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00007       Abelmoschus manihot  トロロアオイ アオイ科  100、黄,
09822-2    Aconitum carmichaelii トリカブト(白) キンポウゲ科  ,100、白
09838       Aconitum japonicum var. montanum ヤマトリカブト キンポウゲ科  ,50-70、紫
09848-1    Aconitum loczyanum (W)レイジンソウ キンポウゲ科  ,50、 白
09889       Aconitum sp. ウンナントリカブト(園芸種?) キンポウゲ科  50-80、紫,
09900       Actaea (Cimicifuga) acerina オオバショウマ キンポウゲ科  ,40-120(花茎)、白
09903-1    Actaea (Cimicifuga) simplex (W)サラシナショウマ キンポウゲ科 広島県 ,
09903       Actaea (Cimicifuga) simplex サラシナショウマ キンポウゲ科  ,
09903-1A  Actaea (Cimicifuga) simplex (W)サラシナショウマ キンポウゲ科  ,
09903-1B  Actaea (Cimicifuga) simplex (W)サラシナショウマ キンポウゲ科 長野県 ,
09904       Actaea (Cimicifuga) simplex 'Tango' サラシナショウマ ’丹後’ キンポウゲ科  ,80-150、白
09910       Actaea asiatica ルイヨウショウマ キンポウゲ科  ,40-70、白、茶花、極東
06244       Adenophora coronopifolia マルバシャジン キキョウ科  ,20-30、青、済州島原産
06256       Adenophora nikoensis ヒメシャジン キキョウ科  ,20、青
06256-1    Adenophora nikoensis (W)ヒメシャジン キキョウ科 山梨県 50、薄紫・白,
06302       Adenophora nikoensis f. tatesina alba タテシナシャジン キキョウ科  ,ヒメシャジンの変種、白花
06261       Adenophora nikoensis var. petrophila ミョウギシャジン キキョウ科  ,20-40、淡紫、中部地方～北海道西南部
06267       Adenophora pereskiaefolia var. moiwana モイワシャジン キキョウ科  ,
06268       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  25、青
06274-1A  Adenophora remotiflora (W)ソバナ キキョウ科 兵庫県 ,
06274-1B  Adenophora remotiflora (W)ソバナ キキョウ科 岩手県 ,
06274       Adenophora remotiflora ソバナ キキョウ科  ,40-50、紫
06280       Adenophora takedae イワシャジン キキョウ科  ,30-60、青
06282       Adenophora takedae var. howozana ホウオウシャジン キキョウ科  ,青
06283-1    Adenophora takedae white fls イワシャジン(白、立性) キキョウ科  ,白
06292       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  ,100、白
06294-2    Adenophora triphylla var. japonica (W)ツリガネニンジン キキョウ科 大阪府 50、青,
06294A     Adenophora triphylla var. japonica ツリガネニンジン キキョウ科  ,70、青
06294B     Adenophora triphylla var. japonica ツリガネニンジン キキョウ科  襟裳岬産,70、青
09928       Adonis multiflora ミチノクフクジュソウ キンポウゲ科  乾燥種子,
09932       Adonis vernalis アルタイフクジュソウ キンポウゲ科  ,
19420       Aeginetia indica ナンバンギセル ハマウツボ科  ススキ、スゲ等に寄生,20、赤紫
19421       Aeginetia indica white fls ナンバンギセル(口紅咲き) ハマウツボ科  ,20、 白
19421-1    Aeginetia indica white fls ナンバンギセル(白) ハマウツボ科  ,20、 白
00876       Aethionema kotschyi アエチオネマ コッチー アブラナ科  ,
13431       Agastache rugosa カワミドリ シソ科  全体に香り強い,40-100、淡青紫穂状花、山地の草原、北海道～九州
19612       Agrimonia pilosa キンミズヒキ(黄金葉) バラ科  20-30、黄,
19613       Agrimonia pilosa var. japonica キンミズヒキ バラ科  ,30-50(地植)、15(鉢)、黄
19613-1    Agrimonia pilosa var. japonica キンミズヒキ(斑入り） バラ科  20、黄,
19614       Agrimonia sp. ヤクシマキンミズヒキ(通称)→キンミズヒキの矮性種？ バラ科  ,5-10、黄
00672       Akebia quinata アケビ アケビ科  ,ツル500以上、淡紫、
00672-2    Akebia quinata アケビ(大実) アケビ科  ,実が大きい
00672-4    Akebia quinata (W)アケビ(小実) アケビ科 愛知県 ,実が小さい
00673-1A  Akebia trifoliata (W)ミツバアケビ アケビ科 愛知県 ,
00673-1B  Akebia trifoliata (W)ミツバアケビ アケビ科 山口県 ,
19082-1    Aletris luteoviridis(Metanarthecium luteoviride) (W)ノギラン ノギラン科 群馬県 ,15-30、白 
20450       Allium (Caloscordum) inutile ステゴビル ヒガンバナ科  ,20、白
20450-1    Allium (Caloscordum) inutile ステゴビル(薄いピンク花) ヒガンバナ科  ,20、
20450-B   Allium (Caloscordum) inutile ステゴビル(薄いピンク花) ヒガンバナ科  ムカゴ,20、
20528       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  25、濃紅紫 = thunbergii 球根
20580       Allium schoenoprasum var. orientale シロウマアサツキ ヒガンバナ科  ,15、淡桃
20583       Allium schoenoprasum var. yezomonticola ヒメエゾネギ ヒガンバナ科  ,アポイ岳等
20586       Allium senescens アリウム セネスケンス ヒガンバナ科  タケシマイワラッキョウ、セツカヤマネギ:通称?,
20594       Allium splendens ミヤマラッキョウ ヒガンバナ科  20-30,薄紫、本州中部以北の高山や北海道の海岸
20601       Allium thunbergii ヤマラッキョウ ヒガンバナ科  40、桃紫,赤紫
20603       Allium togashii カンカケイニラ(アリウム トガシー) ヒガンバナ科  ,小豆島特産種
20609       Allium victorialis var. platyphyllum ギョウジャニンニク ヒガンバナ科  保湿種子,40、白、山菜で食用
20612       Allium virgunculae "Album" イトラッキョウ(白) ヒガンバナ科  20、白,
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19627       Amelanchier canadensis アメリカザイフリボク(ジューンベリー) バラ科  ,
26727-B   Amitostigma kinoshitae Pure white form コアニチドリ(ムカゴ) ラン科  ,
21791-1    Ampelopsis glandulosa  var. heterophylla (W)ノブドウ ブドウ科 長野県 保湿種子,
09640       Amsonia elliptica チョウジソウ キョウチクトウ科  ,30-50、青紫
12390       Anagallis arvensis アカバナルリハコベ サクラソウ科  オレンジ花,
12391       Anagallis arvensis f. coerulea ルリハコベ サクラソウ科  10-20、青紫、1年草、伊豆七島・紀伊半島～琉球
12412       Androsace carnea subsp. halleri アンドロサケ カルネア ハーレリ サクラソウ科  ,
12472       Androsace umbellata リュウキュウコザクラ サクラソウ科  ,白、1年草
17535       Aneilema aequinotiale アネイレマ アエクイノクチアレ ツユクサ科  黄花,南アフリカ原産、多年草
17536       Aneilema hockii アネイレマ ホッキィ ツユクサ科  ,多年草
10008       Anemone (Pulsatilla) albana yellow プルサチラ アルバナ 黄花 キンポウゲ科  ,
10009-1    Anemone (Pulsatilla) alpina (W)プルサチラ アルピナ(アルプスオキナグサ) キンポウゲ科 スイス 15-30
10094-2    Anemone (Pulsatilla) caucasica プルサチラ コーカシム キンポウゲ科  ,
10025       Anemone (Pulsatilla) cernua オキナグサ キンポウゲ科  ,30-50、暗赤紫
10025-2    Anemone (Pulsatilla) cernua (W)オキナグサ キンポウゲ科 岩手県 ,30-50、暗赤紫
10027       Anemone (Pulsatilla) chinensis ヒロハオキナグサ キンポウゲ科  -25,
10028       Anemone (Pulsatilla) dahurica マンシュウオキナグサ キンポウゲ科  20-30、紫,
10094-3    Anemone (Pulsatilla) vulgaris f. slavica rubra プルサチラ ブルガリスサラビカ ルブラ キンポウゲ科  ,
10072       Anemone (Pulsatilla) vulgaris 'Papageno' セイヨウオキナグサ｢パパゲーノ｣ キンポウゲ科  ,有名な園芸種
10095       Anemone altaica アネモネ アルタイカ キンポウゲ科  ,30-50、グリーン系
10148       Anemone narcissiflora var. nipponica ハクサンイチゲ キンポウゲ科  Anemone laxaと同意語,
10176       Anemone rupicola アネモネ ルピコラ キンポウゲ科  ,10、白－淡黄
10190       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  ,50-60、白
10201       Anemonella thalictroides バイカカラマツ キンポウゲ科  ,10-20、白、平地や山地の林床/林縁
10207       Anemonopsis macrophylla レンゲショウマ キンポウゲ科  ,40-60、白、僅かに桃
10207-1    Anemonopsis macrophylla レンゲショウマ(青軸) キンポウゲ科  ,40-60、白？、
10207-3    Anemonopsis macrophylla レンゲショウマ(泥軸、白花) キンポウゲ科  70-100、白,
10207-4    Anemonopsis macrophylla レンゲショウマ(斑入り) キンポウゲ科  70-100、桃,
10207-5    Anemonopsis macrophylla レンゲショウマ(トラ斑) キンポウゲ科  70-100、桃,
16061       Angelica decursiva ノダケ セリ科  ,50、
01609       Anomatheca anceps アノマテカ アンケプス アヤメ科  10-15、南アフリカ原産,＝ Lapeirousia アヤメ科
01611       Anomatheca grandifrora ラペイロウシア(アノマテカ)グランデフロウラ アヤメ科  ,10-15、赤
01614       Anomatheca jacquinii アノマテカ ヤクイニイ アヤメ科  10-15、南アフリカ原産,＝ Lapeirousia アヤメ科
10234       Aquilegia aurea アクイレギア アウレア キンポウゲ科  ,欧州唯一の黄花、ミルク色の白に近い
10239       Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ キンポウゲ科  ,30-50、海老茶・黄
10239-1    Aquilegia buergeriana (W)ヤマオダマキ キンポウゲ科 群馬県 ,
10239-2    Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ(八ヶ岳、ピンク花) キンポウゲ科  20-30、ピンク,
10243       Aquilegia buergeriana f. flavescens キバナノヤマオダマキ キンポウゲ科  ,25、黄
10251       Aquilegia canadensis カナダオダマキ キンポウゲ科  萼は赤、花弁は黄,20-40
10252       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
10270       Aquilegia discolor アクイレギア ディスコロル キンポウゲ科  -10、紫,
10273       Aquilegia ecalcarata アクイレギア エカルカラタ(フウリンオダマキ) キンポウゲ科  20、紫,
10274       Aquilegia einseliana アクイレギア エインセリアナ キンポウゲ科  ,
10279-1    Aquilegia flabellata オダマキ(紫)(園芸種？) キンポウゲ科  ,25-40、
10279       Aquilegia flabellata オダマキ キンポウゲ科  15、,
10285-1    Aquilegia flabellata double オダマキ　(八重)(桃花)(園芸種?) キンポウゲ科  ,
10288       Aquilegia flabellata pink アクイレギア フラベラタ　ピンク キンポウゲ科  オダマキ,
10289       Aquilegia flabellata pink fl. Mt.Yatugatake オダマキ(八ヶ岳)(桃) キンポウゲ科  ,25-30、桃
10283       Aquilegia flabellata 'Pink flower' オダマキ(ピンク)(園芸種？) キンポウゲ科  ,25-40、ピンク
10290       Aquilegia flabellata var. pumila ミヤマオダマキ キンポウゲ科  ,10-20、紫
10290-1    Aquilegia flabellata var. pumila ミヤマオダマキ(斑入) キンポウゲ科  ,10-20、紫
10290-2    Aquilegia flabellata var. pumila  ミヤマオダマキ(八甲田山系) キンポウゲ科  10-20、淡紅,
10290-5    Aquilegia flabellata var. pumila ミヤマオダマキ(ピンク） キンポウゲ科  -10、ピンク,
10298       Aquilegia flabellata var. pumila pink fl. ミヤマオダマキ(桃) キンポウゲ科  ,
10301       Aquilegia flabellata var. pumila white fl. ミヤマオダマキ(白) キンポウゲ科  ,
10283-1    Aquilegia flabellata 'White flower' オダマキ(白)(園芸種？) キンポウゲ科  ,25-40、白
10321       Aquilegia longissima アクイレギア ロンギッシマ キンポウゲ科  ,
10347       Aquilegia saximontana アクイレギア サキシモンタナ キンポウゲ科  ,5-10、紫
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10369       Aquilegia viridiflora クロバナオダマキ キンポウゲ科  ,30、暗黒紫
10401       Aquiregia sp. オダマキ キンポウゲ科  30、園芸種,
10403       Aquiregia sp. ハヤチネオダマキ(園芸名) キンポウゲ科  ,
00921       Arabidopsis halleri subsp. gemmifera ハクサンハタザオ アブラナ科  ,
00956       Arabis glabra (NET) ハタザオ アブラナ科  豊田市産,50、白
00963       Arabis lyrata subsp. kamtschatica ミヤマハタザオ(レブンハタザオ)(通称？) アブラナ科  25-30、白
00966       Arabis pendula エゾハタザオ アブラナ科  20、白,
00971       Arabis serrata フジハタザオ アブラナ科  ,15、白
00977       Arabis serrata var. shikokiana シコクハタザオ アブラナ科  ,15、白
00978       Arabis soyeri subsp. jacquinii アラビス ソイエリ ヤククィニー アブラナ科  ,15、白
00980       Arabis sp. ハクトウサンハタザオ(通称) アブラナ科  ,
00979       Arabis sp. ダイセンハタザオ アブラナ科  ,15-20、白
04418       Aralia glabra ミヤマウド ウコギ科  ,
16890-1    Arctous alpinus var. japonicus (W)ウラシマツツジ ツツジ科 北海道 大雪山系、発芽まで2年
12490       Ardisia crenata マンリョウ サクラソウ科  ,
12493       Ardisia crispa カラタチバナ サクラソウ科  ,20-70、常緑小低木、白、赤実
12493-2    Ardisia crispa カラタチバナ(白実) サクラソウ科  8-20、,
12495-1   Ardisia japonica (W)ヤブコウジ サクラソウ科 岩手県 ,百両
12502       Ardisia japonica var. yakusimensis ヤクシマヤブコウジ サクラソウ科  ,矮性種
13143-1   Arisaema amurense subsp. robustum (W)ヒロハテンナンショウ サトイモ科 兵庫県 ,50、茶
23711       Arisaema ehimense エヒメテンナンショウ サトイモ科  果肉をとって播種,
13158       Arisaema flavum アリサエマ フラブム(キバナテンナンショウ) サトイモ科  果肉をとって播種,30、黄
13160       Arisaema flavum var. abbreviatum アリサエマ フラブム アップレビアツム サトイモ科  ,
13192       Arisaema ringens ムサシアブミ サトイモ科  ,40、関東以西、四国九州
13197       Arisaema serratum マムシグサ サトイモ科  ,80、
13197-1A  Arisaema serratum (W)マムシグサ サトイモ科 愛知県 60、,
13197-1B  Arisaema serratum (W)マムシグサ サトイモ科 山口県 40-80、黒紫,
13198-B    Arisaema serratum var. mayebarai ヒトヨシテンナンショウ(実生小球) サトイモ科  80、黒褐色,
13200-B1  Arisaema sikokianum ユキモチソウ(小球) サトイモ科  30、,
13205A     Arisaema thunbergii subsp. urashima ウラシマソウ サトイモ科  ,40、暗紫
13205B     Arisaema thunbergii subsp. urashima ウラシマソウ サトイモ科  静岡産、紅花系,40、暗紫
13205-3    Arisaema thunbergii subsp. urashima ウラシマソウ｢パンダ｣ サトイモ科  30、紫褐色,選抜種?
04531       Aristolochia debilis ウマノスズクサ ウマノスズクサ科  30、蔓性,
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  ,
02460-1   Armeria maritima (W)ハマカンザシ イソマツ科 スコットランド ,ヨーロッパ原産
07022       Arnica montana アルニカ モンタナ(アルプスウサギギク流通名?) キク科  10-20、黄,
19630       Aronia arbutifolia セイヨウカマツカ(通称) バラ科  50、白,
02700-1   Arthraxon hispidus (W)コブナグサ イネ科  ,30、紫
19646       Aruncus vulgaris アルンクス　ブルガリス バラ科  ,
04924       Asarina spp. キリカズラ オオバコ科  ,園芸種、つる性
04560       Asarum caudigerum var. caudigerum ガビサンカンアオイ(通称?) ウマノスズクサ科  緑花、低温保湿保管
04551       Asarum caulescens フタバアオイ ウマノスズクサ科  低温保湿保管,
04553       Asarum fauriei var. takaoi ヒメカンアオイ ウマノスズクサ科  8、,
40612       Asiasarum sieboldii ウスバサイシン ウマノスズクサ科  ,8-15、暗紫褐色
04612-2   Asiasarum sieboldii ウスバサイシン(素心 ) ウマノスズクサ科  ,
04612-3   Asiasarum sieboldii ウスバサイシン(花中薄茶色) ウマノスズクサ科  ,
04612-4   Asiasarum sieboldii ウスバサイシン(花中濃茶色) ウマノスズクサ科  ,
07102       Aster ageratoides subsp. ovatus ノコンギク キク科  ,20-30、紫
25135       Astilbe glaberrima(Astilbe japonica var. terrestris) ヤクシマショウマ ユキノシタ科  ,
25137-1   Astilbe japonica (W)アワモリショウマ ユキノシタ科 高知県 ,20-30、白
25138       Astilbe microphylla チダケサシ ユキノシタ科  60、淡紅、東海市産,
25145       Astilbe simplicifolia ヒトツバショウマ ユキノシタ科  ,10-30、白
25147       Astilbe taquetii チダケサシ(タンナチダケサシ：通称) ユキノシタ科  20-30,
22532       Astragalus mongolicus アストラガルス モンゴリクス マメ科  ,
22555       Astragalus yamamotoi カリバオウギ マメ科  60-80,30-40、淡紅、近年瀬棚町にて発見
07190       Atracrylodes macrocephala オオバナオケラ キク科  ,40、濃茶、中国原産
07191       Atractylodes japonica オケラ キク科  ,70、白
22570       Baptisia australis ムラサキセンダイハギ マメ科  70、紫,
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24424-1   Berberis thunbergii メギ(斑入り） メギ科  ,低木
26788       Bletilla formosana x Bletilla striata シラン×アマナラン(白花) ラン科  ,鈴木吉五郎氏作出
26783       Bletilla striata シラン ラン科  ,30-40、紫、最も丈夫な野生ランの一つ　
23590-1   Boenninghausenia japonica (W)マツカゼソウ ミカン科 奈良県 ,40、白
02762       Bothriochloa parviflora ヒメアブラススキ イネ科  ,80
25730       Brimeura amethystina ブリメウラ アメチスチナ ユリ科  ,20、スカイブルー
02800       Briza maxima コバンソウ イネ科  茶,30
02811       Bromus brizaeformis ニセコバンソウ イネ科  ,
16168       Bupleurum scorzoneraefolium var. stenophyllum ミシマサイコ セリ科  ,30-50、黄、薬草、本州四国九州
07294-1   Cacalia celphiniifolia (W)モミジガサ キク科 岩手県 ,山地の林床/林縁
07299-1   Cacalia hastata ssp. orientalis ヨブスマソウ(斑入り) キク科  ,
22575-1   Caesalpinia decapetala var. japonica (W)ジャケツイバラ マメ科 山口県 100-200、黄,
02851-1   Calamagrostis arundinacea var. brachytricha (W)ノガリヤス イネ科 群馬県 80、,50-100、白
26834       Calanthe striata キエビネ ラン科  20-40、黄,
09783       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  ,耐暑性弱い
10422       Callianthemum hondoense キタダケソウ キンポウゲ科  ,10-15、白、北岳、特定国内希少野生動植物
13493       Callicarpa dichotoma コムラサキ シソ科  ,50-200、白、紫実、葉柄と花柄の位置がわずかずれている
13493-1   Callicarpa dichotoma コムラサキ(白実) シソ科  200、白実,
13497       Callicarpa japonica ムラサキシキブ シソ科  ,200-300、白、紫実、葉柄と花柄の位置は近接している
13497-2   Callicarpa japonica (W)ムラサキシキブ シソ科 岩手県 ,200-300、白、紫実
10437       Caltha palustris var. nipponica リュウキンカ キンポウゲ科  ,15-50(花茎)、黄
10437-B   Caltha palustris var. nipponica リュウキンカ(球根) キンポウゲ科  ,15-50(花茎)、黄
06481       Campanula punctata ホタルブクロ キキョウ科  ,50、紫
06481-3   Campanula punctata ホタルブクロ(赤) キキョウ科  80、淡紅,
06481-5   Campanula punctata ホタルブクロ(赤) キキョウ科  80、淡紅、茎が緑、新城市産,
06483       Campanula punctata alba ホタルブクロ(白) キキョウ科  50、白,
06485-1   Campanula punctata alba、 dwarf、 variagata ホタルブクロ(白、矮性、斑入) キキョウ科  10-15(草丈)
06488       Campanula punctata var. hondoensis ヤマホタルブクロ キキョウ科  淡い紅、茎が緑,薄紫
06488-2   Campanula punctata var. hondoensis ヤマホタルブクロ(茎が赤い) キキョウ科  淡い紅、茎が赤,
06490       Campanula punctata var. microdonta シマホタルブクロ キキョウ科  ,
06498       Campanula rapunculoides カンパヌラ ラプンクロイデス キキョウ科  ,50、青
06500       Campanula rhomboidalis カンパヌラ ロンボイダリス キキョウ科  ,60、青紫色花、欧州原産、
22580       Campylotropis polyantha ウンナンハギ(通称？) マメ科  ,
25841       Cardiocrinum cordatum ウバユリ ユリ科  紅花種、発芽まで2年,100-149、淡青白、地植え向き。
25841-2A  Cardiocrinum cordatum (W)ウバユリ ユリ科 岩手県 ,
25841-2B  Cardiocrinum cordatum (W)ウバユリ ユリ科 長野県 ,
05700       Carex aequialta トダスゲ(アワスゲ) カヤツリグサ科  ,30、
05731       Carex capricornis ジョウロウスゲ カヤツリグサ科  ,30-60、北海道、本州（関東以北）絶滅危惧Ⅱ類(VU)
05971       Carex grayi イガグリスゲ カヤツリグサ科  25-30、コンペイトウのような実,北アメリカ東部原産
05817       Carex lenta ナキリスゲ カヤツリグサ科  30、緑の穂,
05926       Carex satsumensis アブラシバ カヤツリグサ科  ,15-25、全体に油を塗ったような光沢、本州九州四国
05643-1A  Carpinus japonica (W)カルピヌス ヤポニカ(クマシデ) カバノキ科 奈良県 500、通称カナシデ,
05643-1B  Carpinus japonica (W)カルピヌス ヤポニカ(クマシデ) カバノキ科 滋賀県 白緑,
05646       Carpinus japonica Issai variety 一寸クマシデ(流通名) カバノキ科  ,
05645-1   Carpinus laxiflora (W)アカシデ(アカメソロ) カバノキ科 奈良県 500、,
07380       Carthamus tinctorius ベニバナ キク科  ,100位、黄、1年草もしくは越年草
14211       Caryopteris divaricata カリガネソウ シソ科  ,30-40、青紫
14211-3   Caryopteris divaricata カリガネソウ(濃色) シソ科  30-40、紫,
14212       Caryopteris divaricata pink カリガネソウ(桃) シソ科  ,50、
14213       Caryopteris incana ダンギク シソ科  ,30-50、青紫
22625       Cassia mimosoides subsp. nomame カワラケツメイ マメ科  ,
24430       Caulophyllum robustum ルイヨウボタン メギ科  ,40-70、薄黄、黒紫実
18762       Celastrus orbiculatus ツルウメモドキ ニシキギ科  ,ツル、赤黄(実)
21110       Celosia argentea ノゲイトウ ヒユ科  30-100、淡紅～紅、1年草,50-100、淡紅→白
27930       Centaurium chloodes コマチリンドウ リンドウ科  -5、濃いローズ,
27932       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  ,垂れ性
16180       Centella asiatica ツボクサ セリ科  ,
22640       Cercis chinensis ハナズオウ(ハナスオウ) マメ科  ,300、紅
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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  茶,70
11561       Chelidonium majus var. asiaticum クサノオウ ケシ科  ,30-60、黄、2年草
28351       Chimonanthus praecox ロウバイ ロウバイ科  300-400、黄,
28350-1   Chimonanthus praecox 'Mangetsu' マンゲツロウバイ(ロウバイの園芸種) ロウバイ科  200-400、黄,
25852       Chionodoxa luciliae チオノドクサ ルシリアエ ユリ科  ,
14931A     Chionographis japonica シライトソウ シュロソウ科  ,30、白花
14931B     Chionographis japonica シライトソウ シュロソウ科  島根県東部産,30、白花
14933       Chionographis japonica var. minoensis ミノシライトソウ シュロソウ科  ,25-40、白
14935       Chionographis sp. コシキジマシライトソウ(通称) シュロソウ科  ,鹿児島の甑(こしき)島の林床に自生
14936       Chionographis sp. サイシュウトウシライトソウ(通称) シュロソウ科  保湿種子,10-20、白
04264       Chirita tamiana キリタ　タミアナ イワタバコ科  ,白地に紫
16503       Chloranthus serratus フタリシズカ センリョウ科  山梨、富士吉田産,
07480       Chrysanthemum weyrichii ピレオギク キク科  通称チシマソナレギク,
07527       Cirsium dipsacolepis モリアザミ キク科  ,50、
10484       Clematis heracleifolia クレマチス ヘラクレイフォリア キンポウゲ科  ,50-100、青、中国北部、朝鮮半島
10487       Clematis japonica ハンショウヅル キンポウゲ科  ,ツル性
10523       Clematis patens カザグルマ キンポウゲ科  ,ツル性、白
10524       Clematis patens white fl. カザグルマ(白) キンポウゲ科  ,ツル性
10543       Clematis terniflora センニンソウ キンポウゲ科  ,ツル、白
10547       Clematis tosaensis トリガタハンショウヅル キンポウゲ科  1、白,ツル、淡黄
22695       Clitoria ternatea クリトリア(チョウマメ) マメ科  ,熱帯性
16200       Cnidium japonicum ハマゼリ セリ科  ,10-15、白、海岸近くの砂礫地
17412-1   Cocculus trilobus (W)アオツヅラフジ ツヅラフジ科 山口県 ,
06601A     Codonopsis lanceolata ツルニンジン(白花) キキョウ科  200、ツル、素心、作りやすい,
06601B     Codonopsis lanceolata ツルニンジン キキョウ科  ,ツル性、青、根は滋養強壮とヘルニア特効薬
06617       Codonopsis ussuriensis バアソブ キキョウ科  ,釣鐘花　つる性
25550       Colchicum hungaricum コルキクム ハンガリクム イヌサフラン科  ,20、赤紫、白、ハンガリー、マケドニア
02572       Colchicum hungaricum album コルキクム ゾヴィッシー イヌサフラン科  ,
02573       Colchicum szovitsii コルキクム ハンガリクム アルブム イヌサフラン科  ,
17540       Commelina african コンメリア アフリカナ ツユクサ科  発芽率良くない,黄、アフリカ原産
17543-1   Commelina communis ツユクサ(紫色) ツユクサ科  ,
17543-2   Commelina communis (W)ツユクサ ツユクサ科 東京都 ,
17546       Commelina communis var. hortensis オオボウシバナ ツユクサ科  100、青、大型のツユクサ,
17547       Commelina communis variegated fl. ツユクサ(花に白斑入) ツユクサ科  ,60、空色
17548       Commelina communis white fl. ツユクサ(白) ツユクサ科  50、純白,
09290-3   Convallaria keiskei スズラン(斑入り) キジカクシ科  ,
10570       Coptis japonica オウレン キンポウゲ科  別名キクバオウレン,
10571       Coptis japonica var. dissecta セリバオウレン キンポウゲ科  ,10-30、白、本州四国
10572       Coptis japonica var. major コセリバオウレン キンポウゲ科  ,
10572-1   Coptis japonica var. major コセリバオウレン(葉が特に小さい) キンポウゲ科  ,
10575       Coptis quinquekolia バイカオウレン キンポウゲ科  ,15、白
00035       Corchoropsis tomentosa カラスノゴマ アオイ科  ,40、黄、1年草
23752       Cornus (Benthamidia) florida ハナミズキ ミズキ科  ,
23754       Cornus (Benthamidia) mas ex. Ukraina コルヌス マス(コーネリアンチェリー) ミズキ科  ,黄　果実は赤
23755       Cornus (Benthamidia) officinalis サンシュユ ミズキ科  400-1000、黄、赤実,
11625       Corydalis caucasica f. rubra コリダリス コーカシカ ルブラ ケシ科  ,
11581       Corydalis decumbens ジロボウエンゴサク ケシ科  20、紅紫、新城市産,
11587       Corydalis heterocarpa var. japonica キケマン ケシ科  80、黄,黄とピンク
11587-1   Corydalis heterocarpa var. japonica キケマン(斑入) ケシ科  ,黄とピンク
11589       Corydalis incisa ムラサキケマン ケシ科  40、紅紫、新城市産,
11612       Corydalis sempervirens コリダリス センベルビレンス(オボロエンゴサク) ケシ科  ,30位、桃黄複色、灰緑葉
11616       Corydalis solida コリダリス ソリダ ケシ科  syn. Corydalis solida f. transylvanica
19670       Cotoneaster horizontalis コトネアスター バラ科  流通名?ベニシタン,
19681       Crataegus cuneata サンザシ バラ科  保湿種子,落葉低木、白花、赤実
19681-1   Crataegus cuneata サンザシ(大実) バラ科  200-300、白,落葉低木、白花、赤実
26950-1   Cremastra appendiculata var. variabilis (W)サイハイラン ラン科 山口県 20-40、淡紅褐,
01697       Crocus banaticus クロクス バナティクス アヤメ科  ,10、紫、秋咲き
01698       Crocus banaticus 'Novak White' クロクス バナティクス｢ノバホワイト｣ アヤメ科  15、白、秋咲き,
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01700       Crocus biflorus クロクス ビフロルス アヤメ科  ,
01754       Crocus biflorus alexandri クロクス ビフロルス アレキサンドリ アヤメ科  ,
01717       Crocus korolkowii クロクス コロルコウィー アヤメ科  ,
01718       Crocus kotschyanus クロクス コッキアヌス アヤメ科  ,
01740       Crocus speciosus 'Oxonian' クロクス スペキオスス｢オキソニアン｣ アヤメ科  秋咲き,10、青紫
22722       Crotalaria sessiliflora タヌキマメ マメ科  ,40、青
16221       Cryptotaenia japonica var. atropurpurea ムラサキミツバ セリ科  ,40-60、小紫花、食用可
18110       Cucubalus baccifera var. japonica ナンバンハコベ ナデシコ科  白、黒実,
17640       Cyanella hyacinthoides キアネラ ヒアシンソイデス テコフィラエア科  ,
12523       Cyclamen balearicum シクラメン バレアリクム サクラソウ科  ,白にピンク脈、春咲き、半耐寒性
12530       Cyclamen coum シクラメン コウム サクラソウ科  5、赤,10、ピンク
12561       Cyclamen graecum シクラメン グラエカム サクラソウ科  ,10、ピンク
12567       Cyclamen graecum subsp. anootolicum シクラメン グラエカム アノートリクム サクラソウ科  ,10、ピンク
12568       Cyclamen hederifolium シクラメン ヘデリフォリウム サクラソウ科  ,シクラメン ネアポリタナムと呼ばれていた
12570       Cyclamen hederifolium 'Album' シクラメン ヘデリフォリウム(白) サクラソウ科  ,
12612       Cyclamen purpurascens シクラメン プルプラッセンス サクラソウ科  ,ピンク、初夏咲き、森林下アルカリ土壌
12619       Cyclamen rohlfsianum シクラメン ロールフシアヌム サクラソウ科  ,10、紫紅
02980       Cymbopogon tortilis var. goeringii オガルカヤ イネ科  ,100
09664       Cynanchum japonicum イヨカズラ キョウチクトウ科  25、薄緑,
09664-1   Cynanchum japonicum (W)イヨカズラ キョウチクトウ科 兵庫県 淡黄白、,
09668       Cynanchum katoi クサナギオゴケ キョウチクトウ科  茶,
09668-2   Cynanchum katoi クサナギオゴケ(淡黄) キョウチクトウ科  ,
09669       Cynanchum katoi f. albescens シロバナクサナギオゴケ キョウチクトウ科  白,
09703       Cynanchum matsumurae ヒメイヨカズラ キョウチクトウ科  ,
09712       Cynanchum paniculatum スズサイコ キョウチクトウ科  ,
09712-1   Cynanchum paniculatum (W)スズサイコ キョウチクトウ科 兵庫県 緑、花早朝だけ開花,
27021       Cypripedium macranthum var. speciosum アツモリソウ ラン科  岩手県由来,
27072       Dendrobium tosaense キバナノセッコク ラン科  ,
22784       Desmodium podocarpium subsp. oxyphyllum ヌスビトハギ マメ科  50,15-40、淡桃、葉丸くサヤは赤茶
15580-1   Dianella ensifolia (W)キキョウラン ススキノキ科 兵庫県 青、花はキキョウのよう、実も青,
18194-1   Dianthus japonicus (W)ハマナデシコ(フジナデシコ) ナデシコ科 福井県 ピンク,
18194A     Dianthus japonicus ハマナデシコ(フジナデシコ) ナデシコ科  ,15-40、濃桃
18194B     Dianthus japonicus ハマナデシコ(フジナデシコ) ナデシコ科  岩手県由来,15-40、濃桃
18196       Dianthus japonicus albus ハマナデシコ(フジナデシコ)(白) ナデシコ科  ,15-40、白
18198A     Dianthus kiusianus ヒメハマナデシコ ナデシコ科  20、赤,
18198B     Dianthus kiusianus ヒメハマナデシコ ナデシコ科  20、ピンク,
18198-1   Dianthus kiusianus ヒメハマナデシコ(白) ナデシコ科  -20、白,
18234       Dianthus shinanensis シナノナデシコ ナデシコ科  ,20、赤紫
18235       Dianthus shinanensis シナノナデシコ(白) ナデシコ科  ,20、白
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  タカネナデシコの変種
18250-1   Dianthus superbus var. amoenus(?) クモイナデシコ(白) ナデシコ科  ,タカネナデシコの変種
18251       Dianthus superbus var. longicalycinus カワラナデシコ ナデシコ科  ,20-50、桃
18251-1   Dianthus superbus var. longicalycinus カワラナデシコ(白) ナデシコ科  50-70,20-50、白
18251-8   Dianthus superbus var. longicalycinus カワラナデシコ(交配園芸種) ナデシコ科  60 ピンク混合
18251-9A  Dianthus superbus var. longicalycinus (W)カワラナデシコ ナデシコ科 長崎県 咲き始め白、後にピンク
18251-9B  Dianthus superbus var. longicalycinus (W)カワラナデシコ ナデシコ科 愛媛県 濃いピンク,
18251-10  Dianthus superbus var. longicalycinus カワラナデシコ(花に斑入り) ナデシコ科  ,
18251-11  Dianthus superbus var. longicalycinus カワラナデシコ(絞り咲き) ナデシコ科  ,
18252       Dianthus superbus var. longicalycinus × D. × isensis  カワライセナデシコ(カワラ×イセ) ナデシコ科
18268       Dianthus x isensis イセナデシコ ナデシコ科  ,ピンク
11642       Dicentra peregrina コマクサ ケシ科  ,15、
11643       Dicentra peregrina f. alba コマクサ(白) ケシ科  ,15、ピンク
11647       Dicentra peregrina 'Hien'  コマクサ｢緋炎｣ ケシ科  ,園芸種、濃色赤
11645-1   Dicentra spectabilis ケマンソウ(白) ケシ科  50、,白
11645-2   Dicentra spectabilis ケマンソウ(斑入り) ケシ科  ,
10678       Dichocarpum stoloniferum ツルシロカネソウ(シロカネソウ) キンポウゲ科  乾燥種子,10-20、白
01801       Dietes vegeta ディエテス ベゲタ アヤメ科  30-50、南アフリカ原産,
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25026       Dioscorea japonica ヤマノイモ(ムカゴ) ヤマノイモ科  ,ツル
25026-2   Dioscorea japonica ヤマノイモ(斑入葉)(ムカゴ) ヤマノイモ科  ピンク色の茎が美しい,ツル
24440       Diphylleia grayi サンカヨウ メギ科  保湿種子,
24440-1A  Diphylleia grayi (W)サンカヨウ メギ科 岩手県 乾燥種子,
24440-1B  Diphylleia grayi (W)サンカヨウ メギ科 新潟県 60、白、乾燥種子,
04770       Diplocyclos palmatus オキナワスズメウリ(毒瓜) ウリ科  ,
02581-2   Disporum sessile ホウチャクソウ(斑入り) イヌサフラン科  ,60、白薄緑
02586       Disporum uniflorum (Disporum flavens) キバナホウチャクソウ 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  10、クリーム,
01131       Draba aizoides ハリイヌナズナ アブラナ科  15、白,
01174       Draba igarashii シリベシナズナ アブラナ科  ,10-20、白
01179       Draba kitadakensis キタダケナズナ アブラナ科  ,１０－２０、白
01194       Draba oligosperma ドラバ オリゴスペルマ アブラナ科  ,
01210       Draba sachalinensis モイワナズナ アブラナ科  ,10-15、白、北海道、長野
01214       Draba shiroumana シロウマナズナ アブラナ科  ,10、白
01230       Draba ussuriensis ドラバ ウスリエンシス アブラナ科  ,
01231       Draba ussuriensis f. leiocarpa オクエゾナズナ アブラナ科  20、白,
14280       Dracocephalum argunense ムシャリンドウ シソ科  ,10-20、青紫
24550       Drocera spathulata コモウセンゴケ モウセンゴケ科  ,5以下、常緑、宮城県以南の本州から南西諸島
24551       Drosera anglica ナガバノモウセンゴケ モウセンゴケ科  ,５以下、白、尾瀬原産、絶滅危惧II類
24567       Drosera filiformis イトバモウセンゴケ モウセンゴケ科  ,北アメリカ原産
24556-1   Drosera indica ナガバノイシモチソウ(赤花) モウセンゴケ科  ,15-20、赤、絶滅危惧IB
24557       Drosera intermedia ドロセラ インタメディア モウセンゴケ科  ,(ナガエモウセンゴケ:通称?)
24562       Drosera rotundifolia モウセンゴケ モウセンゴケ科  ,2、白
24562-2   Drosera rotundifolia (W)モウセンゴケ モウセンゴケ科 群馬県 5-10、白,
19705-1   Dryas octopetala (W)ドリアス オクトペタラ バラ科 スイス 白,チョウノスケソウの母種
19720-1   Duchesnea chrysantha (W)ヘビイチゴ バラ科 東京都 3-5、黄,
22801A     Dunbaria villosa ノアズキ マメ科  ツル、黄、東海市産,黄
22801B     Dunbaria villosa ノアズキ マメ科  ,黄
07841       Echinops ritro ルリタマアザミ キク科  ,60、青花、欧州原産
07842       Echinops setifer ヒゴタイ(タマアザミ) キク科  ,70-100、青、絶滅危惧IB類、西日本、九州、朝鮮半島南部
18770       Eeuonyms sieboldianus マユミ ニシキギ科  40、白,赤
11327-1   Elaeagnus umbellata (W)アキグミ グミ科 岩手県 ,円形の銀赤色果、小型落葉樹
27113A     Eleorchis japonica var. conformis キリガミネアサヒラン ラン科  30、,
27113B     Eleorchis japonica var. conformis キリガミネアサヒラン ラン科  長野県鬼無里由来,
04436       Eleutherococcus (Acanthopanax) senticosus エゾウコギ ウコギ科  ,薬用植物
14300       Elsholtzia argi-nipponica フトボナギナタコウジュ シソ科  50-80、濃紅紫,
07862-1   Emilia sonchifolia  (W)ウスベニニガナ キク科 宮崎県 ,30、ピンク
16990       Enkianthus campanulatus サラサドウダン ツツジ科  ,
16997       Enkianthus cernuus f. rubens チチブドウダン→ベニドウダン ツツジ科  ,シロドウダンの紅花品種
16998       Enkianthus nudipes コアブラツツジ ツツジ科  ,
17010       Epigaea asiatica イワナシ ツツジ科  保湿種子,
00588-1   Epilobium pyrricholophum アカバナ(白花種) アカバナ科  ,
27149       Epipactis thunbergii カキラン ラン科  ,20-30、黄
10712       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  ,5-15、黄
07889       Erigeron aureus エリゲロン アウレウス キク科  ,10-12、黄
04950       Erinus alpinus イワカラクサ オオバコ科  ,5-20、赤紫、ヨーロッパ原産
04951       Erinus alpinus albus イワカラクサ(白) オオバコ科  ,5-20、白、ヨーロッパ原産
22189A     Eriocaulon nudicuspe シラタマホシクサ ホシクサ科  ,15-40、白、1年草、静岡愛知三重
22189B     Eriocaulon nudicuspe シラタマホシクサ ホシクサ科  三条市産由来、種子は保湿管理,15-40、白、1年草
22193       Eriocaulon parvum クロホシクサ ホシクサ科  ,
01254       Erysimum asperum エリシムム アスペルム アブラナ科  ,2年草
18772       Euonymus alatus ニシキギ ニシキギ科  ,赤実
18776       Euonymus alatus f. stiatus コマユミ ニシキギ科  40、白,
18776-1   Euonymus alatus f. stiatus (W)コマユミ ニシキギ科 広島県 ,
18799       Euonymus lanceolatus ムラサキマユミ ニシキギ科  ,
18802       Euonymus melananthus サワダツ ニシキギ科  ,
18804       Euonymus oxyphyllus ツリバナ ニシキギ科  ,1cm以内の淡緑色の花、落葉低木
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18804-2   Euonymus oxyphyllus ツリバナ(大花、大実) ニシキギ科  ,
18808       Euonymus planipes オオツリバナ ニシキギ科  ,
7952-1     Eupatorium chinense var. oppositifolium (W)ヒヨドリバナ キク科 山口県 ,
07954       Eupatorium fortunei フジバカマ キク科  ,70、ほぼ白、種子の稔性は悪い
07956       Eupatorium laciniatum サケバヒヨドリ キク科  ,50-100、濃ピンク
07957       Eupatorium lindleyanum サワヒヨドリ キク科  ,40-90、ピンク-白
07960       Eupatorium lindleyanum var. yasushii ハマサワヒヨドリ キク科  ,20、白－薄紫
23862       Eustellaris stellata ミズネコノオ ミツバウツギ科  ,
01280-1   Eutrema japonica ワサビ(斑入り葉) アブラナ科  30、白,
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  50、青から茶,
11524       Ficus erecta イヌビワ クワ科  40、,
11525       Ficus erecta gabisan ガビサンイヌビワ クワ科  ,100-200、中国産
19741       Filipendula hexapetala ロクベンシモツケ バラ科  白,
25920       Fritillaria acmopetala フリチラリア アクモペタラ ユリ科  ,
25934       Fritillaria camtshatcensis var. alpina ミヤマクロユリ ユリ科  ,20、茶黒
17034       Gaultheria miqueliana シラタマノキ ツツジ科  ,10-30、白実、小低木
27969-1    Gentiana algida (W)トウヤクリンドウ リンドウ科 山梨県 20、クリーム,
28108       Gentiana triflora var. japonica エゾリンドウ リンドウ科  ,
28111       Gentiana triflora var. japonica f. montana エゾオヤマリンドウ リンドウ科  ,30-40、紫
28112       Gentiana triflora var. japonica f. montana white fl. エゾオヤマリンドウ(白) リンドウ科  ,30-40、白
28115       Gentiana verna ゲンチアナ ベルナ リンドウ科  ,日当たりのよい牧草地や小石混じりの草地などに生育
28132       Gentiana yakushimensis ヤクシマリンドウ リンドウ科  ,
21306       Geranium bohemicum ゲラニウム ボヘミクス フウロソウ科  青花,1年草ないし２年草
21320       Geranium eriostemon var. reinii グンナイフウロ フウロソウ科  ,30-50、赤紫
21345       Geranium nepalense var. thunbergii ゲンノショウコ(白) フウロソウ科  30、白,
21344       Geranium nepalense var. thunbergii ゲンノショウコ(赤) フウロソウ科  ,
21344-1    Geranium nepalense var. thunbergii ゲンノショウコ(絞り咲き) フウロソウ科  20
21350       Geranium phaeum ゲラニウム ファエウム(クロバナフウロ) フウロソウ科  ,草原などに生育
21385-1    Geranium sanguineum ゲラニウム サンギネウム フウロソウ科  ,20、桃、桃色脈が目立つ
21400       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  淡桃色, 20
21409-1    Geranium soboliferum アサマフウロ フウロソウ科  ,30-50、赤紫濃い、茎直立する
21435       Geranium yesoense var. nipponicum ハクサンフウロ フウロソウ科  ピンク,
19776       Geum aleppicum オオダイコンソウ バラ科  新城市産,30、黄
19779       Geum calthaefolium var. nipponicum ミヤマダイコンソウ バラ科  黄,30、
19787       Geum japonicum ダイコンソウ バラ科  ,30-50、濃黄、花径３
19793-1    Geum montanum (W)アルプスダイコンソウ(イワダイコンソウ) バラ科 スイス ,10-30、黄
19794       Geum pentapetalum チングルマ バラ科  ,15、白
19974-1    Geum pentapetalum (W)チングルマ バラ科 富山県 ,
19820       Gillenia trifoliata ミツバシモツケ バラ科  ,
01869        Gladiolus orchidiflorus グラジオラス オルキディフロルス アヤメ科  球根植物,
01867        Gladiolus tristis グラジオラス トリスチス アヤメ科  30-50、南アフリカ原産,半耐寒性
10720       Glaucidium palmatum シラネアオイ キンポウゲ科  ,40、淡赤紫
10720-1    Glaucidium palmatum シラネアオイ(濃紫) キンポウゲ科  40-60、濃色,
10720-3    Glaucidium palmatum white fl. シラネアオイ(白) キンポウゲ科  ,40、白
10720-4    Glaucidium palmatum white fl. (W)シラネアオイ(白) キンポウゲ科 新潟県 50、白,
10720-5A  Glaucidium palmatum (W)シラネアオイ キンポウゲ科 岩手県 ,
10720-5B  Glaucidium palmatum (W)シラネアオイ キンポウゲ科 新潟県 50、赤紫,
10720-6    Glaucidium palmatum white fl. シラネアオイ(白)(青軸) キンポウゲ科  40-60,
22894       Glycyrrhiza yunnanensis グリキリザ ユンナネンシス マメ科  ,
08048       Gnaphalium uliginosum ヒメチチコグサ キク科  ,
00041       Gossypium arboreum ワタ アオイ科  ,70、
01881       Gynandriris setifolia ギナンドリリス セティフォリア アヤメ科  5-10、南アフリカ原産,
18290       Gypsophila cerastioides オノエマンテマ ナデシコ科  ,ブータン、パキスタン原産
27267       Habenaria linearifolia オオミズトンボ(サワトンボ) ラン科  ピューラックス殺菌無菌播種、春まで冷所で保管
27270       Habenaria sagittifera ミズトンボ ラン科  ,
20660       Habranthus andersonii ハブランツス アンダーソニー ヒガンバナ科  花びらが外に反り返らない,15-25、橙
20671       Habranthus texanus ハブランツス テキサヌス ヒガンバナ科  ,20、黄
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20672       Habranthus tubispathus ハブランツス ツビスパツス ヒガンバナ科  ,半耐寒性
23560-1   Hamamelis japonica (W)マンサク マンサク科 岩手県 ,
10769       Helleborus lividus ヘレボルス リヴィダス キンポウゲ科  ,耐寒性弱い
10778       Helleborus niger ヘレボルス ニゲル キンポウゲ科  ,15、白、淡桃
10807       Helleborus sp. クリスマスローズ(通称)(ダブル咲) キンポウゲ科  ,
10811-1   Helleborus sp. クリスマスローズ(通称) キンポウゲ科  ,
14951       Helonias (Heloniopsis) leucantha オオシロショウジョウバカマ シュロソウ科  15、白,
19240       Helwingia japonica ハナイカダ ハナイカダ科  ,
15594       Hemerocallis citrina var. vespertina ユウスゲ(キスゲ) ススキノキ科  ,60、橙黄
15594-1   Hemerocallis citrina var. vespertina ユウスゲ(キスゲ)(細葉) ススキノキ科  40、黄,
15594-2   Hemerocallis citrina var. vespertina (W)ユウスゲ(キスゲ) ススキノキ科  ,60、橙黄
15596       Hemerocallis dumortieri var. esculenta ゼンテイカ(ニッコウキスゲ) ススキノキ科  ,50-70、黄
15599       Hemerocallis fulva var. littorea ハマカンゾウ ススキノキ科  ,50-80、橙
15602-1   Hemerocallis fulva var. yezoensis (W)エゾキスゲ ススキノキ科 北海道 ,40、黄
15609       Hemerocallis middendorfii var. exaltata トビシマカンゾウ ススキノキ科  ,
10831       Hepatica nobilis スハマソウ キンポウゲ科  ,10-15、白、薄いピンク、岩手以南～神奈川
01890       Herbertia amoena チリアヤメ アヤメ科  ,10、青紫
01916       Hesperantha ratifolia ヘスペランサ ラティフォリア アヤメ科  10-15、南アフリカ原産,
08151       Heteropappus hispidus ヤマジノギク キク科  100、水、2年草,
04621       Heterotropa aspera ミヤコアオイ ウマノスズクサ科  低温保湿保管,
04645       Heterotropa kooyana var. nipponica カンアオイ(カントウカンアオイ) ウマノスズクサ科  埼玉県産、低温保湿保管
04652       Heterotropa minamitaniana オナガカンアオイ ウマノスズクサ科  赤花、低温保湿保管,
04661       Heterotropa perfecta キンチャクアオイ ウマノスズクサ科  低温保湿保管,
04666       Heterotropa senkakuinsularis センカクカンアオイ ウマノスズクサ科  低温保湿保管,
00051       Hibiscus coccineus モミジアオイ アオイ科  100-200、真紅,
00053       Hibiscus hamabo ハマボウ アオイ科  暖地性、日当たり好む、紅葉美しい,200-400、黄、木、実生４年で開花
00053-1   Hibiscus hamabo (W)ハマボウ アオイ科 鹿児島県 ,
00057       Hibiscus mutabilis  フヨウ アオイ科  ,150-300、ピンク、白
00057-1   Hibiscus mutabilis 'Versicolor' スイフヨウ アオイ科  ,
08160       Hieracium alpinum チシマタンポポ(通称)(ヒエラキウム アルピヌム) キク科  ,10-20、黄、アルプス、ヨーロッパ
08166       Hieracium japonicum ミヤマコウゾリナ キク科  30、黄,
08169       Hieracium maeulatum ウズラバタンポポ キク科  ,20、黄、紫褐色の斑入り葉
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  ,80、赤花、交配種
03310       Holcus lanatus シラゲガヤ イネ科  100(地植え),
01918       Homeria breyniana ホメリア ブレイニアナ アヤメ科  ,
03324       Hordeum murinum ムギクサ イネ科  20、大きくならない,
09301       Hosta capitata カンザシギボウシ キジカクシ科  白,
09310       Hosta hypoleuca ウラジロギボウシ キジカクシ科  蓬莱寺山産,大型、白花多花性
09324-3   Hosta longipes var. longipes イワギボウシ(曙斑) キジカクシ科  天竜川系、細葉、花茎は50-60、濃色,
09327-1   Hosta longissima var. brevifolia ミズギボウシ(斑入り葉) キジカクシ科  ,
09337       Hosta sieboldiana オオバギボウシ キジカクシ科  ,100以上、白
09340       Hosta sieboldii f. lancifolia コバギボウシ キジカクシ科  ,30-50、薄紫
09342       Hosta sieboldii f. spathulata ヤクシマギボウシ キジカクシ科  ,10-20、薄紫
09346       Hosta sieboldii var. rectifolia タチギボウシ(ニシキギギボウシ) キジカクシ科  ,60-100(茎）、薄青紫
09362       Hosta venusta オトメギボウシ キジカクシ科  ,5、淡桃
09362-1   Hosta venusta オトメギボウシ(四倍体) キジカクシ科  白覆輪、ラシャ葉,
09364       Hosta venusta Variegata オトメギボウシ(萌黄斑) キジカクシ科  ,5、淡桃、斑入
00752-1   Hydrangea hirta (W)コアジサイ アジサイ科  ,50-150、淡青紫
24250       Hydrophyllum canadense ヒドロフィルム カナデンセ ムラサキ科  ,30-45、白、赤紫、多年草、北米東部
11690       Hylomecon japonicum ヤマブキソウ ケシ科  乾燥種子,10-20、黄
11691       Hylomecon japonicum var. dissetum セリバヤマブキソウ ケシ科  乾燥種子,
21940       Hylotelephium cauticola ヒダカミセバヤ ベンケイソウ科  ,5、赤
21946       Hylotelephium sieboldii ミセバヤ ベンケイソウ科  ,40、淡紅
05333       Hypericum ascyron トモエソウ オトギリソウ科  ,30-60、黄
05333-1A  Hypericum ascyron (W)トモエソウ オトギリソウ科 群馬県 100、黄,
05333-1B  Hypericum ascyron (W)トモエソウ オトギリソウ科  ,
05345A    Hypericum erectum オトギリソウ オトギリソウ科  30、新城市産,40、黄
05345B    Hypericum erectum オトギリソウ オトギリソウ科  紅葉美しい,40、黄
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05387       Hypericum sampsoni ツキヌキオトギリ オトギリソウ科  ,30-40、黄
05389-1   Hypericum sikokumontanum (W)タカネオトギリ オトギリソウ科 愛媛県 10、黄,
24766       Ilex serrata ウメモドキ モチノキ科  50、薄桃,200-300、落葉低木、赤実
17594       Impatiens noli-tangere キツリフネ ツリフネソウ科  ,30、黄
17594-2   Impatiens noli-tangere (W)キツリフネ ツリフネソウ科 長野県 保湿種子,30、黄
17597       Impatiens textori ツリフネソウ ツリフネソウ科  乾燥種子,30、赤
17598       Impatiens textori 'Alba' ツリフネソウ(白) ツリフネソウ科  80-100、シロツリフネと呼ばれる,30、白
17598-1   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  上越市産由来,30、白
22944       Indigofera pseudotinctoria white fl. コマツナギ(白) マメ科  30-50,80-150、落葉小低木、白
21221       Ipomoea (Pharbitis) nil very short type アサガオ(茎なし) ヒルガオ科  ,15、濃ピンク白縁
21206       Ipomoea (Quamoclit) pennata ルコウソウ ヒルガオ科  ,耐寒性なし(1年草扱い)
01921       Iris (Belamcanda) chinensis ヒオウギ アヤメ科  ,50-100、橙・赤点
01921-1   Iris (Belamcanda) chinensis (W)ヒオウギ アヤメ科 愛媛県 ,50-100、橙・赤点
01922       Iris (Belamcanda) chinensis var. cruenta f. vulgaris ダルマヒオウギ アヤメ科  ,30-60、橙・赤点、本州以南
01955       Iris ensata var. spontanea ノハナショウブ アヤメ科  ,60-90、紫
01955-1   Iris ensata var. spontanea (W)ノハナショウブ アヤメ科 新潟県 100、紫,
01979       Iris magnifica alba イリス マグニフィカ｢アルバ｣ アヤメ科  ,
01999       Iris sanguinea アヤメ アヤメ科  ,50、青紫
01999-1   Iris sanguinea (W)アヤメ アヤメ科 長野県 ,
02001       Iris setosa ヒオウギアヤメ アヤメ科  ,30-90、青紫
02044       Iris x norrisii ムラサキヒオウギ アヤメ科  ,
24490       Jeffersonia diphylla アメリカタツタソウ メギ科  ,20、白、北米原産
02387       Juncus maximowiczii イトイ イグサ科  ,
00790       Kirengeshoma palmata キレンゲショウマ アジサイ科  ,120、
09385       Lachenalia (Polyxena) corymbosa ポリキセナ コリンボーサ キジカクシ科  7-10、ピンクの集合花,
09387       Lachenalia (Polyxena) longituba ポリキセナ ロンギツバ キジカクシ科  10-15、南アフリカ原産,
09388       Lachenalia (Polyxena) odorata ポリキセナ オドラータ キジカクシ科  ,10、白、芳香
26169       Lachenalia pusilla ラケナリア プシラ ユリ科  ,5、白、ロゼット状の葉の間に咲く。
26171       Lachenalia reflexa ラケナリア レフレクサ ユリ科  ,10-20、紫
04964-1A  Lagotis yesoensis (W)ホソバウルップソウ オオバコ科 北海道 大雪山系,15-30、青、高山の砂礫地
04964-1B  Lagotis yesoensis (W)ホソバウルップソウ オオバコ科 北海道 ,15-30、青、高山の砂礫地、暑さに弱い
03390       Lagurus ovatus ウサギノオ(ウサギノシッポ) イネ科  ,20-30、淡茶、一年草
22984       Lathyrus japonicus subsp. japnicus ハマエンドウ マメ科  ,黄、
08370A     Leibnitzia anandria センボンヤリ キク科  ,9-12(草丈)、30-60(花丈)、白、秋に閉鎖花、北海道、本州、東アジア
08370B     Leibnitzia anandria センボンヤリ キク科  済州島由来、厚葉,9-12(草丈)、30-60(花丈)、白、秋に閉鎖花
08370-2   Leibnitzia anandria (W)センボンヤリ キク科 大阪府 20、黄,
08391       Leontopodium alpinum エーデルワイス キク科  ,20、白
08403       Leontopodium hayachinense ハヤチネウスユキソウ キク科  ,10-20、
08404       Leontopodium hayachinense var. miyabeanum オオヒラウスユキソウ キク科  白,ハヤチネウスユキソウの変種
14440       Leonurus japonicus メハジキ シソ科  ,50-100、淡紅紫、２年草
14441-1   Leonurus macranthus キセワタ(白花) シソ科  白,60-100、絶滅危惧II類
23031       Lespedeza bicolor ヤマハギ マメ科  ,100-150、ピンク
23060       Lespedeza virgata マキエハギ マメ科  白地に紅,40、
14450       Leucas mollissima var. chinensis ヤンバルツルハッカ シソ科  ,
20741       Leucojum autumnale レウコユム アウツムナレ ヒガンバナ科  ,
14461       Leucosceptrum stellipilum ミカエリソウ シソ科  ,40-100(小低木)、淡紅色、福井県以西
26215A     Lilium auratum ヤマユリ ユリ科  岩手県由来,120、
26215B     Lilium auratum ヤマユリ ユリ科  ,120、
26215-1    Lilium auratum (W)ヤマユリ ユリ科 岩手県 120、白,
26219       Lilium auratum varigated leaf ヤマユリ(斑入) ユリ科  ,縞斑
26228       Lilium cernuum リリウム　ケルヌウム(マツバユリ) ユリ科  -100、,50、ピンク
26234-1    Lilium concolor var. partheneion ヒメユリ(阿蘇山系) ユリ科  ,40、
26253-1    Lilium japonicum (W)ササユリ ユリ科 山口県 ,50-80、白～ピンク
26257-B-1  Lilium lancifolium オニユリ(八重咲き）(ムカゴ) ユリ科  ,
26258-B    Lilium lancifolium var. flaviflorum オウゴンオニユリ(ムカゴ) ユリ科  70、オニユリの黄花変種。対馬特産
26262-1A  Lilium leichtlinii  (W)コオニユリ ユリ科  ,
26262-1B  Lilium leichtlinii  (W)コオニユリ ユリ科 徳島県 70、橙、細葉0.5～0.7,
26269       Lilium maculatum スカシユリ(イワトユリ) ユリ科  ,20-60、橙、紀伊、新潟以北の本州
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26274       Lilium martagon リリウム マルタゴン ユリ科  ,日当たりの良い草原や木漏れ日がさす林の下などに生育する。
26283-2    Lilium medeoloides (W)クルマユリ ユリ科 岩手県 ,30-100、橙、亜高山の草原
26304       Lilium rubellum ヒメサユリ ユリ科  ,30-80、山形福島新潟
26307       Lilium speciosum カノコユリ ユリ科  ,
26308       Lilium speciosum var. clivorum タキユリ ユリ科  ,50、ヤマユリのピンクに近い色、四国のカノコユリ
04988       Linaria vulgaris ホソバウンラン(リナリア ブルガリス) オオバコ科  ,帰化植物
01583       Linum usitatissimum アマ アマ科  ,
27351       Liparis nervosa コクラン ラン科  15、紫褐色,15、黒紫
27352       Liparis odorata ササバラン ラン科  ,
24271       Lithospermum erythrorhizon ムラサキ ムラサキ科  ,40-70、白、北海道から九州、紫色の染料を取る
06712       Lobelia cardinalis ベニバナサワギキョウ キキョウ科  ,30-40、赤、北アメリカ中・東部原産
06719       Lobelia sessilifolia サワギキョウ キキョウ科  ,40-80、濃青紫、平地や山地の湿地
06719-2   Lobelia sessilifolia サワギキョウ(矮性種) キキョウ科  20-30、,
17080       Loiseleuria procumbens ミネズオウ ツツジ科  ,6-10、白、小低木
23075       Lotus corniculatus var. japonicus ミヤコグサ マメ科  ,10、黄
00620-1   Ludwigia epilobioides (W)チョウジタデ アカバナ科 新潟県 5-90,50、黄
27381-1   Luisia teres ボウラン(素心) ラン科  ,
01390       Lunaria annua オオバンソウ→ゴウダソウ(大判草、ギンセンソウ) アブラナ科  紫,60-120、濃バラ
02421       Luzula capitata スズメノヤリ イグサ科  15、東海市産,
20761       Lycoris sanguinea キツネノカミソリ ヒガンバナ科  新城市産,30-50、橙、北海道から九州
12694-1A  Lysimachia clethroides (W)オカトラノオ サクラソウ科  ,
12694-1B  Lysimachia clethroides (W)オカトラノオ サクラソウ科 長野県 ,
12697       Lysimachia fortunei ヌマトラノオ サクラソウ科  ,40-70、白、湿原、本州九州四国
12704       Lysimachia mauritiana ハマボッス サクラソウ科  ,10-40、白、北海道から九州
12712       Lysimachia thyrsiflora ヤナギトラノオ サクラソウ科  ,
12715       Lysimachia vulgaris var. davurica yellow クサレダマ サクラソウ科  ,80、黄色
23830       Lythrum anceps ミソハギ ミソハギ科  ,
24691-1   Magnolia praecocissima (W)コブシ モクレン科  種皮を取って播種してください,
24695       Magnolia seiboldii subsp. japonica オオヤマレンゲ モクレン科  200-400、白,
26341       Maianthemum (Smilacina) japonica ユキザサ ユリ科  ,30-40、白
26341-2   Maianthemum (Smilacina) japonica ユキザサ(斑入り) ユリ科  あけぼの斑、乾燥種子,30-40、白
26347       Maianthemum (Smilacina) robusta ハルナユキザサ ユリ科  群馬、榛名産,
26347-1   Maianthemum (Smilacina) robusta (W)ハルナユキザサ ユリ科 群馬県 80、白,
09401-2   Maianthemum dilatatum マイヅルソウ(斑入り葉) キジカクシ科  ,
19860-1   Malus baccata var. mandshurica (W)エゾノコリンゴ バラ科 岩手県 ,
26352       Massonia longipes マッソニア ロンギペス ユリ科  ,10、白、４枚葉の間に咲く。南アフリカ原産、半耐寒、夏休眠
11712       Meconopsis cambrica メコノプシス カンブリカ ケシ科  30、黄,30、橙
23123       Medicago sativa ムラサキウマゴヤシ マメ科  ,30-90、赤紫、野生化している
02080       Melasphaerula ramosa メラスフェルラ ラモサ アヤメ科  20-30、南アフリカ原産,
03460       Melica nutans コメガヤ イネ科  ,花茎20
23130       Melilotus albus メリロツス アルブス マメ科  ,10、チリ
04800-1   Melothria japonica (W)スズメウリ ウリ科 山口県 ,
17106-1   Menziesia multiflora (W)ウラジロヨウラク ツツジ科  ,
24284       Mertensia pterocarpa var. yezoensis エゾルリソウ ムラサキ科  ,20-40、紫
19198       Mimulus nepalensis ミゾホオズキ ハエドクソウ科  ,
19198-1   Mimulus nepalensis (W)ミゾホオズキ ハエドクソウ科 山梨県 ,
03499       Miscanthus sinensis f. gracillimus イトススキ イネ科  30-40,
03501       Miscanthus sinensis var. gracillimus ヤクシマススキ イネ科  ,ﾅﾝﾊﾞﾝｷﾞｾﾙが寄生できる
25263       Mitella furusei var. subramosa チャルメルソウ ユキノシタ科  30、紅紫、新城市産,紅紫
25264       Mitella integripetala エゾノチャルメルソウ ユキノシタ科  ,
25273       Mitella stylosa タキミチャルメルソウ ユキノシタ科  ,
23710       Monochoria korsakowii ミズアオイ ミズアオイ科  新潟市産由来、種子は播種まで水中に保存,一年草、常時水
25121       Myrica rubra ヤマモモ ヤマモモ科  ,
24500       Nandia domestica ナンテン メギ科  ,
20776-1    Narcissus bulbocodium ナルキスス ブルボコディウム(交雑種) ヒガンバナ科  ,
20776-2    Narcissus bulbocodium sp. ナルキスス ブルボコディウム類 ヒガンバナ科  20、黄,
20776-3    Narcissus bulbocodium sp. ナルキスス ブルボコディウム類 ヒガンバナ科  7-10(短茎)、花は大きい、濃黄,
20834        Narcissus rupicola ナルキスス ルピコラ ヒガンバナ科  15、,
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20839        Narcissus serotinus ナルキスス セロチヌス ヒガンバナ科  ,25、白、秋咲き原種水仙
20847        Narcissus zaianicus ナルキスス ザイアニクス ヒガンバナ科  ,
17940        Nicandra physaloides オオセンナリ(通称クロホオズキ) ナス科  20-30、青花1.5,50-100、薄紫、１年草、南米
26461        Nothoscordum bomeriens ノトスコルドム ボメリエンス ユリ科  ,30、桃白
15540        Nuphar japonicum コウホネ スイレン科  乾燥状態,
15545        Nuphar subintegerrimum ヒメコウホネ スイレン科  15、黄,
14547        Ocimum tenuiflorum (sanctum) カミメボウキ シソ科  ,熱帯原産、芳香あり
00635        Oenothera eryhrosepala オオマツヨイグサ アカバナ科  120、黄、東海市産,
00640        Oenothera minima ヒメツキミソウ アカバナ科  20、黄,
00643        Oenothera perennis オエノテラ ペレンニス(通称：ヒメツキミソウ) アカバナ科  ,帰化植物
00644        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  ,20-40、ピンク、北米由来帰化植物
00652        Oenothera tetraptera オエノテラ テトラプテラ(ツキミソウ) アカバナ科  白で咲いてピンクで終わる,白
24351        Omphalodes japonica ヤマルリソウ ムラサキ科  ,
03564-1    Oplismenus undulatifolius チヂミザサ(斑入り) イネ科  赤、白色の散り斑から線状斑,20
27525        Orchis graminifolia ウチョウラン ラン科  ,
09427        Ornithogalum magnum オルニトガルム マグヌム キジカクシ科  ,
03580-1    Oryza sativa  イネ(黒米、長粒)　 イネ科  軸がヨシ型で黒い。根洗いで作ると面白い,70、長粒
03584        Oryza sativa akanogi イネ(アカノギ、赤禾) イネ科  通常よりノギが長い,50-60、ノギの無いタイプ
22235        Paeonia japonica ヤマシャクヤク ボタン科  ,30-50、白
22246A      Paeonia obovata ベニバナヤマシャクヤク ボタン科  徳島県産,40-50、赤 果皮を取って播種、2年目に発芽
22246B      Paeonia obovata ベニバナヤマシャクヤク ボタン科  ,40-50、赤 果皮を取って播種、2年目に発芽
22246-2    Paeonia obovata (W)ベニバナヤマシャクヤク ボタン科 岩手県 ,
22248        Paeonia obovata f. glabra ケナシベニバナヤマシャクヤク ボタン科  ,40-50、紅、葉の裏に毛のない
22258        Paeonia suffruticosa ボタン ボタン科  ,赤
11790        Papaver fauriei リシリヒナゲシ ケシ科  ,20、黄
18834        Parnassia foliosa var. nummularia シラヒゲソウ ニシキギ科  保湿種子,15-30、白、本州四国九州
21801        Parthenocissus henryana ヘンリーヅタ ブドウ科  ,落葉低木、ツル、中国原産 
05412        Patrinia scabiosaefolia var. crassa ハマオミナエシ オミナエシ科  ,
05413        Patrinia scabiosifolia オミナエシ オミナエシ科  ,60-100、黄、日当たりの良い山地、北海道から九州
05413-1    Patrinia scabiosifolia (W)オミナエシ オミナエシ科 岩手県 ,40-100、黄
05420        Patrinia triloba var. triloba ハクサンオミナエシ オミナエシ科  ,
05421        Patrinia villosa オトコエシ オミナエシ科  1.5、白、東海市産,厚蒔きにする
05422-1    Patrinia villosa (W)オトコエシ オミナエシ科 山口県 ,厚蒔きにする
25301        Peltoboykinia watanabei ワタナベソウ ユキノシタ科  ,30、黄緑
03651        Pennisetum alopecuroides ‘Little Bunny’ チカラシバ(矮性種) イネ科  15、ヒメチカラシバ:通称?,
05033        Penstemon caespitosus ペンステモン カエスピトスス オオバコ科  ,
25310        Penthorum chinense タコノアシ ユキノシタ科  ,50-70、黄緑
25310-1    Penthorum chinense (W)タコノアシ ユキノシタ科 群馬県 ,50-70、黄緑
16607        Persicaria capitatum ペルシカリア カピタツム タデ科  ヒメツルソバ,
16612        Persicaria erecto-minor ヒメタデ タデ科  赤,
16647        Persicaria erecto-minor f. viridiflora アオヒメタデ タデ科  白,花は緑白
16624-2    Persicaria longiseta (W)イヌタデ タデ科 東京都 10-15、赤,
16636        Persicaria scabra サナエタデ タデ科  50、白,
8644-1      Pertya scandens (W)コウヤボウキ キク科 山梨県 50、白,
19902        Photinia (Pourthiaea) villosa var. leavis カマツカ バラ科  40、白,
19560        Phtheirospermum japonicum コシオガマ ハマウツボ科  30-50、ピンク,30、桃、低地性、半寄生
17971        Physalis chamaesarachoides ヤマホオズキ ナス科  ,50-80、白、絶滅危惧IB類
17972        Physalis pubescens センナリホオズキ ナス科  25、,
13302        Pinellia ternata f. atropurpurea　 ムラサキハンゲ サトイモ科  ,30-40、紫色(苞の内側）
13304        Pinellia tripartita オオハンゲ サトイモ科  ,20-50、緑に帯紫
13304-1    Pinellia tripartita オオハンゲ(斑入り) サトイモ科  チリ斑,
16762        Pinguicula grandiflora ピングイクラ グランディフロラ タヌキモ科,　湿り気のある草原・岩壁、流れや池の近く
05175A      Plantago asiatica var. yakusimensis ヤクシマオオバコ オオバコ科  ,矮性種
05172B      Plantago asiatica 'Variegata' オオバコ(斑入) オオバコ科  ,
27641-1    Platanthera tipuloides (W)ホソバノキソチドリ ラン科 長野県 ,
06780        Platycodon grandiflorum キキョウ キキョウ科  ,30-60、青・白
06780-1A  Platycodon grandiflorum (W)キキョウ キキョウ科 岡山県 70-100、紫,
06780-1B  Platycodon grandiflorum (W)キキョウ キキョウ科 兵庫県 50-60、青,
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06780-2    Platycodon grandiflorum キキョウ(白) キキョウ科  ,30-60、白
06780-3    Platycodon grandiflorum キキョウ(絞り咲き) キキョウ科  ,30-60、青・白
06780-5    Platycodon grandiflorum キキョウ(八重) キキョウ科  ,30-60、青・白
06780-8    Platycodon grandiflorum アポイキキョウ(アポイ岳系、紫) キキョウ科  ,20、紫
06780-11   Platycodon grandiflorum キキョウ(唐子咲き) キキョウ科  30、紫,
06780-12   Platycodon grandiflorum キキョウ(青花と白花の交配種) キキョウ科  ,
06781        Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou dwarf' アポイギキョウ(通称) キキョウ科  ,20、青紫
06782        Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou white fls.' アポイギキョウ(通称)(白) キキョウ科  ,20、白
06782-1    Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou white fls.' アポイギキョウ(通称)(白、絞り咲き) キキョウ科  ,20、白
06782-2    Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou' アポイギキョウ(通称)(絞り咲き) キキョウ科  絞り花由来,20
06783        Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou' アポイギキョウ(通称)(松浦系) キキョウ科  ,20、紫、花大
14601        Plectranthus longitubs アキチョウジ シソ科  ,60-90、青、長野以西
27651-B     Pleione formosana タイリントキソウ(小球) ラン科  北海道、松本氏提供　塊茎,
27651-1-B  Pleione formosana 'Oriental Grace' プレイオネ フォルモサナ｢オリエンタルグレス｣ ラン科  塊茎,,原種系
27651-2-B  Pleione pleionoides 'Gerry Mundey' プレイオネ プレイオノイデス｢ゲーリームンディ」 ラン科  塊茎
27651-3-B  Pleione Berapi 'Purple Sandpiper' プレイオネ ベラビ｢パープルサンドピッパー｣ ラン科  塊茎,　交配種
27651-4-B  Pleione Frank kerr プレイオネ フラン ケイ ラン科  北海道、松本氏提供　塊茎,　,交配種
27651-5-B  Pleione Hekla 'Locking Stumps' プレイオネ ヘクラ｢ロッキングスタンプ｣ ラン科  塊茎,　,交配種
27651-6-B  Pleione Jorullo 'Harlequin' プレイオネ ジョルロー｢ハーレクイン」 ラン科  ムカゴの培養品,交配種
27651-7-B  Pleione Rakata 'Camelot' プレイオネ ラカタ｢キャメロット｣ ラン科  北海道、松本氏提供塊茎,　,交配種
27651-8-B  Pleione Stromboli 'Purple Delight' プレイオネ ストロンボリィ｢パープルデライト」 ラン科  塊茎,　交配種
27651-9-B  Pleione Stromboli 'Robin' プレイオネ ストロンボリィ｢ロビン」 ラン科  塊茎,　交配種
19334     Polemonium caeruleum nipponicum ミヤマハナシノブ ハナシノブ科  ,
19337     Polemonium caeruleum subsp. yezoense エゾハナシノブ ハナシノブ科  30、青,
19338     Polemonium caeruleum var. lacteum ヨウシュシロバナハナシノブ ハナシノブ科  60、白,
19353     Polemonium kiushinum ハナシノブ ハナシノブ科  ,30-50、濃い紫
19355     Polemonium pauciflorum キバナハナシノブ ハナシノブ科  ,10-20、黄
17570A    Pollia japonica ヤブミョウガ ツユクサ科  新城市産,50-60、白小花
17570B    Pollia japonica ヤブミョウガ ツユクサ科  ,50-60、白小花
09468-1   Polygonatum odoratum var. pluriflorum アマドコロ(斑入り） キジカクシ科  ,
16672-1   Polygonum filiforme ミズヒキ(斑入り) タデ科  白色散り斑,
16673A    Polygonum filiforme f. albiflorum ギンミズヒキ タデ科  東海市産,30-50(地植)、15(鉢)、白
16673B    Polygonum filiforme f. albiflorum ギンミズヒキ タデ科  ,30-50(地植)、15(鉢)、白
16673-1   Polygonum filiforme f. albiflorum ギンミズヒキ(斑入り) タデ科  15-50,
16681      Polygonum longiseta f. contractum ウズタデ(チヂミタデ) タデ科  ,
16689      Polygonum sp. マルバアイ(俗称) タデ科  30-50、白,
16691      Polygonum tinctorium アイ(通称タデアイ／アイタデ) タデ科  ,30、藍染めの染料の原料
16672A    Polygonum(Antenoron) filiforme ミズヒキ タデ科  東海市産,30-50(地植え)、赤白
16672B    Polygonum(Antenoron) filiforme ミズヒキ タデ科  ,30-50(地植え)、赤白
16672-1  Polygonum(Antenoron) filiforme 'Variegata' ミズヒキ(斑入り) タデ科  ,
16672-3  Polygonum(Antenoron) filiforme ミズヒキ(桃花、赤と白の交雑種) タデ科  全部桃色になる,
16672-5  Polygonum(Antenoron) filiforme (W)ミズヒキ(白花) タデ科 東京都 ,30-50(地植え)、白
19929     Potentilla chinensis カワラサイコ バラ科  ,30-70、黄
19933-1  Potentilla cryptotaeniae var. insularis (W)ミツモトソウ バラ科 群馬県 25-40、黄,
19939     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  ,5位、黄、やのある３小葉
19954     Potentilla gracilis ポテンティラ グラキリス バラ科  ,
19966     Potentilla matsumurae ミヤマキンバイ バラ科  ,10、黄
19969     Potentilla matsumurae var. yuparensis ユウバリキンバイ バラ科  ,10-30、黄、絶滅危惧ＩＢ類
19970     Potentilla megalantha チシマキンバイ バラ科  ,10-20、黄
19970-1  Potentilla megalantha チシマキンバイ(斑入) バラ科  ,10-20、黄
19988     Potentilla nivea ウラジロキンバイ バラ科  ,20、黄
20005     Potentilla recta ポテンティラ レクタ(ハタザオキンバイ) バラ科  ,
12842     Primula denticulata プリムラ デンティクラタ サクラソウ科  ,30、バラｰ白　濃淡
12898     Primula japonica クリンソウ サクラソウ科  ,20-50、赤
12898-3  Primula japonica クリンソウ(濃赤) サクラソウ科  ,
12898-5  Primula japonica クリンソウ(混合) サクラソウ科  ,
12941     Primula modesta var. matsumurae レブンコザクラ サクラソウ科  ,10-20、ピンク、玉状に咲く、北海道
13004-1  Primula sieboldii サクラソウ(園芸種) サクラソウ科  ,
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13032     Primula veris プリムラ ベリス サクラソウ科  ,20、黄、清澄な香りあり
14634     Prunella prunelliformis タテヤマウツボグサ シソ科  ,15、紫
14636     Prunella vulgaris f. aleutica ミヤマウツボグサ(チシマウツボグサ?) シソ科  ,20-30、青紫、匍匐枝は出さない
14637     Prunella vulgaris subsp. asiatica ウツボグサ シソ科  青
14637-1  Prunella vulgaris subsp. asiatica (W)ウツボグサ シソ科 群馬県 ,20、青
26493     Puschkinia scilloides alba プシュキニア スキロイデス アルバ ユリ科  ,
17163-1  Pyrola incarnata (W)ベニバナイチヤクソウ ツツジ科  ,15-25、紅、亜高山帯の林床、半寄生植物
17165-1  Pyrola japonica (W)イチヤクソウ ツツジ科 山口県 ,
10895     Ranunculus acris var. nipponicus ミヤマキンポウゲ キンポウゲ科  ,10-50、黄、高山の草地
10925     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  ,20、黄、欧
22006     Rhodiola rosea イワベンケイ  ベンケイソウ科  ,日当たりの良い岩礫地や小石混じりの草地、道端
17189-1  Rhododendron aureum (W) キバナシャクナゲ ツツジ科 山梨県 50、黄,
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  矮性
17200     Rhododendron camtschaticum エゾツツジ ツツジ科  ,10-30、桃、小低木
17205     Rhododendron dauricum エゾムラサキツツジ ツツジ科  高山性、春早く咲くタイプ,100-200、ピンク、低木
17220     Rhododendron dilatatum ミツバツツジ ツツジ科  ,
17237     Rhododendron japonicum f. flavum キレンゲツツジ ツツジ科  150、黄,
17270     Rhododendron parvifolium サカイツツジ ツツジ科  ,
20120     Rhodotypos scandens シロヤマブキ バラ科  ,100、一重白、小作りには多剪定
04835     Rhus succedanea ハゼノキ(別名リュウキュウハゼ) ウルシ科  ,落葉小低木、[密植盆栽に適]
23321     Rhynchosia acuminatifolia トキリマメ マメ科  ツル、黄,
25000     Rivina humilis ジュズサンゴ ヤマゴボウ科  細かい白い花、紅の実,30、紅 半ツル、非耐寒性常緑低木
25320     Rodgersia podophylla ヤグルマソウ ユキノシタ科  ,80-100、白、矢車に似た葉
02215     Romulea tabularis ロムレア タブラリス アヤメ科  ,7、淡紫
20131-1  Rosa acicularis オオタカネバラ(白) バラ科  ,
20132     Rosa　balcarica ロサ バルカリカ バラ科  70-80,中央コーカサス
20133     Rosa bracteata カカヤンバラ(ヤエヤマノイバラ) バラ科  ,白
20135     Rosa carpatica ロサ カルパチカ バラ科  ,
20141     Rosa hirtula サンショウバラ バラ科  保湿種子,
20155     Rosa rugosa ハマナス バラ科  ,100-150、ピンク、北海道、南は茨城、島根
20155-2  Rosa rugosa (W)ハマナス バラ科 北海道 ,
14675     Rosmarinus officinalis ローズマリー シソ科  100、青白,
20184     Rubus hakonensis ミヤマフユイチゴ バラ科  25、白、蔓性,
08760     Rudbeckia fulgida トウゴウギク キク科  ,
09600     Ruellia brittoniana／R. tuberosa. ムラサキリュエリア(通称)(ヤナギバルイラソウ) キツネノマゴ科  ,15-40、紫青
14687A   Salvia japonica アキノタムラソウ シソ科  ,30、白と紫
14687B   Salvia japonica アキノタムラソウ シソ科  埼玉、名郷産,30、白と紫
14687-1  Salvia japonica アキノタムラソウ(白) シソ科  ,30、白
14695     Salvia nipponica キバナアキギリ シソ科  ,20-30、黄
14713     Salvia nipponica var. kisoensis キソキバナアキギリ シソ科  ,キバナアキギリの変種
14703     Salvia pygmaea ヒメタムラソウ シソ科  ,
14704     Salvia ranzaniana ハルノタムラソウ シソ科  ,10-20、白
11860     Sanguinaria canadenｓis サングイナリア カナデンシス ケシ科  ,20-30、白
20253     Sanguisorba hakusanensis カライトソウ バラ科  ,25-40、桃
20258     Sanguisorba officinalis ワレモコウ バラ科  ,100、
16413     Sanicula lamelligera var. wakayamensis キイウマノミツバ セリ科  ,10-15、濃青
08789     Saussurea nepalensis サウスレア ネパレンシス キク科  ,15、青、葉の間に花が着く
25362     Saxifraga bronchialis subsp. funstonii var. rebunshirensis シコタンソウ ユキノシタ科  ,3-12、白、高山の岩場
25387     Saxifraga cymbalaria サキシフラガ キンバラリア ユキノシタ科  20、黄,這性 1年草
25431     Saxifraga nishidae エゾノクモマグサ ユキノシタ科  ,2-6、白、北海道夕張岳固有
15420     Scabiosa japonica マツムシソウ スイカズラ科  ,50、青
15420-1  Scabiosa japonica (W)マツムシソウ スイカズラ科 長野県 ,
15423     Scabiosa japonica var. alpina タカネマツムシソウ スイカズラ科  ,10-15、青
15424     Scabiosa japonica var. littoralis ソナレマツムシソウ スイカズラ科  ,10-20、
15424-1  Scabiosa japonica var. littoralis ソナレマツムシソウ(銚子産) スイカズラ科  ,10-20、
00830        Schizophragma hydrangeoides イワガラミ アジサイ科  ,落葉ツル、白、ブナ林等に多い
00522       Scilla scilloides ツルボ キジカクシ科  ,20-30、桃
09522-3    Scilla scilloides ツルボ(白) キジカクシ科  20、白,
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09522-4A  Scilla scilloides (W)ツルボ キジカクシ科 愛知県 淡紅紫,
09522-4B  Scilla scilloides (W)ツルボ キジカクシ科 大阪府 20、薄紅紫,
09522-6    Scilla scilloides ツルボ(細葉) キジカクシ科  ,
09523       Scilla scilloides　dwarf type ツルボ(四国矮性種) キジカクシ科  ,15、桃
09523-1   Scilla scilloides　dwarf type ツルボ(銚子産) キジカクシ科  ,10、桃
09523-2   Scilla scilloides　dwarf type ツルボ(矮性種) キジカクシ科  青森県由来,15、桃
08861       Scorzonera purpurea rosea スコロゾネラ プルプレア ロセア キク科  ,
14748       Scutellaria indica タツナミソウ シソ科  新城市産,20-30、紫
14748-1   Scutellaria indica タツナミソウ(濃色、矮性) シソ科  ,
14751       Scutellaria indica var. parviforia コバノタツナミ シソ科  ,5-15、桃
14751-1   Scutellaria indica var. parviforia コバノタツナミ(白) シソ科  ,5-15、白
14751-2   Scutellaria indica var. parviforia コバノタツナミ(紫) シソ科  ,5-15、紫
14755       Scutellaria laeteviolacea シソバタツナミ(シソバタツナミソウ) シソ科  ,10、青紫花
14758       Scutellaria lateriflora スクテラリア ラテリフロラ シソ科  ,
14776       Scutellaria rubropunctata  アカボシタツナミソウ シソ科  20-30、薄紫,20-50、淡紫、奄美大島～沖縄諸島
22074       Sedum rupifragum オオメノマンネングサ ベンケイソウ科  やや葉が大きい,
11000       Semiaquilegia adoxoides ヒメウズ キンポウゲ科  30、白、新城市産,
11001-1   Semiaquilegia ecalcarata フウリンオダマキ(大輪) キンポウゲ科  15、,
08893       Senecio furusei キバナコウリンカ キク科  ,
08901       Senecio kawakamii ミヤマオグルマ キク科  ,15-30、黄、高山の砂礫地、草原
08907-1   Senecio pierotii (W)サワオグルマ キク科 兵庫県 黄,
03863       Setaria viridis purple form ムラサキエノコロ イネ科  ,30-70、紫(花の先端)、1年草
03865       Setaria viridis var. pachystachys ハマエノコロ イネ科  ,10-20、白褐色
11003       Shibateranthis pinnatifida セツブンソウ キンポウゲ科  種子は乾燥状態,5-15、白
18444       Silene (Lychnis) coronaria スイセンノウ(フランネルソウ) ナデシコ科  80、,60、淡紅
18455       Silene (Lychnis) flos-cuculi カッコウセンノウ ナデシコ科  ,30-40、桃
18460-1   Silene (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、斑入) ナデシコ科
18468       Silene (Lychnis) gracillima センジュガンピ ナデシコ科  ,30-100、白、東北～中部地方以北
18470       Silene (Lychnis) miqueliana フシグロセンノウ ナデシコ科  ,30-70、橙赤
18470-1   Silene (Lychnis) miqueliana (W)フシグロセンノウ ナデシコ科 長野県 ,
18474       Silene (Lychnis) sieboldii マツモトセンノウ(ツクシマツモト) ナデシコ科  濃いオレンジ,30-40、
18479       Silene (Lychnis) wilfordii エンビセンノウ ナデシコ科  ,40、赤
18480       Silene (Lychnis) wilfordii 'Karafuto-enbisennou' カラフトエンビセンノウ ナデシコ科  ,20、朱
18526       Silene armeria ムシトリナデシコ ナデシコ科  ,15-50、桃
18594       Silene keiskei f. procumbens ツルビランジ ナデシコ科  ,這性、濃いピンク、絶滅危惧種ⅠA類
18595       Silene keiskei var. akaisialpina タカネビランジ ナデシコ科  7-8、ピンク,10-15、赤紫
18595-3   Silene keiskei var. akaisialpina タカネビランジ(濃色) ナデシコ科  ,
18638       Silene repens var. latifolia チシママンテマ ナデシコ科  ,15、 白
04369       Sinningia leucotricha シンニンギア レウコトリカ イワタバコ科  ,
02266       Sisyrinchium idahoense シシリンチウム アイダホエンセ アヤメ科  ,20-30、青
02280       Sisyrinchium sp キバナセキショウ(購入時名称) アヤメ科  ,10、黄(キバナニワセキショウ？Sisyrinchium boreale ?)
17993       Solanum biflorum メジロホオズキ ナス科  50、多年草、寒さに弱い,
18002-1   Solanum lyratum (W)ヒヨドリジョウゴ ナス科 山口県 ,ツル、秋に赤い実
18007       Solanum pseudocapsicum フユサンゴ ナス科  ,半耐寒性 小低木、実は有毒
18957       Solidago virgaurea subsp. asiatica アキノキリンソウ キク科  ,50-80、黄
08962       Solidago yokusaiana アオヤギバナ キク科  ,
20313       Sorbus commixta ナナカマド バラ科  ,400、白
20313-1   Sorbus commixta (W)ナナカマド バラ科 岩手県 ,400、白
20324       Sorbus matsumurana ウラジロナナカマド バラ科  200、,
20329-1   Sorbus sambucifolia (W)タカネナナカマド バラ科 山梨県 100、白,
20355       Spiraea japonica シモツケ バラ科  ,100以上、白、桃咲き分は源平シモツケ
23880       Staphylea pinnata スタフィレア ピンナタ ミツバウツギ科  ,400、ユーラシア原産
00680       Stauntonia hexaphylla ムベ アケビ科  ,(スタウントニア　ヘキサフィラ)
17510       Stewartia monadelpha ヒメシャラ ツバキ科  300-1000、白,
26520       Streptopus amplexifolius var. papillatus オオバタケシマラン ユリ科  ,
26523-3    Streptopus streptopoides var. japonicus タケシマラン(大葉） ユリ科  ,
28211        Swertia bimaculata アケボノソウ リンドウ科  ,40-50、白地に点
28211-1A  Swertia bimaculata (W)アケボノソウ リンドウ科 奈良県 ,40-100、白
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28211-1B  Swertia bimaculata (W)アケボノソウ リンドウ科 山口県 ,40-100、白
06811        Symphyandra asiatica ハナブサソウ キキョウ科  ,
09032        Syneilesis palmata ヤブレガサ キク科  ,50、 白
28352        Synocalycanthus chinensis ナツロウバイ ロウバイ科  200-400、白(夏咲き),
09040        Synurus excelsus ハバヤマボクチ キク科  80-100,
15691-1    Talinum crassifolium ハゼラン(サンジソウ、ハナビグサ) スベリヒユ科 　 ,15-30、桃小花、1年草
09060        Taraxacum albidum シロバナタンポポ キク科  ,30ぐらい、他のタンポポより舌状花が少なく白色、単為生殖可能
17650        Tecophilaea cyanocrocus テコフィラエア キアノクロックス テコフィラエア科  ,
23410        Tephrosia purpurea ナンバンクサフジ マメ科  ,40、ピンク
11010        Thalictrum actaefolium シギンカラマツ キンポウゲ科  新城市産,30、白
11024      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  ,60-120、桃、草原、岩場、林床
11033      Thalictrum flavum キバナカラマツソウ キンポウゲ科  ,120、白～黄、ユーラシア
11041-3   Thalictrum grandiflorum タイカカラマツ(通称)(甲竜) キンポウゲ科  10、濃ピンク、大輪,変異個体
11047      Thalictrum microspermum コゴメカラマツ キンポウゲ科  ,
11081      Thalictrum minus var. rebunense レブンカラマツ キンポウゲ科  15、淡緑,
11063      Thalictrum rochebrunianum シキンカラマツ キンポウゲ科  ,60、淡桃
23423      Thermopsis lupinoides センダイハギ マメ科  ,30-80、紫、海岸の砂地や草地、内陸低地の草原などに群生
25542      Tiarella polyphylla ズダヤクシュ ユキノシタ科  ,10-20、白、山地や亜高山の林床/林縁
17583      Tinatia fugax var. erecta ティナティア フガクス エレクタ(ブータンツユクサ流通名) ツユクサ科  アカバナツユクサ
16820      Tofieldia nuda var. nuda ハナゼキショウ チシマゼキショウ科  ,20、白
04822-1   Trichosanthes cucumeroides (W)カラスウリ ウリ科 愛知県 丸形,
04822-2   Trichosanthes cucumeroides (W)カラスウリ ウリ科 愛知県 俵形,
26552      Tricyrtis flava キバナノホトトギス ユリ科  ,10、黄
26561      Tricyrtis hirta white fl. ホトトギス(白) ユリ科  ,50、白
26576      Tricyrtis sp. イワホトトギス ユリ科  ,愛鷹山系
26577      Tricyrtis sp. クロバナホトトギス(園芸種) ユリ科  ,
23435      Trifolium lupinaster シャジクソウ マメ科  15、濃紅紫,
14996      Trillium kurabayashii トリリウム　クラバヤシイ シュロソウ科  ,20-50、赤紫
15012      Trillium smalii エンレイソウ シュロソウ科  25-、淡紫,
28241-1  Tripterospermum japonicum (W)ツルリンドウ リンドウ科 山口県 ,
11103     Trollius chinensis トロリウス キネンシス キンポウゲ科  別名カンムリキンバイ,30、輝黄金花、中国
11110     Trollius ledebourii var. polysepalus レブンキンバイソウ キンポウゲ科  ,20、濃黄
11111     Trollius macropetalus トロリウス マクロペタルス(ボタンザキキンバイソウ) キンポウゲ科  ,草原、林内の草地
26611     Tulipa clusiana 'Lady Jane' ツリパ クルシアナ ｢レディ ジェーン｣ ユリ科  ,
26630     Tulipa polychroma ツリパ ポリクロマ ユリ科  ,15、星形白色、セルフ、中近東原産
26637     Tulipa tarda ツリパ タルダ ユリ科  ,20、星形黄色、天山山脈原産、
17408     Vaccinium macrocarpon オオミツルコケモモ(別名クランベリー) ツツジ科  ,
17388     Vaccinium oldhamii ナツハゼ ツツジ科  40、薄桃白,150-300、黒実
17388-1  Vaccinium oldhamii (W)ナツハゼ ツツジ科 山口県 ,
17393     Vaccinium oxycoccus ツルコケモモ ツツジ科  ,
09530     Velthemia capensis ベルテミア カペンシス キジカクシ科  30、ピンク、球根植物,南アフリカ原産
15035-1  Veratrum maackii var. japonicum (W)シュロソウ シュロソウ科 群馬県 ,20-30(葉)、50-100(茎)、暗紫、暗褐
15040-1  Veratrum maackii var. parviflorum f. japonicum オオシュロソウ シュロソウ科 群馬県 ,
12280     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  ,50-70、黄
12281     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  ,50-80、白、2年草、帰化植物
05219     Veronica (Pseudolysimachion) ogurae サンイントラノオ オオバコ科  ,15-30、青、絶滅危惧Ⅱ類、島根県
05220     Veronica (Pseudolysimachion) ornatum トウテイラン オオバコ科  ,
05220-1  Veronica (Pseudolysimachion) ornatum トウテイラン(白花) オオバコ科  ,
05224   　Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum キクバクワガタ オオバコ科  ,5-20、紫、北海道、千島
05236   　Veronica (Pseudolysimachion) sieboldianum ハマトラノオ オオバコ科  ,20-40、青、鹿児島、沖縄
05296     Veronicastrum sibiricum subsp. japonicum クガイソウ オオバコ科  ,50、紫
05297     Veronicastrum sibiricum subsp. japonicum var. australe ナンゴククガイソウ オオバコ科  40-50、紫,
28283-1  Viburnum dilatatum (W)ガマズミ レンプクソウ科 岩手県 ,
28302-1  Viburnum oputus var. calvescens (W)カンボク レンプクソウ科 岩手県 ,500-700、白、赤実、中部～北海道
23491-1  Vicia japonica (W)ヒロハクサフジ マメ科 神奈川県 花期長い,
23496     Vicia sepium カラスノエンドウ(ヤハズエンドウ) マメ科  ,60-150、紅紫、オリエントから地中海
23522     Vigna vexillata var. tsusimensis アカササゲ マメ科  50、,ツル、薄紫、絶滅危惧種ⅠA類
09771     Vincetoxicum nigrum ビンケトキシクム　ニグルム キョウチクトウ科  ,50-100、暗茶青
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15997     Viola awagatakensis アワガタケスミレ スミレ科  ,
15750     Viola betonicifolia var. albesceus アリアケスミレ スミレ科  ,白地に濃紫色の筋、本州から九州、朝鮮・中国
15750-3  Viola betonicifolia var. albesceus (W)アリアケスミレ スミレ科 愛知県 白に紫筋,白地に濃紫色の筋
15750-4  Viola betonicifolia var. albesceus (W)アリアケスミレ(白) スミレ科  ,白地に濃紫色の筋、本州～朝鮮・中国
16001     Viola chaerophylloides f sieboldiana     ヒゴスミレ(熊本紅) 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) 
15809     Viola eizanensis エイザンスミレ スミレ科  ,10-20、淡い紅、葉は深く切れ込む、本州・四国・九州
15809-2  Viola eizanensis (W)エイザンスミレ(銀葉タイプ) スミレ科 埼玉県 ,
15810     Viola eizanensis f. simplicifolia ヒトツバエイザンスミレ スミレ科  クリーム色を帯びた白、ヒトツバエゾスミレとも,
15811     Viola eizanensis simplicifolia f. leucantha ナルカミスミレ スミレ科  ,(ヒトツバエゾスミレ)
15998     Viola faurieana x rostrata テリハナガハシスミレ スミレ科  ,自然交雑種
15823     Viola glabella ビオラ グラベラ スミレ科  ,日当たりのよい草原、明るい森林内に時に小群落をつくる
15825     Viola grayi イソスミレ スミレ科  ,15、菫
15827     Viola greatrexii ウンゼンスミレ　 スミレ科  10、空,
15828-1  Viola grypoceras タチツボスミレ(ピンク) スミレ科  ,10、ピンク
15828-2  Viola grypoceras タチツボスミレ(桜色) スミレ科  新城市産,10、桜
15828-3  Viola grypoceras タチツボスミレ(桜色) スミレ科  葉が小さい、新城市産,10、 葉小さい
15828-7  Viola grypoceras タチツボスミレ(桜色、ピンクが混じる) スミレ科  10、新城市産,
15830     Viola grypoceras "Alba" タチツボスミレ(白) スミレ科  10、,
15844     Viola grypoceras f. purpurellocalcarata オトメスミレ スミレ科  ,10-20、白、箱根で発見
16000     Viola grypoceras f. rosipetala サクラタチツボスミレ スミレ科  ,
15831     Viola grypoceras var. exilis (Viola grypoceras var. yakusimensis) コタチツボスミレ (ヤクシマタチツボスミレ) スミレ科
15854     Viola japonica コスミレ スミレ科  紫,淡桃
15855-1  Viola japonica pink コスミレ(ピンク) スミレ科  10、,
15869     Viola kusanoana オオタチツボスミレ スミレ科  ,
15869-1  Viola kusanoana オオタチツボスミレ(白) スミレ科  ,
15878-2  Viola mandshurica (W)スミレ スミレ科 愛知県 ,
15878     Viola mandshurica スミレ スミレ科  10、紫,
15878-3  Viola mandshurica スミレ(斑入り葉) スミレ科  ,
15880     Viola mandshurica "Myoujin type" ミョウジンスミレ(俗称)(スミレ濃色) スミレ科  10、濃色,スミレより濃紅紫
15886     Viola mandshurica f. plena コモロスミレ スミレ科  スミレの八重品種,10、白
15901     Viola obtuse ニオイタチツボスミレ スミレ科  10、ピンク紫混じる,
15901-1  Viola obtuse (W)ニオイタチツボスミレ スミレ科 愛知県 20、紫,
15922-1  Viola prionantha ビオラ プリオナンタ(通称:薄白サキガケスミレ) スミレ科  10、薄白,
15924     Viola pubescens ビオラ プベスケンス スミレ科  アメリカキスミレ,レモン黄
15927-2  Viola pumilio (W)フモトスミレ スミレ科 愛知県 10、白い色,
15943-1  Viola selkirkii フイリミヤマスミレ スミレ科  ,
15950     Viola sieboldiana ヒゴスミレ スミレ科  ,
15958     Viola sp. アカバナスミレ(俗称) スミレ科  12、赤,
15974-3  Viola variegata イヨゲンジスミレ(愛媛県産) スミレ科  ,
15976     Viola verecunda ツボスミレ(別名如意スミレ) スミレ科  10、白、舌にピン,
15976-2  Viola verecunda ツボスミレ(別名如意スミレ、芯が白) スミレ科  ,
15977     Viola verecunda f. violascens ムラサキコマノツメ スミレ科  紫,
15979-1  Viola verecunda var. fibrillosa (W)ミヤマツボスミレ スミレ科 愛知県 30、,
15993     Viola yezoensis f. discolor タカオスミレ スミレ科  ,
15994     Viola yezoensis var. asoana アソヒカゲスミレ スミレ科  ,15、
15995     Viola yubariana シソバキスミレ スミレ科  ,
14871     Vitex cannabifolia ニンジンボク シソ科  中国産,潅木　紫 切花に良い
14872     Vitex rotundifolia ハマゴウ シソ科  200、青紫,
06845     Wahlenbergia marginata ヒナギキョウ キキョウ科  薄紫、5-8mm小花,20-30
20904     Zephyranthes carinata Herb サフランモドキ ヒガンバナ科  ,30、淡いピンク
20905     Zephyranthes citrina ゼフィランテス キトリナ ヒガンバナ科  30、黄,
20915     Zephyranthes lindleyana ゼフィランテス リンドレヤナ ヒガンバナ科  ,20、オレンジ？(淡桃)

17 / 17


