
Seed List No.29 AGST Seed Exchange 2012-2013     Dec. 6, 2012
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種子交換リスト　２９号　２０１２年－２０１３年　東京山草会種子交換委員会

05496-1  Acer palmatum  (W)イロハモミジ(イロハカエデ)  カエデ科

07026  Achillea ptarmica var. macrocephala  エゾノコギリソウ  キク科

09518-1  Aconitum grossedentatum  (W)カワチブシ  キンポウゲ科

09528  Aconitum japonicum var. montanum  ヤマトリカブト  キンポウゲ科

09538  Aconitum loczyanum  レイジンソウ  キンポウゲ科

07036  Adenocaulon himalaicum  ノブキ  キク科

06425  Adenophora coronopifolia  マルバシャジン  キキョウ科

06436  Adenophora nikoensis  ヒメシャジン  キキョウ科

06440  Adenophora nikoensis var. petrophila  ミョウギシャジン  キキョウ科

06453  Adenophora remotiflora  ソバナ  キキョウ科

06453-1  Adenophora remotiflora  (W)ソバナ  キキョウ科

06459  Adenophora takedae  イワシャジン  キキョウ科

06461  Adenophora takedae var. howozana  ホウオウシャジン  キキョウ科

06465  Adenophora tashiroi  シマシャジン  キキョウ科

06469  Adenophora triphylla  サイヨウシャジン(ナガサキシャジン)  キキョウ科

06471  Adenophora triphylla var. hakusanensis  ハクサンシャジン(タカネツリガネニンジン)  キキョウ科

06471-2  Adenophora triphylla var. hakusanensis  ハクサンシャジン(タカネツリガネニンジン)(白)(這性)  キキョウ科

06473-2  Adenophora triphylla var. japonica  (W)ツリガネニンジン(白)  キキョウ科

09611  Adonis ramosa(= amurensis)  (予約)フクジュソウ  キンポウゲ科

09611  Adonis ramosa(= amurensis)  フクジュソウ  キンポウゲ科

09611-2  Adonis ramosa(= amurensis)(Adonis koreana)  フクジュソウ(韓国産)  キンポウゲ科

18570  Aeginetia indica  ナンバンギセル  ハマウツボ科

18570-2  Aeginetia indica  (W)ナンバンギセル(赤)  ハマウツボ科

00736  Aethionema kotschyi  アエチオネマ コッチー  アブラナ科

13581-1  Agastache rugosa  カワミドリ(白花)  シソ科

18663  Agrimonia pilosa var. japonica  キンミズヒキ  バラ科

00652-1  Akebia quinata  アケビ  アケビ科

00652-2  Akebia quinata  アケビ  アケビ科

00653  Akebia trifoliata  ミツバアケビ  アケビ科

24089  Allium amamianum  (予約)アマミラッキョウ　  ユリ科

24222  Allium splendens  ミヤマラッキョウ  ユリ科

24229  Allium thunbergii  ヤマラッキョウ  ユリ科

24229-1  Allium thunbergii  (予約）ヤマラッキョウ(済州島)  ユリ科

24233  Allium tuberosum  アリウム ツベロスム(ガーリックヒャイブ)  ユリ科

24237  Allium victorialis var. platyphyllum  ギョウジャニンニク  ユリ科

25957-1  Amitostigma kinoshitae Pure white form  コアニチドリ(ムカゴ)  ラン科

09470  Amsonia elliptica  チョウジソウ  キョウチクトウ科

09471  Amsonia tabernaemontana  ヤナギバチョウジソウ  キョウチクトウ科

12571  Anagallis arvensis f. coerulea  ルリハコベ  サクラソウ科

22465  Anchusa officinalis  アンチューサ オッフィキナリス(アルカネット)  ムラサキ科

12592  Androsace carnea ssp. halleri  アンドロサケ カルネア ハーレリ  サクラソウ科

09620  Anemone altaica  アネモネ アルタイカ  キンポウゲ科

09624  Anemone baldensis  アネモネ バルデンシス  キンポウゲ科

09652  Anemone magellanica  アネモネ マゲラニカ  キンポウゲ科

09655  Anemone multifida  アネモネ ムルチフィダ  キンポウゲ科

09701  Anemone rupicola  アネモネ ルピコラ  キンポウゲ科

09706  Anemone sylvestris  アネモネ シルベシトリス→バイカイチゲ  キンポウゲ科

09715  Anemone virginiana  ハルザキシュウメイギク(通称)(アネモネ ヴァージニアナ)  キンポウゲ科

09730  Anemonella thalictroides  バイカカラマツ  キンポウゲ科
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09735  Anemonopsis macrophylla  レンゲショウマ  キンポウゲ科

09735-1  Anemonopsis macrophylla  レンゲショウマ(青軸)  キンポウゲ科

09735-3  Anemonopsis macrophylla  レンゲショウマ(泥軸、白花)  キンポウゲ科

09735-4  Anemonopsis macrophylla  レンゲショウマ(斑入り)  キンポウゲ科

15346  Angelica archangelica  アンゲリカ アルカンゲリカ  セリ科

15375  Angelica stenoloba  ホソバトウキ  セリ科

15390  Anisotome aromatica  アニソトメ　アノマチカ  セリ科

01492  Anomatheca laxa  ヒメヒオウギ(ラペイロウシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ)  アヤメ科

01492-1  Anomatheca laxa alba  アノマテカ ラクサ アルバ(ヒメヒオウギ白花)  アヤメ科

01492-1  Anomatheca laxa alba  アノマテカ ラクサ アルバ(ヒメヒオウギ)  アヤメ科

15400  Anthriscus sylvestris  シャク(ワイルドチャービル)  セリ科

09747  Aquilegia alpina  アクイレギア アルピナ  キンポウゲ科

09759  Aquilegia buergeriana  ヤマオダマキ  キンポウゲ科

09759-1a  Aquilegia buergeriana  (W)ヤマオダマキ  キンポウゲ科

09759-1b  Aquilegia buergeriana  (W)ヤマオダマキ  キンポウゲ科

09759-1c  Aquilegia buergeriana  (W)ヤマオダマキ  キンポウゲ科

09759-2  Aquilegia buergeriana  ヤマオダマキ(八ヶ岳、ピンク花)  キンポウゲ科

09919  Aquilegia buergeriana f. ecalcarata  マルザキヤマオダマキ  キンポウゲ科

09762  Aquilegia buergeriana f. flavescens  キバナノヤマオダマキ  キンポウゲ科

09762-1  Aquilegia buergeriana f. flavescens  (W)キバナノヤマオダマキ  キンポウゲ科

09763  Aquilegia buergriana var. oxysepala  オオヤマオダマキ  キンポウゲ科

09765  Aquilegia caerulea  アクレギア カエルレア(ソライロオダマキ)  キンポウゲ科

09770  Aquilegia canadensis  カナダオダマキ  キンポウゲ科

09771  Aquilegia canadensis 'Corbett'  カナダオダマキ「コルベット」（黄花カナダオダマキ)  キンポウゲ科

09804  Aquilegia flabellata double  オダマキ　(八重)  キンポウゲ科

09809  Aquilegia flabellata var. pumila  ミヤマオダマキ  キンポウゲ科

09812  Aquilegia flabellata var. pumila dowarf type  ミヤマオダマキ(矮性)  キンポウゲ科

09820  Aquilegia flabellata var. pumila white fl.  ミヤマオダマキ(白)  キンポウゲ科

09809-3  Aquilegia flabellata var. pumila 'White flower'  ミヤマオダマキ(八ヶ岳、ピンク)  キンポウゲ科

09859  Aquilegia pyrenaica  アクイレギア ピレナイカ  キンポウゲ科

09868  Aquilegia saximontana x jonesii  アクイレギア サキシモンタナ × ジョネシー  キンポウゲ科

09887  Aquilegia viridiflora  クロバナオダマキ  キンポウゲ科

09890  Aquilegia vulgaris  アクイレギア ブルガリス  キンポウゲ科

09918  Aquiregia sp.  オダマキ  キンポウゲ科

00805  Arabis glabra (NET)  ハタザオ  アブラナ科

00807  Arabis hirusta  ヤマハタザオ  アブラナ科

00820  Arabis serrata  フジハタザオ  アブラナ科

00821  Arabis serrata var. glauca  エゾノイワハタザオ  アブラナ科

00822  Arabis serrata var. japonica  イワハタザオ  アブラナ科

00827  Arabis soyeri subsp. jacquinii  アラビス ソイエリ ヤククィニー  アブラナ科

00828  Arabis sp.  ダイセンハタザオ  アブラナ科

04343  Aralia cordata  ウド  ウコギ科

23283  Ardisia crispa  カラタチバナ  ヤブコウジ科

23283-1  Ardisia crispa  カラタチバナ(赤味と白実の混合)  ヤブコウジ科
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13336  Arisaema candidissimum  アリサエマ カンディディシムム(モモイロテンナンショウ)  サトイモ科

13344  Arisaema ehimense  エヒメテンナンショウ  サトイモ科

13344-1  Arisaema ehimense  エヒメテンナンショウ(実生1年生、小球)  サトイモ科

13357  Arisaema heterophyllum  マイヅルテンナンショウ  サトイモ科

13366  Arisaema kiushianum  ヒメウラシマソウ  サトイモ科

13366-1  Arisaema kiushianum  ヒメウラシマソウ小球)  サトイモ科

13366-2  Arisaema kiushianum  (予約)ヒメウラシマソウ(銀葉)  サトイモ科

13366-3  Arisaema kiushianum  ヒメウラシマソウ(脈斑)  サトイモ科

13382  Arisaema ringens  ムサシアブミ  サトイモ科

13382-3  Arisaema ringens  ムサシアブミ(緑花)(小球)  サトイモ科

13386-3a  Arisaema serratum  (W)マムシグサ  サトイモ科

13386-3b  Arisaema serratum  (W)マムシグサ  サトイモ科

13389-1  Arisaema sikokianum  ユキモチソウ(小球)  サトイモ科

13389-2  Arisaema sikokianum  ユキモチソウ(中球)  サトイモ科

13393-1  Arisaema thunbergii ssp. thunbergii  ナンゴクウラシマソウ(小球)  サトイモ科

13394  Arisaema thunbergii ssp. urashima  ウラシマソウ  サトイモ科

13394  Arisaema thunbergii ssp. urashima  (予約)ウラシマソウ  サトイモ科

13394-1  Arisaema thunbergii ssp. urashima  ウラシマソウ(素心)  サトイモ科

13394-2  Arisaema thunbergii ssp. urashima  ウラシマソウ(素心)(小球)  サトイモ科

13400  Arisaema tosaense  アオテンナンショウ  サトイモ科

13402  Arisaema triphyllum  アリサエマ トリフィルム  サトイモ科

13403-1  Arisaema triphyllum var. stewardsonii  アリサエマ トリフィルム スチワードソニー(小球)  サトイモ科

04438  Aristolochia fimbriata  アリストロキア フィムブリアタ  ウマノスズクサ科

04436  Aristolochia serpentaria  アリストロキア セルペンタリア  ウマノスズクサ科

02610  Arthraxon hispidus  コブナグサ  イネ科

24293  Arthropodium candidum var. maculatum  コマチユリ  ユリ科

02620  Arundinella hirta  トダシバ  イネ科

04442  Asarum dimidiatum  クロフネサイシン  ウマノスズクサ科

04462-1  Asiasarum sieboldii  ウスバサイシン(青軸)  ウマノスズクサ科

24317  Asphodelus tenuifolius  アスフォデルス テニュイフォリアス  ユリ科

07213  Aster ageratoides ssp. ovatus cv. Hortensis  コンギク  キク科

07277  Aster yakushimensis  ヤクシマノギク  キク科

23485  Astilbe simplicifolia  ヒトツバショウマ  ユキノシタ科

23487  Astilbe taquetii  チダケサシ(タンナチダケサシ：通称)  ユキノシタ科

21069  Astragalus membranaceus  タイツリオウギ  マメ科

07291  Atractylodes japonica  オケラ  キク科

21110  Baptisia australis  ムラサキセンダイハギ  マメ科

14301  Begonia grandis  シュウカイドウ(ムカゴ)  シュウカイドウ科

01520  Belamcanda chinensis  ヒオウギ  アヤメ科

01522  Belamcanda chinensis var. cruenta f. vulgaris  ダルマヒオウギ  アヤメ科

22271  Benthamidia florida  ハナミズキ  ミズキ科

26003  Bletilla striata  シラン  ラン科

26003-1  Bletilla striata  シラン(三蝶咲き)  ラン科

26004  Bletilla striata f. alba  シラン(白)  ラン科

26005  Bletilla striata pink fl.  シラン(ピンク)  ラン科

26006  Bletilla striata var. coerulea  シラン(ブルー)  ラン科

22130  Boenninghausenia japonica  マツカゼソウ  ミカン科

02672  Bothriochloa parviflora  ヒメアブラススキ  イネ科

19870-1  Buckleya lanceolata  (W)ツクバネ  ビャクダン科
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20262  Buddleja davidii  フサフジウツギ  フジウツギ科

20262-1  Buddleja davidii  フサフジウツギ(白)  フジウツギ科

15449  Bupleurum longiradiatum subsp. sachalinense var. elatis  ホタルサイコ  セリ科

15458  Bupleurum scorzoneraefolium var. stenophyllum  ミシマサイコ  セリ科

02751  Calamagrostis arundinacea var. brachytricha  ノガリヤス  イネ科

26061  Calanthe reflexa  ナツエビネ  ラン科

11613  Calceolaria biflora  カルセオラリア ビフロラ(宿根キンチャクソウ)  ゴマノハグサ科

11621  Calceolaria mexicana  カルケオラリア メキシカナ  ゴマノハグサ科

09930  Callianthemum anemonoidea  カリアンテマム アネモノイデス  キンポウゲ科

09932  Callianthemum hondoense  キタダケソウ  キンポウゲ科

09933  Callianthemum miyabeanum  ヒダカソウ  キンポウゲ科

09934  Callianthemum sachalinense subsp. kirigishiense  キリギシソウ  キンポウゲ科

10791  Callicarpa bodinieri  アメリカムラサキシキブ  クマツヅラ科

10793  Callicarpa dichotoma  コムラサキ  クマツヅラ科

10797  Callicarpa japonica  ムラサキシキブ  クマツヅラ科

24460  Caloscordum inutile  ステゴビル  ユリ科

09947  Caltha palustris var. nipponica  リュウキンカ  キンポウゲ科

06514  Campanula alpestris  カンパヌラ アルペストリス  キキョウ科

06661  Campanula punctata  ホタルブクロ  キキョウ科

06661-1  Campanula punctata  ホタルブクロ(濃色)  キキョウ科

06661-2  Campanula punctata  (W)ホタルブクロ  キキョウ科

06661-3  Campanula punctata  ホタルブクロ(赤)  キキョウ科

06661-4  Campanula punctata  タカネホタルブクロ(流通名)(エビ茶濃色)  キキョウ科

06663  Campanula punctata alba  ホタルブクロ(白)  キキョウ科

06665-1  Campanula punctata alba, dwarf, variagata  ホタルブクロ(白、矮性、斑入)  キキョウ科

06668-1  Campanula punctata var. hondoensis  (W)ヤマホタルブクロ  キキョウ科

06668-1a  Campanula punctata var. hondoensis  (W)ヤマホタルブクロ  キキョウ科

06668-1b  Campanula punctata var. hondoensis  (W)ヤマホタルブクロ  キキョウ科

06669  Campanula punctata var. kurokawae  イシダテホタルブクロ  キキョウ科

06678  Campanula rapunculoides  カンパヌラ ラプンクロイデス  キキョウ科

06680  Campanula rhomboidalis  カンパヌラ ロンボイダリス  キキョウ科

06685  Campanula rotundifolia alba  イトシャジン(白)  キキョウ科

23530  Cardiandra alternifolia  クサアジサイ  ユキノシタ科

24481-1  Cardiocrinum cordatum  ウバユリ(紅花選抜種)  ユリ科

24481-2  Cardiocrinum cordatum  (W)ウバユリ  ユリ科

22420  Cardiospermum halicacabum  フウセンカズラ  ムクロジ科

05810  Carex aequialta  トダスゲ(ジュズスゲ)  カヤツリグサ科

05841  Carex capricornis  ジョウロウスゲ  カヤツリグサ科

05937  Carex incisa  カワラスゲ  カヤツリグサ科

05957  Carex lenta  ナキリスゲ  カヤツリグサ科

06024  Carex phyllocephala  テンジクスゲ  カヤツリグサ科

06066-1  Carex satsumensis  アブラシバ(矮性種)  カヤツリグサ科

18700  Cartaegus cuneata  サンザシ  バラ科

07480  Carthamus tinctorius  ベニバナ  キク科

10821  Caryopteris divaricata  カリガネソウ   クマツヅラ科

10822-1  Caryopteris divaricata  (W)カリガネソウ  クマツヅラ科

10823  Caryopteris incana  ダンギク  クマツヅラ科

22740  Caulophyllum robustum  ルイヨウボタン  メギ科

18002  Celastrus orbiculatus  ツルウメモドキ  ニシキギ科

07541  Centaurea jacea  フジアザミ  キク科
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27192  Centaurium erythraea  ケンタウリウム エリトリエア(ベニバナシマセンブリ)  リンドウ科

21180  Cercis chinensis  ハナズオウ(ハナスオウ)  マメ科

21180  Cercis chinensis  ハナズオウ(ハナスオウ)　白花  マメ科

22280  Chamaepericlymenum suecicum  エゾゴゼンタチバナ  ミズキ科

22280-1  Chamaepericlymenum suecicum  ゴゼンタチバナ  ミズキ科

02790  Chasmanthium latifolium  カスマンチウム ラチフォリウム(通称：ワイルドオーツ)  イネ科

11201  Chelidonium majus var. asiaticum  クサノオウ  ケシ科

27561  Chimonanthus praecox var. grandiflora f. concolor  ソシンロウバイ  ロウバイ科

24511  Chionographis japonica  シライトソウ  ユリ科

24516  Chionographis sp.  サイシュウトウシライトソウ(通称)  ユリ科

15803-1  Chloranthus serratus  フタリシズカ(青軸)  センリョウ科

09950  Cimicifuga acerina  オオバショウマ  キンポウゲ科

09952  Cimicifuga japonica  イヌショウマ  キンポウゲ科

09954  Cimicifuga ramosa 'Brunette'  サラシナショウマ(銅葉ブルネット)  キンポウゲ科

09955  Cimicifuga sp.  タンゴサラシナショウマ  キンポウゲ科

07658-2  Cirsium japonicum  ノアザミ(白斑、棘なし)  キク科

07697-1  Cirsium oligophyllum ssp. aomorense  (W)オオノアザミ(アオモリアザミ)  キク科

09994  Clematis heracleifolia  クレマチス ヘラクレイフォリア  キンポウゲ科

09997  Clematis japonica  ハンショウヅル  キンポウゲ科

10033  Clematis patens  カザグルマ  キンポウゲ科

10034  Clematis patens white fl.  カザグルマ(白)  キンポウゲ科

10053  Clematis terniflora  センニンソウ  キンポウゲ科

24531  Clintonia udensis  ツバメオモト  ユリ科

15490  Cnidium japonicum  ハマゼリ  セリ科

16622-1  Cocculus trilobus  (W)アオツヅラフジ  ツヅラフジ科

06781  Codonopsis lanceolata  ツルニンジン  キキョウ科

06781-2  Codonopsis lanceolata  (W)ツルニンジン  キキョウ科

06788  Codonopsis ovata  コドノプシス オバタ  キキョウ科

06789  Codonopsis pilosula  コドノプシス ピロスラ  キキョウ科

06796  Codonopsis ussuriensis  バアソブ  キキョウ科

16786-1  Commelina communis variegated leaf  ツユクサ(斑入)  ツユクサ科

16787  Commelina communis white fl.  ツユクサ(白)  ツユクサ科

04180-1a  Conandron ramondioides  (W)イワタバコ  イワタバコ科

04180-1b  Conandron ramondioides  (W)イワタバコ  イワタバコ科

24580  Convallaria keiskei  スズラン  ユリ科

24580-1  Convallaria keiskei  スズラン(八重咲き、二重)  ユリ科

24580-2  Convallaria keiskei  スズラン(雪白覆輪斑)  ユリ科

24580-3  Convallaria keiskei  スズラン(斑入り)  ユリ科

24580-4  Convallaria keiskei  (W)スズラン  ユリ科

24581  Convallaria majalis  ドイツスズラン  ユリ科

10071  Coptis japonica var. dissecta  セリバオウレン  キンポウゲ科

10072  Coptis japonica var. major  コセリバオウレン  キンポウゲ科

14230  Corchoropsis tomentosa  カラスノゴマ  シナノキ科

22293-1  Cornus mas  セイヨウサンシュユ(コーネリアンチェリー)  ミズキ科

11237  Corydalis malkensis  コリダリス マルケンシス  ケシ科

11252-1  Corydalis sempervirens  コリダリス センベルビレンス  ケシ科

11254  Corydalis solida  コリダリス ソリダ  ケシ科

11256  Corydalis solida transsylvanica  コリダリス ソリダ トランシルバニカ  ケシ科

22094  Corylopsis spicata  トサミズキ  マンサク科

07735  Cosmos sulphureus  キバナコスモス  キク科
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18701  Crataegus cuneata f. lutea  キミノサンザシ  バラ科

07809  Crepis rubra  モモイロタンポポ  キク科

01557  Crocus banaticus  クロクス バナティクス  アヤメ科

01557-1  Crocus banaticus 'Novak White'  クロクス バナティクス｢ノバホワイト｣  アヤメ科

21262  Crotalaria sessiliflora  タヌキマメ  マメ科

21262  Crotalaria sessiliflora  (W)タヌキマメ  マメ科

21262-1  Crotalaria sessiliflora  タヌキマメ(細葉タイプ)  マメ科

15510  Cryptotaenia japonica  クリプトタエニア ヤポニカ アトロプルプレア(ムラサキミツバ)  セリ科

15511ー1  Cryptotaenia japonica  (W)ミツバ  セリ科

16881  Cyanella hyacinthoides  キアネラ ヒアシンソイデス  テコフィラエア科

12680  Cyclamen africanum  シクラメン アフリカヌム  サクラソウ科

12682  Cyclamen alpinum  シクラメン アルピヌム  サクラソウ科

12719  Cyclamen cyprium  シクラメン キプリウム  サクラソウ科

12720  Cyclamen graecum  シクラメン グラエカム  サクラソウ科

12727  Cyclamen hederifolium  シクラメン ヘデリフォリウム  サクラソウ科

12760  Cyclamen libanoticum  シクラメン リバノチクム  サクラソウ科

12762  Cyclamen persicum  シクラメン ペルシクム  サクラソウ科

12770  Cyclamen purpurascens(silver leaf)  シクラメン プルプラッセンス  サクラソウ科

12775  Cyclamen repandum subsp. rhodense  シクラメン レパンダム　ローデンセ  サクラソウ科

12777  Cyclamen rohlfsianum  シクラメン ロルフシアナム  サクラソウ科

05533-1  Cynanchum ascyrifolium  (W)クサタチバナ  ガガイモ科

01622  Cypella plumbea  キペラ プラムビア  アヤメ科

06135  Cyperus cyperoides  クグ  カヤツリグサ科

14380  Daphne alpina  ダフネ アルピナ  ジンチョウゲ科

21326  Desmodium paniculatum  アレチヌスビトハギ  マメ科

17441  Dianthus glacialis  ヒョウガナデシコ→ディアンツス グラキアリス  ナデシコ科

17454  Dianthus japonicus  ハマナデシコ(フジナデシコ)  ナデシコ科

17454-1  Dianthus japonicus  (W)ハマナデシコ(フジナデシコ)  ナデシコ科

17456  Dianthus japonicus albus  ハマナデシコ(フジナデシコ)(白)  ナデシコ科

17455  Dianthus japonicus 'Variegata'  ハマナデシコ(フジナデシコ)(斑入)  ナデシコ科

17458  Dianthus kiusianus  ヒメハマナデシコ  ナデシコ科

17458-1  Dianthus kiusianus  ヒメハマナデシコ(白)  ナデシコ科

17471  Dianthus nardiformis  ディアンツス ナルデフォミス  ナデシコ科

17478  Dianthus pavonius  ディアンツス パボニウス  ナデシコ科

17494  Dianthus shinanensis  シナノナデシコ  ナデシコ科

17495  Dianthus shinanensis  シナノナデシコ(白)  ナデシコ科

17496  Dianthus simulans  ディアンツス シムランス  ナデシコ科

17531  Dianthus sp. 'Berlin snow'  ディアンツス「ベルリンスノー」  ナデシコ科

17509-1  Dianthus superbus var. amoenus(?)  クモイナデシコ(白)  ナデシコ科

17510  Dianthus superbus var. longicalycinus  カワラナデシコ  ナデシコ科

17510  Dianthus superbus var. longicalycinus  カワラナデシコ（縞斑）  ナデシコ科

17510-3  Dianthus superbus var. longicalycinus  カワラナデシコ(濃色)  ナデシコ科

17530  Dianthus superbus var. longicalycinus × D. ×isensis   カワライセナデシコ(カワラナデシコ×イセナデシコ)  ナデシコ科

17512  Dianthus superbus var. nanus  チシマイワナデシコ(エゾイワナデシコ)  ナデシコ科

17513  Dianthus superbus var. speciosus  シモフリナデシコ→タカネナデシコ  ナデシコ科

17513-1  Dianthus superbus var. speciosus  タカネナデシコ  ナデシコ科

17513-3  Dianthus superbus var. speciosus  タカネナデシコ(白)  ナデシコ科

17526  Dianthus x isensis  イセナデシコ  ナデシコ科

02990  Diarrhena japonica  タツノヒゲ  イネ科

11282  Dicentra peregrina  コマクサ  ケシ科
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10163  Dichocarpum nipponicum  アズマシロカネソウ  キンポウゲ科

10163予  Dichocarpum nipponicum  (予約)アズマシロカネソウ  キンポウゲ科

22150  Dictamnus albus  ディクタヌムス アルブス  ミカン科

22153  Dictamnus purpureus  ディクタムヌス プルプレウス  ミカン科

23366-2  Dioscorea japonica  ヤマノイモ(斑入葉)(ムカゴ)  ヤマノイモ科

24611  Disporum sessile  ホウチャクソウ  ユリ科

24611-1  Disporum sessile  ホウチャクソウ(黄花)  ユリ科

24612  Disporum sessile  ホウチャクソウ(斑入り)  ユリ科

01019  Draba kitadakensis  キタダケナズナ  アブラナ科

01028  Draba nemorosa  イヌナズナ  アブラナ科

01050  Draba sachalinensis  モイワナズナ  アブラナ科

01054  Draba shiroumana  シロウマナズナ  アブラナ科

01069  Draba ussuriensis  ドラバ ウスリエンシス  アブラナ科

01070  Draba ussuriensis f. leiocarpa  オクエゾナズナ  アブラナ科

13690  Dracocephalum argunense  ムシャリンドウ  シソ科

22860  Drocera spathulata  コモウセンゴケ  モウセンゴケ科

22861  Drosera anglica  ナガバノモウセンゴケ  モウセンゴケ科

22863  Drosera burmannii  クルマバモウセンゴケ  モウセンゴケ科

22864  Drosera capensis  ドロセラ カペンシス  モウセンゴケ科

22866  Drosera indiea  ナガバノイシモチソウ  モウセンゴケ科

22870  Drosera peltata  イシモチソウ  モウセンゴケ科

22872-1  Drosera rotundifolia  モウセンゴケ(神津島タイプ)  モウセンゴケ科

22872-2a  Drosera rotundifolia  (W)モウセンゴケ  モウセンゴケ科

22872-2b  Drosera rotundifolia  (W)モウセンゴケ  モウセンゴケ科

23101  Drosera tokaiensis  トウカイコモウセンゴケ  モプセンゴケ科

18771  Dryas x suendemannii  ウスギチョウノスケソウ  バラ科

21341  Dunbaria villosa  ノアズキ  マメ科

07951  Echinops setifer  ヒゴタイ(タマアザミ)  キク科

26350  Eleorchis japonica  サワラン(アサヒラン)  ラン科

13711  Elsholtzia ciliata  ナギナタコウジュ  シソ科

07981  Emilia sagittata(Emilia coccinea)  ベニニガナ(エフデギク)  キク科

07982  Emilia sonchifolia   ウスベニニガナ  キク科

16120-1  Enkianthus cernuus f. rubens  (W)チチブドウダン→ベニドウダン  ツツジ科

00544  Epilobium angustifolium  ヤナギラン  アカバナ科

00544-3  Epilobium angustifolium  (W)ヤナギラン  アカバナ科

00545  Epilobium cephalostigma  イワアカバナ  アカバナ科

00549  Epilobium dodonai  エピロビウム ドドナイ  アカバナ科

00568  Epilobium pyrricholophum  アカバナ  アカバナ科

26389  Epipactis thunbergii  カキラン  ラン科

10192  Eranthis hyemalis  エランシス ヒエマリス  キンポウゲ科

08009  Erigeron aureus  エリゲロン アウレウス  キク科

08040  Erigeron pinnatisectus  エリゲロン ピンナチセクツス  キク科

08050  Erigeron thunbergii var. glabratus  ミヤマアズマギク  キク科

11720  Erinus alpinus  イワカラクサ  ゴマノハグサ科

11721  Erinus alpinus albus  イワカラクサ(白)  ゴマノハグサ科

20659  Eriocaulon nudicuspe  シラタマホシクサ  ホシクサ科

15542  Eryngium tiny 'Jackpot'  エリンギウム タイニイ ｢ジャックポット｣  セリ科

24644  Erythronium dens-canis  エリスロニウム デンス カニス  ユリ科

18012  Euonymus alatus  ニシキギ  ニシキギ科

18044  Euonymus oxyphyllus  ツリバナ  ニシキギ科
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08074  Eupatorium fortunei  フジバカマ  キク科

08076  Eupatorium laciniatum  サケバヒヨドリ  キク科

08080  Eupatorium lindleyanum var. yasushii  ハマサワヒヨドリ  キク科

16934  Euphorbia heterophylla  ショウジョウソウ(クサショウジョウ)  トウダイグサ科

15881  Fagopyrum esculentum  ソバ  タデ科

15883  Fagopyrum tataricum  ダッタンソバ  タデ科

11177  Ficus erecta gabisan  ガビサンイヌビワ  クワ科

18802-1  Filipendula kamtschatica  オニシモツケ(黄斑入葉)  バラ科

24678  Fritillaria ayakoana  (予約)イズモコバイモ(島根県産)  ユリ科

24678-1  Fritillaria ayakoana  (予約)イズモコバイモ  ユリ科

24727  Fritillaria japonica  (予約)ミノコバイモ  ユリ科

24728  Fritillaria japonica var. koidzumiana  コシノコバイモ  ユリ科

24728-1  Fritillaria japonica var. koidzumiana  コシノコバイモ(開花球)  ユリ科

24738  Fritillaria lusitanica  フリチラリア ルシタニカ(スペイン産)  ユリ科

24756  Fritillaria montana ruthenica  フリチラリア モンタナ ルテニカ  ユリ科

24799  Fritillaria nervosa  フリチラリア ネルボサ  ユリ科

24776  Fritillaria raddeana  フリチラリア ラッデアナ  ユリ科

24777  Fritillaria recurva  フリチラリア レクルバ  ユリ科

24795  Fritillaria verticillata var. thunbergii  (予約)バイモ  ユリ科

16264  Gaultheria miqueliana  シラタマノキ  ツツジ科

16264-1  Gaultheria miqueliana  (W)シラタマノキ  ツツジ科

27221  Gentiana acaulis  ゲンチアナ アコーリス(チャボリンドウ)  リンドウ科

27221-1  Gentiana acaulis 'Alpen Blue'  ゲンチアナ アコーリス｢アルペンブルー｣  リンドウ科

27225  Gentiana acaulis 'Ranoch'  ゲンチアナ アコウリス｢ランノッチ｣  リンドウ科

27229-1  Gentiana algida  (W)トウヤクリンドウ  リンドウ科

27332  Gentiana saxosa  ゲンチアナ サクソサ  リンドウ科

27335  Gentiana scabra var. buergeri  リンドウ  リンドウ科

27335-3  Gentiana scabra var. buergeri  (W)リンドウ  リンドウ科

27339-1  Gentiana scabra var. buergeri f. stenophylla  (W)ホソバリンドウ  リンドウ科

27337  Gentiana scabra var. buergeri 'Ishizuchi'  イシヅチリンドウ(通称)  リンドウ科

27351  Gentiana squarrosa white fl.  コケリンドウ　白花  リンドウ科

27355  Gentiana thunbergii  ハルリンドウ  リンドウ科

27373  Gentiana triflora var. japonica f. montana white fl.  エゾオヤマリンドウ(白)  リンドウ科

20099  Geranium eriostemon  ゲラニウム エリオステモン  フウロソウ科

20100  Geranium eriostemon var. reinii  グンナイフウロ  フウロソウ科

20105  Geranium harveyi  ゲラニウム ハルベイ  フウロソウ科

20116  Geranium macrorrhizum  ゲラニウム マクロリーズム  フウロソウ科

20124  Geranium nepalense var. thunbergii  ゲンノショウコ(赤)  フウロソウ科

20125  Geranium nepalense var. thunbergii  ゲンノショウコ(白)  フウロソウ科

20126  Geranium nodosum  ゲラニウム ノドスム  フウロソウ科

20165  Geranium sanguineum  アケボノフウロ  フウロソウ科

20165-1  Geranium sanguineum  ゲラニウム サンギネウム  フウロソウ科

20180  Geranium sanguineum var. striatum  ゲラニウム サンギネウム ストリアツム  フウロソウ科

20189-1  Geranium soboliferum  アサマフウロ  フウロソウ科

18836  Geum aleppicum  オオダイコンソウ  バラ科

18847  Geum japonicum  ダイコンソウ  バラ科

18853  Geum montanum  アルプスダイコンソウ(イワダイコンソウ)  バラ科

18854  Geum pentapetalum  チングルマ  バラ科

18854-1  Geum pentapetalum  (W)チングルマ  バラ科
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14370  Glaucidium palmatum  シラネアオイ  シラネアオイ科

14370-4  Glaucidium palmatum  シラネアオイ(濃紫「帝」×濃紫)  シラネアオイ科

14370-2  Glaucidium palmatum white fl.  シラネアオイ(白)  シラネアオイ科

14370-3  Glaucidium palmatum white fl.  (W)シラネアオイ(白)  シラネアオイ科

04535  Gleichenia japonica  ヒメウラジロシダ(胞子)  ウラジロ科

11120  Globularia repens  グロブラリア レペンス(コルリカンザシ)  グロブラリア科

21434  Glycyrrhiza yunnanensis  グリキリザ ユンナネンシス  マメ科

17550  Gypsophila cerastioides  オノエマンテマ  ナデシコ科

26500  Habenaria dentata  ダイサギソウ  ラン科

19590  Habranthus andersonii  ハブランツス アンダーソニー  ヒガンバナ科

19607  Habranthus sp.  ハブランツス SP(クリーム黄)  ヒガンバナ科

19608  Habranthus sp.  ハブランツス SP(ピンク)  ヒガンバナ科

19600  Habranthus texanus  ハブランツス テキサヌス  ヒガンバナ科

03210-2  Hakonechloa macra  フウチソウ(通称)(細葉)→ウラハグサ  イネ科

11783  Hebe 'Fairfieldii'  ヘーベ 「フェアフィルディー」  ゴマノハグサ科

08211  Helianthus annuus 'Prado red'  ヒマワリ｢プラド レッド｣  キク科

10237  Helleborus niger  ヘレボルス ニゲル  キンポウゲ科

10263  Helleborus sp.  クリスマスローズ(通称)(ピンクダブル咲)  キンポウゲ科

10263-1  Helleborus sp.  クリスマスローズ(通称)(ダブル咲)  キンポウゲ科

10264  Helleborus sp.  クリスマスローズ(通称)(黒花系)  キンポウゲ科

24841  Heloniopsis leucantha  オオシロショウジョウバカマ  ユリ科

24842  Heloniopsis orientalis  ショウジョウバカマ  ユリ科

24845  Heloniopsis orientalis var. yakusimensis  ツクシショウジョウバカマ(ヤクシマショウジョウバカマ)  ユリ科

24854  Hemerocallis citrina var. vespertina  ユウスゲ(キスゲ)  ユリ科

24854  Hemerocallis citrina var. vespertina  ユウスゲ(アズマキスゲ)  ユリ科

24854-1  Hemerocallis citrina var. vespertina  ユウスゲ(キスゲ)(細葉)  ユリ科

24854  Hemerocallis citrina var.vespertina  ユウスゲ(キスゲ)  ユリ科

24856  Hemerocallis dumortieri var. esculenta  ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)  ユリ科

24856-1  Hemerocallis dumortieri var. esculenta  (W)ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)  ユリ科

24859  Hemerocallis fulva var. littorea  ハマカンゾウ  ユリ科

24859-2  Hemerocallis fulva var. littorea  (W)ハマカンゾウ  ユリ科

24860  Hemerocallis fulva var. longituba  ノカンゾウ  ユリ科

10291  Hepatica nobilis  スハマソウ  キンポウゲ科

10294  Hepatica nobilis var. japonica f. variegata  ヘパチカ ノビリス(ポーランド産)  キンポウゲ科

01720  Herbertia amoena  チリアヤメ  アヤメ科

01720  Herbertia amoena  チリ-アヤメ  アヤメ科

01744  Hesperantha latifolia  ヘスペランサ ラティフォリア(球根)  アヤメ科

00060  Hibiscus coccineus  モミジアオイ  アオイ科

00052  Hibiscus hamabo  ハマボウ  アオイ科

00061  Hibiscus hastata  タカサゴフヨウ  アオイ科

00054  Hibiscus mutabilis   フヨウ  アオイ科

08260  Hieracium alpina  チシマタンポポ(通称)  キク科

08262  Hieracium aurantiacum  コウリンタンポポ(エフデギク)  キク科

08270  Hieracium maeulatum  ウズラバタンポポ  キク科

19631  Hippeastrum x 'Ludwing's Scarlet'  アマリリス｢ルドウィヒス スカーレット｣  ヒガンバナ科

03276-1  Hordeum vulgare  斑入りムギ  イネ科
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24897  Hosta fluctuans 'Sagae'  サガエギボウシ(通称)  ユリ科

24900-1  Hosta hypoleuca  ウラジロギボウシ(白覆輪)  ユリ科

24908-1  Hosta kiyosumiensis  (W)キヨスミギボウシ  ユリ科

24914-2  Hosta longipes var. longipes  イワギボウシ(黄中斑オトメ)  ユリ科

24927  Hosta sieboldiana  オオバギボウシ「寒河江」  ユリ科

24927  Hosta sieboldiana  オオバギボウシ  ユリ科

24930  Hosta sieboldii f. lancifolia  コバギボウシ  ユリ科

24930-1  Hosta sieboldii f. lancifolia  (W)コバギボウシ  ユリ科

24932  Hosta sieboldii f. spathulata  ヤクシマギボウシ  ユリ科

24936  Hosta sieboldii var. rectifolia  タチギボウシ(ニシキギギボウシ)  ユリ科

24936-1  Hosta sieboldii var. rectifolia  (W)タチギボウシ(ニシキギギボウシ)  ユリ科

24952  Hosta venusta  オトメギボウシ  ユリ科

24954  Hosta venusta Variegata  オトメギボウシ(萌黄斑)  ユリ科

23612  Hydrangea hirta  コアジサイ  ユキノシタ科

23612-1  Hydrangea hirta  (W)コアジサイ  ユキノシタ科

23613  Hydrangea involucrata  タマアジサイ  ユキノシタ科

23613-1  Hydrangea involucrata  (W)タマアジサイ  ユキノシタ科

23622-1  Hydrangea macrophylla var. acuminata  (W)ヤマアジサイ  ユキノシタ科

23640  Hydranngea serrsta  ヤマアジサイ(青花系)  ユキノシタ科

11330-1  Hylomecon japonicum  ヤマブキソウ(白花)  ケシ科

20434  Hylotelephium pluricaule  カラフトミセバヤ(エゾミセバヤ)  ベンケイソウ科

20442  Hylotelephium verticillatum  ミツバベンケイソウ  ベンケイソウ科

05303  Hypericum ascyron  トモエソウ  オトギリソウ科

05303-1  Hypericum ascyron  (W)トモエソウ  オトギリソウ科

05315  Hypericum erectum  オトギリソウ  オトギリソウ科

05327  Hypericum japonicum  ヒメオトギリ  オトギリソウ科

05327-1  Hypericum japonicum  ヒメオトギリ(大雪山系)  オトギリソウ科

05329  Hypericum kamtschaticum var. hondoense  イワオトギリ  オトギリソウ科

05350  Hypericum pseudopetiolatum  サワオトギリ(サワオトギリソウ)  オトギリソウ科

23076  Ilex serrata  ウメモドキ  モチノキ科

16833  Impatiens noli-tangere  キツリフネ  ツリフネソウ科

16833-1  Impatiens noli-tangere  キツリフネ(白)  ツリフネソウ科

16836  Impatiens textori  ツリフネソウ  ツリフネソウ科

16837  Impatiens textori 'Alba'  ツリフネソウ(白)  ツリフネソウ科

21484  Indigofera pseudotinctoria white fl.  コマツナギ(白)  マメ科

08336-1  Inula japonica  (W)オグルマ  キク科

25005  Ipheion parviflora  イフェイオン パルビフローラ  ユリ科

25001  Ipheion sellowianum  イフェイオン セロウィアヌム  ユリ科

19980  Ipomoea coccinea  マルバルコウ(マルバルコウソウ,ツタノハルコウ)  ヒルガオ科

20001  Ipomoea nil  アサガオ(八重咲き)  ヒルガオ科
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01757  Iris bucharica  イリス ブカリカ  アヤメ科

01778  Iris douglasiana  イリス ダウグラシアナ  アヤメ科

01780  Iris ensata  イリス エンサタ(ハナショウブ)  アヤメ科

01782  Iris ensata var. spontanea  ノハナショウブ  アヤメ科

01784  Iris foetidissima  イリス フォエティディッシマ  アヤメ科

01870  Iris orchioides Juno  イリスオルキオイデス  アヤメ科

01869  Iris planifolia  イリス プラニフォリア  アヤメ科

01816  Iris pseudacorus  キショウブ  アヤメ科

01872  Iris ruthenica  イリス ルセニカ  アヤメ科

01826  Iris sanguinea  アヤメ  アヤメ科

01826-1  Iris sanguinea  (W)アヤメ  アヤメ科

01826-1a  Iris sanguinea  (W)アヤメ  アヤメ科

01826-1b  Iris sanguinea  (W)アヤメ  アヤメ科

01828  Iris setosa  ヒオウギアヤメ  アヤメ科

01837  Iris sibirica  コアヤメ  アヤメ科

01863  Iris vicaria  イリス ビカリア  アヤメ科

01871  Iris warleyensis Juno  イリス ワーレーエンシス  アヤメ科

13771  Isodon japonicus  ヒキオコシ  シソ科

02240  Juncus effusus 'Spiralis'  ラセンイ  イグサ科

20800  Kadsura japonica  サネカズラ　(ビナンカズラ)  マツブサ科

13780  Keiskea japonica  シモバシラ  シソ科

23660  Kirengeshoma palmata  キレンゲショウマ  ユキノシタ科

00180  Kochia scoparis  ホウキギ  アカザ科

25049  Lachenalia pusilla  ラケナリア プシラ  ユリ科

11834  Lagotis yesoensis  ホソバウルップソウ  ゴマノハグサ科

11834-1  Lagotis yesoensis  (W)ホソバウルップソウ  ゴマノハグサ科

03340  Lagurus ovatus  ウサギノオ(ウサギノシッポ)  イネ科

03340-1  Lagurus ovatus  ウサギノオ(ウサギノシッポ)(矮性種)  イネ科

01883  Lapeyrousia laxa  ヒメヒオウギ(ラペイロウシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ)(オレンジ)  アヤメ科

21524  Lathyrus japonicus ssp. japnicus  ハマエンドウ  マメ科

08460  Leibnitzia anandria  センボンヤリ  キク科

08475  Leontopodium alpinum  エーデルワイス  キク科

08488  Leontopodium hayachinense var. miyabeanum  オオヒラウスユキソウ  キク科

08493  Leontopodium kurilense  チシマウスユキソウ  キク科

13840  Leonurus japonicus  メハジキ  シソ科

13841  Leonurus macranthus  キセワタ  シソ科

13842  Leonurus sibiricus  セイヨウメハジキ  シソ科

01201  Lepidium peruvianum  レピディウム ペルビアヌム  アブラナ科

21571  Lespedeza bicolor  ヤマハギ  マメ科

21571-1  Lespedeza bicolor  (W)ヤマハギ  マメ科

19651  Leucojum autumnale  レウコユム アウツムナレ  ヒガンバナ科

13861  Leucosceptrum stellipilum  ミカエリソウ  シソ科

14812  Lewisia nevadensis  ルイシア ネバデンシス  スベリヒユ科

14819  Lewisia pygmaea  ルイシア ピグマエア  スベリヒユ科
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25095  Lilium auratum  ヤマユリ  ユリ科

25095-1a  Lilium auratum  (W)ヤマユリ  ユリ科

25095-1b  Lilium auratum  (W)ヤマユリ  ユリ科

25096  Lilium auratum red fls.  ヤマユリ(赤花)  ユリ科

25097  Lilium auratum var. platyphyllum  サクユリ（タメトモユリ）  ユリ科

25103  Lilium callosum  ノヒメユリ(スゲユリ)  ユリ科

25114  Lilium concolor var. partheneion  ヒメユリ  ユリ科

25115  Lilium concolor Yellow flower  キバナヒメユリ  ユリ科

25129  Lilium henryi  キカノコユリ  ユリ科

25133  Lilium japonicum  ササユリ  ユリ科

25137  Lilium lancifolium var. flaviflorum  オウゴンオニユリ(黄金鬼百合 )  ユリ科

25141-1  Lilium leichtlinii   (W)コオニユリ  ユリ科

25145-1  Lilium longiflorum  テッポウユリ(奄美大島産)  ユリ科

25148  Lilium maculatum  スカシユリ(イワトユリ)  ユリ科

25148-1  Lilium maculatum  (W)スカシユリ(イワトユリ)  ユリ科

25149  Lilium maculatum subsp. dauricum  エゾスカシユリ  ユリ科

25153  Lilium martagon  リリウム マルタゴン  ユリ科

25158  Lilium martagon var. album  リリウム マルタゴン アルバ  ユリ科

25160  Lilium medeoloides  クルマユリ  ユリ科

25179  Lilium regale  リリウム レガレ(オウカンユリ)  ユリ科

25181  Lilium rubellum  ヒメサユリ  ユリ科

25184  Lilium speciosum  カノコユリ  ユリ科

26600  Liparis makinoana  スズムシソウ  ラン科

26601  Liparis nervosa  コクラン  ラン科

26601-2  Liparis nervosa  (W)コクラン  ラン科

25201  Liriope muscari  ヤブラン  ユリ科

22601  Lithospermum erythrorhizon  ムラサキ  ムラサキ科

22601-1  Lithospermum erythrorhizon  (W)ムラサキ  ムラサキ科

06892  Lobelia cardinalis  ベニバナサワギキョウ  キキョウ科

06899  Lobelia sessilifolia  サワギキョウ  キキョウ科

06899-1  Lobelia sessilifolia  (W)サワギキョウ  キキョウ科

06899-2  Lobelia sessilifolia  サワギキョウ(矮性種)  キキョウ科

06899-3  Lobelia sessilifolia  サワギキョウ(斑入り)  キキョウ科

06904  Lobelia vedrariensis  ロベリア ベドラリエンシス  キキョウ科

16310  Loiseleuria procumbens  ミネズオウ  ツツジ科

16310-1  Loiseleuria procumbens  (W)ミネズオウ  ツツジ科

01220-2  Lunaria annua  ゴウダソウ(大判草、ギンセンソウ)  アブラナ科
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17571  Lychnis alpina  リクニス アルピナ  ナデシコ科

17584  Lychnis coronaria  スイセンノウ(フランネルソウ)  ナデシコ科

17591  Lychnis coronata  ガンピ(ガンピセンノウ)  ナデシコ科

17595  Lychnis flos-cuculi  カッコウセンノウ  ナデシコ科

17599  Lychnis flos-cuculi dwarf  ヒメカッコウセンノウ(流通名)→リクニス　フロスククリ　ナナ  ナデシコ科

17600  Lychnis flos-cuculi nana  リクニス フロスククリ ナナ(流通名ヒメカッコウセンノウ)  ナデシコ科

17608  Lychnis gracillima  センジュガンピ  ナデシコ科

17610  Lychnis miqueliana  フシグロセンノウ  ナデシコ科

17610-1a  Lychnis miqueliana  (W)フシグロセンノウ  ナデシコ科

17610-1b  Lychnis miqueliana  (W)フシグロセンノウ  ナデシコ科

17615-1  Lychnis sieboldii  マツモトセンノウ(ツクシマツモト)(濃色)  ナデシコ科

17621  Lychnis wilfordii  エンビセンノウ  ナデシコ科

17622  Lychnis wilfordii 'Karafuto-enbisennou'  カラフトエンビセンノウ  ナデシコ科

19675  Lycoris sanguinea  キツネノカミソリ  ヒガンバナ科

12864-1  Lysimachia clethroides  (W)オカトラノオ  サクラソウ科

12867  Lysimachia fortunei  ヌマトラノオ  サクラソウ科

12869  Lysimachia japonica var. minutissima  ヤクシマコナスビ(ヒメコナスビ)  サクラソウ科

12874  Lysimachia mauritiana  ハマボッス  サクラソウ科

12874-1  Lysimachia mauritiana  (W)ハマボッス  サクラソウ科

12884  Lysimachia vulgaris var. davurica yellow  クサレダマ  サクラソウ科

25221-1  Maianthemum dilatatum  (W)マイヅルソウ  ユリ科

21664  Medicago sativa alba  ムラサキウマゴヤシ(白花)  マメ科

01905  Melasphaerula ramosa  メラスフェルラ・ラモサ  アヤメ科

03400  Melica nutans  コメガヤ  イネ科

21670  Melilotus albus  メリロツス アルブス  マメ科

05150  Melothria japonica  スズメウリ  ウリ科

05290-1  Mirabilis jalapa  オシロイバナ(赤)  オシロイバナ科

23673  Mitella furusei var. subramosa  チャルメルソウ  ユキノシタ科

23678  Mitella makinoi  シコクチャルメソウ  ユキノシタ科

03450  Molinia caerulea   モリニア カエルレア  イネ科

03494  Muhlenbergia lingistolon  オオネズミガヤ  イネ科

25266  Muscari aucheri  ムスカリ オーシェリ  ユリ科

22655  Myosotis scorpioides  ワスレナグサ  ムラサキ科

19696  Narcissus bulbocodium  ナルキスス ブルボコディウム(球根)  ヒガンバナ科

19698  Narcissus bulbocodium bulbocodium  ナルキスス ブルボコディウム ブルボコディウム  ヒガンバナ科

19754  Narcissus rupicola  ナルキスス ルピコラ  ヒガンバナ科

19763  Narcissus triandrus  ナルキスス トリアンドルス  ヒガンバナ科

26680  Neofinetia falcata  フウラン  ラン科

17200  Nicandra physaloides  オオセンナリ(通称クロホオズキ)  ナス科

10311  Nigella satiwa  セイヨウクロタネソウ  キンポウゲ科

00624  Oenothera rosea  アカバナユウゲショウ(通称ユウゲショウ)  アカバナ科

17097-1  Ottelia alismoides  (W)ミズオオバコ  トチカガミ科

05706  Oxalis griffithii var. kantoensis  カントウミヤマカタバミ  カタバミ科

15900  Oxyria digyna  ジンヨウスイバ(マルバギシギシ)  タデ科

21745  Oxytropis megalantha  レブンソウ  マメ科

21763  Oxytropis shokanbetsuensis  マシケゲンゲ  マメ科

21767  Oxytropis todomoshiriensis  トドシマゲンゲ  マメ科
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20705  Paeonia japonica  ヤマシャクヤク  ボタン科

20705-2  Paeonia japonica  ヤマシャクヤク(斑入り、飯田柄)  ボタン科

20705-3  Paeonia japonica  ヤマシャクヤク(ピンク花)  ボタン科

20706  Paeonia lactiflora  パエオニア ラクティフロラ  ボタン科

20716  Paeonia obovata  ベニバナヤマシャクヤク  ボタン科

20717  Paeonia obovata alba  ベニバナヤマシャクヤク(白)  ボタン科

20732  Paeonia obovata f. glabra  ケナシベニバナヤマシャクヤク  ボタン科

20716  Paeonia suffruticosa  ボタン  ボタン科

20726-1  Paeonia suffruticosa  ボタン(白花)  ボタン科

04400  Panax japonicus  トチバニンジン  ウコギ科

03540  Panicum bisulcatum  ヌカキビ  イネ科

11430  Papaver fauriei  リシリヒナゲシ  ケシ科

12064  Parahebe lyallii  パラヘベ リヤリー  ゴマノハグサ科

23714  Parnassia foliosa var. nummularia  シラヒゲソウ  ユキノシタ科

23719-1a  Parnassia palustris var. multiseta  (W)ウメバチソウ  ユキノシタ科

23719-1b  Parnassia palustris var. multiseta  (W)ウメバチソウ  ユキノシタ科

23719-2  Parnassia palustris var. multiseta  ウメバチソウ(島根県産×神津島産)  ユキノシタ科

20281  Parthenocissus henryana  ヘンリーヅタ  ブドウ科

20283  Parthenocissus quinquefolia  アメリカヅタ(バージニアヅタ)  ブドウ科

05403  Patrinia scabiosifolia  オミナエシ  オミナエシ科

05403-1  Patrinia scabiosifolia  (W)オミナエシ  オミナエシ科

00112  Pavonia hastata  ヤノネボンテンカ(タカサゴフヨウ)  アオイ科

23731  Peltoboykinia watanabei  ワタナベソウ  ユキノシタ科

03571-1  Pennisetum alopecuroides f. purpurascens  チカラシバ(素心)＝(アオチカラシバ)  イネ科

03572  Pennisetum alopecuroides f. viridescens  アオチカラシバ  イネ科

23740  Penthorum chinense  タコノアシ  ユキノシタ科

15955  Persicaria viscosa  ニオイタデ  タデ科

15676  Peucedanum ostruthium 'Daphnis'  ペウセダヌム オストルティウム ｢ダフニス｣  セリ科

16060  Philydrum lanuginosum  タヌキアヤメ  タヌキアヤメ科

12300  Phtheirospermum japonicum  コシオガマ  ゴマノハグサ科

16370  Phyllodoce nipponica var. oblongo-ovata  ナガバツガザクラ  ツツジ科

17230  Physalis alkekengi  var. frachetii  ホウズキ  ナス科

17231  Physalis chamaesarachoides  ヤマホオズキ  ナス科

01294  Physaria didymocarpa  フィサリア ディディモカルパ  アブラナ科

06940  Phyteuma japonicum  シデシャジン  キキョウ科

13482  Pinellia ternata f. atropurpurea　  ムラサキハンゲ  サトイモ科

13482-2  Pinellia ternata f. atropurpurea　  ムラサキハンゲ(斑入り)  サトイモ科

13482-3  Pinellia ternata f. atropurpurea　  ムラサキハンゲ、オオハンゲ混合  サトイモ科

13483  Pinellia tripartita  オオハンゲ  サトイモ科

13483-1  Pinellia tripartita  オオハンゲ(斑入り)  サトイモ科

16072  Pinguicula grandiflora  ピングイクラ グランディフロラ  タヌキモ科

05251-4  Plantago asiatica  ダルマオオバコ(通称)  オオバコ科

05256  Plantago asiatica var. yakusimensis  ヤクシマオオバコ  オオバコ科

05253  Plantago asiatica 'Variegata'  オオバコ(斑入)  オオバコ科
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06960  Platycodon grandiflorum  キキョウ  キキョウ科

06960-1  Platycodon grandiflorum  キキョウ(絞り咲き)  キキョウ科

06960-1a  Platycodon grandiflorum  (W)キキョウ  キキョウ科

06960-1b  Platycodon grandiflorum  (W)キキョウ  キキョウ科

06960-2  Platycodon grandiflorum  キキョウ(白)  キキョウ科

06960-3  Platycodon grandiflorum  キキョウ(八重、白)  キキョウ科

06960-6  Platycodon grandiflorum  キキョウ(散斑)  キキョウ科

06964  Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou'  アポイギキョウ(通称)(松浦系)  キキョウ科

06962  Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou dwarf'  アポイギキョウ(通称)  キキョウ科

06962-1  Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou dwarf'  アポイギキョウ(通称)(絞り咲き)  キキョウ科

06960  Platycodon grandiflorus  キキョウ  キキョウ科

13981  Plectranthus longitubs  アキチョウジ  シソ科

22820  Podophyllum emodi  ポドフィルム エモディ(ヒマラヤハッカクレン)  メギ科

22823  Podophyllum peltatum  メイアップル(アメリカハッカクレン)  メギ科

22824  Podophyllum pleianthum  ハッカクレン(ミヤオソウ)(斑入り)  メギ科

18508  Polemonium caeruleum ssp. yezoense  エゾハナシノブ  ハナシノブ科

18524  Polemonium kiushinum  ハナシノブ  ハナシノブ科

16810  Pollia japonica  ヤブミョウガ  ツユクサ科

16810-1  Pollia japonica  (W)ヤブミョウガ  ツユクサ科

15980  Polygonum erecto-minor  ヒメタデ  タデ科

15981  Polygonum erecto-minor white fl.  ヒメタデ(白)  タデ科

15982  Polygonum filiforme  ミズヒキ  タデ科

15982-1  Polygonum filiforme  ミズヒキ(斑入り)  タデ科

15983  Polygonum filiforme f. albiflorum  ギンミズヒキ  タデ科

15983-1  Polygonum filiforme f. albiflorum  ギンミズヒキ(斑入り)  タデ科

15982  Polygonum filiforme(Antenoron filiforme)  ミズヒキ  タデ科

15984  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

15988  Polygonum longiseta  イヌタデ（白花）  タデ科

15993  Polygonum orientale  オオケダテ  タデ科

15998  Polygonum sp.  チリメンタデ(俗称)  タデ科

15999  Polygonum sp.  マルバアイ(俗称)  タデ科

16001  Polygonum tinctorium  アイ(通称タデアイ／アイタデ)  タデ科

25454  Polyxena corymbosa  ポリキセナ コリンボーサ  ユリ科

25450  Polyxena ensifolia  ポリキセナ エンシフォリア  ユリ科

25451  Polyxena longituba  ポリクセナ ロンギチュバ(球根)  ユリ科

25452  Polyxena odorata  ポリキセナ オドラータ  ユリ科

18970  Potentilla chinensis  カワラサイコ  バラ科

18975  Potentilla cuneata  ポテンティラ クネアータ  バラ科

18980  Potentilla dickinsii ？  ヤクシマイワキンバイ(通称)イワキンバイの矮性型？  バラ科

18996  Potentilla gracilis nuttallii  ポテンチラ グラキリス ヌタリー  バラ科

19007  Potentilla matsumurae  ミヤマキンバイ  バラ科

19010  Potentilla matsumurae var. yuparensis  ユウバリキンバイ  バラ科

19011  Potentilla megalantha  チシマキンバイ  バラ科

19011-1  Potentilla megalantha  チシマキンバイ(斑入)  バラ科

19015  Potentilla miyabei  メアカンキンバイ  バラ科

19019  Potentilla nepalensis 'Miss Willmott'  ベニバナロウゲ｢ミス ウィルモット｣  バラ科

19029  Potentilla nivea  ウラジロキンバイ  バラ科

19073  Potentilla nuttallii  ポテンティラ ヌッタリー  バラ科

18959  Potentilla x tonguei  ジャノメキンバイ  バラ科
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12921  Primula auricula  プリムラ アウリクラ(アツバサクラソウ)  サクラソウ科

12982  Primula denticulata  プリムラ デンティクラタ  サクラソウ科

13038  Primula japonica  クリンソウ  サクラソウ科

13038-2  Primula japonica  クリンソウ(絞り咲)  サクラソウ科

13038-4  Primula japonica  (W)クリンソウ  サクラソウ科

13081  Primula modesta var. matsumurae  レブンコザクラ  サクラソウ科

13098  Primula palinuri  プリムラ パリヌリ  サクラソウ科

13144  Primula sieboldii  サクラソウ  サクラソウ科

14004  Prunella prunelliformis  タテヤマウツボグサ  シソ科

14010  Prunella vulgaris f. albiflora   プルネラ ブルガリス アルビフローラ  シソ科

14011  Prunella vulgaris f. aleutica  ミヤマウツボグサ(チシマウツボグサ?)  シソ科

14005  Prunella vulgaris ssp. asiatica  ウツボグサ  シソ科

14007  Prunella vulgaris ssp. asiatica white fl.  ウツボグサ(白)  シソ科

19137  Prunus tomentosa  ユスラウメ  バラ科

12311  Pseudolysimachion ogurae  サンイントラノオ  ゴマノハグサ科

12315  Pseudolysimachion rotundum var. sub integrum f. petiolatum  ヒメトラノオ  ゴマノハグサ科

12316  Pseudolysimachion schmidtianum  キクバクワガタ  ゴマノハグサ科

12317  Pseudolysimachion schmidtianum f. candidum  シラゲキクバクワガタ  ゴマノハグサ科

12318  Pseudolysimachion schmidtianum f. linearilobum  ホソバキクバクワガタ  ゴマノハグサ科

12321  Pseudolysimachion schmidtianum ssp. senanense f. bandaiana  バンダイクワガタ  ゴマノハグサ科

12326  Pseudolysimachion sieboldianum  ハマトラノオ  ゴマノハグサ科

12327  Pseudolysimachion subsessile  ルリトラノオ  ゴマノハグサ科

10368  Pulsatilla cernua  オキナグサ  キンポウゲ科

10408  Pulsatilla vulgaris  セイヨウオキナグサ(プルサチラ ブルガリス)「パーレングロッケ」？  キンポウゲ科

10440  Pulsatilla zimmermannii  プルサティラ ジンメルマニィ？  キンポウゲ科

19138  Pyracantha angustifolia  ピラカンサス(トキワサンザシ)(斑入り)  バラ科

02483  Pyrola incarnata  ベニバナイチヤクソウ  イチャクソウ科

20011-1  Quamoclit pennata white fl.  (W)ルコウソウ(白)  ヒルガオ科

20381-1  Quercus serrata  (W)コナラ  ブナ科

14029  Rabdosia shikokianus var. occidentalis  サンインヒキオコシ  シソ科

14030  Rabdosia trichocarpa  クロバナヒキオコシ  シソ科

10455  Ranunculus acris var. nipponicus  ミヤマキンポウゲ  キンポウゲ科

10497  Ranunculus kitadakeanus  キタダケキンポウゲ  キンポウゲ科

10545  Ranunculus yatsugatakensis  ヤツガタケキンポウゲ  キンポウゲ科

22830  Ranzania japonica  トガクシショウマ  メギ科

16399-1  Rhododendron aureum  (W) キバナシャクナゲ  ツツジ科

16404  Rhododendron brachycarpum  ハクサンシャクナゲ  ツツジ科

16410  Rhododendron camtschaticum  エゾツツジ  ツツジ科

16414  Rhododendron dauricum  エゾムラサキツツジ  ツツジ科

16460-1  Rhododendron macrosepalum  (W)モチツツジ  ツツジ科

16488-1  Rhododendron reticulatum  (W)コバノミツバツツジ  ツツジ科

19170  Rhodotypos scandens  シロヤマブキ  バラ科

05185  Rhus succedanea  ハゼノキ  ウルシ科

23760-1  Ribes ambiguum  (W)ヤシャビシャク  ユキノシタ科

23780  Rodgesia podophylla  ヤグルマソウ  ユキノシタ科

02035  Romulea tabularis  ロムレア タブラリス  アヤメ科

19185  Rosa davurica  カラフトイバラ  バラ科

19190  Rosa hirtula  サンショウバラ  バラ科

19204  Rosa rugosa  ハマナス  バラ科

19204-1  Rosa rugosa  ハマナス(八重咲き)  バラ科
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08810  Rudbeckia fulgida  トウゴウギク  キク科

08813  Rudbeckia triloba praire glow  ルドベキア トリロバ  キク科

17712  Sagina maxima  ハマツメクサ  ナデシコ科

14082  Salvia nemorosa 'Caradonna'  サルビア ネモローサ ｢カラドンナ｣  シソ科

14064-1  Salvia nipponica  (W)キバナアキギリ  シソ科

14073  Salvia ranzaniana  ハルノタムラソウ  シソ科

25490  Sandersonia aurantiaca  サンダーソニア アウランチアカ  ユリ科

11501  Sanguinaria canadensis  サンギナリア カナデンシス   ケシ科

19310  Sanguisorba albiflora  サングイソルバ アルビフロラ(シロバナトウチソウ)  バラ科

19313  Sanguisorba hakusanensis  カライトソウ  バラ科

19318  Sanguisorba officinalis  ワレモコウ  バラ科

19318-2  Sanguisorba officinalis  (W)ワレモコウ  バラ科

19322  Sanguisorba officinalis var. microcephala  タンナワレモコウ(ヒメワレモコウ)  バラ科

15714  Sanicula lamelligera var. wakayamensis  キイウマノミツバ  セリ科

04530  Saruma henryi  サルマ ヘンリー  ウマノスズクサ科

17080  Saururus chinensis  ハンゲショウ  ドクダミ科

08832-1  Saussurea gracilis  (W)ホクチアザミ  キク科

08839  Saussurea nepalensis  サウスレア ネパレンシス  キク科

08853  Saussurea pulchella  ヒメヒゴタイ  キク科

08899  Saussurea sp.  トウヒレンsp  キク科

23822  Saxifraga bronchialis subsp. funstonii var. rebunshirensis  シコタンソウ  ユキノシタ科

23831  Saxifraga cartillaginea  サキシフラガ カルチラギネア  ユキノシタ科

23852  Saxifraga fordunei var incisolobata  ダイモンジソウ  ユキノシタ科

23852-1  Saxifraga fordunei var incisolobata  (W)ダイモンジソウ  ユキノシタ科

23891  Saxifraga nishidae  エゾノクモマグサ  ユキノシタ科

20877-1  Scabiosa caucasica Blue  スカビオサ コウカシカ ブルー  マツムシソウ科

20890  Scabiosa japonica  マツムシソウ  マツムシソウ科

20893  Scabiosa japonica var. alpina  タカネマツムシソウ  マツムシソウ科

20894  Scabiosa japonica var. littoralis  ソナレマツムシソウ  マツムシソウ科

04124  Schizocodon soldanelloides  イワカガミ  イワウメ科

23970  Schizophragma hydrangeoides  イワガラミ  ユキノシタ科

25522  Scilla scilloides  ツルボ  ユリ科

25522-1  Scilla scilloides  ツルボ(花色混合)  ユリ科

25522-3  Scilla scilloides  ツルボ(白)  ユリ科

25522-4a  Scilla scilloides  (W)ツルボ  ユリ科

25522-4b  Scilla scilloides  (W)ツルボ  ユリ科

25523  Scilla scilloides　dwarf type  ツルボ(四国矮性種)  ユリ科

25523-1  Scilla scilloides　dwarf type  ツルボ(銚子産)  ユリ科

25523-2  Scilla scilloides　dwarf type  ツルボ(矮性種)  ユリ科

14108  Scutellaria baicalensis  コガネバナ  シソ科

14118  Scutellaria indica  タツナミソウ  シソ科

14121  Scutellaria indica var. parviforia  コバノタツナミ  シソ科

14121-1  Scutellaria indica var. parviforia  コバノタツナミ(白)  シソ科

14125  Scutellaria laeteviolacea  シソバタツナミ(シソバタツナミソウ)  シソ科

14157  Scutellaria rubropunctata  アカボシタツナミソウ  シソ科

10551  Semiaquilegia ecalcarata  フウリンオダマキ  キンポウゲ科

08961  Senecio kawakamii  ミヤマオグルマ  キク科

08967-1  Senecio pierotii  (W)サワオグルマ  キク科

08991  Serratula coronata ssp. insularis  タムラソウ  キク科

15720-1  Seseli libanotis ssp. japonica  (W)イブキボウフウ  セリ科
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03783  Setaria viridis purple form  ムラサキエノコロ  イネ科

03785-2  Setaria viridis var. pachystachys  (W)ハマエノコロ  イネ科

10557  Shibateranthis pinnatifida  (W)(予約)セツブンソウ  キンポウゲ科

10557-1  Shibateranthis pinnatifida  予約セツブンソウ  キンポウゲ科

17760  Silene aomorensis  アオモリマンテマ  ナデシコ科

17766  Silene armeria  ムシトリナデシコ  ナデシコ科

17776  Silene californica  シレネ カリフォルニカ  ナデシコ科

17832  Silene keiskei  オオビランジ  ナデシコ科

17834  Silene keiskei f. procumbens  ツルビランジ  ナデシコ科

17835  Silene keiskei var. akaisialpina  タカネビランジ  ナデシコ科

17846  Silene maritima Rosea  シレネ マリティマ ロゼア  ナデシコ科

17863  Silene pendula  サクラマンテマ  ナデシコ科

17898  Silene uniflora  シレネ ウニフローラ  ナデシコ科

17903  Silene uralensis  タカネマンテマ  ナデシコ科

25931  Simenthis mattiazzi  シメンシス マチアジイ  ユリ科

27570  Sinocalycanthus chinensis  ナツロウバイ(シノカリカンツス・キネンシス)  ロウバイ科

02069  Sisyrinchium atlanticum  ニワゼキショウ  アヤメ科

02071  Sisyrinchium bermudiana  シシリンキウム ベルムディアナ  アヤメ科

02086  Sisyrinchium idahoense  シシリンチウム アイダホエンセ  アヤメ科

02101  Sisyrinchium striatum  シシリンチウム スツリアツム  アヤメ科

25541  Smilacina japonica  ユキザサ  ユリ科

25541-1  Smilacina japonica  (W)ユキザサ  ユリ科

25560  Smilax biflora  ヒメカカラ  ユリ科

13230  Soldanella alpina  ソルダネラ アルピナ(イワカガミダマシ)  サクラソウ科

09026  Solidago virgaurea ssp. leiocarpa var. ovata  ハマアキノキリンソウ  キク科

09027  Solidago virgaurea subsp. asiatica  アキノキリンソウ  キク科

09029  Solidago virgaurea subsp. leiocarpa  ミヤマアキノキリンソウ  キク科

19405  Spiraea japonica  シモツケ  バラ科

25593-1  Streptopus streptopoides var. japonicus  (W)タケシマラン  ユリ科

09443-1  Strobilanthes oligantha  スズムシバナ(青花、白花混合)  キツネノマゴ科

27481  Swertia bimaculata  アケボノソウ  リンドウ科

27481-1a  Swertia bimaculata  (W)アケボノソウ  リンドウ科

27481-1b  Swertia bimaculata  (W)アケボノソウ  リンドウ科

27485-1  Swertia japonica  (W)センブリ  リンドウ科

27487  Swertia japonica f. littoralis  (予約)ハマセンブリ(伊豆瓜木崎産)  リンドウ科

27490  Swertia noguchiana  (予約)ソナレセンブリ(伊豆瓜木崎産)  リンドウ科

27490-1  Swertia noguchiana  ソナレセンブリ  リンドウ科

27496  Swertia pseudochinensis  ムラサキセンブリ  リンドウ科

06978  Symphyandra wanneri  シンフィアンドラ ワンネリ  キキョウ科

09112  Syneilesis palmata  ヤブレガサ  キク科

15002  Talinum calycinum  タリヌム・カリキヌム（クサハナビ）  スベリヒユ科

09140  Taraxacum albidum  シロバナタンポポ  キク科

09172  Taraxacum shikotanense  シコタンタンポポ  キク科

10560  Thalictrum actaefolium  シギンカラマツ  キンポウゲ科

10574  Thalictrum delavayi  タリクトルム デラバイ(ヘンシカラマツソウ)  キンポウゲ科

10583  Thalictrum flavum  キバナカラマツソウ  キンポウゲ科

10591-1  Thalictrum grandiflorum  タイカカラマツ(通称)(濃ピンク)  キンポウゲ科

10613  Thalictrum rochebrunianum  シキンカラマツ  キンポウゲ科

10613-1  Thalictrum rochebrunianum  (W)シキンカラマツ  キンポウゲ科

10614  Thalictrum rubescens  ナンコカラマツ  キンポウゲ科
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21974  Thermopsis lupinoides  センダイハギ  マメ科

01418  Thlaspi japonicum  タカネグンバイ  アブラナ科

14211  Thymus caespititius  ティムス カエスピティティウス(テマリジャコウソウ)  シソ科

24012  Tiarella polyohylla  ズダヤクシュ  ユキノシタ科

24013  Tiarella polyphylla  ズダヤクシュ  ユキノシタ科

10641-1  Trautvetteria caroliniensis var. japonica  (W)モミジカラマツ  キンポウゲ科

05380  Triadenum japonicum  ミズオトギリ  オトギリソウ科

05172-1a  Trichosanthes cucumeroides  (W)カラスウリ  ウリ科

05172-1b  Trichosanthes cucumeroides  (W)カラスウリ  ウリ科

05172-2  Trichosanthes cucumeroides  (W)カラスウリ  ウリ科

25640  Tricyrtis affinis  ヤマジノホトトギス  ユリ科

25641  Tricyrtis affinis f. albida  シロバナホトトギス  ユリ科

25643  Tricyrtis flava　subsp.　ohsumiensis  タカクマホトトギス  ユリ科

25644  Tricyrtis formosana  タイワンホトトギス  ユリ科

25645  Tricyrtis hirta  ホトトギス  ユリ科

25645-2  Tricyrtis hirta  ホトトギス(斑入り)  ユリ科

25657  Tricyrtis macranthopsis  キイジョウロウホトトギス  ユリ科

25703  Tricyrtis perfoliata  キバナノツキヌキホトトギス  ユリ科

25731  Trillium erectum  アカバナエンレイソウ  ユリ科

27511  Tripterospermum japonicum  ツルリンドウ  リンドウ科

27511-1  Tripterospermum japonicum  (W)ツルリンドウ  リンドウ科

03891  Triticum spelta  スペルトコムギ  イネ科

10653  Trollius chinensis  トロリウス キネンシス  キンポウゲ科

10657  Trollius hondoensis  キンバイソウ  キンポウゲ科

25707  Trycirtis 'Kohaku'  コハクホトトギス(コハクジョウロウホトトギス)  ユリ科

25827  Tulipa turkestanica  ツリパ トォルケスタニカ  ユリ科

05790  Typha angustifolia  ヒメガマ  ガマ科

16096  Utricularia uliginosa  ムラサキミミカキグサ  タヌキモ科

16598-1  Vaccinium oldhamii  (W)ナツハゼ  ツツジ科

16606  Vaccinium sieboldii  ナガボナツハゼ  ツツジ科

16611-1  Vaccinium uliginosum  (W)クロマメノキ  ツツジ科

25860  Veratrum album  ベラトゥルム アルブム  ユリ科

25865  Veratrum maackii var. japonicum  シュロソウ  ユリ科

12410  Verbascum blattaria  ヴェルバスクム ブラッタリア(キバナエサシソウ：通称)  ゴマノハグサ科

12411  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

12412  Verbascum chaixii  ベルバスクム チャイキシー  ゴマノハグサ科

A-6  Verbena Hastata  バーベナ ハスタタ  

10783  Verbena hastata 'Blue Spires'  バーベナ ハスタータ ｢ブルースパイヤー｣  クマツズラ科

12474  Veronica ornatum  トウテイラン  ゴマノハグサ科

12487  Veronica schmidtianum  キクバクワガタ  ゴマノハグサ科

12526  Veronicastrum sibiricum ssp. japonicum  クガイソウ  ゴマノハグサ科

14612-1  Viburnum erosum var. punctatum  (W)コバノガマズミ  スイカズラ科

14625  Viburnum oputus var. calvescens  カンボク  スイカズラ科

14630  Viburnum setigerum  フウリンガマズミ  スイカズラ科

14637  Viburnum wrightii  ミヤマガマズミ  スイカズラ科

22047  Vicia sepium white fl.  カラスノエンドウ(白)  マメ科

22072  Vigna vexillata var. tsusimensis  アカササゲ  マメ科
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15040  Viola betonicifolia var. albesceus  アリアケスミレ  スミレ科

15040-2  Viola betonicifolia var. albesceus  アリアケスミレ(白色に舌に紫)  スミレ科

15051-1  Viola boissieuana var. iwagawae x mandshurica var. triangularis f. bicolor  オオシマチドリ  スミレ科

15055  Viola brevistipulata　subsp .hidakana  エゾキスミレ  スミレ科

15057  Viola brevistipulata var. crassifolia  ビオラ ブレビスチプラタ　クラスシフォリア(シソバキスミレ)  スミレ科

15068  Viola chaerophylloides var. sieboldiana  ヒゴスミレ  スミレ科

15071  Viola chaerophylloides x Viola sieboldiana  スミレ交配種(ナンザンスミレ 紅花 × ヒゴスミレ)  スミレ科

15075  Viola confusa ssp. nagasakiensis  ヒメスミレ  スミレ科

15084  Viola crassa  タカネスミレ  スミレ科

15099  Viola eizanensis  エイザンスミレ  スミレ科

15099-1  Viola eizanensis  エイザンスミレ(白)  スミレ科

15117  Viola greatrexii  ウンゼンスミレ　  スミレ科

15118-1  Viola grypoceras  タチツボスミレ(ピンク)  スミレ科

15118-3  Viola grypoceras  タチツボスミレ(桜色)  スミレ科

15118-4  Viola grypoceras  タチツボスミレ(桜色)  スミレ科

15118-5  Viola grypoceras  タチツボスミレ(桜色)  スミレ科

15118-6  Viola grypoceras  タチツボスミレ(桜色)  スミレ科

15121  Viola grypoceras exilis f. yakusimensis  ヤクシマタチツボスミレ  スミレ科

15134  Viola gypoceras var. grypoceras f. purpurellocalcarata  オトメスミレ  スミレ科

15146-1  Viola japonica pink  モモバナコスミレ  スミレ科

15168  Viola mandshurica  スミレ  スミレ科

15191  Viola obtuse  ニオイタチツボスミレ  スミレ科

15191-1  Viola obtuse  ニオイタチツボスミレ  スミレ科

15193  Viola odorata  ビオラ オドラタ  スミレ科

15214  Viola pubescens  ビオラ プベスケンス  スミレ科

15230  Viola sachalinensis var. alpina  アポイタチツボスミレ  スミレ科

15244  Viola sororia  ビオラ ソロリア  スミレ科

15265  Viola verecunda  ツボスミレ(別名如意スミレ)  スミレ科

15283  Viola yezoensis var. asoana  アソヒカゲスミレ  スミレ科

10900  Vitex agnus-castus  セイヨウニンジクポク  クマツヅラ科

10901  Vitex cannabifolia  ニンジンボク  クマツヅラ科

10909  Vitis coignetiae  ヤマブドウ  クマツヅラ科

09351  Youngia denticulata  ヤクシソウ  キク科

19818  Zephyranthes carinata Herb  サフランモドキ  ヒガンバナ科

19728b  Zephyranthes flavissima  ゼフィランテス フラビスシマ  ヒガンバナ科

19735b  Zephyranthes lindleyana  ゼフィランテス リンドレヤナ  ヒガンバナ科

19739b  Zephyranthes minima  ゼフィランテス ミニマ  ヒガンバナ科

      

A-1    ヤツデシュウカイドウ  

A-2    エキナセア  

A-3    ハナホオズキ(園芸種?)  ナス科

A-4    ヒメフウリンギボウシ  

A-5    タテヤマナデシコ(流通名)  
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