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09845-1  Aconitum yesoense  (W)エゾトリカブト  キンポウゲ科  北海道
10240  Actaea (Cimicifuga) acerina  オオバショウマ  キンポウゲ科  
09860  Actaea asiatica  ルイヨウショウマ  キンポウゲ科  
10245  Actaea (Cimicifuga) sp.  タンゴサラシナショウマ  キンポウゲ科  
06244  Adenophora coronopifolia  マルバシャジン  キキョウ科  
06300  Adenophora khasiana  アデノフォラ　カシアナ  キキョウ科  
06259  Adenophora nikoensis var. petrophila  ミョウギシャジン  キキョウ科  
06265-1  Adenophora pereskiaefolia var. moiwana  モイワシャジン  キキョウ科  
06265-2  Adenophora pereskiaefolia var. moiwana  モイワシャジン(白花)  キキョウ科  
06272-1  Adenophora remotiflora  (W)ソバナ  キキョウ科  山梨県
06274  Adenophora sp.  ネムロシャジン(通称)  キキョウ科  
06279  Adenophora takedae "alba"　  イワシャジン(白)  キキョウ科  
06280  Adenophora takedae var. howozana  ホウオウシャジン  キキョウ科  
06290  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  
06292  Adenophora triphylla var. japonica  ツリガネニンジン  キキョウ科  
06292-2  Adenophora triphylla var. japonica  (W)ツリガネニンジン  キキョウ科  愛知県
06297  Adenophora triphylla white fls  サイヨウシャジン(ナガサキシャジン)  キキョウ科  
22155  Adianthum aleuticum dwarf  アディアンタム アレウチクム  イノモトソウ科  
22156  Adianthum venustum  アディアンタム ベヌスツム イノモトソウ科  
09882  Adonis vernalis  アルタイフクジュソウ  キンポウゲ科  
19560  Aeginetia indica  ナンバンギセル  ハマウツボ科  
19561  Aeginetia indica white fls  ナンバンギセル(口紅咲き)  ハマウツボ科  
00878  Aethionema kotschyi  アエチオネマ コッチー  アブラナ科  
14121  Agastache rugosa  カワミドリ  シソ科  
06932  Ainsliaea acerifolia var. subapoda  オクモミジハグマ  キク科  
06935  Ainsliaea cordifolia  テイショウソウ  キク科  
00672-2  Akebia quinata  アケビ(実が大きい)  アケビ科  
00672-3  Akebia quinata  (W)アケビ(実が大きい)  アケビ科  愛知県
00672-4  Akebia quinata  (W)アケビ(実が小きい)  アケビ科  愛知県
00672-5  Akebia quinata  アケビ(白実)  アケビ科  
00673  Akebia trifoliata  ミツバアケビ  アケビ科  
05441  Alisma canaliculatum var. azuminoense  アズミノヘラオモダカ  オモダカ科  
25820  Allium (Caloscordum) inutile  ステゴビル  ヒガンバナ科  
18986  Allium komarovianum  アリウム コマロビアヌム(ヤマラッキョウ) ヒガンバナ科 
19038  Allium schoenoprasum var. orientale  シロウマアサツキ  ヒガンバナ科  
19059  Allium thunbergii  ヤマラッキョウ  ヒガンバナ科  
19061  Allium togashii  カンカケイニラ(アリウム トガシー)  ヒガンバナ科 
19067  Allium victorialis var. platyphyllum  ギョウジャニンニク  ヒガンバナ科  
19067-1  Allium victorialis var. platyphyllum  斑入りギョウジャニンニク  ヒガンバナ科
19069  Allium virgunculae  イトラッキョウ  ヒガンバナ科
19071  Allium virgunculae var. kiiense  キイイトラッキョウ  ヒガンバナ科  
00021  Althaea rosea  タチアオイ(園芸種)  アオイ科  
09640  Amsonia elliptica  チョウジソウ  キョウチクトウ科  
12372  Androsace umbellata  リュウキュウコザクラ  サクラソウ科  
17535  Aneilema aequinotiale  アネイレマ アエクイノクチアレ  ツユクサ科  
10670  Anemone (Pulsatilla) albana "yellow" アネモネ（プルサチラ） アルバナ 黄花  キンポウゲ科  
10676  Anemone (Pulsatilla) alpina ssp. apiifolia  アネモネ（プルサチラ） アルピナ アピフォリア  キンポウゲ科  
09894  Anemone baldensis  アネモネ バルデンシス  キンポウゲ科  
10683  Anemone (Pulsatilla) bungeana ssp. astragalifolia  アネモネ ブンゲアナア ストラガリフォリア  キンポウゲ科  
10690  Anemone (Pulsatilla) dahurica  マンシュウオキナグサ  キンポウゲ科  
10696  Anemone (Pulsatilla) halleri ssp. slavica alba アネモネ（プルサチラ）  ハレリ スラビカ  アルバ  キンポウゲ科  
09920  Anemone leveillei  アネモネ レベイリエイ  キンポウゲ科  
10705-1  Anemone (Pulsatilla) montana ssp. dacica  アネモネ（プルサチラ）  モンタナ ダキカ  キンポウゲ科  
09925  Anemone multifida  アネモネ ムルチフィダ  キンポウゲ科  
10710  Anemone (Pulsatilla) patens  アネモネ（プルサチラ）  パテンス  キンポウゲ科  
09971  Anemone rupicola  アネモネ ルピコラ  キンポウゲ科  
09971-1  Anemone rupicola  アネモネ ルピコラ(白)  キンポウゲ科  
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09976  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  
09985  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  
10727  Anemone (Pulsatilla) vulgaris  セイヨウオキナグサ(プルサチラ ブルガリス)  キンポウゲ科  
10010  Anemonella thalictroides  バイカカラマツ  キンポウゲ科  
10015  Anemonopsis macrophylla  レンゲショウマ  キンポウゲ科  
10039  Aquilegia buergeriana  ヤマオダマキ  キンポウゲ科  
10039-2  Aquilegia buergeriana  ヤマオダマキ(八ヶ岳、ピンク花)  キンポウゲ科  
10043  Aquilegia buergeriana f. flavescens  キバナノヤマオダマキ  キンポウゲ科  
10046  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  
10051  Aquilegia canadensis  カナダオダマキ  キンポウゲ科  
10058  Aquilegia chrysantha  アクイレギア クリサンタ  キンポウゲ科  
10084  Aquilegia flabellata alba  アクイレギア フラベラタ　アルバ  キンポウゲ科  
10090  Aquilegia flabellata var. pumila  ミヤマオダマキ  キンポウゲ科  
10101  Aquilegia flabellata var. pumila  ミヤマオダマキ（白）  キンポウゲ科  
10090-2  Aquilegia flabellata var. pumila   ミヤマオダマキ(八甲田山系)  キンポウゲ科  
10090-4  Aquilegia flabellata var. pumila   ミヤマオダマキ(ピンクと白の混合)  キンポウゲ科  
10097  Aquilegia flabellata var. pumila full double fl.  ミヤマオダマキ(八重)  キンポウゲ科  
10101  Aquilegia flabellata var. pumila white fl.  ミヤマオダマキ(白)  キンポウゲ科  
10101-1  Aquilegia flabellata var. pumila white fl.  ミヤマオダマキ(酔白)  キンポウゲ科  
10083  Aquilegia flabellata 'White flower'  オダマキ(ピンク)(園芸種？)  キンポウゲ科  
10083-1  Aquilegia flabellata 'White flower'  オダマキ(白)(園芸種？)  キンポウゲ科  
10121  Aquilegia longissima  アクイレギア ロンギッシマ  キンポウゲ科  
10149  Aquilegia saximontana x jonesii  アクイレギア サキシモンタナ × ヨネシー  キンポウゲ科  
10156  Aquilegia semiaquilegia  アクイレギア セミアクイレギア(シズノオダマキ)  キンポウゲ科  
10168  Aquilegia viridiflora  クロバナオダマキ  キンポウゲ科  
10171  Aquilegia vulgaris  アクイレギア ブルガリス  キンポウゲ科  
00951  Arabis flagellosa  スズシロソウ  アブラナ科  
00955  Arabis glabra (NET)  ハタザオ  アブラナ科  
00965  Arabis pendula  エゾハタザオ  アブラナ科  
00970  Arabis serrata  フジハタザオ  アブラナ科  
00977  Arabis soyeri subsp. jacquinii  アラビス ソイエリ ヤククィニー  アブラナ科  
00978  Arabis sp.  ダイセンハタザオ  アブラナ科  
12390-1  Ardisia crenata  マンリョウ(斑入り小)  サクラソウ科  
12390-2  Ardisia crenata  マンリョウ(斑入り大)  サクラソウ科  
12393  Ardisia crispa  カラタチバナ  サクラソウ科  
13875  Arisaema kiushianum  ヒメウラシマソウ  サトイモ科  
13891-4  Arisaema ringens  (W)ムサシアブミ  サトイモ科  
13895-3  Arisaema serratum  (W)マムシグサ  サトイモ科  愛知県
13901-1  Arisaema ternatipartitum  (W)ミツバテンナンショウ  サトイモ科  愛媛県
01631  Aristea ensifolia  アリステア エンシフォリア  アヤメ科  
04532  Aristolochia fimbriata  アリストロキア フィムブリアタ  ウマノスズクサ科  
04533  Aristolochia kaempferi  オオバウマノスズクサ  ウマノスズクサ科  
13947  Arum concinnatum × Arum cyrenaicum  アルム コンキンナツム × アルム キレナイクム  サトイモ科  
04550  Asarum caudatum  セイガンサイシン  ウマノスズクサ科  
04552  Asarum dimidiatum  クロフネサイシン  ウマノスズクサ科  
07103  Aster ageratoides ssp. ovatus cv. Hortensis  コンギク  キク科  
07168  Aster ontarionis  アスター オンタリオニス  キク科  
25131  Astilbe chinensis var. pumila  ウンナンホザキショウマ(通称)  ユキノシタ科  
25138  Astilbe microphylla  チダケサシ  ユキノシタ科  
22555  Astragalus cerasocrenus  アストラガルス ケラソクレヌス  マメ科  
22529  Astragalus membranaceus  タイツリオウギ  マメ科  
22540  Astragalus roemeri  アストラガルス ロエメリ  マメ科  
22547-1  Astragalus sinicus white fl.  ゲンゲ(通称：レンゲ、レンゲソウ)(白)  マメ科  
07191  Atractylodes japonica  オケラ  キク科  
16542-1  Bistorta major var. japonica  イブキトラノオ(柳葉)  タデ科  
16548-1  Bistorta officinalis subsp. pacifica  斑入りエゾイブキトラノオ  タデ科  
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26783  Bletilla striata  シラン  ラン科  
26783-1  Bletilla striata  シラン(三蝶咲き)  ラン科  
23590  Boenninghausenia japonica  マツカゼソウ  ミカン科  
02762  Bothriochloa parviflora  ヒメアブラススキ  イネ科  
02800  Briza maxima  コバンソウ  イネ科  
02811  Bromus brizaeformis  ニセコバンソウ  イネ科  
21782  Buddleja davidii  フサフジウツギ  ゴマノハグサ科  
21782-1  Buddleja davidii  フサフジウツギ(白)  ゴマノハグサ科 
26794  Bulbophyllum inconspicuum  ムギラン  ラン科  
16168  Bupleurum scorzoneraefolium var. stenophyllum  ミシマサイコ  セリ科  
09743  Calceolaria biflora  カルセオラリア ビフロラ(宿根キンチャクソウ)  キンチャクソウ科  
14187  Callicarpa japonica  ムラサキシキブ  シソ科  
25815  Calochortus vestae  カロコルツス ベスタエ  ユリ科  
10227B  Caltha palustris var. nipponica  リュウキンカ(球根)  キンポウゲ科  
06481  Campanula punctata  ホタルブクロ  キキョウ科  
06483  Campanula punctata 'alba'  ホタルブクロ(白)  キキョウ科  
06482  Campanula punctata 'Ruburi flora'  アケボノホタルブクロ(通称)(ヤマホタルブクロの濃色)  キキョウ科  
06488  Campanula punctata var. hondoensis  ヤマホタルブクロ  キキョウ科  
05700  Carex aequialta  トダスゲ(ジュズスゲ)  カヤツリグサ科  
05746  Carex curvicollis  ナルコスゲ  カヤツリグサ科  
05891  Carex podogyna  タヌキラン  カヤツリグサ科  
05645  Carpinus laxiflora  アカシデ(アカメソロ)  カバノキ科  
07380  Carthamus tinctorius  ベニバナ  キク科  
14211  Caryopteris divaricata  カリガネソウ   シソ科  
14211-3  Caryopteris divaricata  カリガネソウ(濃色)  シソ科  
14212  Caryopteris divaricata pink  カリガネソウ(桃)  シソ科  
14213  Caryopteris incana  ダンギク  シソ科  
14213-1  Caryopteris incana  ダンギク(白)  シソ科  
14213-2  Caryopteris incana  ダンギク(紫)  シソ科  
11862  Castilleja hispida  カスティレヤ ヒスピダ  ハマウツボ科  
24430  Caulophyllum robustum  ルイヨウボタン  メギ科  
27930  Centaurium chloodes  コマチリンドウ  リンドウ科  
26874  Cephalanthera falcata  キンラン  ラン科  
22641  Cercis chinensis f. leucantha  シロバナハナズオウ  マメ科  
02890  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  
11461  Chelidonium majus var. asiaticum  クサノオウ  ケシ科  
28350  Chimonanthus praecox var. grandiflora f. concolor  ソシンロウバイ  ロウバイ科  
14939  Chionographis sp.  ツクシシライトソウ(通称)  シュロソウ科  
04264  Chirita tamiana  キリタ　タミアナ  イワタバコ科  
16500  Chloranthus fortunei  キビヒトリシズカ  センリョウ科  
16503  Chloranthus serratus  フタリシズカ  センリョウ科  
14075  Chondropetalum tectorum   コンドロペタルム・テクトルム  サンアソウ科  
25209  Chrysosplenium grayanum  ネコノメソウ  ユキノシタ科  
07522  Cirsium chokaiense  チョウカイアザミ  キク科  
07548  Cirsium japonicum  ノアザミ  キク科  
07549  Cirsium japonicum f. leucanthum  シロバナノアザミ（白花野アザミ）  キク科  
10284  Clematis heracleifolia  クレマチス ヘラクレイフォリア  キンポウゲ科  
10286  Clematis integrifolia  クレマチス インティグリフォリア  キンポウゲ科  
10324  Clematis patens white fl.  カザグルマ(白)  キンポウゲ科  
10343  Clematis terniflora  センニンソウ  キンポウゲ科  
10343-1  Clematis terniflora  (W)センニンソウ  キンポウゲ科  兵庫県
10347  Clematis tosaensis  トリガタハンショウツル  キンポウゲ科  
25861  Clintonia udensis  ツバメオモト  ユリ科  
25861-1  Clintonia udensis  (W)ツバメオモト  ユリ科  北海道
16200-1  Cnidium japonicum  (W)ハマゼリ  セリ科  新潟県
17412  Cocculus trilobus  アオツヅラフジ  ツヅラフジ科  
06601-1  Codonopsis lanceolata  ツルニンジン (タイプＡ)  キキョウ科  
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14380  Collinsonia (Keiskea) japonica  シモバシラ  シソ科  
17542-1  Commelina communis mauve fl.  ツユクサ(藤色)  ツユクサ科  
17547-1  Commelina communis white fl. variegated leaf  ツユクサ(白)(葉に斑入り)  ツユクサ科  
25610  Comospermum (Alectorurus) yedoensis  ケイビラン  キジカクシ科  
04270-1  Conandron ramondioides  (W)イワタバコ  イワタバコ科  愛知県
09290-4  Convallaria keiskei  (W)スズラン  キジカクシ科  長野県
09290-5  Convallaria keiskei  スズラン(ピンク花)  キジカクシ科  
10370  Coptis japonica  オウレン（キクバオウレン）  キンポウゲ科  
10371  Coptis japonica var. dissecta  セリバオウレン  キンポウゲ科  
23730  Cornus (Benthamidia) florida  ハナミズキ  ミズキ科  
14880  Corchoropsis tomentosa  カラスノゴマ  アオイ科  
11489  Corydalis incisa  ムラサキケマン  ケシ科  
19820  Crataegus cuneata  サンザシ  バラ科  
22722  Crotalaria sessiliflora  タヌキマメ  マメ科  
18110  Cucubalus baccifera var. japonica  ナンバンハコベ  ナデシコ科  
17640  Cyanella hyacinthoides  キアネラ ヒアシンソイデス  テコフィラエア科  
17641  Cyanella orchidiformis　  キアネラ オルキディフォルミス  テコフィラエア科  
12454  Cyclamen coum silver leaf  シクラメン コウム(銀葉)  サクラソウ科  
12503  Cyclamen persicum  シクラメン ペルシクム  サクラソウ科  
12518  Cyclamen rohlfsianum  シクラメン ロールフシアヌム  サクラソウ科  
02980  Cymbopogon tortilis var. goeringii  オガルカヤ  イネ科  
05468  Cynanchum caudatum  （W)イケマ  キョウチクトウ科  長野県
05478  Cynanchum katoi  クサナギオゴケ  キョウチクトウ科  
15150  Daphne mezereum  ダフネ メゼレウム  ジンチョウゲ科  
27070  Dendrobium moniliforme  セッコク  ラン科  
27072  Dendrobium tosaense  キバナノセッコク  ラン科  
28360  Dianella ensifolia  キキョウラン  ススキノキ科  
18194  Dianthus japonicus  ハマナデシコ(フジナデシコ)  ナデシコ科  
18196  Dianthus japonicus albus  ハマナデシコ(フジナデシコ)(白)  ナデシコ科  
18198  Dianthus kiusianus  ヒメハマナデシコ  ナデシコ科  
18198-1  Dianthus kiusianus  ヒメハマナデシコ(白)  ナデシコ科  
18218  Dianthus pavonius  ディアンツス パボニウス  ナデシコ科  
18235  Dianthus shinanensis white  シナノナデシコ(白)  ナデシコ科  
18236  Dianthus simulans  ディアンツス シムランス  ナデシコ科  
18250  Dianthus superbus var. amoenus(?)  クモイナデシコ  ナデシコ科  
18250-1  Dianthus superbus var. amoenus(?)  クモイナデシコ(白)  ナデシコ科  
18251  Dianthus superbus var. longicalycinus  カワラナデシコ  ナデシコ科  
18251-1  Dianthus superbus var. longicalycinus  カワラナデシコ(白)  ナデシコ科  
18251-3  Dianthus superbus var. longicalycinus  カワラナデシコ(濃色)  ナデシコ科  
18251-4  Dianthus superbus var. longicalycinus  カワラナデシコ（ツガイケ）  ナデシコ科  
18251-7  Dianthus superbus var. longicalycinus  カワラナデシコ(矮性)(白花)  ナデシコ科  
18255  Dianthus superbus var. speciosus  シモフリナデシコ→タカネナデシコ  ナデシコ科  
18255-1  Dianthus superbus var. speciosus  タカネナデシコ  ナデシコ科  
03041  Diarrhena japonica  タツノヒゲ  イネ科  
07790  Diaspananthus uniflorus  クサヤツデ(ヨシノソウ)  キク科  
10473  Dichocarpum nipponicum  アズマシロカネソウ  キンポウゲ科  
10479  Dichocarpum trachyopermum  トウゴクサバノオ  キンポウゲ科  
23610  Dictamnus albus  ディクタヌムス アルブス  ミカン科  
04940  Digitalis viridiflora  ジギタリス ビリディフロラ  オオバコ科  
25026  Dioscorea japonica  ヤマノイモ(ムカゴ)  ヤマノイモ科  
25026-1  Dioscorea japonica  ヤマノイモ(中白斑)(ムカゴ)  ヤマノイモ科  
02581  Disporum sessile  ホウチャクソウ  イヌサフラン科  
02581-2  Disporum sessile  ホウチャクソウ(斑入り)  イヌサフラン科  
01130  Draba "Usukinazuna"  ウスキナズナ(ナンブイヌナズナ × エゾイヌナズナ)  アブラナ科  
01131  Draba aizoides  ハリイヌナズナ  アブラナ科  
01137  Draba athoa  ドラバ アソーア  アブラナ科  
01181  Draba laciocarpa  ドラバ ラシオカルパ  アブラナ科  
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01210  Draba sachalinensis  モイワナズナ  アブラナ科  
01214  Draba shiroumana  シロウマナズナ  アブラナ科  
01235  Draba sp.  キリギシナズナ  アブラナ科  
01229  Draba ussuriensis  ドラバ ウスリエンシス  アブラナ科  
01230  Draba ussuriensis f. leiocarpa  オクエゾナズナ  アブラナ科  
14280  Dracocephalum argunense  ムシャリンドウ  シソ科  
14281  Dracocephalum argunense "Album"  ムシャリンドウ(白)  シソ科  
24551  Drosera anglica  ナガバノモウセンゴケ  モウセンゴケ科  
24554  Drosera capensis  ドロセラ カペンシス  モウセンゴケ科  
24562-1  Drosera rotundifolia  モウセンゴケ(神津島タイプ)  モウセンゴケ科  
24562-2  Drosera rotundifolia  (W)モウセンゴケ  モウセンゴケ科  愛知県
19885  Dryas octopetala  ドリアス オクトペタラ  バラ科  
19888  Dryas octopetala var. asiatica  チョウノスケソウ  バラ科  
05308  Dryopteris filix-mas 'Crispa Cristata'  ドリオプテリス フィリックス-マス「リネアリス ポリダクティラ」  オシダ科  
07841  Echinops ritro  ルリタマアザミ  キク科  
04411  Eleutherococcus (Acanthopanax) senticosus  エゾウコギ  ウコギ科  
07862  Emilia sonchifolia   ウスベニニガナ  キク科  
16981  Empetrum nigrum ssp. ｈermaphroditum  エムペツルム ニグルム ヘルマフォロディツム  ツツジ科  
16980-1  Empetrum nigrum var. japonicum  (W)ガンコウラン  ツツジ科  群馬県
00564  Epilobium angustifolium  ヤナギラン  アカバナ科  
00564-3  Epilobium angustifolium  (W)ヤナギラン  アカバナ科  長野県
00565  Epilobium cephalostigma  イワアカバナ  アカバナ科  
00572  Epilobium fleischeri  エピロビウム フレイスケリ  アカバナ科  
00580  Epilobium hirsutum var. villosum  オオアカバナ  アカバナ科  
10512  Eranthis hyemalis  エランシス ヒエマリス(別名セイヨウセツブンソウ)  キンポウゲ科  
07889  Erigeron aureus  エリゲロン アウレウス  キク科  
25898  Erythronium oregonum  エリスロニウム オレゴヌム  ユリ科  
25900-2  Erythronium revolutum  (W)エリスロニウム レボルツム  ユリ科  Ｗ(ｶﾅﾀﾞ、ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ島)
25906  Erythronium tuolumnense  エリスロニウム ツオルムネンス  ユリ科  
18772  Euonymus alatus  ニシキギ  ニシキギ科  
07957  Eupatorium lindleyanum  サワヒヨドリ  キク科  
07981  Farfugium japonicum  ツワブキ  キク科  
16260  Ferula asa-foeiida  フェルラ　アサ－フォエイ-ダ  セリ科  
03227  Festuca varia  フェスツカ バリア  イネ科  
20631  Freesia sp  フレーシアsp  ヒガンバナ科  
25928  Fritillaria ayakoana  (予約)イズモコバイモ(島根県産)  ユリ科  
25928-1  Fritillaria ayakoana  (予約)イズモコバイモ  ユリ科  
25977  Fritillaria japonica  (予約)ミノコバイモ  ユリ科  
25977-1  Fritillaria japonica  (予約)ミノコバイモ、純白種  ユリ科  
25978  Fritillaria japonica var. koidzumiana  (予約)コシノコバイモ  ユリ科  
26005  Fritillaria montana  フリチラリア モンタナ  ユリ科  
26014  Fritillaria pallidiflora  フリチラリア パリディフロラ  ユリ科  
26026  Fritillaria raddeana  フリチラリア ラッデアナ  ユリ科  
17030  Gaultheria adenothrix  アカモノ  ツツジ科  北海道
17030  Gaultheria adenothrix  アカモノ  ツツジ科  
17034-1  Gaultheria miqueliana  (W)シラタマノキ  ツツジ科  北海道
27961  Gentiana acaulis  ゲンチアナ アコーリス(チャボリンドウ)  リンドウ科  
27969-1  Gentiana algida  (W)トウヤクリンドウ  リンドウ科  山梨県
28033  Gentiana lutea  ゲンチアナ ルテア  リンドウ科  
28036-2  Gentiana makinoi  (W)オヤマリンドウ  リンドウ科  長野県
28075  Gentiana scabra var. buergeri  リンドウ  リンドウ科  
28076  Gentiana scabra var. buergeri 'Ishizuchi'  イシヅチリンドウ(通称)  リンドウ科  
28090-1  Gentiana squarrosa white fl.  コケリンドウ(白花)  リンドウ科  
28108  Gentiana triflora var. japonica  エゾリンドウ  リンドウ科  
21409-1  Geranium soboliferum  アサマフウロ  フウロソウ科  
19956  Geum aleppicum  オオダイコンソウ  バラ科  
19974  Geum pentapetalum  チングルマ  バラ科  
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19974-1  Geum pentapetalum  (W)チングルマ  バラ科  北海道
19974-2  Geum pentapetalum  (W)チングルマ  バラ科  富山県
15130  Glaucidium palmatum  シラネアオイ  キンポウゲ科  
20660  Habranthus andersonii  ハブランツス アンダーソニー  ヒガンバナ科  
20678  Habranthus sp.  ハブランツスsp  ヒガンバナ科  
10550-2  Helleborus  foetidus 'Gold bullion'  ヘレボルス フェチダス｢ゴールドビリオン｣  キンポウゲ科  
10565-1  Helleborus  niger 'Kessen'  ヘレボルス ニゲル｢ケッセン」  キンポウゲ科  
10550  Helleborus foetidus  ヘレボルス フェチダス  キンポウゲ科  
10550-1  Helleborus foetidus 'Variegata'  ヘレボルス フェチダス｢バリエガータ｣  キンポウゲ科  
10603  Helleborus hybrid anemone center  ヘレボルス交配種、アネモネ咲き  キンポウゲ科  
10603-2  Helleborus hybrid yellow  ヘレボルス交配種、黄  キンポウゲ科  
10565  Helleborus niger  ヘレボルス ニゲル  キンポウゲ科  
10577  Helleborus orientalis hyb.  クリスマスローズ(通称)→ヘレボルス類  キンポウゲ科  
10571  Helleborus orientalis mix  ヘレボルス オリエンタリス  キンポウゲ科  
10575-1  Helleborus orientalis pink-double  ヘレボルス オリエンタリス ピンク ダブル  キンポウゲ科  
10594  Helleborus sp.  クリスマスローズ(通称)(白花系、)  キンポウゲ科  
14952  Helonias (Heloniopsis) orientalis  ショウジョウバカマ  シュロソウ科  
19400  Helwingia japonica  ハナイカダ  ハナイカダ科  
19400-1  Helwingia japonica  ハナイカダ(赤実)  ハナイカダ科  
28370  Hemerocalis hybridy-tetroploidy  ヘメロカリス交配種  ススキノキ科  
28374  Hemerocallis citrina var. vespertina  ユウスゲ(キスゲ)  ススキノキ科  
28374-1  Hemerocallis citrina var. vespertina  ユウスゲ(キスゲ)(細葉)  ススキノキ科 
28376  Hemerocallis dumortieri var. esculenta  ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)  ススキノキ科
28389  Hemerocallis middendorfii var. exaltata  トビシマカンゾウ  ススキノキ科  
08153-1  Heteropappus hispidus ssp. arenarius  (W)ハマベノギク  キク科  長野県
00062  Hibiscus laevis  ヒビスクス ラエビス  アオイ科  
00056  Hibiscus mutabilis   フヨウ  アオイ科  
20711  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  
18310  Honckenya peploides  キタノハマツメクサ  ナデシコ科  
03326  Hordeum vulgare  オオムギ  イネ科  
09301  Hosta capitata  カンザシギボウシ  キジカクシ科  
09308-1  Hosta gracillima  テンリュウヒメイワギボウシ(流通名か?)  キジカクシ科  
09327  Hosta longissima var. brevifolia  ミズギボウシ  キジカクシ科  
09337  Hosta sieboldiana  オオバギボウシ  キジカクシ科  
09337-1  Hosta sieboldiana  (W)オオバギボウシ  キジカクシ科  愛知県
09340  Hosta sieboldii f. lancifolia  コバギボウシ  キジカクシ科  
09356  Hosta tardiflora var. tortifrons  コガラシギボウシ(通称)  キジカクシ科  
09362  Hosta venusta  オトメギボウシ  キジカクシ科  
00752-1  Hydrangea hirta  (W)コアジサイ  アジサイ科  愛知県
19380  Hydrophyllum canadense  ヒドロフィルム カナデンセ  ムラサキ科  
21940  Hylotelephium cauticola  ヒダカミセバヤ  ベンケイソウ科  
21951  Hylotelephium tsugaruense  ツガルミセバヤ  ベンケイソウ科  
05345  Hypericum erectum  オトギリソウ  オトギリソウ科  
05345-1  Hypericum erectum  (W)オトギリソウ  オトギリソウ科  愛知県
05369  Hypericum oliganthum  アゼオトギリ  オトギリソウ科  
05387  Hypericum sampsoni  ツキヌキオトギリ  オトギリソウ科  
05397  Hypericum yojiroanum  ダイセツヒナオトギリ  オトギリソウ科  
01328  Iberis sempervirens  トキワマガリバナ  アブラナ科  
24766  Ilex serrata  ウメモドキ  モチノキ科  
24766-1  Ilex serrata  (W)ウメモドキ  モチノキ科  大阪府
17600  Impatiens balsamina  ホウセンカ(園芸種、朱)  ツリフネソウ科  
17601  Impatiens balsamina  ホウセンカ(園芸種、白)  ツリフネソウ科  
17593  Impatiens noli-tangere  キツリフネ  ツリフネソウ科  
17596  Impatiens textori  ツリフネソウ  ツリフネソウ科  
17597-1  Impatiens textori 'Alba'  ツリフネソウ(純白、アルビノ)(青軸、黄斑紋)  ツリフネソウ科  
22943-1  Indigofera pseudotinctoria  コマツナギ(斑入り)  マメ科  
22944  Indigofera pseudotinctoria white fl.  コマツナギ(白)  マメ科  
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19091  Ipheion parviflora  イフェイオン パルビフローラ  ヒガンバナ科  
19093  Ipheion uniflorum  イフェイオン ウニフロルム(ハナニラ)  ヒガンバナ科  
19096  Ipheion uniflorum 'Pink Star'  イフェイオン ウニフロルム｢ピンクスター｣  ヒガンバナ科  
21230  Ipomoea (Quamoclit) pennata  ルコウソウ  ヒルガオ科  
01650  Iris (Belamcanda) chinensis  ヒオウギ  アヤメ科  
01651  Iris (Belamcanda) chinensis var. cruenta f. vulgaris  ダルマヒオウギ  アヤメ科  
01950  Iris ensata  イリス エンサタ　(ハナショウブ)  アヤメ科  
01952  Iris ensata var. spontanea  ノハナショウブ  アヤメ科  
01962  Iris hookeri  イリス フウケリ  アヤメ科  
01975  Iris magnifica 'Agalik'  イリス マグニフィカ｢アガリック｣  アヤメ科  
01976  Iris magnifica alba  イリス マグニフィカ｢アルバ｣  アヤメ科  
01996  Iris sanguinea  アヤメ  アヤメ科  
01996-1  Iris sanguinea  (W)アヤメ  アヤメ科  長野県
01998-2  Iris setosa  (W)ヒオウギアヤメ  アヤメ科  カムチャッカ
01998-6  Iris setosa dwarf  イリス セトサ(灰／藤色）  アヤメ科  
02023  Iris tectorum  イチハツ  アヤメ科  
02032  Iris vicaria  イリス ビカリア  アヤメ科  
14371  Isodon japonicus  ヒキオコシ  シソ科  
24491  Jeffersonia dubia  タツタソウ  メギ科  
24491-1  Jeffersonia dubia  タツタソウ(斑入り)  メギ科  
22320  Kadsura japonica  サネカズラ　(ビナンカズラ)  マツブサ科  
17055  Kalmia latifolia  カルミア ラチフォリア(アメリカシャクナゲ)  ツツジ科  
00790  Kirengeshoma palmata  キレンゲショウマ  アジサイ科  
22339  Knautia drymeja  クナウティア　ドリメヤ  マツムシソウ科  
26471  Lachenalia (Polyxena) ensifolia  ポリキセナ エンシフォリア  キジカクシ科  
26169  Lachenalia pusilla  ラケナリア プシラ  キジカクシ科  
03390  Lagurus ovatus  ウサギノオ(ウサギノシッポ)  イネ科  
14409  Lamium purpureum  ラミウム プルプレウム(ヒメオドリコソウ)  シソ科  
14441  Leonurus macranthus  キセワタ  シソ科  
14442  Leonurus sibiricus  セイヨウメハジキ  シソ科  
23031  Lespedeza bicolor  ヤマハギ  マメ科  
20731  Leucojum autumnale  レウコユム アウツムナレ  ヒガンバナ科  
15665  Lewisia nevadensis white  ルイシア ネバデンシス 白  ヌマハコベ科  
15669  Lewisia pygmaea  ルイシア ピグマエア  ヌマハコベ科  
26215  Lilium auratum  ヤマユリ  ユリ科  
26215-1  Lilium auratum  (W)ヤマユリ  ユリ科  宮城県
26223  Lilium callosum  ノヒメユリ(スゲユリ)  ユリ科  
26231-1  Lilium columbianum  (W)リリウム コロンビアヌム  ユリ科  Chilliwack山（カナダ）
26234  Lilium concolor var. partheneion  ヒメユリ  ユリ科  
26249  Lilium henryi  キカノコユリ  ユリ科  
26253  Lilium japonicum  ササユリ  ユリ科  
26253-1  Lilium japonicum  (W)ササユリ  ユリ科  愛知県
26257B  Lilium lancifolium  オニユリ(ムカゴ)  ユリ科  
26258  Lilium lancifolium var. flaviflorum  オウゴンオニユリ(黄金鬼百合 )(ムカゴ)  ユリ科  
26260  Lilium ledebourii  リリウム レデボウリー  ユリ科  
26262  Lilium leichtlinii   コオニユリ  ユリ科  
26262-1  Lilium leichtlinii   (W)コオニユリ  ユリ科  長崎県
26268  Lilium mackliniae Nagaland form  リリウム マクリニアエ ナガランド型  ユリ科  
26272  Lilium maculatum var. monticola  ヤマスカシユリ  ユリ科  
26280  Lilium martagon var. cattaniae  リリウム マルタゴン カタニアエ  ユリ科  
26282-1  Lilium medeoloides  クルマユリ(低山性)  ユリ科  
26291  Lilium pardalinum  リリウム パルダリナム  ユリ科  
26291-1  Lilium pardalinum  リリウム パルダリナム(矮性）  ユリ科  
26291  Lilium pardalinum wigginsii  リリウム パルダリナム　ウィッギンシー  ユリ科  
26301  Lilium regale  リリウム レガレ(オウカンユリ)  ユリ科  
26303  Lilium rubellum  ヒメサユリ  ユリ科  
26306  Lilium speciosum  カノコユリ  ユリ科  
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26307  Lilium speciosum var. clivorum  タキユリ  ユリ科  
26310  Lilium tsingtauense  リリウム　ツシングタウエンセ  ユリ科  
26311B  Lillium sargentiae  リリウム・サルゲンティアエ(ムカゴ)  ユリ科  
09391  Liriope muscari  ヤブラン  キジカクシ科  
24271  Lithospermum erythrorhizon  ムラサキ  ムラサキ科  
24271-1  Lithospermum erythrorhizon  (W)ムラサキ  ムラサキ科  山梨県
06712  Lobelia cardinalis  ベニバナサワギキョウ（アカバナサワギキョウ）  キキョウ科  
23075  Lotus corniculatus var. japonicus  ミヤコグサ  マメ科  
23104  Lupinus angustifolius ssp. reticulatus  ルピナス アングスチフォリウス レチクラツス  マメ科  
20595  Lycopodium (Diphasiastrum) complanatum ssp. complanatum  リコポジウム コンプラナツム コンプラナツム  ヒカゲノカズラ科  
12594-1  Lysimachia clethroides  (W)オカトラノオ  サクラソウ科  長野県
12597  Lysimachia fortunei  ヌマトラノオ  サクラソウ科  
12604  Lysimachia mauritiana  ハマボッス  サクラソウ科  
26507  Maianthemum (Smilacina) robustum  ハルナユキザサ  キジカクシ科  
17750  Mallotus japonicus  アカメガシワ（ベニガシワ）  トウダイグサ科  
11602  Meconopsis betonicifolia  メコノプシス　ベトニキフォリア  ケシ科  
11612  Meconopsis cambrica  メコノプシス カンブリカ  ケシ科  
03460  Melica nutans  コメガヤ  イネ科  
24284  Mertensia pterocarpa var. yezoensis  エゾルリソウ  ムラサキ科  
19332  Mimulus sp.  ハマホオズキ(通称)？  ハエドクソウ科  
05320  Mirabilis jalapa  オシロイバナ(黄)  オシロイバナ科  
25281  Mukdenia rossi  ムクデニア ロッシー(丹頂草)  ユキノシタ科  
20776B-1  Narcissus bulbocodium  ナルキスス ブルボコディウム(球根)(濃黄)  ヒガンバナ科  
20805  Narcissus fernandesii  ナルキスス フェルナンデシー  ヒガンバナ科  
20839  Narcissus serotinus  ナルキスス セロチヌス  ヒガンバナ科  
14544  Nepeta melissaefolia  ネペタ メリッサエフォリア  シソ科  
17940  Nicandra physaloides  オオセンナリ(通称クロホオズキ)  ナス科  
15550  Nymphaea tetragona  ヒツジグサ  スイレン科  
00652  Oenothera tetraptera  オエノテラ テトラプテラ(ツキミソウ)  アカバナ科  
09439  Ornithogalum umbellatum  オオアマナ  キジカクシ科  
05520  Oxypetalum caeruleum (Tweedia caerulea)  ルリトウワタ(ブルースター：通称、オキシペタルム：通称)  キョウチクトウ科  

23205  Oxytropis megalantha  レブンソウ  マメ科  
23227  Oxytropis todomoshiriensis  トドシマゲンゲ  マメ科  
22228  Paeonia daurica subsp. mlokosewitschii  パエオニア ダウリカ ミオコセヴィチ  ボタン科  
22235-4  Paeonia japonica  (W)ヤマシャクヤク  ボタン科  滋賀県
22239  Paeonia mairei  パエオニア マイレイ  ボタン科  
22246  Paeonia obovata  ベニバナヤマシャクヤク  ボタン科  
22256-1  Paeonia rockii ssp. atava  パエオニア ロッキー アタバ  ボタン科  
22257-1  Paeonia suffruticosa  ボタン(白花)  ボタン科  
18834  Parnassia foliosa var. nummularia  シラヒゲソウ  ニシキギ科  
18839  Parnassia palustris var. multiseta  ウメバチソウ  ニシキギ科  
18839-1  Parnassia palustris var. multiseta  (W)ウメバチソウ  ニシキギ科  愛知県
21802  Parthenocissus quinquefolia  アメリカヅタ(バージニアヅタ)  ブドウ科  
17842  Passiflora sp.  トケイソウ ピッコロソ  トケイソウ科  
15370  Patrinia gibbosa  マルバキンレイカ  オミナエシ科  
15373-1  Patrinia scabiosifolia  (W)オミナエシ オミナエシ科  愛知県
15379  Patrinia triloba var. palmata  キンレイカ  オミナエシ科  
25301  Peltoboykinia watanabei  ワタナベソウ  ユキノシタ科  
16612  Persicaria erecto-minor  ヒメタデ  タデ科  
16624-1  Persicaria longiseta  イヌタデ(斑入り)  タデ科  
08641  Pertya rigidula  クルマバハグマ  キク科  
08642  Pertya robusta  カシワバハグマ  キク科  
17133-1  Phyllodoce caerulea  (W)エゾノツガザクラ  ツツジ科  北海道
20212  Photinia (Pourthiaea) villosa var. leavis  カマツカ  バラ科  
16762  Pinguicula grandiflora  ピングイクラ グランディフロラ  タヌキモ科  
05171-2  Plantago asiatica  サザエオオバコ(通称)  オオバコ科  
05171-3  Plantago asiatica  シシバオオバコ(通称)  オオバコ科  
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05171-4  Plantago asiatica  ダルマオオバコ(通称)  オオバコ科  
05175  Plantago asiatica var. yakusimensis  ヤクシマオオバコ  オオバコ科  
05172  Plantago asiatica 'Variegata'  オオバコ(斑入)  オオバコ科  
06780  Platycodon grandiflorum  キキョウ  キキョウ科  
06780-2  Platycodon grandiflorum  キキョウ(白)  キキョウ科  
06780-3  Platycodon grandiflorum  キキョウ(絞り咲き)  キキョウ科  
06780-4  Platycodon grandiflorum  キキョウ(八重、白)  キキョウ科  
06781-2  Platycodon grandiflorum  キキョウ(アポイ岳系、八重系、紫)  キキョウ科  
06782  Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou dwarf'  アポイギキョウ(通称)  キキョウ科  
06783-1  Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou white fls.'  アポイギキョウ(通称)(白、絞り咲き)  キキョウ科  
14601  Plectranthus longitubs  アキチョウジ  シソ科  
24512  Podophyllum hexandrum  ポドフィルム ヘキサンドルム  メギ科  
24513  Podophyllum peltatum  メイアップル(アメリカハッカクレン)  メギ科  
24514  Podophyllum pleianthum  ハッカクレン(ミヤオソウ)(斑入り)  メギ科  
19488  Polemonium caeruleum ssp. yezoense  エゾハナシノブ  ハナシノブ科  
19504  Polemonium kiushinum  ハナシノブ  ハナシノブ科  
17570  Pollia japonica  ヤブミョウガ  ツユクサ科  
17570-1  Pollia japonica  (W)ヤブミョウガ  ツユクサ科  神奈川県
09454-1  Polygonatum falcatum  斑入りナルコユリ  キジカクシ科  
16672-1  Polygonum filiforme  ミズヒキ(斑入り)  タデ科  
16673  Polygonum filiforme f. albiflorum  ギンミズヒキ  タデ科  
16691  Polygonum tinctorium  アイ(通称タデアイ／アイタデ)  タデ科  
16695  Polygonum virginianum 'Painter's Palette'   ミズヒキ ｢ペインターズパレット｣  タデ科  
04748  Polypodium scouleri  ポリポディウム　スコウレリ  ウラボシ科  
05311-1  Polystichum munitum  (W)ポリスティクム ムニツム  オシダ科  カナダChilliwack山
20109  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  
20125  Potentilla gracilis nuttallii  ポテンチラ グラキリス ヌタリー  バラ科  
20136  Potentilla matsumurae  ミヤマキンバイ  バラ科  
20139  Potentilla matsumurae var. yuparensis  ユウバリキンバイ  バラ科  
20140  Potentilla megalantha  チシマキンバイ  バラ科  
20144  Potentilla miyabei  メアカンキンバイ  バラ科  
20158  Potentilla nivea  ウラジロキンバイ  バラ科  
20163  Potentilla nuttallii  ポテンティラ ヌッタリー  バラ科  
20202  Potentilla x tonguei  ジャノメキンバイ  バラ科  
12742  Primula denticulata  プリムラ デンティクラタ  サクラソウ科  
12660  Primula 'Gold Laced Gp'  プリムラ ｢ゴールド レース グループ｣  サクラソウ科  
12798  Primula japonica  クリンソウ  サクラソウ科  
12798-2  Primula japonica  クリンソウ(絞り咲)  サクラソウ科  
12798-3  Primula japonica  クリンソウ(濃赤)  サクラソウ科  
12798-5  Primula japonica  クリンソウ（混合）  サクラソウ科  
12841  Primula modesta var. matsumurae  レブンコザクラ  サクラソウ科  
12904-1  Primula sieboldii  サクラソウ(園芸種)  サクラソウ科  
14634  Prunella prunelliformis  タテヤマウツボグサ  シソ科  
14637  Prunella vulgaris ssp. asiatica  ウツボグサ  シソ科  
14639  Prunella vulgaris ssp. asiatica white fl.  ウツボグサ(白)  シソ科  
17163  Pyrola incarnata  ベニバナイチヤクソウ  ツツジ科  
04350  Ramonda myconi  オニイワタバコ  イワタバコ科  
10775  Ranunculus acris var. nipponicus  ミヤマキンポウゲ  キンポウゲ科  
10805  Ranunculus gramineus  ラヌンクルス グラミネウス(イトハキンポウゲ)  キンポウゲ科  
10865  Ranunculus yatsugatakensis  ヤツガタケキンポウゲ  キンポウゲ科  
24520  Ranzania japonica  トガクシショウマ  メギ科  
24520-1  Ranzania japonica  (予約)トガクシショウマ  メギ科  
17189-1  Rhododendron aureum  (W) キバナシャクナゲ  ツツジ科  山梨県
17194  Rhododendron brachycarpum  ハクサンシャクナゲ  ツツジ科  
17195  Rhododendron brachycarpum 'Erimosyakunage'  ハクサンシャクナゲ"エリモシャクナゲ"  ツツジ科  
20290  Rhodotypos scandens  シロヤマブキ  バラ科  　
04835  Rhus succedanea  ハゼノキ  ウルシ科  
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23323  Rhynchosia volubilis  タンキリマメ  マメ科  
06154  Rhynchospora colorata  シラサギカヤツリ(シラザギスゲ、シューティングスター)  カヤツリグサ科  
15560  Ribes ambiguum  ヤシャビシャク  スグリ科  
25000  Rivina humilis  ジュズサンゴ  ヤマゴボウ科  
25320  Rodgersia podophylla  ヤグルマソウ  ユキノシタ科  
02209  Romulea rosea  ロムレア ロセア  アヤメ科  
02215  Romulea tabularis  ロムレア タブラリス  アヤメ科  
20301  Rosa acicularis  オオタカネバラ  バラ科  
20333  Rosa　balcarica  ロサ バルカリカ  バラ科  
20324  Rosa rugosa  ハマナス  バラ科  
20324-2  Rosa rugosa  (W)ハマナス  バラ科  新潟県
14675  Rosmarinus officinalis  ローズマリー  シソ科  
08760  Rudbeckia fulgida  トウゴウギク  キク科  
18462-1  Sagina maxima  (W)ハマツメクサ  ナデシコ科  新潟県
14687  Salvia japonica  アキノタムラソウ  シソ科  
14687-4  Salvia japonica  (W)アキノタムラソウ(白)  シソ科  兵庫県
14695-1  Salvia nipponica  (W)キバナアキギリ  シソ科  東京都
28273-1  Sambucus nigra var. cerulea  (W)サンブクス　ニグラ　ケルレア（W)  レンプクソウ科  Chilliwack山（カナダ）
11760  Sanguinaria canadenｓis  サングイナリア カナデンシス  ケシ科  
20428  Sanguisorba officinalis  ワレモコウ  バラ科  
20435-1  Sanguisorba stipulata  (W)タカネトウウチソウ  バラ科  北海道
17780  Sapium japonicum  シラキ  トウダイグサ科  
18473  Saponaria ocymoides  サポナリア オキモイデス(ツルコザクラ)  ナデシコ科  
16510  Sarcandra glabra  センリョウ  センリョウ科  
16510-1  Sarcandra glabra  センリョウ(大実)  センリョウ科  
16510-2  Sarcandra glabra  センリョウ(黄実)  センリョウ科  
08784  Saussurea insularis  シマトウヒレン  キク科  
08789  Saussurea nepalensis  サウスレア ネパレンシス  キク科  
08818  Saussurea tanakae  セイタカトウヒレン  キク科  
25362  Saxifraga bronchialis subsp. funstonii var. rebunshirensis  シコタンソウ  ユキノシタ科  
25371  Saxifraga cartillaginea  サキシフラガ カルチラギネア  ユキノシタ科  
25392  Saxifraga fordunei var incisolobata  ダイモンジソウ  ユキノシタ科  
25392-1  Saxifraga fordunei var incisolobata  (W)ダイモンジソウ  ユキノシタ科  愛知県
25393  Saxifraga fortunei var. crassifolia  イズノシマダイモンジソウ  ユキノシタ科  
25431  Saxifraga nishidae  エゾノクモマグサ  ユキノシタ科  
15409-1  Scabiosa caucasica Blue  スカビオサ コウカシカ ブルー  スイカズラ科  
15420  Scabiosa japonica  マツムシソウ  スイカズラ科  
15420-1  Scabiosa japonica  (W)マツムシソウ  スイカズラ科  長野県
15423-1  Scabiosa japonica var. alpina  (W)タカネマツムシソウ  スイカズラ科  長野県
15424  Scabiosa japonica var. littoralis  ソナレマツムシソウ  スイカズラ科  
22330  Schisandra chinensis  チョウセンゴミシ  マツブサ科  
00830  Schizophragma hydrangeoides  イワガラミ  アジサイ科  
09522  Scilla scilloides  ツルボ  キジカクシ科  
09522-3  Scilla scilloides  ツルボ(白)  キジカクシ科  
09522-5  Scilla scilloides  ツルボ(青森県産)  キジカクシ科  
09522-6  Scilla scilloides  ツルボ(細葉)  キジカクシ科  
09523-1  Scilla scilloides　dwarf type  ツルボ(銚子産)  キジカクシ科  
09523-2  Scilla scilloides　dwarf type  ツルボ(矮性種)  キジカクシ科  
12151-1  Scrophularia duplicatoserrata  (W)ヒナノウスツボ  ゴマノハグサ科  兵庫県
14738  Scutellaria baicalensis  コガネバナ  シソ科  
14748  Scutellaria indica  タツナミソウ  シソ科  
14751  Scutellaria indica var. parviforia  コバノタツナミ  シソ科  
14751-1  Scutellaria indica var. parviforia  コバノタツナミ(白)  シソ科  
14755  Scutellaria laeteviolacea  シソバタツナミ(シソバタツナミソウ)  シソ科  
14768  Scutellaria pekinensis var. transitra  ヤマタツナミソウ  シソ科  
22024  Sedum aizoon var. floribundum f. tekaridake  テカリ（ダケ）キリンソウ  ベンケイソウ科  
04395  Selaginella involens  カタヒバ（黄金ヒバ）  イワヒバ科  
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10880  Semiaquilegia adoxoides  ヒメウズ  キンポウゲ科  
10882  Semiaquilegia ecalcarata  フウリンオダマキ(二色)  キンポウゲ科  
08920  Serratula coronata nana  ヒメタムラソウ 細葉  キク科  
08921  Serratula coronata ssp. insularis  タムラソウ  キク科  
08923  Serratula sp.  ホソバタムラソウ(通称)  キク科  
08924  Serratula sp.  ウンナンタムラソウ(通称)  キク科  
18334  Silene (Lychnis) coronaria  スイセンノウ(フランネルソウ)  ナデシコ科  
18345  Silene (Lychnis) flos-cuculi  カッコウセンノウ  ナデシコ科  
18360  Silene (Lychnis) miqueliana  フシグロセンノウ  ナデシコ科  
18360-1  Silene (Lychnis) miqueliana  (W)フシグロセンノウ  ナデシコ科  山梨県
18638  Silene repens var. latifolia  チシママンテマ  ナデシコ科  
18365-3  Silene (Lychnis) sibirica  マツモトセンノウ(ツクシマツモト)  ナデシコ科  
18365-4  Silene (Lychnis) sieboldii  マツモトセンノウ(ツクシマツモト)(烏葉)  ナデシコ科  
18365  Silene (Lychnis) sieboldii  マツモトセンノウ(ツクシマツモト)  ナデシコ科  
18365-1  Silene (Lychnis) sieboldii  マツモトセンノウ(ツクシマツモト)(濃色)  ナデシコ科  　
18365-2  Silene (Lychnis) sieboldii  マツモトセンノウ(ツクシマツモト)(赤に白の斑入)  ナデシコ科  
18371  Silene (Lychnis) wilfordii  エンビセンノウ  ナデシコ科  
08956  Solidago virgaurea ssp. leiocarpa var. ovata  ハマアキノキリンソウ  キク科  
08957  Solidago virgaurea subsp. asiatica  アキノキリンソウ  キク科  
08959-2  Solidago virgaurea subsp. leiocarpa  (W)ミヤマアキノキリンソウ  キク科  長野県
20489-1  Sorbus sambucifolia  (W)タカネナナカマド  バラ科  山梨県
23705  Sparganium stenophyllum  ヒメミクリ  ガマ科  
20515  Spiraea japonica  シモツケ（ホソバシモツケ）  バラ科  
17510  Stewartia monadelpha  ヒメシャラ  ツバキ科  
03911  Stipa johannis  スチパ ヨハニス  イネ科  
09613  Strobilanthes oligantha  スズムシバナ  キツネノマゴ科  
09033-2  Syneilesis palmata ex. 'Variegata'  ヤブレガサ(斑入)  キク科  
09060-1  Taraxacum albidum  (W)シロバナタンポポ  キク科  愛知県
09091  Taraxacum shikotanense  シコタンタンポポ  キク科  
10900-1  Thalictrum actaefolium  (W)シギンカラマツ  キンポウゲ科  愛知県
10914  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  
10931-1  Thalictrum grandiflorum  タイカカラマツ(通称)(濃ピンク)  キンポウゲ科  
10931-2  Thalictrum grandiflorum  タイカカラマツ(通称)(白)  キンポウゲ科  
10942  Thalictrum minus var. hypoleucum  タカサゴカラマツ  キンポウゲ科  
10953-1  Thalictrum rochebrunianum  (W)シキンカラマツ  キンポウゲ科  長野県
23424  Thermopsis lupinoides  センダイハギ  マメ科  
17350  Therorhodion camtschaticum  エゾツツジ  ツツジ科  
16820  Tofieldia nuda var. nuda  ハナゼキショウ  チシマゼキショウ科  
02512  Torreya nucifera var. macrosperma  ヒダリマキガヤ  イチイ科  
27860  Trichoglottis luchuensis  イリオモテラン　  ラン科  
04822-1  Trichosanthes cucumeroides  (W)カラスウリ  ウリ科  愛知県
26555  Tricyrtis hirta  ホトトギス  ユリ科  
26577  Tricyrtis '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  
14981  Trillium erectum  アカバナエンレイソウ  シュロソウ科  
14996  Trillium kurabayashii  トリリウム　クラバヤシイ  シュロソウ科  
15012  Trillium smalii  エンレイソウ  シュロソウ科  
15019  Trillium tschonoskii   ミヤマエンレイソウ  シュロソウ科  
24781  Tripogon longearistatus var. japonicus  フクロダガヤ  イネ科  
28241-1  Tripterospermum japonicum  (W)ツルリンドウ  リンドウ科  愛知県
18010  Tubocapsicum anomalum  ハダカホオズキ  ナス科  
18010-1  Tubocapsicum anomalum  (W)ハダカホオズキ  ナス科  愛知県
26643  Tulipa clusiana 'Lady Jane'  ツリパ クルシアナ ｢レディ ジェーン｣  ユリ科  
17388-1  Vaccinium oldhamii  (W)ナツハゼ  ツツジ科  宮城県
17396  Vaccinium sieboldii  ナガボナツハゼ  ツツジ科  
17403-1  Vaccinium vitis-idaea  (W)コケモモ  ツツジ科  群馬県
12180  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  
12181  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  
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11131  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  
19710  Veronica ornata (Pseudolysimachion ornatum)  トウテイラン  オオバコ科  
19715  Veronica (Pseudolysimachion) schmidtiana f. lineariloba  ホソバキクバクワガタ  オオバコ科  
19719  Veronica (Pseudolysimachion) schmidtiana ssp. senanense f. daisenense  ダイセンクワガタ  オオバコ科  
05296  Veronicastrum sibiricum ssp. japonicum  クガイソウ  オオバコ科  
05300  Veronicastrum sp.  ルリスズカケソウ(通称？)  オオバコ科  
05303  Veronicastrum villosulum  スズカケソウ  オオバコ科  
28307  Viburnum setigerum  フウリンガマズミ  レンプクソウ科  
15778  Viola chaerophylloides var. sieboldiana  ヒゴスミレ  スミレ科  
15780-1  Viola chaerophylloides var. sieboldiana x eizanensis  ヒラツカスミレ(ヒゴ×エイザン)(通称ウスベニヒゴスミレ)  スミレ科  

15809  Viola eizanensis  エイザンスミレ  スミレ科  
15825  Viola grayi  イソスミレ  スミレ科  
15825-1  Viola grayi  (W)イソスミレ  スミレ科  新潟県
15828  Viola grypoceras  タチツボスミレ  スミレ科  　
15828-1  Viola grypoceras  タチツボスミレ(ピンク)  スミレ科  　
15830  Viola grypoceras "Alba"  タチツボスミレ(白)  スミレ科  
15831  Viola grypoceras exilis f. yakusimensis  ヤクシマタチツボスミレ  スミレ科  
15847  Viola hirtipes  サクラスミレ  スミレ科  
15855-1  Viola japonica pink  モモバナコスミレ  スミレ科  
15871-1  Viola labradorica  ビオラ ラブラドリカ(紫式部、選抜種)  スミレ科  
15878-2  Viola mandshurica  (W)スミレ  スミレ科  愛知県
15882  Viola mandshurica f. alba  ビオラ マンシュリカ アルバ(スミレ 白花)  スミレ科  
15886  Viola mandshurica f. plena  コモロスミレ  スミレ科  
15901  Viola obtuse  ニオイタチツボスミレ  スミレ科  
15901-1  Viola obtuse  (W)ニオイタチツボスミレ  スミレ科  愛知県
15901-2  Viola obtuse  (W)ニオイタチツボスミレ(ピンク)  スミレ科  愛知県
15927-2  Viola pumilio  (W)フモトスミレ  スミレ科  愛知県
15932  Viola rostrata var. japonica  ナガハシスミレ  スミレ科  
15996  Viola sp.   アカバナスミレ(俗称)  スミレ科  
15961  Viola takedana  ヒナスミレ  スミレ科  
15992  Viola yezoensis f. discolor  タカオスミレ  スミレ科  
15993  Viola yezoensis var. asoana  アソヒカゲスミレ  スミレ科  
06845-1  Wahlenbergia marginata  (W)ヒナギキョウ  キキョウ科  兵庫県
15194  Wikstroemia (Diplomorpha) sikokiana  ガンピ  ジンチョウゲ科  
11032  Xanthorhiza simplicissima  イトスグリ(ヒイラギナンテンモドキ)  キンポウゲ科  
20905  Zephyranthes citrina  ゼフィランテス キトリナ  ヒガンバナ科  
20919  Zephyranthes minima  ゼフィランテス ミニマ  ヒガンバナ科  


