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156  Achil lea alpina  ノコギリソウ  キク科
214  Aconitum sp .  トリカブト類  キンポウゲ科
215  Aconitum sp .  トリカブト類  キンポウゲ科
157  Adencaulon himalaicum  ノブキ  キク科
101  Adenophora coronopifolia   マルバシャジン  キキョウ 科
102  Adenophora pereskiaefolia var. uryuensis　  シラトリシャジン（ウリュウシャジン）  キキョウ科
103  Adenophora remotiflora  ソバナ  キキョウ 科
104  Adenophora remotiflora  ソバナ  キキョウ 科
105  Adenophora takedae  イワシャジン   キキョウ 科
106  Adenophora takedae  イワシャジン （予約）  キキョウ科
107  Adenophora takedae  イワシャジン（ブコウシャジン）  キキョウ科
108  Adenophora takedae  ヤシャジンシャジン（予約）  キキョウ科
109  Adenophora takedae var. howozana  ホウオウシャジン  キキョウ 科
732  Adenophora triphylla  var. japonica form. rotundifolia Green stem form   ハマシャシン　青軸  キキョウ科
733  Adenophora triphylla  var. japonica form. rotundifolia Hirsute form  ハマシャシン　多毛型（予）  キキョウ科
110  Adenophora triphylla var. hakusanensis  ハクサンシャジン   キキョウ 科
111  Adenophora triphylla var. japonica  ツリガネニンジン  キキョウ 科
112  Adenophora triphylla var. japonica  ツリガネニンジン  キキョウ 科
113  Adenophora triphylla var. japonica  ツリガネニンジン  キキョウ 科
734  Adenophora triphylla var. japonica  ツリガネニンジン（予）  キキョウ科
735  Adenophora triphylla var. japonica  ツリガネニンジン  キキョウ 科
114  Adenophora triphylla var. japonica f. glabla  ハマシャジン  キキョウ 科
115  Adenophora triphylla var. japonica f. glabla  ハマシャジン  キキョウ 科
116  Adenophora triphylla var. japonica f. rotundifolia  マルバハマシャジン  キキョウ 科
117  Adenophora triphylla var. japonica f. rotundifolia  マルバハマシャジン  キキョウ 科
118  Adenophora triphylla var. japonica f. rotundifolia  マルバハマシャジン  キキョウ 科
119  Adenophora triphylla var. japonica f. rotundifolia  マルバハマシャジン  キキョウ 科
120  Adenophora triphylla var. japonica f. rotundifolia  マルバハマシャジン  キキョウ 科
500  Aeginetia indica  ナンバンギセル　白花  ハマウツボ科
501  Aeginetia indica  ナンバンギセル  ハマウツボ科
502  Aeginetia indica  ナンバンギセル  ハマウツボ科
503  Aeginetia indica  ナンバンギセル  ハマウツボ科
504  Aeginetia indica  ナンバンギセル  ハマウツボ科
505  Aeginetia indica  ナンバンギセル  ハマウツボ科
506  Aeginetia indica  ナンバンギセル  ハマウツボ科
372  Agastache rugosa  カワミドリ  シソ科
507  Agrimonia pilosa var. japonica  キンミズヒキ  バラ科
508  Agrimonia pilosa var. japonica  黄金葉キンミズヒキ  バラ科
509  Agrimonia sp .  ヤクシマキンミズヒキ（通称）  バラ科
158  Ainsliaea acerifolia var. subapoda  オクモミジハグマ  キク科
738  Ainsliaea dissecta  エンシュウハグマ  キク科
　14  Akebia trifoliata  ミツバアケビ  アケビ科
724  Akibia quinata  アケビ  アケビ科
510  Alchemilla japonica  ハゴロモグサ  バラ科
812  Alectorurus yedoensis  ケイビラン   ユリ科
609  Allium altissimum   アリウム　アルティッシムム  ユリ科
610  Allium litorale  ハマラッキョウ（予約）  ユリ科
611  Allium litorale  ハマラッキョウ（予約）  ユリ科
612  Allium schoenoprasum var. foliosum  アサツキ   ユリ科
613  Allium schoenoprasum var. orientale "Album"  シロウマアサツキ   ユリ科
614  Allium thunbergii  ヤマラッキョウ  ユリ科
813  Allium thunbergii  ヤマラッキョウ  ユリ科
615  Allium ursinum alba  アリウム　ウルシヌム　アルバ  ユリ科
616  All ium victorialis var. platyphyllum  ギョウジャニンニク  ユリ科
　25  Alophia pulchella  チリアヤメ  アヤメ科
391  Alpinia japonica  ハナミョウガ  ショウガ科
212  Amsonia ell iptica   チョウジソウ  キョウチクトウ科
795  Amsonia tabernaemontana  ワレモコウ  バラ科
326  Androsace umbellata  リュウキュウコザクラ  サクラソウ科1 / 15 ページ
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216  Anemone altaica  アネモネ　アルタイカ  キンポウゲ科
217  Anemone multifida  アネモネ　ムルチフィダ   キンポウゲ科
218  Anemone sylvestris  バイカイチゲ（アネモネ　シルベシトリス）  キンポウゲ科
219  Anemone virginanum  春咲きシュウメイギク（通称）  キンポウゲ科
755  Anemone virginanum  春咲きシュウメイギク（通称）  キンポウゲ科
756  Anemonella thalictroides   バイカカラマツ  キンポウゲ科
757  Anemonella thalictroides   バイカカラマツ  キンポウゲ科
220  Anemonopsis macrophylla   レンゲショウマ   キンポウゲ科
410  Angelica acutiloba  トウキ  セリ科
411  Angelica decursiva  ノダケ   セリ科
412  Angelica decursiva  ノダケ（予約）  セリ科
221  Aquilegia alpina  アクイレギア　アルピナ  キンポウゲ科
222  Aquilegia buergeriana  ヤマオダマキ  キンポウゲ科
223  Aquilegia buergeriana  ヤマオダマキ  キンポウゲ科
224  Aquilegia buergeriana  ヤマオダマキ  キンポウゲ科
225  Aquilegia buergeriana  ヤマオダマキ  キンポウゲ科
758  Aquilegia buergeriana  ヤマオダマキ  キンポウゲ科
226  Aquilegia buergeriana f. flavescens  キバナノヤマオダマキ   キンポウゲ科
759  Aquilegia buergeriana f.flavescens  キバナノヤマオダマキ   キンポウゲ科
227  Aquilegia canadensis  カナダオダマキ  キンポウゲ科
760  Aquilegia canadensis  カナダオダマキ  キンポウゲ科
228  Aquilegia flabellata var. pumila  ミヤマオダマキ  キンポウゲ科
229  Aquilegia flabellata var. pumila  ミヤマオダマキ（白）  キンポウゲ科
230  Aquilegia flabellata var. pumila  八甲田オダマキ（通称）  キンポウゲ科
761  Aquilegia flabellata var. pumila  ミヤマオダマキ  キンポウゲ科
762  Aquilegia flabellata var. pumila  ミヤマオダマキ（白）  キンポウゲ科
231  Aquilegia flabellata var. pumila   ミヤマオダマキ（斑入）  キンポウゲ科
232  Aquilegia laramiensis  アクイレギア　ララミエンシス  キンポウゲ科
233  Aquilegia occidentalis  アクイレギア　オッキデンタリス  キンポウゲ科
236  Aquilegia 'Ｒｏｓｅ　Ｔｏｗｅｒ'  アクイレギア　「ローズ　タワー」  キンポウゲ科
763  Aquilegia saximontana  アクイレギア　サクシモンタナ  キンポウゲ科
234  Aquilegia sibirica  ルリオダマキ（通称）  キンポウゲ科
764  Aquilegia　sibirica  ルリオダマキ  キンポウゲ科
235  Aquilegia sp .  オダマキ属　種不明  キンポウゲ科
765  Aquilegia sp .  オダマキ属　種不明  キンポウゲ科
237  Aquilegia viridiflora    クロバナオダマキ  キンポウゲ科
238  Aquilegia vulgaris  アクイレギア　ブルガリス  キンポウゲ科
239  Aquilegia vulgaris 'Adelaide Addison’  アクイレギア　ブルガリス「アデレード　アディソン」  キンポウゲ科
240  Aquilegia×maruyamana  ダイセンオダマキ  キンポウゲ科
　15  Arabis serrata var. sikokiana  シコクハタザオ  アブラナ科
　16  Arabis sp .  レブンハタザオ（通称？）  アブラナ科
353  Arisaema amurense  ヒロハテンナンショウ  サトイモ科
777  Arisaema candidissimum  アリサエマ　カンディディシムム（別名モモイロテンナンショウ ）  サトイモ科
354  Arisaema candidissmum  モモイロテンナンショウ  サトイモ科
778  Arisaema cucullatum  ホロテンナンショウ  サトイモ科
355  Arisaema flavum  アリサエマ　フラブム （キバナテンナンショー ）  サトイモ科
779  Arisaema flavum  アリサエマ　フラブム （キバナテンナンショー ）  サトイモ科
356  Arisaema heterophyllum  マイヅルテンナンショウ  サトイモ科
357  Arisaema heterophyllum  マイヅルテンナンショウ  サトイモ科
358  Arisaema kiushianum  ヒメウラシマソウ  サトイモ科
359  Arisaema peninsulae  コウライテンナンショウ  サトイモ科
360  Arisaema serratum  マムシグサ  サトイモ科
362  Arisaema serratum  マムシグサ  サトイモ科
361  Arisaema sikokianum  ユキモチソウ  サトイモ科
780  Arisaema ternatipartitum  ミツバテンナンショウ  サトイモ科
781  Arisaema thunbergii ssp . urashima  ウラシマソウ（素心）  サトイモ科
782  Arisaema tosaense  アオテンナンショウ  サトイモ科
363  Arisaema triphyllum  アリサエマ　トリフィルム  サトイモ科
　70  Aristolochia serpentaria  アリストロキア　セルペンタリア  ウマノスズクサ科2 / 15 ページ
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　71  Aristolochia sp .   洋種ウマノスズクサ  ウマノスズクサ科
　39  Armeria maritima  ハマカンザシ  イソマツ科
299  Asarina procumbens  アサリナ　プロクンベス  ゴマノハグサ科
　72  Asarum caudatum  セイガンサイシン  ウマノスズクサ科
　73  Asarum leptophyllum  オナガサイシン  ウマノスズクサ科
739  Aster ageratoides ssp . angustifolius  ホソバコンギク  キク科
159  Aster ageratoides ssp . ovatus  ノコンギク  キク科
160  Aster alpinus  アスター　アルピヌス  キク科
161  Aster alpinus var. albus  アスター　アルピヌス　アルブス  キク科
162  Aster asa-grayi var. walkeri  ヨナグニイソノギク   キク科
740  Aster microcephalus var. l ittoricola  ハマコンギク（予）  キク科
163  Aster scaber  シラヤマギク  キク科
741  Aster sohayakiensis  ホソバノギク （矮性）  キク科
164  Aster spathulifolius  ダルマギク   キク科
742  Aster viscidulus  ハコネギク (ミヤマコンギク)  キク科
600  Astilbe chinensis var. pumila  ウンナンホザキショウマ（通称）  ユキノシタ科
601  Astilbe japonica  アワモリショウマ  ユキノシタ科
602  Astilbe microphylla  タンナチダケサシ  ユキノシタ科
603  Astilbe simplicifolia  ヒトツバショウマ  ユキノシタ科
560  Astragalus cicer  シロバナモメンレンゲ？  マメ科
561  Astragalus falcatus  アストラガルス　ファルカツス  マメ科
562  Astragalus membranaceus  タイツリオウギ  マメ科
563  Astragalus mongolicus  アストラガルス　モンゴリクス  マメ科
564  Astragalus plecinus  アストラガルス　プレキヌス  マメ科
565  Astragalus sinicus   ゲンゲ （通称：レンゲ、レンゲソウ）  マメ科
566  Astragalus sinicus white fl.    ゲンゲ （通称：レンゲ、レンゲソウ）（白花）  マメ科
165  Atractylodes japonica  オケラ  キク科
743  Atractylodes japonica  オケラ  キク科
　26  Belamcanda chinensis  ヒオウギ  アヤメ科
725  Belamcanda chinensis  ヒオウギ  アヤメ科
　76  Benincasa hispida  冬瓜  ウリ科
421  Bistorta major var. japonica  イブキトラノオ  タデ科
703  Bleti l la ochracea  ウンナンキバナショウハッキュウ  ラン科
　42  Bothriochloa parviflora  ヒメアブラススキ  イネ科
498  Botrychium ternatum  フユノハナワラビ  ハナヤスリ科
499  Botrychium virginianum  ナツノハナワラビ  ハナヤスリ科
　43  Briza maxima  コバンソウ  イネ科
　44  Briza maxima  コバンソウ  イネ科
802  Buckleya lanceolata  ツクバネ  ビャクダン科
544  Buddleja japonica  フジウツギ  フジウツギ科
838  Bulbophyllum inconspicuum  ムギラン   ラン科
413  Bupleurum falcatum  ブプレウルム　ファルカツム  セリ科
414  Bupleurum scorzoneraefolium var. stenophyllum  ミシマサイコ  セリ科
540  Byblis rorida  ビブリス　ロリダ  ビブリス科
　45  Calamagrostis arundinacea var. brachytricha  ノガリヤス  イネ科
839  Calanthe nipponica  キンセイラン   ラン科
617  Caloscordum inutile  ステゴビル  ユリ科
618  Caloscordum inutile  ステゴビル  ユリ科
814  Caloscordum inutile  ステゴビル  ユリ科
121  Campanula elatines  カンパヌラ　エラティネス  キキョウ 科
122  Campanula persicifolia  カンパヌラ　ペルシキフォリア  キキョウ 科
123  Campanula punctata  ホタルブクロ  キキョウ 科
124  Campanula punctata  ホタルブクロ  キキョウ 科
125  Campanula punctata  ホタルブクロ  キキョウ 科
126  Campanula punctata  ホタルブクロ  キキョウ 科
127  Campanula punctata  ホタルブクロ  キキョウ 科
128  Campanula punctata microdonta  シマホタルブクロ  キキョウ 科
129  Campanula punctata 'Ruburi flora'  アケボノホタルブクロ（通称）  キキョウ科
130  Campanula punctata var. hondoensis  欠番  キキョウ科3 / 15 ページ
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131  Campanula punctata var. hondoensis  ヤマホタルブクロ  キキョウ 科
132  Campanula punctata var. hondoensis  ヤマホタルブクロ  キキョウ 科
133  Campanula punctata var. kurokawae  イシダテホタルブクロ  キキョウ 科
134  Campanula rapunculoides   カンパヌラ　ラプンクロイデス  キキョウ 科
567  Campylotropis polyantha  ウンナンハギ（通称？）  マメ科
619  Cardiocrinum cordatum var. glehnii  オオウバユリ   ユリ科
　94  Carex lenta  ナキリスゲ  カヤツリグサ科
　95  Carex morrowii  カンスゲ  カヤツリグサ科
　96  Carex podogyna  タヌキラン   カヤツリグサ科
　97  Carex pseudocyperus  クグスゲ  カヤツリグサ科
166  Carthamus tinctorius  ベニバナ  キク科
282  Caryopteris divaricata   カリガネソウ 　  クマツヅラ科
283  Caryopteris divaricata (pink)  カリガネソウ  クマツヅラ科
284  Caryopteris incana  ダンギク  クマツヅラ科
808  Caulophyllum robustum  ルイヨウボタン  メギ 科
494  Celastrus orbiculatus  ツルウメモドキ  ニシキギ科
541  Celosia argentea  ノゲイトウ  ヒユ科
167  Centaurea jacea  ヤグルマアザミ  キク科
168  Centratherum punctatum  ルリアザミ（通称）  キク科
840  ---
582  Chamaepericlymenum canadense  ゴゼンタチバナ  ミズキ科
　46  Chasmanthium latifolium  ワイルドオーツ（通称）  イネ科
726  Chasmanthium latifolium  ワイルドオーツ（通称）  イネ科
549  Cheilanthes brandtii  ミヤマウラジロ  ホウライシダ科
286  Chelidonium majus var. asiaticum  クサノオウ  ケシ科
722  Chimonanthus praecox grandiflora concolor  ソシンロウバイ  ロウバイ科
620  Chinographis japonica  シライトソウ  ユリ科
594  Chionanthus retusus  ヒトツバタゴ (ナンジャモンジャ)  モクセイ科
621  Chionographis  コシキジマシライトソウ（通称）  ユリ科
815  Chionographis japonica  シライトソウ  ユリ科
816  Chionographis sp .   コシキジマシライトソウ（通称）甑島  ユリ科
622  Chionographis sp .3  サイシュウトウシライトソウ（通称）  ユリ科
817  Chionographis sparsa  ヤクシマシライトソウ  ユリ科
417  Chloranthus glaber  センリョウ  センリョウ科
418  Chloranthus japonicus  ヒトリシズカ  センリョウ科
419  Chloranthus japonicus  ヒトリシズカ  センリョウ科
420  Chloranthus japonicus  ヒトリシズカ    センリョウ科
784  Chloranthus serratus  フタリシズカ  センリョウ科
785  Chloranthus serratus  フタリシズカ（青軸）  センリョウ科
241  Cimicifuga japonica  イヌショウマ  キンポウゲ科
169  Cirsium dipsacolepis  モリアザミ  キク科
170  Cirsium japonicum  ノアザミ   キク科
744  Cirsium nipponicum var. comosum  イガアザミ　姫性（予）  キク科
242  Clematis alpina   クレマチス　アルピナ  キンポウゲ科
243  Clematis japonica  ハンショウヅル   キンポウゲ科
766  Clematis japonica  ハンショウヅル   キンポウゲ科
244  Clematis macropetala  キクザキハンショウヅル   キンポウゲ科
245  Clematis patens  カザグルマ  キンポウゲ科
246  Clematis patens white fl.   カザグルマ  キンポウゲ科
247  Clematis stans  クサボタン  キンポウゲ科
248  Clematis stans  クサボタン  キンポウゲ科
249  Clematis terniflora  センニンソウ  キンポウゲ科
250  Clematis terniflora  センニンソウ  キンポウゲ科
251  Clematis terniflora  センニンソウ  キンポウゲ科
252  Clematis tosaensis  トリガタハンショウツル  キンポウゲ科
711  Clethra alnifolia   アメリカリョウブ  リョウブ科
623  Clintonia udensis  ツバメオモト  ユリ科
440  Cocculus trilobus   アオツヅラフジ   ツヅラフジ科
441  Cocculus trilobus   アオツヅラフジ   ツヅラフジ科4 / 15 ページ
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135  Codonopsis bhutanica  コドノプシス　ブフタニカ  キキョウ 科
136  Codonopsis lanceolata  ツルニンジン  キキョウ 科
137  Codonopsis lanceolata  ツルニンジン  キキョウ 科
736  Codonopsis lanceolata  ツルニンジン  キキョウ 科
138  Codonopsis pilosula  コドノプシス　ピロスラ  キキョウ 科
139  Codonopsis ussuriensis  バアソブ   キキョウ 科
　47  Coix lachryma-jobi  ジュズダマ  イネ科
　48  Coix lachryma-jobi  ジュズダマ  イネ科
442  Commelina communis ‘Striatum’  ツユクサ‘ストリアツム’  ツユクサ科
443  Commelina communis var. hortensis  オオボウシバナ  ツユクサ 科
444  Commelina communis variegated leaf  ツユクサ（斑入）　  ツユクサ科
445  Commelina communis white fl.   ツユクサ  ツユクサ科
624  Convallaria keiskei  スズラン   ユリ科
253  Coptis japonica var. major  コセリバオウレン  キンポウゲ科
390  Corchoropsis tomentosa  カラスノゴマ  シナノキ科
583  Cornus officinalis  サンシュユ  ミズキ科
287  Corydalis heterocarpa var. japonica  キケマン  ケシ科
770  Corydalis heterocarpa var. japonica  キケマン  ケシ科
288  Corydalis sempervirens  コリダリス　センベルビレンス  ケシ科
511  Cotoneaster horizontalis  コトネアスター  バラ科
568  Crotalaria sessiliflora   タヌキマメ   マメ科
806  Crotalaria sessiliflora   タヌキマメ   マメ科
327  Cyclamen coum  シクラメン　コウム  サクラソウ科
328  Cyclamen coum "Apollo"  シクラメン　コウム 「アポロ」   サクラソウ科
329  Cyclamen coum ssp . caucasicum  シクラメン　コウム　コウカシム　  サクラソウ科
330  Cyclamen graecum  シクラメン　グラエカム   サクラソウ科
331  Cyclamen graecum anootolicum  シクラメン　グラエカム　アノートリクム  サクラソウ科
332  Cyclamen graecum No.928894  シクラメン　グラエカム   サクラソウ科
333  Cyclamen hederifolium  シクラメン　ヘデリフォリウム  サクラソウ科
334  Cyclamen hederifolium  シクラメン　ヘデリフォリウム  サクラソウ科
335  Cyclamen hederifolium "Bowles Apollo"  シクラメン　ヘデリフォリウム「ボウレス　アポロ」  サクラソウ科
774  Cyclamen hederifolium "Bowles Apollo"  シクラメン　ヘデリフォリウム「ボウレス　アポロ」  サクラソウ科
336  Cyclamen hederifolium "Silver Cloud"  シクラメン　ヘデリフォリウム「シルバー　クラウド」  サクラソウ科
337  Cyclamen hederifolium long leaf  シクラメン　ヘデリフォリウム　ロングリーフ  サクラソウ科
338  Cyclamen hederifolium scented form  シクラメン　ヘデリフォリウム（芳香種）  サクラソウ科
339  Cyclamen hederifolium silver leaf, pink fl.   シクラメン　ヘデリフォリウム（銀葉、桃）  サクラソウ科
340  Cyclamen hederifolium 'T.D.W'  シクラメン　ヘデリフォリウム　‘T.D.W’  サクラソウ科
341  Cyclamen mirabile  シクラメン　ミラビレ  サクラソウ科
342  Cyclamen repandum   シクラメン　レパンダム   サクラソウ科
343  Cyclamen rohlfsianum  シクラメン　ロールフシアヌム  サクラソウ科
344  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）  サクラソウ
　49  Cymbopogon tortil is var. goeringii  オガルカヤ   イネ科
　89  Cynanchum ascyrifolium  クサタチバナ  ガガイモ科
731  Cynanchum japonicum  イヨカズラ  ガガイモ科
　98  Cyperus brevifolius  ヒメクグ  カヤツリグサ科
　99  Cyperus brevifolius subsp . Leiolepis  ヒメクグ  カヤツリグサ科
392  Daphne mezereum  ダフネ　メゼレウム  ジンチョウゲ科
393  Daphne mezereum alba  ダフネ　メゼレウム　アルバ  ジンチョウゲ科
254  Delphinium grandiflorum  デルフィニウム　グランディフロルム  キンポウゲ科
767  Delphinium grandiflorum cf. Blue Mirror  デルフィニウム　グランディフロルム　  キンポウゲ科
255  Delphinium oxysepalum  デルフィニウム　オキシセパルム  キンポウゲ科
　50  Deschampsia flexuosa  コメススキ  イネ科
569  Desmodium oldhamii  フジカンゾウ  マメ科
455  Dianthus ×isensis  イセナデシコ  ナデシコ科
456  Dianthus ×isensis × superbus var. speciosus  イセナデシコ×タカネナデシコ  ナデシコ科
457  Dianthus amrensis  アムールナデシコ（通称）  ナデシコ科
458  Dianthus japonicus  ハマナデシコ（フジナデシコ）  ナデシコ科
459  Dianthus japonicus  ハマナデシコ（白）  ナデシコ科
460  Dianthus japonicus  ハマナデシコ（フジナデシコ）  ナデシコ科5 / 15 ページ



Seed List No.25 AGST Seed Exchange 2008 - 2009         Dec. 1, 2008
The Alpine Garden Society of Tokyo                            Tokyo, JAPAN
種子交換リスト　２５号　2008年 － 2009年　 　　　　　　　　　  東京山草会　種子交換委員会
790  Dianthus japonicus "Albus"  ハマナデシコ （白花）   ナデシコ科
461  Dianthus japonicus albiflorus  ハマナデシコ （白）   ナデシコ科
462  Dianthus kiusianus  ヒメハマナデシコ  ナデシコ科
463  Dianthus myrtinervius  ダイアンサス　ミルティネルヴィウス  ナデシコ科
464  Dianthus scardicus   ダイアンサス スカルディカス  ナデシコ科
465  Dianthus shinanensis  シナノナデシコ  ナデシコ科
466  Dianthus superbus var. longicalycinus  カワラナデシコ  ナデシコ科
467  Dianthus superbus var. longicalycinus  カワラナデシコ  ナデシコ科
791  Dianthus superbus var. longicalycinus  カワラナデシコ  ナデシコ科
792  Dianthus superbus var. longicalycinus  カワラナデシコ  ナデシコ科
468  Dianthus superbus var. longicalycinus   カワラナデシコ  ナデシコ科
469  Dianthus superbus var. speciosus  タカネナデシコ  ナデシコ科
470  Dianthus superbus var. speciosus   タカネナデシコ  ナデシコ科
471  Dianthus superbus var. speciosus?  チシマナデシコ  ナデシコ科
472  Dianthus superbus var.amoenus(?)  クモイナデシコ  ナデシコ科
　51  Diarrhena japonica  タツノヒゲ  イネ科
745  Diaspananthus uniflorus  クサヤツデ（ヨシノソウ）  キク科
289  Dicentra peregrina  コマクサ  ケシ科
290  Dicentra peregrina "Alba"  コマクサ（白花）  ケシ科
291  Dicentra spectabilis  ケマンソウ  ケシ科
256  Dichocarpum trachyopermum  トウゴクサバノオ  キンポウゲ科
580  Dictamnus albus albiflorus  ディクタヌムス　アルブス　アルビフロルス  ミカン科
581  Dictamnus albus 'Purpureus'  ディクタヌムス　アルブス  ミカン科
　27  Dietes grandiflora  ディエテス　グランディフローラ  アヤメ科
　52  Digitaria adscendens  メヒシバ  イネ科
171  Dimorphotheca sinuata  ディモルフォセカ　シヌアタ  キク科
597  Dioscorea japonica  ヤマノイモ  ヤマノイモ科
598  Dioscorea japonica  ヤマノイモ　　ムカゴ  ヤマノイモ科
599  Dioscorea japonica  ヤマノイモ  ヤマノイモ科
809  Dioscorea japonica  ヤマノイモ  ヤマノイモ科
　92  Diospyros rhombifolia  ロウヤガキ（老鴉柿）  カキノキ科
589  Diphylleia grayi  サンカヨウ  メギ 科
625  Disporum uniflorum  キバナホウチャクソウ  ユリ科
818  Disporum uniflorum  キバナホウチャクソウ  ユリ科
　17  Draba igarashii  シリベシナズナ  アブラナ科
　18  Draba kitadakensis  キタダケナズナ  アブラナ科
　19  Draba nemorosa  イヌナズナ  アブラナ科
　20  Draba sachalinensis  モイワナズナ  アブラナ科
　21  Draba shiroumana  シロウマナズナ  アブラナ科
373  Dracocephalum argunense  ムシャリンドウ  シソ科
783  Dracocephalum argunense  ムシャリンドウ  シソ科
374  Dracocephalum argunense "Album"  ムシャリンドウ  シソ科
592  Drosera rotundifolia  モウセンゴケ  モウセンゴケ科
593  Drosera rotundifolia  モウセンゴケ  モウセンゴケ科
512  Dryas X suendemannii  ウスギチョウノスケソウ  バラ科
172  Echinops setifer  ヒゴタイ  キク科
769  Elaeagnus umbellate var. rotundifolia  マルバアキグミ  グミ科
704  Eleorchis japonica   サワラン (アサヒラン）  ラン科
　68  Eleutherococcus semticosus  エゾウコギ  ウコギ科
436  Ell iottia paniculata  ホツツジ  ツツジ科
375  Elsholtzia cil iata  ナギナタコウジュ  シソ科
787  Enkianthus cernuus var. matudae  チチブドウダン  ツツジ科
　 7  Epilobium angustifolium  ヤナギラン  アカバナ科
　 8  Epilobium angustifolium  ヤナギラン  アカバナ科
723  Epilobium angustifolium  ヤナギラン  アカバナ科
　 9  Epilobium latifolium  ヒメヤナギラン  アカバナ科
　10  Epilobium pyrricholophum  アカバナ  アカバナ科
590  Epimedium grandiflorum  イカリソウ  メギ科
591  Epimedium koreanum  キバナイカリソウ  メギ 科6 / 15 ページ
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841  Epipactis sp .　   四川カキラン（通称）  ラン科
705  Epipactis thunbergii  カキラン  ラン科
842  Epipactis thunbergii  カキラン  ラン科
257  Eranthis cil icica  キバナセツブンソウ  キンポウゲ科
258  Eranthis pinnatifida  セツブンソウ（予約）  キンポウゲ科
768  Eranthis pinnatifida  セツブンソウ（予）  キンポウゲ科
173  Erigeron aureus   エリゲロン　アウレウス   キク科
174  Erigeron compositus  エリゲロン　コンポジタス   キク科
175  Erigeron thunbergii var. glabratus  ミヤマアズマギク   キク科
300  Erinus alpinus  イワカラクサ  ゴマノハグサ科
495  Euonymus oxyphyllus  ツリバナ  ニシキギ科
176  Eupatorium fortunei  フジバカマ   キク科
746  Eupatorium fortunei  フジバカマ   キク科
747  Eupatorium fortunei  フジバカマ   キク科
177  Eupatorium lindleyanum   サワヒヨドリ   キク科
178  Eupatorium lindleyanum var. yasushii  ハマサワヒヨドリ（予約）  キク科
748  Eupatorium lindleyanum var. yasushii Dark color flower form  ハマサワヒヨドリ　濃色  キク科
452  Euphorbia cyathophora  ショウジョウソウ  トウダイグサ科
422  Fagopyrm ｃymosum   シャクチリソバ  タデ科
819  Friti l laria amabil is  イズモコバイモ（予）  ユリ科
820  Friti l laria amabil is  ホソバナコバイモ（予）  ユリ科
821  Friti l laria amabil is  欠番  ユリ科
626  Friti l laria graeca  フリチラリア　グラエカ  ユリ科
627  Friti l laria japonica  ミノコバイモ （予約）  ユリ科
437  Gaultheria adenothrix   アカモノ   ツツジ科
712  Gentiana algida  トウヤクリンドウ  リンドウ科
713  Gentiana makinoi  オヤマリンドウ  リンドウ科
714  Gentiana scabra var. buergeri  リンドウ   リンドウ科
715  Gentiana trif lora var. japonica  エゾリンドウ  リンドウ科
716  Gentiana trif lora var. japonica f. montana  エゾオヤマリンドウ（白）  リンドウ科
803  Geranium nepalense var. thunbergii   ゲンノショウコ（白）  フウロソウ科
804  Geranium nepalense var. thunbergii   ゲンノショウコ（紅）  フウロソウ科
543  Geranium pratense  ゲラニウム　プラテンセ  フウロソウ科
179  Gerbera jamesonii  ゲルベラ　ヤメソニイ  キク科
796  Geum aleppicum  オオダイコンソウ  バラ科
513  Geum calthaefolium var. nipponicum  ミヤマダイコンソウ   バラ科
514  Geum japonicum  ダイコンソウ  バラ科
515  Gil lenia trifol iata  ミツバシモツケ  バラ科
259  Glaucidium palmatum  シラネアオイ  キンポウゲ科
260  Glaucidium palmatum  シラネアオイ  キンポウゲ科
261  Glaucidium palmatum   シラネアオイ  キンポウゲ科
　 1  Gossypium arboreum  ワタ  アオイ科
　 2  Gossypium arboreum  ワタ  アオイ科
706  Habenaria aff. nyikana  ハベナリア　ニイカナ類似  ラン科
843  Habenaria dentata  ダイサギソウ  ラン科
707  Habenaria iyoensis  イヨトンボ  ラン科
708  Habenaria malintana  ハベナリア　マリンタナ  ラン科
532  Habranthus andersonii  ハブランツス　アンダーソニー  ヒガンバナ科
800  Habranthus andersonii  ハブランツス　アンダーソニー  ヒガンバナ科
533  Habranthus texanus  ハブランツス　テキサヌス  ヒガンバナ科
801  Habranthus texanus  ハブランツス　テキサヌス  ヒガンバナ科
534  Haemanthus coccineus  ハエマンサス　コクシネウス  ヒガンバナ科
　 6  Hedyotis strigulosa var. coreana  ソナレムグラ  アカネ科
262  Helleborus orientalis pink　  ヘレボルス　オリエンタリス  キンポウゲ科
263  Helleborus orientalis white-green  ヘレボルス　オリエンタリス  キンポウゲ科
628  Heloniopsis orientalis  ショウジョウバカマ  ユリ科
584  Helwingia japonica  ハナイカダ  ミズキ科
629  Hemerocall is citrina var. vespertina  ユウスゲ（アサマキスゲ）  ユリ科
630  Hemerocallis dumortieri var. esculenta  ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)  ユリ科7 / 15 ページ
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631  Hemerocall is fulva var. l ittorea  ハマカンゾウ  ユリ科
632  Hemerocall is fulva var. l ittorea  ハマカンゾウ  ユリ科
633  Hemerocall is fulva var. yezoensis  エゾキスゲ  ユリ科
634  Hemerocallis middendorfii   キスゲ  ユリ科
635  Hemerocallis sp .  ヘメロカリス　交配種  ユリ科
180  Heteropappus hispidus ssp .arenarius   ハマベノギク  キク科
　 3  Hibiscus coccineus  モミジアオイ  アオイ科
　 4  Hibiscus hamabo  ハマボウ  アオイ科
181  Hieracium alpina  チシマタンポポ（通称）  キク科
182  Hieracium aurantiacum  コウリンタンポポ  キク科
183  Hieracium maeulatum  ウズラバタンポポ  キク科
822  Hosta albo-marginata  コバギボウシ  ユリ科
636  Hosta capitata  カンザシギボウシ  ユリ科
637  Hosta kikutii var. polyneuron "Alba"  スダレギボウシ  ユリ科
638  Hosta longipes var. gracil l ima  ヒメイワギボウシ  ユリ科
639  Hosta plantaginea var. grandiflora  タマノカンザシ  ユリ科
640  Hosta sieboldiana  オオバギボウシ  ユリ科
641  Hosta sieboldii f. lancifolia  コバギボウシ  ユリ科
642  Hosta sieboldii f. lancifolia  白花コバギボウシ  ユリ科
643  Hosta venusta  オトメギボウシ  ユリ科
292  Hylomecon japonicum  ヤマブキソウ  ケシ科
546  Hylotelephium cauticola  ヒダカミセバヤ  ベンケイソウ科
547  Hylotelephium sp .  ホザキベンケイソウ？  ベンケイソウ科
548  Hylotelephium tsugaruense  ツガルミセバヤ  ベンケイソウ科
　81  Hypericum ascyron  トモエソウ  オトギリソウ科
　82  Hypericum ascyron  トモエソウ  オトギリソウ科
　83  Hypericum chinense var. salicifolium  ビョウヤナギ  オトギリソウ科
　84  Hypericum erectum  オトギリソウ  オトギリソウ科
729  Hypericum erectum  オトギリソウ  オトギリソウ科
　85  Hypericum kamtschaticum var. hondoense  イワオトギリ  オトギリソウ科
　86  Hypericum yakusimense  ヤクシマコオトギリ  オトギリソウ科
　87  Hypericum yojiroanum  ダイセツヒナオトギリ   オトギリソウ科
213  Hypoxis aurea  コキンバイザサ  キンバイザサ科
595  Ilex pedunculosa  ソヨゴ  モチノキ科
448  Impatiens noli-tangere   キツリフネ  ツリフネソウ科
788  Impatiens noli-tangere   キツリフネ  ツリフネソウ科
449  Impatiens textori  ツリフネソウ  ツリフネソウ科
450  Impatiens textori  ツリフネソウ  ツリフネソウ科
789  Impatiens textori  ツリフネソウ  ツリフネソウ科
451  Impatiens textori "Alba"  ツリフネソウ（白花）   ツリフネソウ科
570  Indigofera decora  ニワフジ  マメ科
571  Indigofera pseudotinctoria  コマツナギ   マメ科
572  Indigofera pseudotinctoria white fl.   コマツナギ（白花）   マメ科
184  Inula cil iaris var. glandulosa  欠番  キク科
185  Inula salicina var. asiatica  カセンソウ  キク科
542  Ipomoea coccinea  マルバルコウ  ヒルガオ科
　28  Iris gracilipes  ヒメシャガ   アヤメ科
　29  Iris graminea  イリス　グラミネア  アヤメ科
　30  Iris sanguinea  アヤメ  アヤメ科
　31  Iris setosa  ヒオウギアヤメ  アヤメ科
　32  Iris sibirica  コアヤメ  アヤメ科
376  Isodon inflexus Conpact form  ヤマハッカ  シソ科
301  Isoplexis canariensis  イソプレキス　カナリエンシス  ゴマノハグサ科
140  Jasione lapis  タマザキシャジン  キキョウ 科
554  Kadsura japonica  サネカズラ（ビナンカズラ）  マツブサ科
186  Ｋalimeris incisa var. robusta  オオユウガギク  キク科
516  Kema japonica  ヤマブキ  バラ科
264  Kirengeshoma palmata  キレンゲショウマ  キンポウゲ科
644  Kniphofia uvaria  クニフォフィア　ウヴァリア　  ユリ科8 / 15 ページ
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645  Lachenalia contaminata  ラケナリアコンミナタ  ユリ科
646  Lachenalia pusil la  ラケナリア　プシラ  ユリ科
823  Lachenalia reflexa  ラケナリア　レフレクサ  ユリ科
　53  Lagurus ovatus  ウサギノオ (ウサギノシッポ）  イネ科
377  Lamium humile  ヤマジオウ  シソ科
　33  Lapeyrousia laxa  ヒメヒオウギ  アヤメ科
573  Lathyrus japonicus ssp .japnicus  ハマエンドウ  マメ科
378  Lcnurus sibiri cus  セイヨウメハジキ  シソ科
187  Leibnitzia anandria  センボンヤリ   キク科
188  Leibnitzia anandria  センボンヤリ   キク科
189  Leontopodium discolor   欠番  キク科
190  Leontopodium fauriei var. angustifolium   ホソバヒナウスユキソウ  キク科
749  Leontopodium fauriei var. angustifolium   ホソバヒナウスユキソウ  キク科
191  Leontopodium hayachinense  ハヤチネウスユキソウ   キク科
192  Leontopodium kurilense  チシマウスユキソウ  キク科
379  Leonurus japonicus  メハジキ  シソ科
380  Leonurus macranthus  キセワタ  シソ科
381  Leonurus sibiricus  セイヨウメハジキ  シソ科
　22  Lepidium peruvianum  レピディウム　ペルビアヌム  アブラナ科
574  Lespedeza virgata  マキエハギ  マメ科
395  Lewisia pygmaea  ルイシア　ピグマエア  スベリヒユ科
824  Lil ium alexandrae   ウケユリ  ユリ科
647  Lil ium auratum  ヤマユリ   ユリ科
648  Lil ium auratum  ヤマユリ   ユリ科
649  Lil ium auratum  ヤマユリ  ユリ科
825  Lil ium auratum  ヤマユリ   ユリ科
650  Lil ium auratum var. platyphyllum  サクユリ  ユリ科
651  Lilium callosum  ノヒメユリ（スゲユリ）  ユリ科
652  Lil ium concolor var. partheneion  欠番  ユリ科
653  Lil ium concolor var. partheneion  ヒメユリ  ユリ科
654  Lilium concolor Yellow flower  キバナヒメユリ  ユリ科
655  Lil ium dauricum var. alpinum  ヒメエゾスカシユリ  ユリ科
656  Lilium formosanum  タカサゴユリ  ユリ科
657  Lilium formosanum var. pricei  ヒメタカサゴユリ  ユリ科
658  Lil ium henryi  キカノコユリ  ユリ科
659  Lil ium japonicum  ササユリ  ユリ科
660  Lil ium japonicum  ササユリ  ユリ科
826  Lil ium japonicum  ササユリ  ユリ科
661  Lil ium japonicum var. angustifolium  ニオイユリ  ユリ科
662  Lil ium leichtlini i var. maximowiczii  コオニユリ  ユリ科
663  Lil ium leichtlini i var. maximowiczii  コオニユリ  ユリ科
664  Lil ium leichtlini i var. maximowiczii  コオニユリ  ユリ科
827  Lil ium leichtlini i var. maximowiczii  コオニユリ  ユリ科
665  Lilium maculatum subsp . dauricum  エゾスカシユリ  ユリ科
666  Lil ium maculatum var. bukosanense  ヤマスカシユリ  ユリ科
667  Lil ium maculatum var. maculatum  スカシユリ  ユリ科
668  Lil ium maculatum var. maculatum  スカシユリ  ユリ科
669  Lil ium maculatum var. monticola  ヤマスカシユリ  ユリ科
670  Lilium pumilum  イトハユリ  ユリ科
671  Lil ium rubellum  ヒメサユリ  ユリ科
672  Lil ium rubellum  ヒメサユリ  ユリ科
673  Lilium sulphureum  リリウム　スルフレウム  ユリ科
302  Linaria canadensis  マツバウンラン  ゴマノハグサ科
303  Linaria reticulata  リナリア　レティクラータ  ゴマノハグサ科
828  Liriope minor  ヒメヤブラン  ユリ科
586  Lithospermum erythrorhizon  ムラサキ  ムラサキ科
587  Lithospermum erythrorhizon  ムラサキ（W)  ムラサキ科
141  Lobelia cardinalis  ベニバナサワギキョウ  キキョウ科
142  Lobelia Crdinalis  ベニバナサワギキョウ  キキョウ科9 / 15 ページ
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143  Lobelia sessilifolia  ヒメサワギキョウ （サワギキョウの矮性？）  キキョウ科
575  Lotus corniculatus var. japonicus  欠番  マメ科
　23  Lunaria annua  ゴウダソウ（オオバンソウ、ギンセンソウ）  アブラナ科
473  Lychnis flos-cuculi   カッコウセンノウ  ナデシコ科
474  Lychnis flos-cuculi   カッコウセンノウ（白花）  ナデシコ科
475  Lychnis flos-cuculi dwarf   ヒメカッコウセンノウ（通称）  ナデシコ科
476  Lychnis kiusiana   オグラセンノウ  ナデシコ科
477  Lychnis miqueliana  フシグロセンノウ  ナデシコ科
478  Lychnis miqueliana  フシグロセンノウ  ナデシコ科
479  Lychnis sieboldii  マツモトセンノウ　別名ツクシマツモト  ナデシコ科
480  Lychnis sieboldii  マツモトセンノウ　別名ツクシマツモト  ナデシコ科
483  Lychnis sieboldii  ツクシマツモト  ナデシコ科
481  Lychnis wilfordii  エンビセンノウ  ナデシコ科
482  Lychnis wilfordii 'Karafuto-enbisennou'  カラフトエンビセンノウ  ナデシコ科
535  Lycoris sanguinea  キツネノカミソリ  ヒガンバナ科
364  Lysichiton camtschatcense  ミズバショウ  サトイモ科
345  Lysimachia clethroides   オカトラノオ   サクラソウ科
346  Lysimachia fortunei  ヌマトラノオ   サクラソウ科
347  Lysimachia japonica var. minutissima  ヤクシマコナスビ（ヒメコナスビ）  サクラソウ科
348  Lysimachia mauritiana  ハマボッス  サクラソウ科
775  Lysimachia vulgaris var. davurica yellow  クサレダマ  サクラソウ科
727  Lysionotus pauciflorus  シシンラン  イワタバコ科
674  Maianthemum dilatatum  マイヅルソウ  ユリ科
829  Maianthemum dilatatum  マイヅルソウ  ユリ科
454  Mandragora autumnalis  マンドラゴラ　オータムナリス  ナス科
675  Massonia ecminata  マッソニア　エクミナータ  ユリ科
676  Massonia longipes  マッソニア　ロンギペス  ユリ科
830  Massonia longipes  マッソニア　ロンギペス  ユリ科
293  Meconopsis betonicifolia  メコノプシス　ベトニキフォリア  ケシ科
294  Meconopsis cambrica  メコノプシス　カンブリカ  ケシ科
771  Meconopsis cambrica  メコノプシス　カンブリカ  ケシ科
772  Meconopsis cambrica  メコノプシス　カンブリカ  ケシ科
　54  Melica nutans   コメガヤ  イネ科
　77  Melothria japonica   スズメウリ  ウリ科
304  Mimulus sp .  ハマホオズキ（通称）  ゴマノハグサ科
　80  Mirabil is jalapa  オシロイバナ  オシロイバナ科
193  Miricacalia makineana  オオモミジガサ  キク科
　55  Miscanthus sinensis  ヤクシマススキ  イネ科
　56  Miscanthus sinesis  タカノハススキ  イネ科
　57  Miscanthus sp .  ミカワススキ（通称？）  イネ科
194  Miyamayomena savatieri  ミヤマヨメナ  キク科
588  Myosotis petiolata var.pottsiana  ミヨソティス　ペチィオラータ　ポッツアーナ  ムラサキ科
536  Narcissus bulbocodium  ナルキスス　ブルボコディウム  ヒガンバナ科
537  Narcissus romieuxii  ナルキスス　ロミエウキシー  ヒガンバナ科
538  Narcissus serotinus  ナルキッスス　セロチヌス  ヒガンバナ科
677  Narthecium asiaticum  キンコウカ  ユリ科
678  Nothoscordum bomeriens  ノトスコルドゥム　ボメリエンス  ユリ科
394  Nymphaea tetragona   ヒツジグサ   スイレン科
　11  Oenothera perennis   ヒメツキミソウ（通称）  アカバナ科
　12  Oenothera stricta  マツヨイグサ  アカバナ科
　13  Oenothera tetraptera  ツキミソウ  アカバナ科
　58  Oplismenus undulatifolius  チヂミザサ  イネ科
679  Ornithogalum magnum  オルニトガルム　マグヌム  ユリ科
680  Ornithogalum pyrenaicum  オルニトガルム　ピレナイカム  ユリ科
681  Ornithogalum　sp.  オーニソガラム  ユリ科
　24  Orychophragmus violaceus  ショカッサイ  アブラナ科
　59  Oryza sativa 'Daikoku-Ine'  イネ (ウルチ)  大黒稲  イネ科
　60  Oryza sativa 'Shishikuwazu'  イネ (ウルチ)  シシクワズ  イネ科
415  Ostericum sieboldii  ヤマゼリ  セリ科 10 / 15 ページ
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　93  Oxalis griffithii  ミヤマカタバミ  カタバミ科
576  Oxytropis megalantha  レブンソウ  マメ科
577  Oxytropis megalantha "Alba"  レブンソウ（白花）   マメ科
550  Paeonia japonica  ヤマシャクヤク  ボタン科
551  Paeonia lactif lora  パエオニア　ラクティフロラ  ボタン科
552  Paeonia obovata  ベニバナヤマシャクヤク  ボタン科
805  Paeonia obovata  ベニバナヤマシャクヤク  ボタン科
553  Paeonia suffruticosa  ボタン  ボタン科
　69  Panax japonicus  トチバニンジン  ウコギ科
295  Papaver alboroseum  アライトヒナゲシ   ケシ科
296  Papaver fauriei  リシリヒナゲシ  ケシ科
810  Parnassia palustris var. multiseta  ウメバチソウ  ユキノシタ科
545  Parthenocissus henryana  ヘンリーヅタ  ブドウ科
730  Patrinia scabiosaefolia  オミナエシ  オミナエシ科
　88  Patrinia scabiosaefolia nana  ヒメオミナエシ  オミナエシ科
305  Paulownia tomenntosa  キリ  ゴマノハグサ科
　 5  Pavonia hastata  タカサゴフヨウ  アオイ科
604  Peltoboykinia tell imoides  ヤワタソウ  ユキノシタ科
605  Peltoboykinia watanabei  ワタナベソウ  ユキノシタ科
　61  Pennisetum alopecuroides f. viridescens  アオチカラシバ   イネ科
306  Penstemon caespitosus   ペンステモン　カエスピトスス　  ゴマノハグサ科
307  Penstemon frutescens  イワブクロ   ゴマノハグサ科
308  Penstemon hirsutus  ペンステモン　ヒルスツス  ゴマノハグサ科
606  Penthorum chinense  タコノアシ  ユキノシタ科
750  Pertya robusta  カシワバハグマ  キク科
773  Phtheirospermum  コシオガマ  ゴマノハグサ科
309  Phtheirospermum japonicum  コシオガマ  ゴマノハグサ科
310  Phtheriospermum japonicum  コシオガマ  ゴマノハグサ科
453  Phyllanthus urinaria  コミカンソウ  トウダイグサ科
144  Phyteuma scheuchzeri  タマシャジン   キキョウ 科
195  Picris hieracioides subsp . japonica var. l itoralis  ハマコウゾリナ  キク科
365  Pinellia sp .  オオハンゲ・コガネムラサハンゲ（混合）（斑入）  サトイモ科
366  Pinell ia ternata f. atropurpurea　  ムラサキハンゲ  サトイモ科
367  Pinell ia ternata f. atropurpurea　  ムラサキハンゲ  サトイモ科
368  Pinell ia tripartita   オオハンゲ  サトイモ科
369  Pinell ia tripartita ex. "Variegata"  オオハンゲ  サトイモ科
435  Pinguicula primuliflora  ピングイキュラプリムリフロラ  タヌキモ科
559  Pinus griffithii  ピヌス　グリフィチ  マツ科
　78  Plantago asiatica  サザエオオバコ（通称）  オオバコ科
　79  Plantago asiatica   オオバコ   オオバコ科
145  Platycodon grandiflorum  キキョウ  キキョウ 科
146  Platycodon grandiflorum  キキョウ  キキョウ 科
147  Platycodon grandiflorum  キキョウ  キキョウ 科
148  Platycodon grandiflorum  キキョウ  キキョウ 科
149  Platycodon grandiflorum  キキョウ  キキョウ 科
737  Platycodon grandiflorum  キキョウ  キキョウ 科
150  Platycodon grandiflorum "Apoigikyou"  アポイギキョウ （通称）  キキョウ科
151  Platycodon grandiflorum "Apoigikyou"  アポイキキョウ  キキョウ 科
152  Platycodon grandiflorum "Hime-Apoigikyou"  ヒメアポイギキョウ （通称）  キキョウ科
　40  Plumbago auriculata  ルリマツリ  イソマツ科
382  Pogostemon cablin  ポゴステモン　キャビン（パチューリ）  シソ科
496  Polemonium kiushinum  ハナシノブ  ハナシノブ科
497  Polemonium pauciflorum  キバナハナシノブ  ハナシノブ科
446  Poll ia japonica  ヤブミョウガ  ツユクサ科
447  Poll ia japonica  ヤブミョウガ  ツユクサ科
786  Polygonatum sp .　white fl.   タデ（白花）  タデ科
423  Polygonum filiforme  ミズヒキ  タデ科
424  Polygonum filiforme f. albiflorum  ギンミズヒキ  タデ科
425  Polygonum filiforme f. albiflorum  ギンミズヒキ  タデ科11 / 15 ページ
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426  Polygonum filiformis 'Painter's Palette'  ミズヒキ （斑入り"ペインターズ・パレット"）  タデ科
427  Polygonum filiformis 'Variegatum'  ミズヒキ（斑入）  タデ科
428  Polygonum longiseta  イヌタデ  タデ科
429  Polygonum longiseta ex. 'Variegata'  イヌタデ（斑入）  タデ科
430  Polygonum pubescens  ボントクタデ   タデ科
431  Polygonum pubescens  ボントクタデ（斑入）  タデ科
432  Polygonum sp .  マルバアイ（俗称）　  タデ科
433  Polygonum tinctoria  アイ　通称タデアイ／アイタデ  タデ科
434  Polygonum viscosa  ニオイタデ  タデ科
　75  Polypodium fauriei  オシャグジデンダ  ウラボシ科
682  Polyxena odorata  ポリキセナ　オドラータ  ユリ科
517  Potentil la gracil is nuttaly  ポテンチラ　グラキリス　ヌタリー  バラ科
518  Potentil la matsmurae var. apoiensis  アポイキンバイ  バラ科
519  Potentil la matsumurae  ミヤマキンバイ  バラ科
520  Potentil la megalantha  チシマキンバイ  バラ科
521  Potentil la miyabei  メアカンキンバイ  バラ科
522  Potentil la nepalensis  ベニバナロウゲ  バラ科
523  Potentil la nivea  ウラジロキンバイ  バラ科
524  Potentil la palustris  クロバナロウゲ  バラ科
349  Primula japonica  クリンソウ  サクラソウ科
350  Primula japonica  クリンソウ（淡桃）  サクラソウ科
351  Primula japonica  クリンソウ  サクラソウ科
776  Primula japonica  クリンソウ  サクラソウ科
352  Primula japonica   クリンソウ(絞り咲き)  サクラソウ科
383  Prunella prunelliformis  タテヤマウツボグサ   シソ科
384  Prunella vulgaris ssp . asiatica  ウツボグサ  シソ科
311  Pseudolysimachion sieboldianum  ハマトラノオ  ゴマノハグサ科
265  Pulsatil la cernua  オキナグサ   キンポウゲ科
266  Pulsatil la vulgaris  セイヨウオキナグサ  キンポウゲ科
267  Pulsatil la vulgaris  プルサティラ　ブルガリス  キンポウゲ科
268  Pulsatil la vulgaris gurandis "Papageno"  セイヨウオキナグサ「パパゲーノ」  キンポウゲ科
269  Pulsatil la vulgaris Poland form  セイヨウオキナグサ「ポーランド型」  キンポウゲ科
312  Rabdosia shikokianus var.occidentalis  サンインヒキオコシ  ゴマノハグサ科
313  Rabdosia shikokianus var.occidentalis ×R.trichocarpa  サンインヒキオコシ自然交雑種  ゴマノハグサ科
270  Ranunculus acris var. nipponicus  ミヤマキンポウゲ  キンポウゲ科
271  Ranunculus cortusifolius  ラヌンクルス　コルツシフォリウス  キンポウゲ科
272  Ranunculus ficaria  ラヌンクルス　フィカリア  キンポウゲ科
273  Ranunculus gouani  ラヌンクルス　ゴーアニ  キンポウゲ科
274  Ranunculus kitadakeanus  キタダケキンポウゲ  キンポウゲ科
275  Ranunculus Ternatus  ヒキノカサ  キンポウゲ科
797  Rhaphiolepis indica var. umbellata  シャリンバイ  バラ科
438  Rhododendron aureum  キバナシャクナゲ   ツツジ科
439  Rhododendron uwaense  トキワバイカツツジ  ツツジ科
525  Rhodotypos scandens  シロヤマブキ  バラ科
798  Rhodotypos scandens  シロヤマブキ  バラ科
596  Rivina humilis  ジュズサンゴ  ヤマゴボウ科
　34  Romulea tabularis  ロムレア　タブラリス  アヤメ科
526  Rosa carpatica  ロサ　カルパチカ  バラ科
527  Rosa rugosa  ハマナス   バラ科
209  Ruell ia brittoniana  ムラサキリュエリア（通称）  キツネノマゴ科
385  Salvia nipponica  キバナアキギリ  シソ科
386  Salvia sclarea   オニサルビア（ネット)  シソ科
297  Sanguinaria canadenｓis  サングイナリア　カナデンシス  ケシ科
528  Sanguisorba hakusanensis  カライトソウ  バラ科
799  Sanguisorba officinalis Compact form  ワレモコウ　矮性  バラ科
529  Sanguisorba tenuifolia var. alba  ナガボノシロワレモコウ  バラ科
416  Sanicula lamell igera var. wakayamensis  キイウマノミツバ  セリ科
844  Sarcochilus japonicus  カヤラン  ラン科
370  Sarracenia flava   キバナヘイシソウ　サラセニア　フラバ  サラセニア科12 / 15 ページ
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371  Sarracenia leucophylla  アミメヘイシソウ　サラセニア　レウコフィラ  サラセニア科
　74  Saruma henryi  サルマ　ヘンリー  ウマノスズクサ科
196  Saussurea gracilis  ホクチアザミ  キク科
751  Saussurea gracilis  ホクチアザミ  キク科
811  Saxifraga fordunei var incisolobata  ダイモンジソウ（予）  ユキノシタ科
555  Scabiosa japonica  マツムシソウ  マツムシソウ科
556  Scabiosa japonica  マツムシソウ  マツムシソウ科
557  Scabiosa japonica var. l ittoralis  ソナレマツムシ  マツムシソウ科
558  Scabiosa japonica var. l ittoralis  ソナレマツムシソウ  マツムシソウ科
100  Schoenoplectus triqueter  サンカクイ  カヤツリグサ科
683  Scilla scilloides  ツルボ  ユリ科
684  Scilla scilloides  ツルボ  ユリ科
685  Scilla scilloides  ツルボ  ユリ科
686  Scilla scilloides  ツルボ  ユリ科
831  Scilla scilloides  ツルボ（銚子産）  ユリ科
832  Scilla scilloides  ツルボ  ユリ科
833  Scilla scilloides  ツルボ  ユリ科
687  Scilla scilloides　Dwarf type  ツルボ（矮性種）  ユリ科
688  Scilla scilloides f. albiflora  シロバナツルボ  ユリ科
689  Scilla scilloides var. l itoralis  ハマツルボ  ユリ科
387  Scutellaria altissima  スクテラリア　アルティッシマ  シソ科
388  Scutellaria hastiflora   スクテラリア　ハスティフロラ  シソ科
389  Scutellaria indica  タツナミソウ   シソ科
　67  Selaginella involens  カタヒバ  イワヒバ科
276  Semiaquilegia ecalcarata  フウリンオダマキ   キンポウゲ科
197  Serratula coronata ssp . insularis  タムラソウ  キク科
198  Serratula coronata ssp . insularis  タムラソウ（済州島タムラソウ）  キク科
199  Serratula coronata ssp . insularis  タムラソウ  キク科
200  Serratula coronata ssp . insularis  タムラソウ  キク科
201  Serratula coronata ssp . insularis  タムラソウ  キク科
752  Serratula sp .  ホソバタムラソウ（通称）  キク科
　62  Setaria glauca  欠番  イネ科
　63  Setaria viridis purple form  ムラサキエノコロ  イネ科
　64  Setaria viridis purple form  ムラサキエノコロ  イネ科
　65  Setaria viridis var. pachystachys  ハマエノコロ   イネ科
484  Silene armeria  ムシトリナデシコ  ナデシコ科
485  Silene atropurpurea  シレネ　アトロプルプレア  ナデシコ科
486  Silene flavescens  シレネ　フラベスケンス  ナデシコ科
487  Silene grayi  シレネ　グライ  ナデシコ科
488  Silene keiskei  オオビランジ  ナデシコ科
489  Silene keiskei akaisialpina  タカネビランジ  ナデシコ科
490  Silene keiskei var.minor  ビランジ  ナデシコ科
793  Silene repens  カラフトマンテマ  ナデシコ科
491  Silene sachalinensis  カラフトビランジ   ナデシコ科
492  Silene uniflora  シレネ　ユニフローラ  ナデシコ科
794  Silene uralensis  タカネマンテマ   ナデシコ科
202  Silphium perfoliatum  ツキヌキオグルマ（ネット）  キク科
709  Siranthes cerunua  アキザキネジバナ（アメリカモジズリ、大花ネジバナ）  ラン科
　35  Sisyrinchium atlanticum  シシリンチウム　アトランチクム  アヤメ科
　36  Sisyrinchium bermudiana album  シシリンチウム　ベルムディアナ　アルブム  アヤメ科
　37  Sisyrinchium idahoense  シシリンチウム　アイダホエンセ  アヤメ科
　38  Sisyrinchium sp   シシリンチウム類   アヤメ科
807  Skimmia japonica  ミヤマシキミ  ミカン科
690  Smilacina japonica  ユキザサ  ユリ科
691  Smilacina japonica  ユキザサ  ユリ科
692  Smilacina japonica  ユキザサ  ユリ科
834  Smilax china var. yanagitai  トゲナシサルトリイバラ  ユリ科
203  Solidago virgaurea ssp . Leiocarpa var.ovata  ハマアキノキリンソウ  キク科
204  Solidago virgaurea subsp . asiatica  アキノキリンソウ  キク科13 / 15 ページ
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753  Solidago virgaurea subsp . leiocarpa var. ovata  ハマアキノキリンソウ（予）  キク科
298  Spiloxene scullyi  スピロキセネ　スクリー  コキンバイザサ科
530  Spiraea japonica  シモツケ   バラ科
531  Spiraea japonica?  レブンシモツケ  バラ科
710  Spiranthes sinensis ｖar. amoena  ネジバナ  ラン科
585  Staphylea pinnata  スタフィレア　ピンナタ  ミツバウツギ科
493  Stellaria ruscifolia  シコタンハコベ  ナデシコ科
210  Strobilanthes oligantha  スズムシバナ  キツネノマゴ科
211  Strobilanthes oligantha  スズムシバナ  キツネノマゴ科
717  Swertia bimaculata  アケボノソウ  リンドウ科
845  Swertia bimaculata  アケボノソウ  リンドウ科
718  Swertia japonica  センブリ  リンドウ科
846  Swertia japonica  センブリ  リンドウ科
719  Swertia pseudochinensis  ムラサキセンブリ   リンドウ科
607  Sxifraga pubescens   サキシフラガ  ブベケンス  ユキノシタ科
205  Syneilesis palmata  ヤブレガサ   キク科
754  Syneilesis palmata  ヤブレガサ   キク科
206  Syneilesis sp .  チュウゴクヤブレガサ（通称？）  キク科
207  Synurus pungens  オヤマボクチ   キク科
396  Talinum crassifolium  ハゼラン　（サンジソウ）  スベリヒユ科
208  Tarakacum sp .  ニホンタンポポ  キク科
　41  Taxus baccata  ヨーロッパ　イチイ  イチイ科
277  Thalictrum aquilegifolium  タリクトルム　アクイレギフォリウム  キンポウゲ科
278  Thalictrum flavum   キバナカラマツソウ（通称）  キンポウゲ科
279  Thalictrum rochebrunianum  シキンカラマツ   キンポウゲ科
280  Thalictrum rochebrunianum  シキンカラマツ   キンポウゲ科
　66  Themeda triandra var. japonica  メガルガヤ   イネ科
608  Tiarella polyphylla   ズダヤクシュ   ユキノシタ科
153  Trachelium caeruleum  ユウギリソウ  キキョウ 科
728  Trichosanthes cucumeroides  カラスウリ  ウリ科
693  Tricyrits nana   チャボホトトギス  ユリ科
694  Tricyrtis flava  キバナホトトギス  ユリ科
695  Tricyrtis flava  キバナホトトギス  ユリ科
835  Tricyrtis flava　subsp　ohsumiensis  タカクマホトトギス  ユリ科
696  Tricyrtis hirta  ホトトギス  ユリ科
697  Tricyrtis hirta white fl.   ホトトギス(白花)  ユリ科
836  Tricyrtis hirta white fl.   ホトトギス（白花）  ユリ科
698  Tricyrtis macranthopsis  キイジョウロウホトトギス  ユリ科
837  Tricyrtis macranthopsis  キイジョウロウホトトギス  ユリ科
699  Tricyrtis nana  チャボホトトギス  ユリ科
700  Tricyrtis perfoliata  キバナノツキヌキホトトギス  ユリ科
701  Tricyrtis sp .  イワホトトギス  ユリ科
154  Tridanis biflora  ヒナキキョウ  キキョウ 科
720  Tripterospermum trinervium  ツルリンドウ  リンドウ科
721  Tripterospermum trinervium var. involubile  テングノコヅチ  リンドウ科
281  Trollius chinensis  トゥロリウス　キネンシス  キンポウゲ科
702  Tulipa sp . (T. urmiensis ?)  ツウリパ（ツウリパ　ウルミエンシス？）  ユリ科
314  Verbascum blattaria f. albiflora  エサシソウ(シロバナモウズイカ)  ゴマノハグサ科
315  Veronica didyma var. l i lacina  イヌノフグリ  ゴマノハグサ科
316  Veronica kiusiana var. maritima  エチゴトラノオ  ゴマノハグサ科
317  Veronica ograe  サンイントラノオ  ゴマノハグサ科
318  Veronica ornatum  トウテイラン   ゴマノハグサ科
319  Veronica schmidtianum  キクバクワガタ  ゴマノハグサ科
320  Veronica schmidtianum  subsp . schmidtianum  f. candidum  シロゲキクバクワガタ？（白花）  ゴマノハグサ科
321  Veronica schmidtianum var. daisenense  ダイセンクワガタ  ゴマノハグサ科
322  Veronica subsessilis  ルリトラノオ  ゴマノハグサ科
323  Veronica subsessilis  ルリトラノオ  ゴマノハグサ科
324  Veronicastrum sibiricum japonicum  クガイソウ  ゴマノハグサ科
325  Veronicastrum sibiricum japonicum  クガイソウ  ゴマノハグサ科14 / 15 ページ
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578  Vicia cracca  クサフジ  マメ科
579  Vigna angularis var.nipponensis  ヤブツルアズキ  マメ科
　90  Vincentoxicum katoi  クサナギオゴケ  ガガイモ科
　91  Vincetoxicum nigrum  ビンケトキシクム　ニグルム  ガガイモ科
397  Viola ×'Benizuru'  ×紅鶴（エイザンスミレ x ベニバナナンザンスミレ）  スミレ科
398  Viola chaerophylloides  ナンザンスミレ（白）  スミレ科
399  Viola chaerophylloides var. sieboldiana white fl.   ヒゴスミレ（白）  スミレ科
400  Viola chaerophylloides var. sieboldiana white fl.   ヒゴスミレ（白花）  スミレ科
401  Viola eizanensis  エイザンスミレ  スミレ科
402  Viola eizanensis  エイザンスミレ   スミレ科
403  Viola elatior  ビオラ　エラチオール  スミレ科
404  Viola grayi  イソスミレ  スミレ科
405  Viola grypoceras "Alba"  タチツボスミレ（白）   スミレ科
406  Viola mandshurica f. albo-variegata  ニシキスミレ  スミレ科
407  Viola rostrata var. japonica "Alba"  ナガハシスミレ（白）  スミレ科
408  Viola sp .  スミレ属の一種  スミレ科
409  Viola tricolor  ビオラ　トコロール  スミレ科
285  Vitex agnus-castus  セイヨウニンジクポク（通称）  クマツヅラ科
155  Wahlenbergia albomarginata   ワーレンベルギア　アルボマルギナータ   キキョウ科
539  Zephyranthes candida  タマスダレ（洋種）   ヒガンバナ科
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