シノブノキ属
762   Habenaria dentata ダイサギソウ 白花　４０　茎先に花が集まる ミズトンボ属
838   Habenaria dentata ダイサギソウ  ミズトンボ属
563   Habranthus andersonii ハブランツス　アンダーソニー オレンジ黄色　２０ ハブランツス属
564   Habranthus texanus ハブランツス　テキサヌス 黄花　２０ ハブランツス属
565   Habranthus texanus ハブランツス　テキサヌス  ハブランツス属
763   Hebenaria malintana ハベナリア　マリンタナ ４０以上、要温室、白花、ダイサギソウに準ずる ミズトンボ属
764   Hebenaria medusa ハベナリア　メデゥサ ５０　高温性、白に紅点、要高温室 ミズトンボ属
280   Helleborus orientalis hyb. ヘレボルス　オリエンタリス　ハイブリッダス 黒花系　２０　通称クリスマスローズ ク
リスマスローズ属
694   Helonias orientalis ヘロニアス　オリエンタリス  ヘロニアス属
695   Heloniopsis orientalis variegata ショウジョウバカマ（斑入） 　 ショウジョウバカマ属
696   Hemerocalis hybridy-tetroploidy ヘメロカリス交配種 ４花性 キスゲ属
697   Hemerocallis citrina var. vespertina ユウスゲ  ワスレグサ属
698   Hemerocallis fulva var. littorea ハマカンゾウ 　 キスゲ属
699   Hemerocallis lilioasphodelus flava マンシュウキスゲ  キスゲ属
700   Hemerocallis middendorfii  キスゲ  キスゲ属
701   Hemerocallis middendorfii var. esculenta  ニッコウキスゲ  キスゲ属



281   Hepatica nobilis var.japonica ミスミソウ 　 スハマソウ属
282   Hepatica nobilis var.japonica f.magna オオミスミソウ （予約） スハマソウ属
183   Heteropappus hispidus subsp. arenarius  ハマベノギク 薄紫　１５ ハマベノギク属
184   Heteropappus hispidus subsp. arenarius  ハマベノギク 薄紫　１５　別名スナジノギク ハマベノギク属
   2   Hibiscus hamabo ハマボウ 一重咲き　白～濃桃色に変化　３m フヨウ属
185   Hieracium alpinum チシマタンポポ（通称） 20 ミヤマコウゾリナ属
186   Hieracium aurantiacum コウリンタンポポ 朱赤花　別名エフデギク ミヤマコウゾリナ属
187   Hieracium maeulatum ウズラバタンポポ 黄花　２０ ミヤマコウゾリナ属
188   Hieracium maeulatum ウズラバタンポポ 黄花　２０　紫褐色の斑入り葉 ミヤマコウゾリナ属
189   Hieracium villosum ヒエラキウム　ビロースム  黄花　２５ ミヤマコウゾリナ属
  52   Holcus lanatus シラゲガヤ  シラゲガヤ属
702   Hosta longipes var. longipes イワギボウシ（斑入り） ２０ ギボウシ属
703   Hosta longipes var. longipes イワギボウシ 　 ギボウシ属
704   Hosta sieboldiana トウギボウシ（オオバギボウシ）（W) ５０、山梨県 ギボウシ属
705   Hosta sieboldiana var. gigantea トウギボウシ（オオバギボウシ）（W) 白花　葉柄長く５０　島根県奥出雲町　別
名トウギボウシ ギボウシ属
706   Hosta sp. オウゴンギボウシ（通称）  ギボウシ属
707   Hosta sp. ギボウシ（通称）（白覆輪）  ギボウシ属
652   Hydrangea hirta コアジサイ  アジサイ属
526   Hydrophyllum canadense ヒドロフィルム　カナデンセ （多）３０～４５（白、赤紫）北米東部 ヒドロフィルム属
586   Hylotelephium erythrotictum ベンケイソウ  ムラサキベンケイソウ属
  74   Hypericum ascyron トモエソウ 　 オトギリソウ属
  75   Hypericum erectum オトギリソウ  オトギリソウ属
  76   Hypericum pseudopetiolatum サワオトギリ（サワオトギリソウ） 黄色花、花径１、丈２０位 オトギリソウ属
  77   Hypericum Sampsoni ツキヌキオトギリ ３０～４０（黄） オトギリソウ属
220   Hypoxis aurea コキンバイザサ １０ コキンバイザサ属
462   Impatiens noli-tangere  キツリフネ  ツリフネソウ属
463   Impatiens textori ツリフネソウ（Ｗ） 神奈川県 ツリフネソウ属
464   Impatiens textori "Alba" ツリフネソウ（白花）  新潟産 ツリフネソウ属
465   Impatiens textori "Alba" ツリフネソウ（白花）   ツリフネソウ属
614   Indigofera pseudotinctoria white fl. コマツナギ（白花）  　 コマツナギ属
190   Inula japonica オグルマ 湿原、黄色花 オグルマ属
191   Inula salicina var. asiatica カセンソウ 黄花　４０　花期長い オグルマ属
575   Ipomoea coccinea マルバルコウ 別名マルバルコウソウ、ツタノハルコウ サツマイモ属
576   Ipomoea coccinea Yellow fl. マルバルコウ（黄花） 黄花　つる性　別名マルバルコウソウ、ツタノハルコウ サ
ツマイモ属
778   Iris douglasiana イリス　ドウグラシアナ  アヤメ属
  30   Iris ensata var. spontanea  ノハナショウブ  ５０以下、東北産と言われる（小型タイプ） アヤメ属
  31   Iris graminea イリス　グラミネア  アヤメ属
  32   Iris laevigata カキツバタ（Ｗ）  福島県 アヤメ属
  33   Iris sanguinea アヤメ（W） 紫色花　佐久市協和 アヤメ属
  34   Iris setosa ヒオウギアヤメ ４０～５０、ピンク白 アヤメ属
781   Iris sintenisii イリス　シンテニシー  アヤメ属
  67   Kalopanax septemlobus ハリギリ  ハリギリ属
283   Kirengeshoma palmata キレンゲショウマ 草丈　１．２ｍ キレンゲショウマ属
708   Lachenalia pusilla ラケナリア　プシラ ロゼットの中心に白花　南アフリカ ラケナリア
709   Lachenalia reflexa ラケナリア　レフレクサ 黄花　１５－２０　多肉葉 ラケナリア
710   Lachenalia rubida ラケナリア　ルビダ 桃から赤花　１０－２５ ラケナリア
711   Lachenalia viridiflora ラケナリア　ビリディフロラ  ラケナリア
  35   Lapeyrousia laxa ヒメヒオウギ（白花） （ラペイローシア　ラクサ）White flower南アフリカ原産  ヒメオウギ属
  36   Lapeyrousia laxa ヒメヒオウギ 赤花、南アフリカ原産 ヒメヒオウギ属
452   Ledum palustre subsp. diversipilosum イソツツジ  イソツツジ属
192   Leibnitzia anandria センボンヤリ  ５０ センボンヤリ属
193   Leontopodium alpinum エーデルワイス ２０ ウスユキソウ属
194   Leontopodium discolor  エゾウスユキソウ（レブンウスユキソウ） 　 ウスユキソウ属
195   Leontopodium hayachinense ハヤチネウスユキソウ  １５ ウスユキソウ属



196   Leontopodium hayachinense var. miyabeanum  オオヒラウスユキソウ ハヤチネウスユキソウの変種　茎葉多
い ウスユキソウ属
389   Leonurus macranthus キセワタ 白花赤中　６０ メハジキ属
390   Leonurus macranthus  キセワタ  白花赤中　６０　（No389と同種） メハジキ属
388   Leonurus sibiricus レオヌルス　シビリクス（セイヨウメハジキ） 　 メハジキ属
615   Lespedeza virgata マキエハギ  ハギ属
566   Leucojum autumnale レウコユム　アウツムナレ  レウコユム
405   Lewisia pygmaea レウイシア　ピグマエア 北米産　多肉型 レウィシア属
197   Ligularia fischeri オタカラコウ（Ｗ） 岡山県 メタカラコウ属
198   Ligularia japonica ハンカイソウ （黄花） メタカラコウ属
712   Lilium auratum ヤマユリ  斑F１×斑F１ ユリ属
713   Lilium auratum ヤマユリ  ユリ属
714   Lilium auratum varigated leaf ヤマユリ （斑入） (斑入)×(斑入)　（No712と同じ） ユリ属
715   Lilium callosum ノヒメユリ  ユリ属
833   Lilium canadense golden form リリウム　カナデンセ  ユリ属
834   Lilium columbianum リリウム　コルムビアヌム （W)Chilliwack Mountain, BC, Canada ユリ属
716   Lilium concolor var. partheneion ヒメユリ 阿蘇原産 ユリ属
717   Lilium concolor var. partheneion ヒメユリ（阿蘇）  ユリ属
718   Lilium concolor var. partheneion ヒメユリ(黄花）  ユリ属
719   Lilium formosanum var. pricei ヒメタカサゴユリ  ユリ属
720   Lilium henryi キカノコユリ  ユリ属
721   Lilium japonicum ササユリ（Ｗ） 長野県 ユリ属
722   Lilium lankongense リリウム　ランコンゲンセ  ユリ属
723   Lilium leichtlinii  オニユリ　（ムカゴ）（Ｗ） 北海道 ユリ属
724   Lilium leichtlinii var. flaviflovum キバナオニユリ（黄金ユリ）（Ｗ） 対馬 ユリ属
725   Lilium maculatum  スカシユリ (イワトユリ)  ユリ属
726   Lilium maculatum subsp. Dauricum エゾスカシユリ  ユリ属
727   Lilium maculatum var. bukosanense ヤマスカシユリ（Ｗ） 長野県 ユリ属
835   Lilium martagon album リリウム　マルタゴン  ユリ属
728   Lilium pumilum イトハユリ 中国原産 ユリ属
729   Lilium rubellum ヒメサユリ ５０　別名オトメユリ ユリ属
730   Lilium rubellum ヒメサユリ（W) 山梨県 ユリ属
731   Lilium rubellum  ヒメサユリ ５０　別名オトメユリ（No805と同種） ユリ属
732   Lilium speciosum カノコユリ  ユリ属
327   Linaria sp. ウンラン（洋種）  ウンラン属
  21   Linum monogynum  リヌム　モノギヌム　  アマ属
  22   Linum perenne リヌム　ペレンネ  アマ属
  23   Linum usitatissimum アマ  アマ属
843   Liparis kumokiri クモキリソウ  クモキリソウ属
733   Liriope minor ヒメヤブラン  ヤブラン属
629   Lithospermum erythrorhizon ムラサキ（W) 山梨県 ムラサキ属
125   Lobelia cardinalis ベニバナサワギキョウ（アカバナサワギキョウ） 真紅　草丈１００ ミゾカクシ属
126   Lobelia sessilifolia サワギキョウ  ミゾカクシ属
   5   Ludwigia epilobioides チョウジタデ（Ｗ） ５０（黄）埼玉県日高市 チョウジタデ属
  44   Luzula capitata スズメノヤリ １０～１５ スズメノヤリ属
491   Lychnis alpina subsp. serpentinicola リクニス　アルピナ　セルペンティニコラ 淡桃花　１０ センノウ属
492   Lychnis douglasii シレネ　ドウグラシー　  センノウ属
493   Lychnis flos-cuculi  カッコウセンノウ （多）３０－４０（桃） センノウ属
494   Lychnis githago ムギセンノウ  １００（桃） センノウ属
495   Lychnis miqueliana フシグロセンノウ（Ｗ） 佐久市協和 センノウ属
496   Lychnis miqueliana フシグロセンノウ（Ｗ） 山梨県 センノウ属
497   Lychnis miqueliana フシグロセンノウ  センノウ属
498   Lychnis sieboldii マツモトセンノウ 紅花　２０ センノウ属
499   Lychnis sieboldii  ツクシマツモトセンノウ（通称） 阿蘇産のマツモトセンノウ？ センノウ属
500   Lychnis sieboldii  マツモトセンノウ（白花） 白花　２０ センノウ属
501   Lychnis sieboldii  マツモトセンノウ 紅花　２０ センノウ属



502   Lychnis x haageana オトメセンノウ（通称） 橙花　２０ センノウ属
469   Lycium chinense クコ  クコ属
567   Lycoris aurea ショウキズイセン  ヒガンバナ属
362   Lysimachia ｆｏｒｔｕｎｅｉ  ヌマトラノオ  湿原、白い花 オカトラノオ属
363   Lysimachia sikokiana モロコシソウ 　 オカトラノオ属
734   Massonia longipes マッソニア　ロンギペス 白花　６ マッソニア属
735   Massonia longipes マッソニア　ロンギペス 二枚葉の間に白花　南ア（Ｎｏ７３４と同種） マッソニア属
319   Meconopsis betonicifolia メコノプシス　ベトニキフォリア 青花　８０ メコノプシス属
320   Meconopsis cambrica メコノプシス　カンブリカ 黄花 メコノプシス属
321   Meconopsis regia メコノプシス　レギア 黄花　１０　６０－１２０ メコノプシス属
630   Mertensia pterocarpa var. yezoensis エゾルリソウ １５（青） ハマベンケイソウ属
  82   Metaplexis japonica ガガイモ  ガガイモ属
328   Mimulus sp. ハマホオズキ（通称）  ミゾホオズキ属
  53   Miscanthus oligostachyus カリヤスモドキ 穂丈３０　草丈１５ ススキ属
653   Mitella furusei var. subramosa チャルメルソウ  チャルメルソウ属
  54   Muhlenbergia lingistolon オオネズミガヤ（Ｗ） 長い禾　２５　島根県奥出雲町 ネズミガヤ属
631   Myosotis rakiura   ミオソティス　ラキウラ  ワスレナグサ属
568   Narcissus bulbocodium ナルキスス　ブルボコディウム　 球根 スイセン属
569   Narcissus bulbocodium var. monophyllus X Narcissus cantabricus  スイセン属
570   Narcissus romieuxii ナルキスス　ロミエウキシー  スイセン属
571   Narcissus serotinus ナルキッスス　セロチヌス（予約）  スイセン属
844   Neofinetia falcata フウラン  フウラン属
470   Nicandra physaloides オオセンナリ（通称クロホオズキ） １年草 ニカンドラ属
471   Nicandra physaloides cv.? クロホオズキ（通称） オオセンナリの園芸種？ ニカンドラ属
736   Nothoscordum bonariense ノトスコルドゥム　ボナリエンセ 茶黄花、小型のハブランツス類似 ハタケニラ属
   6   Oenothera stricta マツヨイグサ  マツヨイグサ属
   7   Oenothera tetraptera ツキミソウ ４０、(白） マツヨイグサ属
765   Orchis mascula オルキス　マスクラ  ハクサンチドリ属
737   Ornithogalum magnum オルニトガルム　マグヌム  オオアマナ属
  20   Orychophragmus violaceus ショカッサイ（Ｗ） 別名ハナダイコン、オオアラセイトウ オオアラセイトウ属
  84   Oxalis griffithii ミヤマカタバミ 淡桃花　１５ カタバミ属
616   Oxytropis megalantha レブンソウ 赤紫花　２０ オヤマノエンドウ属
820   Oxytropis megalantha レブンソウ 濃色赤 オヤマノエンドウ属
817   Paeonia brownii パエオニア　ブロウニー （W)　米国ワシントン州東部 ボタン属
818   Paeonia daurica mixed pinks and yellows パエオニア　ダウリカ 桃花と黄花の混合 ボタン属
819   Paeonia daurica mlokosewitschii ex yellow parents パエオニア　ダウリカ　ムロコセウィツキー 親株は黄花
ボタン属
591   Paeonia japonica ヤマシャクヤク ６０ ボタン属
592   Paeonia japonica ヤマシャクヤク（淡桃） 淡桃花 ボタン属
593   Paeonia japonica ヤマシャクヤク（赤花）  ボタン属
594   Paeonia japonica ヤマシャクヤク （No591と同種） ボタン属
595   Paeonia obovata ベニバナヤマシャクヤク 赤花　３０-４０ ボタン属
525   Pandorea jasminoides パンドレア　ヤスミノイデス 桃花 パンドレア属
  55   Panicum capillare ハナクサキビ（通称スモークグラス） キビ類 パニクム属
322   Papaver alboroseum アライトヒナゲシ   ケシ属
323   Papaver fauriei リシリヒナゲシ 　 ケシ属
654   Parnassia palustris var. multiseta ウメバチソウ（Ｗ） 宝塚市 ウメバチソウ属
655   Parnassia palustris var. multiseta ウメバチソウ（Ｗ） 豊田市 ウメバチソウ属
656   Parnassia palustris var. multiseta ウメバチソウ（Ｗ） 広島県 ウメバチソウ属
657   Parnassia palustris var. multiseta ウメバチソウ（W) 山梨県 ウメバチソウ属
821   Parnassia palustris var. multiseta ウメバチソウ（Ｗ）  ウメバチソウ属
658   Parnassia palustris var. multiseta？ コウズウメバチソウ（通称）  ウメバチソウ属
  79   Patrinia scabiosaefolia オミナエシ  オミナエシ属
845   Pecteilis radiata サギソウ（南限種）  サギソウ属
659   Peltoboykinia tellimoides ヤワタソウ  ヤワタソウ属



660   Peltoboykinia watanabei ワタナベソウ  ヤワタソウ属
  56   Pennisetum alopecuroides f. viridescens アオチカラシバ   チカラシバ属
329   Penstemon caespitosus  ペンステモン　カエスピトスス　  イワブクロ属
330   Penstemon hirsutus ペンステモン　ヒルスツス 紫花　１５ イワブクロ属
331   Penstemon hirsutus ペンステモン　ヒルスツス  イワブクロ属
661   Penthorum chinense タコノアシ  タコノアシ属
199   Pertya robusta カシワバハグマ  コウヤボウキ属
127   Phyteuma scheuchzeri タマシャジン  ３０（青） シデシャジン属
643   Phytolacca americana ヨウシュヤマゴボウ（Ｗ） 白黒紫色実　４０～　別名アメリカヤマゴボウ ヤマゴボウ属
377   Pinellia cordata ニオイハンゲ ムカゴ ハンゲ属
378   Pinellia ternata カラスビシャク 仏炎苞　紫、ムカゴ ハンゲ属
379   Pinellia ternata f. atropurpurea　 ムラサキハンゲ カラスビシャクの包が紫色のもの ハンゲ属
380   Pinellia tripartita  オオハンゲ 　 ハンゲ属
381   Pinellia tripartita ex "Variegata" オオハンゲ（斑入） 　 ハンゲ属
617   Pinus pumila ハイマツ（W) 白山 マツ属
  73   Plantago asiatica サザエオオバコ（通称） ５　斑入りサザエ葉（巻き葉） オオバコ属
128   Platycodon grandiflorum キキョウ（各色混合） 　 キキョウ属
129   Platycodon grandiflorum キキョウ（袋咲） 　 キキョウ属
130   Platycodon grandiflorum キキョウ（絞り咲き） ３０（青・白） キキョウ属
131   Platycodon grandiflorum "Apoigikyou" アポイギキョウ（通称） ３０（白～青） キキョウ属
132   Platycodon grandiflorum "Apoigikyou" アポイギキョウ（通称）  キキョウ属
133   Platycodon grandiflorum "Hime-Apoigikyou" ヒメアポイギキョウ（通称） 青花　１０ キキョウ属
134   Platycodon grandiflorum　Apoiyama アポイギキョウ（通称）（白花・変り花） 　 キキョウ属
135   Platycodon grandiflorum　Apoiyama アポイギキョウ（通称）（白花） 　 キキョウ属
783   Poaceae sp. ギリシャムギ（通称）
766   Pogonia japonica トキソウ   トキソウ属
527   Polemonium caeruleum subsp. yezoense エゾハナシノブ  ハナシノブ属
528   Polemonium kiushianum ハナシノブ 青花　３０ ハナシノブ属
529   Polemonium reptans ポレモニウム　レプタンス 淡青花　３０ ハナシノブ属
461   Pollia japonica ヤブミョウガ（Ｗ） 白花　３０ ヤブミョウガ属
440   Polygonum erecto-minor ヒメタデ  タデ属
441   Polygonum filiforme ミズヒキ（斑入白花） ５０ タデ属
442   Polygonum filiforme ミズヒキ（Ｗ） 赤花　２０ タデ属
443   Polygonum filiforme ミズヒキ（Ｗ） 白花　２０ タデ属
444   Polygonum filiforme ミズヒキ（斑入）  タデ属
445   Polygonum longiseta イヌタデ（白花） 　 タデ属
446   Polygonum longiseta イヌタデ（Ｗ） 赤花　１０－２０　別名アカマンマ タデ属
447   Polygonum longiseta f. albiflora シロバナイヌタデ（Ｗ） １０　島根県大田市 タデ属
448   Polygonum pubescens ボントクタデ（斑入）  タデ属
449   Polygonum tinctrium アイ（丸葉） 　 タデ属
450   Polygonum yokusaina ハナタデ（長穂）  タデ属
738   Polyxena ensifolia ポリキセナ　エンシフォリア 多肉質葉の間に白花　南ア ポリキセナ属
815   Potentilla dickinsii イワキンバイ  キジムシロ属
547   Potentilla gracilis nuttaly ポテンチラ　グラキリス　ヌタリー （多）３０～６０（淡黄） キジムシロ属
548   Potentilla matsumurae ミヤマキンバイ  キジムシロ属
549   Potentilla megalantha チシマキンバイ（斑入り） ２０　オリジナル キジムシロ属
550   Potentilla megalantha チシマキンバイ  キジムシロ属
551   Potentilla nepalensis "Miss Willmott" ベニバナロウゲ「ミス　ウィルモット」 ２５～５０（濃桃）ヒマラヤ キジムシ
ロ属
552   Potentilla sp. ポテンチラ類  キジムシロ属
364   Primula bulleyana プリムラ　ブレヤナ  サクラソウ属
365   Primula burmanica プリムラ　ブルマニカ 赤紫花　２０ サクラソウ属
366   Primula japonica クリンソウ 　 サクラソウ属
367   Primula japonica クリンソウ（淡桃） 　 サクラソウ属
368   Primula japonica 'Postford White' クリンソウ 白花に桃のシミが入る　２０　 サクラソウ属
369   Primula kisoana var. shikokiana シコクカッコソウ 桃花　１０ サクラソウ属



370   Primula veris プリムラ　ベリス 黄花　２０　清澄な香りあり サクラソウ属
618   Prosopis glandulusa プロソピス　グランデゥルサ 高木 ポロソピス属
391   Prunella prunelliformis タテヤマウツボグサ  ウツボグサ属
392   Prunella vulgaris subsp. asiatica ウツボグサ  ウツボグサ属
  72   Pterostyrax hispida オオバアサガラ 別名ケアサガラ アサガラ属
284   Pulsatilla cernua オキナグサ  暗赤紫花　１０ オキナグサ属
285   Pulsatilla sugawaraii カシポオキナグサ   オキナグサ属
286   Pulsatilla vulgaris セイヨウオキナグサ（白花） 15 オキナグサ属
287   Pulsatilla vulgaris セイヨウオキナグサ 紫花　２０ オキナグサ属
288   Pulsatilla vulgaris "Papageno" セイヨウオキナグサ「パパゲーノ」  オキナグサ属
289   Pulsatilla vulgaris rubla セイヨウオキナグサ（濃赤花）  オキナグサ属
290   Pulsatilla vulgaris violet セイヨウオキナグサ（紫花）  オキナグサ属
291   Pulsatilla zimmermannii プルサティラ　ジンメルマニィ 紫花　２０ オキナグサ属
393   Rabdosia umbrosa var. leucantha カメバヒキオコシ  ヤマハッカ属
292   Ranunculus acuris subsp. novus コミヤマキンポウゲ（通称） （多）１０～２０（黄） キンポウゲ属
293   Ranunculus enysii ラヌンクルス　エニシー  半耐寒性 NZ ３０㎝ 黄花 キンポウゲ属
294   Ranunculus japonicus ウマノアシガタ（斑入） 　 キンポウゲ属
295   Ranunculus japonicus ウマノアシガタ 黄花　３０　斑入葉 キンポウゲ属
296   Ranunculus lyallii  ラヌンクルス　リアリー   キンポウゲ属
297   Ranunculus sp. ウスイロキンポウゲ(通称) レモン色花　１５ （「やまくさ」より購入） キンポウゲ属
200   Rhaponticum chamarense ラポンチクム　カマレンセ  ラポンチクム属？
588   Rhodiola rosea ロディオラ　ロセア（イワベンケイ）  イワベンケイ属
589   Rhodiola sp. ex. Kamczatka ベンケイソウ類 カムチャッカ半島産 イワベンケイ属
453   Rhododendron brachycarpum ハクサンシャクナゲ 　 ツツジ属
456   Rhododendron camtschaticum エゾツツジ  ツツジ属
454   Rhododendron dauricum エゾムラサキツツジ  ツツジ属
455   Rhododendron dauricum white fl. エゾムラサキツツジ（白花）  ツツジ属
553   Rhodotypos scandens シロヤマブキ ５０、小作りには多剪定 シロヤマブキ属
  71   Rhus succedanea ハゼノキ（Ｗ） 島根県 ウルシ属
644   Rivina humilis ジュズサンゴ  リビナ属
662   Rodgesia podophylla ヤグルマソウ（Ｗ） 岡山県 ヤグルマソウ属
554   Rosa carpatica ロサ　カルパチカ  バラ属
555   Rosa rugosa ハマナス   バラ属
394   Salvia militirhiza サルビア　ミリチリザ  アキギリ属
816   Sanguisorba canadensis アメリカ　カライトソウ （W)Cape Breton ワレモコウ属
556   Sanguisorba officinalis ワレモコウ （赤花） １００ ワレモコウ属
557   Sanguisorba officinalis ワレモコウ （赤花、チリ斑） １００ ワレモコウ属
558   Sanguisorba officinalis ワレモコウ（Ｗ）  滋賀県 ワレモコウ属
559   Sanguisorba officinalis ワレモコウ   ワレモコウ属
560   Sanguisorba tenuifolia var. alba ナガボノシロワレモコウ（白花） １００ ワレモコウ属
435   Sanicula lamelligera var. wakayamensis キイウマノミツバ （多）１０－１５（濃青） ウマノミツバ属
810   Sanicula lamelligera var. wakayamensis キイウマノミツバ  ウマノミツバ属
439   Sarcandra glabra センリョウ  センリョウ属
  78   Sarothra japonica ヒメオトギリ  ヒメオトギリ属
201   Saussurea pulchella ヒメヒゴタイ  トウヒレン属
663   Saxifraga fordunei var. incisolobata ダイモンジソウ（Ｗ）  ユキノシタ属
664   Saxifraga nipponica ハルユキノシタ（Ｗ）  ユキノシタ属
665   Saxifraga sendaica f. laciniata  モミジバセンダイソウ   ユキノシタ属
596   Scabiosa columbaria ヒメマツムシソウ（通称） 青花　１０ マツムシソウ属
  60   Schizocodon soldanelloides f. alpinus コイワカガミ（W） 桃花　５　白山 イワカガミ属
  88   Schoenoplectus triqueter サンカクイ（Ｗ） ５０　島根県大田市 ホタルイ属
739   Scilla scilloides ツルボ（白花）  ツルボ属
740   Scilla scilloides ツルボ  ツルボ属
836   Scilla scilloides ツルボ 犬吠崎 ツルボ属
741   Scilla scilloides f. albiflora シロバナツルボ  ツルボ属
  89   Scirpus fluviatilis ウキヤガラ（Ｗ） 島根県 ホタルイ属



332   Scrophularia duplicatoserrata ヒナノウスツボ 緑紫極小花　５０ ゴマノハグサ属
395   Scutellaria amabilis ヤマジノタツナミソウ（Ｗ）（純白） 新潟県　３０ タツナミソウ属
396   Scutellaria indica "Alba" タツナミソウ（白花）   タツナミソウ属
397   Scutellaria laeteviolacea シソバタツナミ 青紫花　１０　別名シソバタツナミソウ タツナミソウ属
398   Scutellaria maekawae f.abbreviate トウゴクシソバタツナミ 新潟産 タツナミソウ属
799   Semiaquilegia ecalcarata フウリンオダマキ   ヒメウズ属
298   Semiaquilegia ecalcarata  フウリンオダマキ（２色）  　 ヒメウズ属
202   Serratula coronata ssp. insularis タムラソウ（W) １００、山梨県 タムラソウ属
203   Serratula coronata ssp. insularis タムラソウ（Ｗ） 広島県 タムラソウ属
204   Serratula coronata ssp. insularis タムラソウ（W) 山梨県 タムラソウ属
205   Serratula coronata ssp. insularis タムラソウ  タムラソウ属
  57   Setaria glauca キンエノコロ  エノコログサ属
  58   Setaria viridis purple form ムラサキエノコロ  エノコログサ属
503   Silene armeria ムシトリナデシコ 桃花　２０ マンテマ属
504   Silene armeria ムシトリナデシコ （No503と同種） マンテマ属
505   Silene atropurpurea シレネ　アトロプルプレア  マンテマ属
506   Silene grayi シレネ　グライ  マンテマ属
507   Silene keiskei オオビランジ  マンテマ属
508   Silene keiskei akaisialpina タカネビランジ（白花）  　 マンテマ属
509   Silene keiskei akaisialpina タカネビランジ（花弁巾広） 固定しているか不明 マンテマ属
510   Silene keiskei akaisialpina タカネビランジ  マンテマ属
511   Silene keiskei akaisialpina タカネビランジ（小花）  マンテマ属
512   Silene keiskei akaisialpina タカネビランジ（大花）  マンテマ属
813   Silene keiskei akaisialpina タカネビランジ 南アルプス系 マンテマ属
513   Silene pendula サクラマンテマ（オオマンテマ） （一年草）最大６０（桃）地中海沿岸 マンテマ属
514   Silene repens var. apoiensis アポイマンテマ 白花　１０ マンテマ属
515   Silene sachalinensis カラフトビランジ   フシグロ属
516   Silene sｃhafta rosea シレネ　シャフタ　ロセア　  マンテマ属
517   Silene stenophylla スガワラビランジ  マンテマ属
518   Silene uniflora シレネ　ユニフローラ  マンテマ属
519   Silene uralensis タカネマンテマ   マンテマ属
  37   Sisyrinchium （idahoense） シシリンキウム　イダホエンセ  青花　２０ ニワゼキショウ属
520   Sisyrinchium album ex. China シシリンキウム　アルブム  マンテマ属
  38   Sisyrinchium bermudiana album シシリンキウム　ベルムディアナ（白花） １０～１５ ニワゼキショウ属
  39   Sisyrinchium bermudianum シシリンキウム　ベルムディアナム  ニワゼキショウ属
  40   Sisyrinchium brachypus シシリンキウム　ブラキプス １０～２０（黄） ニワゼキショウ属
  41   Sisyrinchium californicum キバナニワゼキショウ（通称）  ニワゼキショウ属
782   Sisyrinchium idahoense シシリンチウム　アイダホエンセ   ニワゼキショウ属
  42   Sisyrinchium idahoense  シシリンキウム　アイダホエンセ 　 ２０（濃青色）米国原産 ニワゼキショウ属
  43   Sisyrinchium idahoense  シシリンキウム　イダホエンセ  青花　大型ニワゼキショウ ニワゼキショウ属
742   Smilacina japonica ユキザサ ２春目に発芽 ユキザサ属
743   Smilacina japonica ユキザサ（Ｗ） ２春目に発芽 ユキザサ属
744   Smilacina japonica ユキザサ（Ｗ） 山梨県 ユキザサ属
812   Solanum aviculare スラヌム　アビクラエ（通称紫宝華）  ナス属
472   Solanum japonense var. takaoyamense タカオホロシ （No471と同じ） ナス属
473   Solanum lyratum ヒヨドリジョウゴ  ナス属
474   Solanum nigrum  イヌホオズキ ５０、(白） ナス属
206   Solidago virgaurea subsp. asiatica アキノキリンソウ 　　 アキノキリンソウ属
207   Solidago virgaurea subsp. asiatica アキノキリンソウ ７０、山梨県産 アキノキリンソウ属
208   Solidago virgaurea subsp. asiatica アキノキリンソウ（Ｗ） 岡山県 アキノキリンソウ属
561   Sorbus sambucifolia タカネナナカマド （W) 山梨県 ナナカマド属
209   Spilanthes oleracea スピランテス　オレラケア （１年草）這性、葉食用、熱帯 オランダセンニチ属
521   Stellaria ruscifolia シコタンハコベ 白花　５　斑入り葉 ハコベ属
213   Strobilanthes japonicus イセハナビ（Ｗ） 赤小花　２０ イセハナビ属
214   Strobilanthes oligantha スズムシバナ  イセハナビ属
215   Strobilanthes oligantha albiflora スズムシバナ（白花）   イセハナビ属



210   Syneilesis palmata ex. "Variegata" ヤブレガサ「斑入り」 　 ヤブレガサ属
211   Syneilesis palmate ヤブレガサ   ヤブレガサ属
467   Tecophilaea cyanocrocus violacea テコフィラエア　キアノクロクス　ヴィオラケア （青）多花 テコフィラエア属
399   Teucrium scorodonia テウクリウム　スコロドニア 叢生、→５０（淡黄） テウクリウム属
299   Thalictrum flavum  キバナカラマツソウ（通称） 　 カラマツソウ属
800   Thalictrum flavum  キバナカラマツソウ（通称） 　 カラマツソウ属
801   Thalictrum isopyroides タリクトルム　イソピロイデス   カラマツソウ属
300   Thalictrum minus var. hypoleucum ?  タカサゴカラマツ ?２０　別名タイワンカラマツ カラマツソウ属
301   Thalictrum rochebrunianum シキンカラマツ  淡桃花　６０ カラマツソウ属
  59   Themeda triandra var. japonica メガルガヤ  １００ メガルカヤ属
619   Thermopsis lupinoides センダイハギ 黄花多年草　丈９０位　茎直立性　花期晩春から夏 センダイハギ属
666   Tiarella polyphylla  ズダヤクシュ（赤花）  　 ズダヤクシュ属
667   Tiarella polyphylla  ズダヤクシュ （薄茶） ズダヤクシュ属
668   Tiarella polyphylla  ズダヤクシュ（Ｗ） 紅色花 ズダヤクシュ属
669   Tiarella polyphylla  ズダヤクシュ  紅色花 ズダヤクシュ属
837   Tofieldia japonica  イワショウブ  チシマゼキショウ属
745   Tofieldia nuda  ソシュウハナゼキショウ（通称？）  チシマゼキショウ属
746   Tofieldia nuda var. nuda ハナゼキショウ 白花　１０　別名イワゼキショウ チシマゼキショウ属
785   Trichosanthes cucumeroides カラスウリ 　 カラスウリ属
747   Tricyrtis flava キバナホトトギス  ホトトギス属
748   Tricyrtis formosana タイワンホトトギス   ホトトギス属
749   Tricyrtis hirta イワホトトギス（通称）　（予約） 愛鷹山産 ホトトギス属
750   Tricyrtis hirta ホトトギス 白花オシベの先淡桃 ホトトギス属
751   Tricyrtis hirta var. albescens シロホトトギス  白色 ホトトギス属
752   Tricyrtis hirta white fl. ホトトギス(白花) ５０ ホトトギス属
753   Tricyrtis latifolia タマガワホトトギス 山梨県 ホトトギス属
754   Tricyrtis perfoliata キバナノツキヌキホトトギス  ホトトギス属
755   Trillium chinensis トリリウム　キネンシス  エンレイソウ属
774   Tripterospermum trinervium ツルリンドウ（Ｗ）  ツルリンドウ属
302   Trollius europaeus トゥロリウス　エウロパエウス レモン色　３０　花は平開しない キンバイソウ属
303   Trollius hondoensis キンバイソウ  黄橙色　４０ キンバイソウ属
304   Trollius ledebourii var. polysepalus レブンキンバイソウ 濃黄花　２０ キンバイソウ属
305   Trollius purcher ボタンキンバイ 山吹色ボタン様花　２０ キンバイソウ属
756   Tulipa clusiana var. chrysantha ツリパ　クルシアナ　クリサンタ　「シンシア」 クルシアナ　クリサンサの交配種
チューリップ属
757   Tulipa clusiana var. chrysantha ツリパ　クルシアナ　クリサンタ  チューリップ属
786   Tweedia caerulea トゥウィディア　カエルレア（通称ブルースター）  ツィーディア属
457   Vaccinium oldbamii ナツハゼ 　 スノキ属
  80   Valeriana fauriei カノコソウ 白から淡桃花　９０　別名ハルオミナエシ、エゾカノコソウ カノコソウ属
335   Verbascum blattaria モウズイカ ４０～５０（黄花）（Ｎｏ３３３に同じ） モウズイカ属
333   Verbascum blattaria  モウズイカ ４０～５０（黄花） モウズイカ属
334   Verbascum blattaria f. albiflora エサシソウ(シロバナモウズイカ) ６０（白花） モウズイカ属
336   Verbascum blattaria f. albiflora エサシソウ(シロバナモウズイカ) 　 モウズイカ属
212   Vernonia crinata ベルノニア　クリナタ  ベルノニア属
337   Veronica ornatum トウテイラン   クワガタソウ属
338   Veronica rotundum f. petiolatum ヒメトラノオ   クワガタソウ属
339   Veronica schmidtiana var. senanensis ミヤマクワガタ 紅花　５ クワガタソウ属
340   Veronica schmidtianum キクバクワガタ 紫花　７ クワガタソウ属
341   Veronica schmidtianum キクバクワガタ（桃赤花） 5 クワガタソウ属
342   Veronica sieboldianum ハマトラノオ   クワガタソウ属
404   Viburnum dilatatum  ガマズミ（Ｗ）  　 ガマズミ属
403   Viburnum phlebotrichum オトコヨウゾメ 　 ガマズミ属
620   Vicia cracca クサフジ １００（桃赤） ソラマメ属
621   Vicia sepium white fl. カラスノエンドウ（白花）  　 ソラマメ属
  83   Vincetoxicim nigrum ビンケトキシシム　ニグルム （多）５０～１００（暗赤紫） キリタ属？
406   Viola chaerophylloides ナンザンスミレ  スミレ属



407   Viola confusa subsp. Nagasakiensis ヒメスミレ（白花） 白花　１０ スミレ属
408   Viola diffusa var. glabella ツクシスミレ  スミレ属
409   Viola dubyana ビオラ　ドゥビヤナ 青花　花径３　２０ スミレ属
410   Viola eizanensis エイザンスミレ（白花）  20 スミレ属
411   Viola eizanensis エイザンスミレ  １０～１５（桃） スミレ属
412   Viola elatior ビオラ　エラチオール 淡青花　２０以上　立ち性 スミレ属
413   Viola grayi イソスミレ ８、（紫） スミレ属
414   Viola grypoceras var. exilis コタチツボスミレ 　 スミレ属
806   Viola iwagawai ヤクシマスミレ  スミレ属
415   Viola japonica コスミレ（淡桃） 淡桃花 スミレ属
807   Viola japonica white fl. コスミレ（白花） 　 スミレ属
416   Viola labradorica ビオラ　ラブラドリカ 青紫花　１０　通称黒葉スミレ スミレ属
417   Viola mandshurica スミレ 藤色　八重咲き　１０ スミレ属
418   Viola mandshurica スミレ（白花）  スミレ属
419   Viola mandshurica f. albo-variegata ニシキスミレ スミレの斑入り スミレ属
420   Viola mandshurica f. plena コモロスミレ 白花　１０ スミレ属
422   Viola mandshurica var. triangularis f. bicolor  アツバスミレ "二色アツバスミレ"  白・紫花　１０ スミレ属
808   Viola mandshurica white fl. スミレ（白花）  スミレ属
421   Viola mandshurica X Viola hirtipes f. rhodovenia アルガスミレ(スミレ×チシオスミレ)  スミレ属
423   Viola palmate クワガタスミレ 青紫花　１０　葉に深い切れ込み スミレ属
809   Viola purpurellocalcarata　f.albiflora シロバナタチツボスミレ  スミレ属
424   Viola sororia 'Freckles' ビオラ　ソロリア‘フレックルズ’ 白花に紫砂斑　１０ スミレ属
136   Wahlenbergia marginata ヒナギキョウ（W) 青紫小花　３０ ヒナギキョウ属
382   Zantedeschia elliottiana ザンテデスキア　エリオチアナ 温室、塊茎、６０（黄）南ア ザンテデスキア属
572   Zephyranthes candida タマスダレ（洋種）   タマスダレ属


