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00001     Abelmoschus manihot  トロロアオイ アオイ科 

24009     Acer buergerianum トウカエデ ムクロジ科 

24043     Acer nikoense メグスリノキ ムクロジ科 

06867     Achillea alpina var. discoidea ヤマノコギリソウ キク科 

09949     Aconitum loczyanum レイジンソウ キンポウゲ科 

09960-W  Aconitum napiforme (W)タンナトリカブト キンポウゲ科 

09976     Aconitum senanense var. paludicola ヤチトリカブト キンポウゲ科 

10000     Actaea (Cimicifuga) acerina オオバショウマ キンポウゲ科 

10003     Actaea (Cimicifuga) simplex サラシナショウマ キンポウゲ科 

10003-W  Actaea (Cimicifuga) simplex (W)サラシナショウマ キンポウゲ科 

10004     Actaea (Cimicifuga) sp. タンゴサラシナショウマ キンポウゲ科 

10006     Actaea asiatica ルイヨウショウマ キンポウゲ科 

10006-W  Actaea asiatica (W)ルイヨウショウマ キンポウゲ科 

22290     Actinidia arguta サルナシ マタタビ科 

06244     Adenophora coronopifolia マルバシャジン キキョウ科 

06255-W  Adenophora maximowicziana (W)ヒナシャジン キキョウ科 

06257     Adenophora nikoensis ヒメシャジン キキョウ科 

06260-1   Adenophora nikoensis f. linearifolia white fl. ホソバヒメシャジン(白花) キキョウ科 

06266     Adenophora nikoensis var. stenophylla ミヤマシャジン キキョウ科 

06270     Adenophora pereskiaefolia var. moiwana モイワシャジン キキョウ科 

06272     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 

06272-1   Adenophora pereskiaefolia var. uryuensis シラトリシャジン(ウリュウシャジン)(白花) キキョウ科 

06277     Adenophora puellaris オトメシャジン キキョウ科 

06278     Adenophora remotiflora ソバナ キキョウ科 

06278-W  Adenophora remotiflora (W)ソバナ キキョウ科 

06282     Adenophora stricta トウシャジン キキョウ科 

06284     Adenophora takedae イワシャジン キキョウ科 

06285     Adenophora takedae var. howozana ホウオウシャジン キキョウ科 

06290     Adenophora tashiroi シマシャジン キキョウ科 

06294-1   Adenophora sp.? ホソバシャジン(流通名?、サイヨウシャジンの矮性タイプにちかい) キキョウ科 

06296     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 

06299     Adenophora triphylla var. japonica ツリガネニンジン キキョウ科 

06299-W1  Adenophora triphylla var. japonica (W)ツリガネニンジン キキョウ科 

06299-W2  Adenophora triphylla var. japonica (W)ツリガネニンジン キキョウ科 

06309     Adenophora triphylla var. japonica f. canescens シラゲシャジン キキョウ科 

06303     Adenophora triphylla var. japonica f. ｒotundifolia ハマシャジン キキョウ科 

19420     Aeginetia indica ナンバンギセル ハマウツボ科 

19420-1   Aeginetia indica ナンバンギセル(口紅咲き) ハマウツボ科 

19420-2   Aeginetia indica ナンバンギセル(黒軸) ハマウツボ科 

19421     Aeginetia indica white fls ナンバンギセル(白) ハマウツボ科 

00870     Aethionema armenum アエチオネマ アルメヌム アブラナ科 

13431     Agastache rugosa カワミドリ シソ科 

19610     Agrimonia coreana チョウセンキンミズヒキ バラ科 

19612     Agrimonia pilosa キンミズヒキ(黄金葉) バラ科 

19613     Agrimonia pilosa var. japonica キンミズヒキ バラ科 

19613-1   Agrimonia pilosa var. japonica キンミズヒキ(斑入り） バラ科 

19613-2   Agrimonia pilosa var. japonica キンミズヒキ(白花) バラ科 

19613-W  Agrimonia pilosa var. japonica (W)キンミズヒキ バラ科 

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 

06932-W  Ainsliaea acerifolia var. subapoda （W)オクモミジハグマ キク科 

00672     Akebia quinata アケビ アケビ科 

00672-W3  Akebia quinata (W)アケビ アケビ科 

00673     Akebia trifoliata ミツバアケビ アケビ科 

00673-W  Akebia trifoliata (W)ミツバアケビ アケビ科 
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09293     Albuca humilis アルブカ フミリス キジカクシ科 

05490     Alisma canaliculatum ヘラオモダカ オモダカ科 

20450     Allium (Caloscordum) inutile ステゴビル ヒガンバナ科 

20450-1   Allium (Caloscordum) inutile ステゴビル(薄いピンク花) ヒガンバナ科 

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 

20580     Allium schoenoprasum var. orientale シロウマアサツキ ヒガンバナ科 

20586     Allium senescens アリウム セネスケンス ヒガンバナ科 

20604     Allium togashii カンカケイニラ(アリウム トガシー) ヒガンバナ科 

20608     Allium ursinum アリウム ウルシヌム ヒガンバナ科 

20610     Allium victorialis var. platyphyllum ギョウジャニンニク ヒガンバナ科 

20610-1   Allium victorialis var. platyphyllum ギョウジャニンニク(斑入り) ヒガンバナ科 

20611     Allium vineale アリウム ビネアレ ヒガンバナ科 

20612     Allium virgunculae イトラッキョウ ヒガンバナ科 

20614     Allium virgunculae var. kiiense キイイトラッキョウ ヒガンバナ科 

15065-W  Alpinia japonica (W)ハナミョウガ ショウガ科 

26720-B   Amitostigma "Enomototidori" エノモトチドリ (イワチドリ X コアニチドリ)(ムカゴ) ラン科 

26727-B   Amitostigma kinoshitae Pure white form コアニチドリ(ムカゴ) ラン科 

26727-B1  Amitostigma kinoshitae Pure white form コアニチドリ・ホテイ(ムカゴ) ラン科 

13135     Amorphophalus hirtus var.kiusianus ヤマコンニャク サトイモ科 

21791-W  Ampelopsis glandulosa  var. heterophylla (W)ノブドウ ブドウ科 

09740     Amsonia elliptica チョウジソウ キョウチクトウ科 

12390     Anagallis arvensis アカバナルリハコベ サクラソウ科 

12391     Anagallis arvensis f. coerulea ルリハコベ 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 

10063     Anemone (Pulsatilla) cernua オキナグサ キンポウゲ科 

10063-W  Anemone (Pulsatilla) cernua (W)オキナグサ キンポウゲ科 

10063-W1  Anemone (Pulsatilla) cernua (W)オキナグサ キンポウゲ科 

10102     Anemone (Pulsatilla) turczaninowii プルサチラ トルクザニノウイー キンポウゲ科 

10107     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 

10150     Anemone altaica アネモネ アルタイカ キンポウゲ科 

10159     Anemone caroliniana アネモネ カロリニアナ キンポウゲ科 

10164     Anemone debilis ヒメイチゲ キンポウゲ科 

10227     Anemone rupicola アネモネ ルピコラ キンポウゲ科 

10241     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 

10249     Anemone x lesseri アカバナイチゲ(通称)／ベニバナイチゲ(通称) キンポウゲ科 

10260     Anemonella thalictroides バイカカラマツ キンポウゲ科 

10266     Anemonopsis macrophylla レンゲショウマ キンポウゲ科 

10266-3   Anemonopsis macrophylla レンゲショウマ(泥軸、白花) キンポウゲ科 

16110     Angelica acutiloba トウキ セリ科 

01614     Anomatheca laxa ヒメヒオウギ(ラペイロウシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ) アヤメ科 

01616     Anomatheca laxa red アノマテカ ラクサ レッド アヤメ科 

10273     Aquilegia alpina アクイレギア アルピナ キンポウゲ科 

10280     Aquilegia aurea アクイレギア アウレア キンポウゲ科 

10285     Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ キンポウゲ科 

10285-1   Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ(花色混合) キンポウゲ科 

10285-W  Aquilegia buergeriana (W)ヤマオダマキ キンポウゲ科 

10289     Aquilegia buergeriana f. flavescens キバナノヤマオダマキ キンポウゲ科 

10291     Aquilegia buergriana var. oxysepala オオヤマオダマキ キンポウゲ科 

10299     Aquilegia canadensis カナダオダマキ キンポウゲ科 

10301     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 

10319     Aquilegia discolor アクイレギア ディスコロル キンポウゲ科 

10322     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 

10328     Aquilegia flabellata オダマキ キンポウゲ科 

10328-1   Aquilegia flabellata オダマキ(斑入り) キンポウゲ科 
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10335     Aquilegia flabellata double オダマキ (八重) キンポウゲ科 

10333     Aquilegia flabellata purple fl. オダマキ(紫)(園芸種？) キンポウゲ科 

10339     Aquilegia flabellata var. pumila ミヤマオダマキ キンポウゲ科 

10341     Aquilegia flabellata var. pumila dowarf type ミヤマオダマキ(矮性) キンポウゲ科 

10349     Aquilegia flabellata var. pumila white fl. ミヤマオダマキ(白) キンポウゲ科 

10334     Aquilegia flabellata white fl. オダマキ(白)(園芸種？) キンポウゲ科 

10359     Aquilegia grandiflora アクイレギア グランディフローラ(交配種？) キンポウゲ科 

10395     Aquilegia saximontana アクイレギア サキシモンタナ キンポウゲ科 

10397     Aquilegia saximontana x jonesii アクイレギア サキシモンタナ × ジョネシー キンポウゲ科 

10417     Aquilegia viridiflora クロバナオダマキ キンポウゲ科 

10420-2   Aquilegia vulgaris sp.  アクイレギア ブルガリス(ポンポン咲き、園芸種) キンポウゲ科 

00920     Arabidopsis halleri アラビドプシス ハーレイ(通称シベリアナズナ) アブラナ科 

00921     Arabidopsis halleri subsp. gemmifera ハクサンハタザオ アブラナ科 

00957     Arabis glabra (NET) ハタザオ アブラナ科 

00964     Arabis lyrata ssp. kamtschatica ミヤマハタザオ アブラナ科 

00974     Arabis serrata var. glauca エゾノイワハタザオ アブラナ科 

00982     Arabis sp. ハクトウサンハタザオ(通称) アブラナ科 

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 

12495     Ardisia japonica ヤブコウジ サクラソウ科 

13224-W  Arisaema angustatum (W)ホソバテンナンショウ サトイモ科 

13146     Arisaema candidissimum アリサエマ カンディディシムム(モモイロテンナンショウ) サトイモ科 

13159     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 

13168     Arisaema heterophyllum マイヅルテンナンショウ サトイモ科 

13225-B  Arisaema peninsulae x sikokianum コウライテンナンショウ×ユキモチソウ素心 F2 サトイモ科 

13193     Arisaema ringens ムサシアブミ サトイモ科 

13198     Arisaema serratum マムシグサ サトイモ科 

13198-W  Arisaema serratum (W)マムシグサ サトイモ科 

13198-W1  Arisaema serratum マムシグサ サトイモ科 

13202     Arisaema sikokianum ユキモチソウ サトイモ科 

13226-W  Arisaema sp. (W)テンナンショウ類 サトイモ科 

13205     Arisaema ternatipartitum ミツバテンナンショウ サトイモ科 

13207     Arisaema thunbergii ssp. urashima ウラシマソウ サトイモ科 

13207-W  Arisaema thunbergii ssp. urashima (W)ウラシマソウ サトイモ科 

04531-1   Aristolochia debilis ウマノスズクサ(斑入り) ウマノスズクサ科 

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 

04534     Aristolochia liukiuensis リュウキュウウマノスズクサ ウマノスズクサ科 

04535     Aristolochia onoei アリマウマノスズクサ ウマノスズクサ科 

04540     Aristolochia sp. イズウマノスズクサ(通称?) ウマノスズクサ科 

19630     Aronia arbutifolia セイヨウカマツカ(通称) バラ科 

04924     Asarina spp. キリカズラ オオバコ科 

04552-1   Asarum caulescens フタバアオイ(萼の色:白) ウマノスズクサ科 

04622     Asiasarum sieboldii ウスバサイシン ウマノスズクサ科 

07102     Aster ageratoides ssp. ovatus ノコンギク キク科 

07167-W  Aster viscidulus (W)ハコネギク (ミヤマコンギク) 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 

25147     Astilbe taquetii タンナチダケサシ ユキノシタ科 

25148     Astilbe thunbergii アカショウマ ユキノシタ科 

22550     Astragalus sinicus white fl. ゲンゲ白花(通称：レンゲ、レンゲソウ白花) マメ科 

07191     Atractylodes japonica オケラ キク科 

07199     Balsamorrhiza deltoidea バルサモリザ デルトイデア キク科 

22570     Baptisia australis ムラサキセンダイハギ マメ科 

14921     Begonia grandis シュウカイドウ シュウカイドウ科 
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23730     Benthamidia japonica ヤマボウシ ミズキ科 

23730-W  Benthamidia japonica (W)ヤマボウシ ミズキ科 

24420-W  Berberis amurensis var. japonica （W)ヒロハノヘビノボラズ メギ科 

24424     Berberis thunbergii メギ メギ科 

26781     Bletilla formosana x Bletilla striata シラン×アマナラン(白花) ラン科 

26782     Bletilla ochracea キバナショウハッキュウ ラン科 

26784     Bletilla striata シラン ラン科 

26789     Bletilla striata × formosana チャボシラン(通称)(シラン×アマナラン) ラン科 

23590     Boenninghausenia japonica マツカゼソウ ミカン科 

02800     Briza maxima コバンソウ イネ科 

02800-1   Briza maxima コバンソウ(斑入り) イネ科 

17880     Browallia americana ブロワリア アメリカナ ナス科 

11942     Buddleja davidii フサフジウツギ（ブッドレア） ゴマノハグサ科 

11943     Buddleja davidii white fl. フサフジウツギ（バッドレア）(白) ゴマノハグサ科 

16194     Bupleurum longiradiatum subsp. sachalinense var. elatis ホタルサイコ セリ科 

16198     Bupleurum nipponicum ハクサンサイコ セリ科 

16203     Bupleurum scorzoneraefolium var. stenophyllum ミシマサイコ セリ科 

07294-W  Cacalia celphiniifolia (W)モミジガサ キク科 

26836-1   Calanthe tricarinata サルメンエビネ ラン科 

09894     Calceolaria sp. カルケオラリア類(園芸種) キンチャクソウ科 

10472     Callianthemum hondoense キタダケソウ キンポウゲ科 

10474     Callianthemum sachalinense subsp. kirigishiense キリギシソウ キンポウゲ科 

13491     Callicarpa bodinieri アメリカムラサキシキブ シソ科 

13492     Callicarpa dichotoma コムラサキシキブ (コムラサキ) シソ科 

13493     Callicarpa dichotoma コムラサキ シソ科 

13493-1   Callicarpa dichotoma var. albi-fructus シラタマコシキブ(シロミノコムラサキ) シソ科 

13496     Callicarpa japonica ムラサキシキブ シソ科 

13496-W  Callicarpa japonica (W)ムラサキシキブ シソ科 

13501     Callicarpa mollis ヤブムラサキ シソ科 

10487     Caltha palustris var. nipponica リュウキンカ キンポウゲ科 

28340     Calycanthus floridus var. glaucus クロバナロウバイ ロウバイ科 

06413     Campanula glomerata var. dahurica white fl. ヤツシロソウ(白花) キキョウ科 

06465     Campanula persicifolia モモバギキョウ キキョウ科 

06484     Campanula punctata ホタルブクロ キキョウ科 

06484-2   Campanula punctata ホタルブクロ(赤) キキョウ科 

06484-4   Campanula punctata ホタルブクロ(茎が赤い) キキョウ科 

06484-5   Campanula punctata ホタルブクロ(濃色)(矮性) キキョウ科 

06486     Campanula punctata f. albiflora ホタルブクロ(白) キキョウ科 

06492     Campanula punctata var. microdonta シマホタルブクロ キキョウ科 

06500     Campanula rapunculoides ハタザオギキョウ(カンパヌラ ラプンクロイデス) キキョウ科 

06566     Campanula takesimana 'Pink octpass' カンパヌラ タケシマナ 「ピンク オクトパス」 キキョウ科 

00700     Cardiandra alternifolia クサアジサイ アジサイ科 

25841-1   Cardiocrinum cordatum ウバユリ(紅花選抜種) ユリ科 

25841-W  Cardiocrinum cordatum (W)ウバユリ ユリ科 

25842-W  Cardiocrinum cordatum var. glehnii (W)オオウバユリ ユリ科 

25843     Cardiocrinum giganteum カルディオクリヌム ギガンテウム ユリ科 

24080     Cardiospermum halicacabum フウセンカズラ ムクロジ科 

05700     Carex aequialta トダスゲ(アワスゲ) カヤツリグサ科 

05731     Carex capricornis ジョウロウスゲ カヤツリグサ科 

05784     Carex grayi イガグリスゲ カヤツリグサ科 

05892     Carex podogyna タヌキラン カヤツリグサ科 

07380     Carthamus tinctorius ベニバナ キク科 

14201     Caryopteris divaricata カリガネソウ シソ科 

14201-1   Caryopteris divaricata カリガネソウ(濃色) シソ科 
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14202     Caryopteris divaricata pink カリガネソウ(桃) シソ科 

14204     Caryopteris incana ダンギク シソ科 

22630     Cassia corymbisa ハナセンナ(アンデスの乙女) マメ科 

24430     Caulophyllum robustum ルイヨウボタン メギ科 

18762     Celastrus orbiculatus ツルウメモドキ ニシキギ科 

18762-W  Celastrus orbiculatus （W)ツルウメモドキ ニシキギ科 

21110     Celosia argentea ノゲイトウ ヒユ科 

27930     Centaurium chloodes コマチリンドウ リンドウ科 

16215     Centella asiatica ツボクサ セリ科 

26874     Cephalanthera falcata キンラン ラン科 

18084     Cerastium arvense var. japonicum アオモリミミナグサ(ミツモリミミナグサ) ナデシコ科 

22640     Cercis chinensis ハナズオウ(ハナスオウ) マメ科 

23740     Chamaepericlymenum canadense ゴゼンタチバナ ミズキ科 

26879     Changnienia amoena 独花蘭(流通名) ラン科 

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 

11560     Chelidonium majus 'Flore pleno' クサノオウ｢八重｣ ケシ科 

14221-1   Chelonopsis moschata white fl. ジャコウソウ(白花) シソ科 

28350     Chimonanthus praecox ロウバイ ロウバイ科 

14930     Chionographis hisauchiana subsp. hisauchiana アズマシライトソウ シュロソウ科 

14930-W  Chionographis hisauchiana subsp. hisauchiana (W)アズマシライトソウ シュロソウ科 

14931     Chionographis japonica シライトソウ シュロソウ科 

14931-1   Chionographis japonica シライトソウ(小型種) シュロソウ科 

14931-2   Chionographis japonica シライトソウ(大型種) シュロソウ科 

14931-W  Chionographis japonica (W)シライトソウ シュロソウ科 

14937     Chionographis sp. サイシュウトウシライトソウ(通称) シュロソウ科 

04264     Chirita tamiana キリタ タミアナ イワタバコ科 

16503     Chloranthus serratus フタリシズカ センリョウ科 

07592     Cirsium purpuratum フジアザミ キク科 

07615     Cirsium yezoense サワアザミ キク科 

10516-W  Clematis apiifolia (W)ボタンヅル キンポウゲ科 

10530     Clematis fusca クロバナハンショウヅル キンポウゲ科 

10534     Clematis heracleifolia クレマチス ヘラクレイフォリア キンポウゲ科 

10537     Clematis japonica ハンショウヅル キンポウゲ科 

10537-W  Clematis japonica (W)ハンショウヅル キンポウゲ科 

10573     Clematis patens カザグルマ キンポウゲ科 

10574     Clematis patens white fl. カザグルマ(白) キンポウゲ科 

10574     Clematis patens white fl. カザグルマ(白) キンポウゲ科 

10586     Clematis stans クサボタン キンポウゲ科 

10594     Clematis terniflora センニンソウ キンポウゲ科 

10599     Clematis tosaensis トリガタハンショウヅル キンポウゲ科 

21259     Cleome hassleriana フウチョウソウ(クレオメ) フウチョウソウ科 

25861     Clintonia udensis ツバメオモト ユリ科 

06601     Codonopsis lanceolata ツルニンジン キキョウ科 

06601-2   Codonopsis lanceolata ツルニンジン(白花) キキョウ科 

06601-W  Codonopsis lanceolata (W)ツルニンジン キキョウ科 

06617     Codonopsis ussuriensis バアソブ キキョウ科 

14270     Collinsonia (Keiskea) japonica シモバシラ シソ科 

17543-1   Commelina communis ツユクサ(紫色) ツユクサ科 

17547     Commelina communis var. hortensis オオボウシバナ ツユクサ科 

17548     Commelina communis variegated fl. ツユクサ(花に白斑入) ツユクサ科 

09341     Comospermum (Alectorurus) yedoensis var. platypetalus ヤクシマケイビラン キジカクシ科 

04270-W  Conandron ramondioides (W)イワタバコ イワタバコ科 

09350-3   Convallaria keiskei スズラン(斑入り) キジカクシ科 

09350-W  Convallaria keiskei (W)スズラン キジカクシ科 
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09350-W1  Convallaria keiskei (W)スズラン キジカクシ科 

09350-W2  Convallaria keiskei (W)スズラン キジカクシ科 

10621     Coptis japonica var. dissecta セリバオウレン キンポウゲ科 

10622-2   Coptis japonica var. major コセリバオウレン(黄花、選抜種) キンポウゲ科 

10626     Coptis sp. スミレバオウレン(通称) キンポウゲ科 

00035     Corchoropsis tomentosa カラスノゴマ アオイ科 

23752     Cornus (Benthamidia) florida ハナミズキ ミズキ科 

11582     Corydalis decumbens ジロボウエンゴサク ケシ科 

11590     Corydalis incisa ムラサキケマン ケシ科 

11607     Corydalis pallida var. tenuis ミヤマキケマン ケシ科 

05661     Corylus heterophylla var. thunbergii ハシバミ カバノキ科 

19670     Cotoneaster horizontalis コトネアスター バラ科 

19681     Crataegus cuneata サンザシ バラ科 

19685     Crataegus oxyacantha セイヨウサンザシ バラ科 

22722     Crotalaria sessiliflora タヌキマメ マメ科 

16246     Cryptotaenia japonica var. atropurpureaムラサキミツバ セリ科 

18110     Cucubalus baccifera var. japonica ナンバンハコベ ナデシコ科 

12523     Cyclamen balearicum シクラメン バレアリクム サクラソウ科 

12527     Cyclamen cilicium シクラメン キリキウム サクラソウ科 

12530     Cyclamen coum シクラメン コウム サクラソウ科 

12555     Cyclamen coum silver leaf シクラメン コウム(銀葉) サクラソウ科 

12560     Cyclamen cyprium シクラメン キプリウム サクラソウ科 

12561     Cyclamen graecum シクラメン グラエカム サクラソウ科 

12568     Cyclamen hederifolium シクラメン ヘデリフォリウム サクラソウ科 

12596     Cyclamen hederifolium silver long leaf シクラメン ヘデリフォリウム(銀長葉) サクラソウ科 

12606     Cyclamen persicum シクラメン ペルシクム サクラソウ科 

12613     Cyclamen purpurascens シクラメン プルプラッセンス サクラソウ科 

12622     Cyclamen rohlfsianum シクラメン ロールフシアヌム サクラソウ科 

26985     Cymbidium floribundum キンリョウヘン ラン科 

26980-1   Cymbidium lancifolium ナギラン(六弁花) ラン科 

09751     Cynanchum amplexicaule ロクオンソウ(ヒゴビャクゼン) キョウチクトウ科 

09763     Cynanchum japonicum イヨカズラ キョウチクトウ科 

09763-W  Cynanchum japonicum (W)イヨカズラ キョウチクトウ科 

09767     Cynanchum katoi クサナギオゴケ キョウチクトウ科 

09768     Cynanchum katoi f. albescens シロバナクサナギオゴケ キョウチクトウ科 

27016-W  Cypripedium japonicum (W)クマガイソウ ラン科 

27019     Cypripedium macranthum var. hotei-atsumorianum ホテイアツモリソウ ラン科 

27025     Cypripedium reginae キプリペディウム レギナエ ラン科 

20647-1   Cyrtanthus mackenii キルタンツス マッケニィ系園芸種(角笛草) ヒガンバナ科 

15147     Daphne kiusiana コショウノキ ジンチョウゲ科 

10669     Delphinium glareosum デルフィニウム グラレオスム キンポウゲ科 

22780     Desmodium oldhamii フジカンゾウ マメ科 

22784     Desmodium podocarpium ssp. oxyphyllum ヌスビトハギ マメ科 

15580     Dianella ensifolia キキョウラン ススキノキ科 

18185     Dianthus gracialis ディアンツス グラキアリス(ヒョウガナデシコ) ナデシコ科 

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 

18199     Dianthus kiusianus white fl. ヒメハマナデシコ(白) ナデシコ科 

18211     Dianthus myrtinervius ディアンツス ミルティネルヴィウス ナデシコ科 

18219     Dianthus pavonius ディアンツス パボニウス ナデシコ科 

18235     Dianthus shinanensis シナノナデシコ ナデシコ科 

18236     Dianthus shinanensis white fl. シナノナデシコ(白) ナデシコ科 

18248     Dianthus superbus  エゾカワラナデシコ ナデシコ科 
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18251     Dianthus superbus var. amoenus(?) クモイナデシコ ナデシコ科 

18253     Dianthus superbus var. longicalycinus カワラナデシコ ナデシコ科 

18253-7   Dianthus superbus var. longicalycinus カワラナデシコ(絞り咲き) ナデシコ科 

18253-E   Dianthus superbus var. longicalycinus カワラナデシコ(沖縄産由来) ナデシコ科 

18257     Dianthus superbus var. longicalycinus white fl. カワラナデシコ(白) ナデシコ科 

18260     Dianthus superbus var. speciosus タカネナデシコ(シモフリナデシコ) 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 

11642     Dicentra peregrina コマクサ ケシ科 

11644     Dicentra peregrina f. alba コマクサ(白) ケシ科 

11643     Dicentra peregrina 'Hien'  コマクサ｢緋炎｣ ケシ科 

10721     Dichocarpum dicarpon var. univalve サイコクサバノオ キンポウゲ科 

10723     Dichocarpum nipponicum アズマシロカネソウ キンポウゲ科 

25026     Dioscorea japonica ヤマノイモ ヤマノイモ科 

25026-B   Dioscorea japonica ヤマノイモ(ムカゴ) ヤマノイモ科 

25026-B2  Dioscorea japonica ヤマノイモ(斑入葉)(ムカゴ) ヤマノイモ科 

24440     Diphylleia grayi サンカヨウ メギ科 

24440-W  Diphylleia grayi (W)サンカヨウ メギ科 

24440-W1  Diphylleia grayi (W)サンカヨウ メギ科 

02581     Disporum sessile ホウチャクソウ イヌサフラン科 

02584     Disporum smilacinum チゴユリ(エダウチチゴユリ) イヌサフラン科 

01139     Draba borealis エゾイヌナズナ(シロバナノイヌナズナ) アブラナ科 

01180     Draba kitadakensis キタダケナズナ アブラナ科 

01196     Draba oligosperma ドラバ オリゴスペルマ アブラナ科 

01212     Draba sachalinensis モイワナズナ アブラナ科 

01216     Draba shiroumana シロウマナズナ アブラナ科 

01221     Draba sp. キリギシナズナ アブラナ科 

01232     Draba ussuriensis ドラバ ウスリエンシス アブラナ科 

01233     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 

14280-1   Dracocephalum argunense ムシャリンドウ(斑入り) シソ科 

14281     Dracocephalum argunense "Album" ムシャリンドウ(白) シソ科 

24555-1   Drosera filiformis 'Allred' イトバモウセンゴケ ｢オールレッド」 モウセンゴケ科 

24557-1   Drosera indica ナガバノイシモチソウ(赤花) モウセンゴケ科 

24561-W  Drosera peltata (W)イシモチソウ モウセンゴケ科 

19720-1   Duchesnea chrysantha ヘビイチゴ(斑入り) バラ科 

22801     Dunbaria villosa ノアズキ マメ科 

07842     Echinops setifer ヒゴタイ(タマアザミ) キク科 

06655     Edraianthus graminifolius エドライアンツス グラミニフォリウス(カンムリバナ) キキョウ科 

11327-W  Elaeagnus umbellata (W)アキグミ グミ科 

27110-1   Eleorchis japonica サワラン(アサヒラン)(白、うるみ) ラン科 

27110-2   Eleorchis japonica f. ヒメサワラン(通称) ラン科 

04440     Eleutherococcus (Acanthopanax) leucorrhizus エルセロコックス レウコリズス ウコギ科 

07861     Emilia sagittata ベニニガナ キク科 

07862     Emilia sonchifolia  ウスベニニガナ キク科 

17010     Epigaea asiatica イワナシ ツツジ科 

00566-W  Epilobium cephalostigma (W)イワアカバナ アカバナ科 

24473     Epimedium koreanum キバナイカリソウ メギ科 

27151     Epipactis thunbergii f. subconformis イソマカキラン ラン科 

27149-2   Epipactis thunbergii 'Kaganohi' カキラン｢加賀の緋｣、セルフ ラン科 

27149-3   Epipactis thunbergii 'Kaganohi' x 'Yakushima form' カキラン｢加賀の緋｣×ヤクシマカキラン 

07889     Erigeron aureus エリゲロン アウレウス キク科 

07898     Erigeron compactus エリゲロン コンパクツス キク科 

04950     Erinus alpinus イワカラクサ オオバコ科 
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04951     Erinus alpinus albus イワカラクサ(白) オオバコ科 

22189     Eriocaulon nudicuspe シラタマホシクサ ホシクサ科 

22193     Eriocaulon parvum クロホシクサ ホシクサ科 

22200     Eriocaulon senile ゴマシオホシクサ ホシクサ科 

01254     Erysimum asperum エリシムム アスペルム アブラナ科 

18772     Euonymus alatus ニシキギ ニシキギ科 

18772-W  Euonymus alatus (W)ニシキギ ニシキギ科 

18776     Euonymus alatus f. stiatus コマユミ ニシキギ科 

18776-W1  Euonymus alatus f. stiatus (W)コマユミ ニシキギ科 

18776-W2  Euonymus alatus f. stiatus (W)コマユミ ニシキギ科 

18776-W3  Euonymus alatus f. stiatus (W)コマユミ ニシキギ科 

18821     Euonymus hamiltonianus アメリカマユミ ニシキギ科 

18799     Euonymus lanceolatus ムラサキマユミ ニシキギ科 

18804     Euonymus oxyphyllus ツリバナ ニシキギ科 

18804-W  Euonymus oxyphyllus (W)ツリバナ ニシキギ科 

18804-W1 Euonymus oxyphyllus (W)ツリバナ ニシキギ科 

18809-W  Euonymus sieboldianus (W)マユミ ニシキギ科 

18809-W1  Euonymus sieboldianus (W)マユミ ニシキギ科 

18809-W3  Euonymus sieboldianus (W)マユミ ニシキギ科 

18815     Euonymus sp フウリンツリバナマユミ ニシキギ科 

07954     Eupatorium fortunei フジバカマ キク科 

07954-1   Eupatorium fortunei フジバカマ(銅葉) キク科 

07957     Eupatorium lindleyanum サワヒヨドリ キク科 

17704     Euphorbia heterophylla ショウジョウソウ(クサショウジョウ) トウダイグサ科 

17733     Euphorbia lathyris ホルトソウ トウダイグサ科 

01280-1   Eutrema japonica ワサビ(斑入り葉) アブラナ科 

06084-W  Fimbristylis miliacea (W)ヒデリコ カヤツリグサ科 

26023     Fritillaria pudica フリチラリア プジカ ユリ科 

17030     Gaultheria adenothrix アカモノ ツツジ科 

17034     Gaultheria miqueliana シラタマノキ ツツジ科 

17034-W  Gaultheria miqueliana (W)シラタマノキ ツツジ科 

27970-W  Gentiana algida (W)トウヤクリンドウ リンドウ科 

28077     Gentiana scabra var. buergeri リンドウ リンドウ科 

28077-W  Gentiana scabra var. buergeri (W)リンドウ リンドウ科 

28077-W2  Gentiana scabra var. buergeri (W)リンドウ リンドウ科 

28080-1    Gentiana scabra var. buergeri f. stenophylla ホソバリンドウ(白散斑) リンドウ科 

28114     Gentiana triflora var. japonica f. montana エゾオヤマリンドウ リンドウ科 

28115     Gentiana triflora var. japonica f. montana white fl. エゾオヤマリンドウ(白) リンドウ科 

28136     Gentiana yakushimensis ヤクシマリンドウ リンドウ科 

27207     Geodorum densiflorum トサカメオトラン ラン科 

21307     Geranium bohemicum ゲラニウム ボヘミクス フウロソウ科 

21322     Geranium eriostemon var. reinii f. onoei タカネグンナイフウロ フウロソウ科 

21345     Geranium nepalense var. thunbergii ゲンノショウコ(赤) フウロソウ科 

21345-1   Geranium nepalense var. thunbergii ゲンノショウコ(絞り咲き) フウロソウ科 

21345-2   Geranium nepalense var. thunbergii ゲンノショウコ(白) フウロソウ科 

21345-3   Geranium nepalense var. thunbergii ゲンノショウコ(白に緑色花) フウロソウ科 

21345-4   Geranium nepalense var. thunbergii ゲンノショウコ(葉に白の散り斑) フウロソウ科 

21345-W2 00 Geranium nepalense var. thunbergii (W)ゲンノショウコ(白) フウロソウ科 

21402     Geranium sessiliflorum ゲラニウム セッシリフロルム フウロソウ科 

21410     Geranium soboliferum アサマフウロ フウロソウ科 

19776     Geum aleppicum オオダイコンソウ バラ科 

19787     Geum japonicum ダイコンソウ バラ科 

19787-1   Geum japonicum ダイコンソウ(斑入り） バラ科 

19794     Geum pentapetalum チングルマ バラ科 
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19820     Gillenia trifoliata ミツバシモツケ バラ科 

01870-B  Gladiolus uysiae グラジオラス ウィシアエ アヤメ科 

10750     Glaucidium palmatum シラネアオイ キンポウゲ科 

10750-W1  Glaucidium palmatum (W)シラネアオイ キンポウゲ科 

10751     Glaucidium palmatum white fl. シラネアオイ(白) キンポウゲ科 

10751-W  Glaucidium palmatum white fl. (W)シラネアオイ(白) キンポウゲ科 

10751-W1  Glaucidium palmatum white fl. (W)シラネアオイ(白) キンポウゲ科 

05510     Gomphocarpus physocarpus フウセントウワタ ガガイモ科 

00040     Gossypium arboreum ワタ アオイ科 

01881     Gynandriris setifolia ギナンドリリス セティフォリア アヤメ科 

04780     Gynostemma pentaphyllum アマチャヅル  ウリ科 

18290     Gypsophila cerastioides オノエマンテマ ナデシコ科 

27260     Habenaria dentata ダイサギソウ ラン科 

20670     Habranthus andersonii ハブランツス アンダーソニー ヒガンバナ科 

20682     Habranthus tubispathus ハブランツス ツビスパツス ヒガンバナ科 

20687     Habranthus tubispathus var. texanus ハブランツス ツビスパツス テキサヌス ヒガンバナ科 

03260-1   Hakonechloa macra ウラハグサ(通称：フウチソウ)(斑入り) イネ科 

08109     Helianthus cucumerifolius ヒメヒマワリ キク科 

10819     Helleborus orientalis ヘレボルス オリエンタリス キンポウゲ科 

10825     Helleborus orientalis hyb. 通称クリスマスローズ キンポウゲ科 

10839-1   Helleborus sp. クリスマスローズ(通称)(ダブル咲) キンポウゲ科 

10839-2   Helleborus sp. クリスマスローズ(通称)(白花系、ピコ、斑入り) キンポウゲ科 

10839-3   Helleborus sp. クリスマスローズ(通称)(黒花系) キンポウゲ科 

10839-4   Helleborus sp. クリスマスローズ(通称)(白花系、) キンポウゲ科 

10839-5   Helleborus sp. クリスマスローズ(通称)(白花系、ピコ) 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 

14952     Helonias (Heloniopsis) orientalis ショウジョウバカマ シュロソウ科 

19240-1   Helwingia japonica ハナイカダ(斑入り) ハナイカダ科 

15594     Hemerocallis citrina var. vespertina ユウスゲ(キスゲ) ススキノキ科 

15596     Hemerocallis dumortieri var. esculenta ゼンテイカ(ニッコウキスゲ) ススキノキ科 

15596-W1  Hemerocallis dumortieri var. esculenta (W)ゼンテイカ(ニッコウキスゲ) ススキノキ科 

15599     Hemerocallis fulva var. littorea ハマカンゾウ ススキノキ科 

15602     Hemerocallis fulva var. yezoensis エゾキスゲ ススキノキ科 

15608     Hemerocallis middendorfii var. esculenta f. musashiensis) ムサシノキスゲ ススキノキ科 

15609     Hemerocallis middendorfii var. exaltata トビシマカンゾウ ススキノキ科 

15610     Hemerocallis minor ホソバキスゲ ススキノキ科 

15611     Hemerocallis nana ヘメロカリス ナナ ススキノキ科 

15612     Hemerocallis thunbergii ヘメロカリス ツンベルギー(ユウスゲ) ススキノキ科 

01890     Herbertia amoena チリアヤメ アヤメ科 

27313     Hetaeria yakusimensis ヤクシマアカシュスラン ラン科 

00051     Hibiscus coccineus モミジアオイ アオイ科 

00053     Hibiscus hamabo ハマボウ アオイ科 

00057     Hibiscus mutabilis  フヨウ アオイ科 

00058     Hibiscus mutabilis 'Versicolor' スイフヨウ アオイ科 

00064     Hibiscus sabdariffa ローゼル 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 

08161     Hieracium aurantiacum コウリンタンポポ(エフデギク) キク科 

08166     Hieracium japonicum ミヤマコウゾリナ キク科 

08166-W  Hieracium japonicum (W)ミヤマコウゾリナ キク科 

08169     Hieracium maeulatum ウズラバタンポポ キク科 

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 

03326     Hordeum vulgare オオムギ イネ科 

09373-W  Hosta kikutii var. polyneuron (W)スダレギボウシ キジカクシ科 

09386     Hosta longissima ナガバミズギボウシ キジカクシ科 
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09388-W  Hosta longissima var. brevifolia (W)ミズギボウシ キジカクシ科 

09388-1   Hosta longissima var. brevifolia f. varigata ミズギボウシ(斑入り葉) キジカクシ科 

09398     Hosta sieboldiana オオバギボウシ キジカクシ科 

09398-1   Hosta sieboldiana オオバギボウシ(黄縞斑) キジカクシ科 

09402     Hosta sieboldii f. lancifolia コバギボウシ キジカクシ科 

09402-1   Hosta sieboldii f. lancifolia white fl. コバギボウシ(白) キジカクシ科 

09404     Hosta sieboldii f. spathulata ヤクシマギボウシ キジカクシ科 

09408     Hosta sieboldii var. rectifolia タチギボウシ(ニシキギギボウシ) キジカクシ科 

09408-1   Hosta sieboldii var. rectifolia タチギボウシ(ニシキギギボウシ)(白縞斑) キジカクシ科 

09359     Hosta 'Tokudama' ヒメトクダマ キジカクシ科 

09425     Hosta venusta オトメギボウシ キジカクシ科 

00769-1   Hydrangea serrata ヤマアジサイ(園芸種) アジサイ科 

00769-2   Hydrangea serrata ヤマアジサイ(園芸種) アジサイ科 

21940     Hylotelephium cauticola ヒダカミセバヤ ベンケイソウ科 

21946     Hylotelephium sieboldii ミセバヤ ベンケイソウ科 

05383     Hypericum ascyron トモエソウ オトギリソウ科 

05383-W  Hypericum ascyron (W)トモエソウ オトギリソウ科 

05383-W1  Hypericum ascyron (W)トモエソウ オトギリソウ科 

05395     Hypericum erectum オトギリソウ オトギリソウ科 

09910     Hypoxis aurea コキンバイザサ キンバイザサ科 

24766     Ilex serrata ウメモドキ モチノキ科 

24766-W  Ilex serrata (W)ウメモドキ モチノキ科 

17594     Impatiens noli-tangere キツリフネ ツリフネソウ科 

17598     Impatiens textori ツリフネソウ ツリフネソウ科 

17598-2   Impatiens textori ツリフネソウ(ピンク） ツリフネソウ科 

17598-3   Impatiens textori ツリフネソウ(赤） ツリフネソウ科 

17598-4   Impatiens textori ツリフネソウ(ピンク）吹掛 ツリフネソウ科 

17598-5   Impatiens textori ツリフネソウ(ピンク）(赤頭巾) ツリフネソウ科 

17599     Impatiens textori 'Alba' ツリフネソウ(白) ツリフネソウ科 

22943     Indigofera pseudotinctoria コマツナギ マメ科 

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 

21223     Ipomea nil アサガオ(白花、変わり葉) ヒルガオ科 

21200     Ipomoea (Quamoclit) coccinea マルバルコウ(マルバルコウソウ、ツタノハルコウ) ヒルガオ科 

21204     Ipomoea (Quamoclit) lacunosa マメアサガオ ヒルガオ科 

21206     Ipomoea (Quamoclit) pennata ルコウソウ ヒルガオ科 

21222     Ipomoea nil 変化朝顔(青水晶斑入並葉銀鼠咲) ヒルガオ科 

01921     Iris (Belamcanda) chinensis ヒオウギ アヤメ科 

01958     Iris ensata var. spontanea ノハナショウブ アヤメ科 

01958-W  Iris ensata var. spontanea (W)ノハナショウブ アヤメ科 

01960     Iris foetidissima イリス フォエティディッシマ アヤメ科 

01963     Iris gracilipes ヒメシャガ アヤメ科 

01981     Iris magnifica イリス マグニフィカ アヤメ科 

02003     Iris sanguinea アヤメ アヤメ科 

02003-W  Iris sanguinea (W)アヤメ アヤメ科 

02005     Iris setosa ヒオウギアヤメ アヤメ科 

02005-W  Iris setosa (W)ヒオウギアヤメ アヤメ科 

02032     Iris tectorum イチハツ アヤメ科 

14371     Isodon japonicus ヒキオコシ シソ科 

14601     Isodon longitubus アキチョウジ シソ科 

02055     ixia rapunculoides イキシア ラプンクロイデス アヤメ科 

02387     Juncus maximowiczii イトイ イグサ科 

22320     Kadsura japonica サネカズラ (ビナンカズラ) マツブサ科 

00790     Kirengeshoma palmata キレンゲショウマ アジサイ科 
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00790     Kirengeshoma palmata キレンゲショウマ アジサイ科 

22965     Laburnum anagyroides キングサリ マメ科 

09441     Lachenalia (Polyxena) corymbosa ポリキセナ コリンボーサ キジカクシ科 

09442     Lachenalia (Polyxena) ensifolia ポリキセナ エンシフォリア キジカクシ科 

09447     Lachenalia (Polyxena) longituba ポリキセナ ロンギツバ キジカクシ科 

09449     Lachenalia (Polyxena) odorata ポリキセナ オドラータ キジカクシ科 

09460     Lachenalia (Polyxena) paucifolia ポリキセナ パウシフォリア キジカクシ科 

09456     Lachenalia (Polyxena) reflexa ラケナリア レフレクサ キジカクシ科 

03390     Lagurus ovatus ウサギノオ(ウサギノシッポ、ラグラス) イネ科 

02061     Lapeirousia jacquinii ラペイロウジア ヤククイニー アヤメ科 

08370     Leibnitzia anandria センボンヤリ キク科 

08370-W  Leibnitzia anandria (W)センボンヤリ キク科 

08403     Leontopodium hayachinense ハヤチネウスユキソウ キク科 

14440     Leonurus japonicus メハジキ シソ科 

14441     Leonurus macranthus キセワタ シソ科 

01371     Lepidium peruvianum レピディウム ペルビアヌム アブラナ科 

23031     Lespedeza bicolor ヤマハギ マメ科 

23031-W  Lespedeza bicolor (W)ヤマハギ マメ科 

23030     Lespedeza sp. ハギ 種不詳 マメ科 

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 

18932     Lewisia nevadensis ルイシア ネバデンシス ヌマハコベ科 

08519     Ligularia jaluensis リグラリア ヤルエンシス キク科 

08518     Ligularia sagitta リグラリア サジタ キク科 

16320     Ligusticum hultenii マルバトウキ セリ科 

26215     Lilium auratum ヤマユリ ユリ科 

26215-W  Lilium auratum (W)ヤマユリ ユリ科 

26215-W1  Lilium auratum (W)ヤマユリ ユリ科 

26215-W2  Lilium auratum (W)ヤマユリ ユリ科 

26216     Lilium auratum red fls. ヤマユリ(赤花) ユリ科 

26217     Lilium auratum var. platyphyllum サクユリ ユリ科 

26223     Lilium callosum ノヒメユリ(スゲユリ) ユリ科 

26233     Lilium concolor var. flaviflorum キバナノヒメユリ ユリ科 

26234     Lilium concolor var. partheneion ヒメユリ ユリ科 

26253     Lilium japonicum ササユリ ユリ科 

26257-B1  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(黄金鬼百合 )(ムカゴ) ユリ科 

26269     Lilium maculatum スカシユリ(イワトユリ) ユリ科 

26269-1   Lilium maculatum イワユリ(日本海側個体群) ユリ科 

26269-W  Lilium maculatum (W)スカシユリ(イワトユリ) ユリ科 

26270     Lilium maculatum subsp. dauricum エゾスカシユリ ユリ科 

26274-1   Lilium martagon リリウム マルタゴン(花色混合) ユリ科 

26304     Lilium rubellum ヒメサユリ ユリ科 

26307     Lilium speciosum カノコユリ ユリ科 

26308     Lilium speciosum var. clivorum タキユリ ユリ科 

02483     Limonium tetragonum ハマサジ イソマツ科 

02484     Limonium wrightii イソマツ イソマツ科 

01584     Linum usitatissimum アマ アマ科 

27349     Liparis kumokiri クモキリソウ ラン科 

27349-W  Liparis kumokiri (W)クモキリソウ ラン科 

27351-W  Liparis nervosa (W)コクラン ラン科 

09471     Liriope muscari ヤブラン キジカクシ科 

24271     Lithospermum erythrorhizon ムラサキ ムラサキ科 

06712     Lobelia cardinalis ベニバナサワギキョウ キキョウ科 



Seed List No.32     AGST Seed Exchange 2015 - 2016 Dec. 10, 2015 

The Alpine Garden Society of Tokyo  Tokyo, JAPAN   

種子交換リスト 32号 2015年－2016年 東京山草会種子交換委員会 

 

12 

06719     Lobelia sessilifolia サワギキョウ キキョウ科 

06719-1   Lobelia sessilifolia サワギキョウ(矮性種) キキョウ科 

06719-3   Lobelia sessilifolia サワギキョウ(花色:薄紫) キキョウ科 

06719-W  Lobelia sessilifolia (W)サワギキョウ キキョウ科 

06719-W1  Lobelia sessilifolia (W)サワギキョウ キキョウ科 

17080     Loiseleuria procumbens ミネズオウ ツツジ科 

23075     Lotus corniculatus var. japonicus ミヤコグサ マメ科 

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 

23106-W  Lupinus minimus  (W)ルピナス ミニムス マメ科 

23099     Lupinus nootkatensis ルピナス ノオトカテンシス マメ科 

13280     Lysichiton camtschatcense ミズバショウ サトイモ科 

12694     Lysimachia clethroides オカトラノオ サクラソウ科 

12694-W  Lysimachia clethroides (W)オカトラノオ サクラソウ科 

12697     Lysimachia fortunei ヌマトラノオ サクラソウ科 

12704     Lysimachia mauritiana ハマボッス サクラソウ科 

12709     Lysimachia sikokiana モロコシソウ サクラソウ科 

12715     Lysimachia vulgaris var. davurica yelloW  クサレダマ サクラソウ科 

24690-W  Magnolia hypoleuca (W)ホオノキ モクレン科 

24691-W  Magnolia praecocissima (W)コブシ モクレン科 

24695     Magnolia seiboldii ssp. japonica オオヤマレンゲ モクレン科 

26341-W  Maianthemum (Smilacina) japonica (W)ユキザサ ユリ科 

17750-1   Mallotus japonicus アカメガシワ(斑入り) トウダイグサ科 

19860-W  Malus baccata var. mandshurica (W)エゾノコリンゴ バラ科 

26350-1   Massonia dipressa マッソニア ディプレッサ(ピンク) ユリ科 

26352     Massonia longipes マッソニア ロンギペス ユリ科 

19182     Mazus miquelii ムラサキサギゴケ ハエドクソウ科 

11712     Meconopsis cambrica メコノプシス カンブリカ ケシ科 

02080     Melasphaerula ramosa メラスフェルラ ラモサ アヤメ科 

14511     Mentha japonica ヒメハッカ シソ科 

24285     Mertensia pterocarpa var. yezoensis エゾルリソウ ムラサキ科 

05370     Mirabilis jalapa オシロイバナ(黄) オシロイバナ科 

05370-1   Mirabilis jalapa オシロイバナ(赤) オシロイバナ科 

05370-2   Mirabilis jalapa オシロイバナ(白) オシロイバナ科 

25263     Mitella furusei var. subramosa チャルメルソウ ユキノシタ科 

25265     Mitella japonica オオチャルメルソウ ユキノシタ科 

25266     Mitella kiusiana ツクシチャルメルソウ ユキノシタ科 

25274     Mitella makinoi シコクチャルメルソウ ユキノシタ科 

25270     Mitella pauciflora コチャルメルソウ 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 

08550     Miyamayomena savatieri ミヤマヨメナ キク科 

14537     Mosla punctulata イヌコウジュ シソ科 

24311     Myosotis alpestris ミオソティス アルペストィリス(ミヤマワスレナグサ) ムラサキ科 

24500     Nandina domestica ナンテン メギ科 

20776     Narcissus bulbocodium ナルキスス ブルボコディウム ヒガンバナ科 

20835     Narcissus rupicola ナルキスス ルピコラ ヒガンバナ科 

20840     Narcissus serotinus ナルキスス セロチヌス ヒガンバナ科 

26410-W  Narthecium asiaticum (W)キンコウカ ユリ科 

27440     Neofinetia falcata フウラン ラン科 

17940     Nicandra physaloides オオセンナリ(通称クロホオズキ) ナス科 

17940-1   Nicandra physaloides オオセンナリ(通称クロホオズキ)(斑入り) ナス科 

26461     Nothoscordum bomeriens ノトスコルドム ボメリエンス ユリ科 

15540     Nuphar japonicum コウホネ スイレン科 

14547     Ocimum tenuiflorum(sanctum) カミメボウキ シソ科 

00632     Oenothera biennis メマツヨイグサ アカバナ科 
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00640     Oenothera minima ヒメツキミソウ アカバナ科 

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 

00653     Oenothera tetraptera オエノテラ テトラプテラ(ツキミソウ) アカバナ科 

09496     Ophiopogon planiscapus オオバジャノヒゲ キジカクシ科 

03564-1   Oplismenus undulatifolius f. variegata チヂミザサ(斑入り) イネ科 

09519-B   Ornithogalum umbellatum オオアマナ(球根) キジカクシ科 

22234     Paeonia japonica ヤマシャクヤク ボタン科 

22248     Paeonia obovata ベニバナヤマシャクヤク ボタン科 

22260-2   Paeonia suffruticosa ボタン(園芸種のセルフ 1) ボタン科 

22260-3   Paeonia suffruticosa ボタン(園芸種のセルフ 2) ボタン科 

04500     Panax japonicus トチバニンジン ウコギ科 

11780     Papaver alboroseum パパベル アルボロセウム ケシ科 

11790     Papaver fauriei リシリヒナゲシ ケシ科 

11797     Papaver lisae パパベル リサエ ケシ科 

11804     Papaver miyabeanum araito パパベル ミヤベアヌム アライト(アライトヒナゲシ) ケシ科 

11830     Papaver oreophilum  パパベル オレオフィルム ケシ科 

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-W  Parnassia palustris var. multiseta (W)ウメバチソウ(W)ウメバチソウ ニシキギ科 

18839-W1  Parnassia palustris var. multiseta (W)ウメバチソウ ニシキギ科 

21802     Parthenocissus quinquefolia アメリカヅタ(バージニアヅタ) ブドウ科 

21802-1   Parthenocissus quinquefolia 'Variegatus' アメリカヅタ(バージニアヅタ)(斑入り) ブドウ科 

21804     Parthenocissus sp. チュウゴクオオバヅタ(流通名？) ブドウ科 

05460     Patrinia gibbosa マルバキンレイカ オミナエシ科 

05473     Patrinia heterophylla パテリニア ヘテロフィラ オミナエシ科 

05463     Patrinia scabiosifolia オミナエシ オミナエシ科 

05470     Patrinia triloba var. triloba ハクサンオミナエシ オミナエシ科 

05470-W  Patrinia triloba var. triloba (W)ハクサンオミナエシ オミナエシ科 

19510-W  Pedicularis  nipponica (W)オニシオガマ ハマウツボ科 

25301     Peltoboykinia watanabei ワタナベソウ ユキノシタ科 

03643     Pennisetum alopecuroides f. viridescens アオチカラシバ イネ科 

05086     Penstemon frutescens f. albiflorus シロバナイワブクロ オオバコ科 

05190     Penstemon sp. 洋種イワブクロ(流通名?) オオバコ科 

25310     Penthorum chinense タコノアシ ユキノシタ科 

25310-W  Penthorum chinense (W)タコノアシ ユキノシタ科 

06730     Peracarpa carnosa var. circaeoides タニギキョウ キキョウ科 

16625-1   Persicaria longiseta イヌタデ(斑入り) タデ科 

08642     Pertya robusta カシワバハグマ キク科 

19312     Phlox paniculata オイランソウ(流通名?) ハナシノブ科 

19902     Photinia (Pourthiaea) villosa var. leavis カマツカ バラ科 

19902-W1  Photinia (Pourthiaea) villosa var. leavis (W)カマツカ バラ科 

19560     Phtheirospermum japonicum コシオガマ ハマウツボ科 

19561     Phtheirospermum japonicum f. albiflorum シロバナコシオガマ ハマウツボ科 

17140     Phyllodoce nipponica var. oblongo-ovata ナガバツガザクラ ツツジ科 

17970     Physalis alkekengi  var. frachetii ホオズキ ナス科 

17971     Physalis chamaesarachoides ヤマホオズキ ナス科 

13305-1   Pinellia tripartita オオハンゲ(斑入り) サトイモ科 

13305-2   Pinellia tripartita オオハンゲ(散斑) サトイモ科 

13306     Pinellia tripartita ex. 'Variegata' オオハンゲ(黄斑) サトイモ科 

23222     Pisum sativum ツタンカーメンのエンドウマメ(通称) マメ科 

05203     Plantago asiatica f. variegata オオバコ(斑入) オオバコ科 

05205     Plantago asiatica var. yakusimensis ヤクシマオオバコ オオバコ科 

27618-W  Platanthera hologlottis (W)ミズチドリ ラン科 

27620     Platanthera japonica ツレサギソウ ラン科 
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06780     Platycodon grandiflorum キキョウ キキョウ科 

06780-1   Platycodon grandiflorum キキョウ(絞り咲き) キキョウ科 

06780-2   Platycodon grandiflorum キキョウ(八重、白) キキョウ科 

06780-3   Platycodon grandiflorum キキョウ(八重) キキョウ科 

06782     Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou' アポイギキョウ(アポイ岳系、紫、通称) キキョウ科 

06782-2   Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou' アポイギキョウ(通称)(絞り咲き) キキョウ科 

06782-3   Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou' アポイギキョウ(通称)(松浦系) キキョウ科 

06781     Platycodon grandiflorum white fl. キキョウ(白) キキョウ科 

14600     Plectranthus effusa? ベニバナセキヤノアキチョウジ(仮称) シソ科 

14601     Plectranthus longitubs アキチョウジ シソ科 

27651-B1  Pleione bulbocodioides 'Nyoho' タイリントキソウ交配種｢女峰」(小球) ラン科 

27651-B   Pleione bulbocodloides プレイオネ ブルボコディオイデス(ムカゴ) ラン科 

24511     Podophyllum hexandrum ポドフィルム ヘキサンドルム(ヒマラヤハッカクレン) メギ科 

03760     Pogonatherum crinitum イタチガヤ イネ科 

19337     Polemonium caeruleum ssp. yezoense エゾハナシノブ ハナシノブ科 

19353     Polemonium kiushianum 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 

09548     Polygonatum humile ヒメイズイ キジカクシ科 

16671     Polygonum erecto-minor ヒメタデ タデ科 

16672     Polygonum erecto-minor white fl. ヒメタデ(白) タデ科 

16673     Polygonum filiforme f. albiflorum ギンミズヒキ タデ科 

16673-1   Polygonum filiforme f. albiflorum ギンミズヒキ(斑入り) タデ科 

16681     Polygonum longiseta f. contractum ウズタデ(チヂミタデ) タデ科 

16690     Polygonum sp. マルバアイタデ(俗称) タデ科 

16692     Polygonum tinctorium アイ(通称タデアイ／アイタデ) タデ科 

16697     Polygonum(Antenoron) filiforme ミズヒキ タデ科 

16697-1   Polygonum(Antenoron) filiforme ミズヒキ(白花) タデ科 

16697-2   Polygonum(Antenoron) filiforme ミズヒキ(桃花、赤と白の交雑種) タデ科 

16698     Polygonum(Antenoron) filiforme 'Variegata' ミズヒキ(斑入り) タデ科 

19938     Potentilla dickinsii イワキンバイ バラ科 

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 

19955     Potentilla gracilis nuttallii ポテンチラ グラキリス ヌタリー バラ科 

19969     Potentilla matsumurae var. yuparensis ユウバリキンバイ バラ科 

19970     Potentilla megalantha チシマキンバイ バラ科 

19970-1   Potentilla megalantha チシマキンバイ(斑入) バラ科 

19974     Potentilla miyabei メアカンキンバイ バラ科 

19984     Potentilla nipponica ヒロハノカワラサイコ バラ科 

19988     Potentilla nivea ウラジロキンバイ バラ科 

20005-1   Potentilla recta alba ポテンティラ レクタ アルバ バラ科 

12844     Primula denticulata プリムラ デンティクラタ サクラソウ科 

12901     Primula japonica クリンソウ サクラソウ科 

12901-2   Primula japonica クリンソウ(絞り咲) サクラソウ科 

12901-4   Primula japonica クリンソウ(混合) サクラソウ科 

12901-5   Primula japonica クリンソウ(ピンク) サクラソウ科 

12901-W1  Primula japonica (W)クリンソウ サクラソウ科 

12901-W2  Primula japonica (W)クリンソウ サクラソウ科 

12906     Primula japonica white fls. クリンソウ(白) サクラソウ科 

12947     Primula modesta var. matsumurae レブンコザクラ サクラソウ科 

13013     Primula sieboldii サクラソウ 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 

18380     Pseudostellaria heterantha ワチガイソウ ナデシコ科 

18382     Pseudostellaria heterophylla ワダソウ ナデシコ科 
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17163-W  Pyrola incarnata (W)ベニバナイチヤクソウ ツツジ科 

21882     Quercus acutissima クヌギ ブナ科 

10896     Ranunculus acris var. nipponicus ミヤマキンポウゲ キンポウゲ科 

10916-B   Ranunculus ficaria ヒメリュウキンカ(根茎） キンポウゲ科 

10926     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 

10968     Ranunculus sceleratus タガラシ キンポウゲ科 

24520     Ranzania japonica トガクシショウマ メギ科 

24520-E   Ranzania japonica トガクシショウマ メギ科 

17189-W  Rhododendron aureum (W) キバナシャクナゲ ツツジ科 

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 

17200     Rhododendron camtschaticum エゾツツジ ツツジ科 

17201     Rhododendron camtschaticum f. albiflorum シロバナエゾツツジ ツツジ科 

17268     Rhododendron parvifolium サカイツツジ ツツジ科 

20120     Rhodotypos scandens シロヤマブキ バラ科 

23320     Rhynchosia acuminatifolia トキリマメ マメ科 

23322     Rhynchosia volubilis タンキリマメ マメ科 

15560-B   Ribes ambiguum ヤシャビシャク(隗茎） スグリ科 

25320     Rodgersia podophylla ヤグルマソウ ユキノシタ科 

02216     Romulea tabularis ロムレア タブラリス アヤメ科 

20132     Rosa acicularis white fl. オオタカネバラ(白) バラ科 

20134     Rosa bracteata カカヤンバラ(ヤエヤマノイバラ) バラ科 

20142     Rosa hirtula サンショウバラ バラ科 

20144     Rosa laevigata ナニワイバラ バラ科 

20151     Rosa nipponensis タカネバラ バラ科 

20156     Rosa rugosa ハマナス バラ科 

14687     Salvia japonica アキノタムラソウ シソ科 

14687-W  Salvia japonica (W)アキノタムラソウ シソ科 

14693     Salvia lutescens var. crenata ミヤマタムラソウ シソ科 

14699-1   Salvia nipponica (W)キバナアキギリ シソ科 

14709     Salvia ranzaniana ハルノタムラソウ シソ科 

14719     Salvia yunnanensis サルビア ウンナネンシス シソ科 

11860     Sanguinaria canadensis サンギナリア カナデンシス ケシ科 

20259     Sanguisorba officinalis ワレモコウ バラ科 

20259-W  Sanguisorba officinalis (W)ワレモコウ バラ科 

20268     Sanguisorba tenuifolia ナガボノワレモコウ バラ科 

17780     Sapium japonicum シラキ トウダイグサ科 

16510     Sarcandra glabra センリョウ センリョウ科 

08787     Saussurea maximowiczii ミヤコアザミ キク科 

08789     Saussurea nepalensis サウスレア ネパレンシス キク科 

08803-W  Saussurea pulchella (W)ヒメヒゴタイ キク科 

08815-1   Saussurea sp. サウスレア類 キク科 

25362     Saxifraga bronchialis subsp. funstonii var. rebunshirensis シコタンソウ ユキノシタ科 

25387     Saxifraga cymbalaria サキシフラガ キンバラリア ユキノシタ科 

25392     Saxifraga fortunei var. incisolobata ダイモンジソウ ユキノシタ科 

25392-W  Saxifraga fortunei var. incisolobata (W)ダイモンジソウ ユキノシタ科 

25400-W  Saxifraga fusca var. kikubuki (W)クロクモソウ ユキノシタ科 

15421     Scabiosa japonica マツムシソウ スイカズラ科 

15421-W1  Scabiosa japonica (W)マツムシソウ スイカズラ科 

15423     Scabiosa japonica var. alpina タカネマツムシソウ スイカズラ科 

15425     Scabiosa japonica var. littoralis ソナレマツムシソウ スイカズラ科 

00830-W  Schizophragma hydrangeoides (W)イワガラミ アジサイ科 

09612     Scilla scilloides ツルボ キジカクシ科 

09612-E   Scilla scilloides ツルボ(青森県産) キジカクシ科 
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09612-W  Scilla scilloides (W)ツルボ キジカクシ科 

09612-W1  Scilla scilloides (W)ツルボ キジカクシ科 

09613     Scilla scilloides dwarf type ツルボ(矮性種) キジカクシ科 

09613-E1  Scilla scilloides dwarf type ツルボ(矮性、銚子産) キジカクシ科 

09614     Scilla scilloides f. albiflora シロバナツルボ キジカクシ科 

09615     Scilla scilloides var. litoralis ハマツルボ キジカクシ科 

08863     Scorzonera rebunensis フタナミソウ キク科 

12254     Scrophularia kakudensis オオヒナノウスツボ ゴマノハグサ科 

12254-W  Scrophularia kakudensis (W)オオヒナノウスツボ ゴマノハグサ科 

14790     Scutellaria aurata スクテラリア アウラタ シソ科 

14739     Scutellaria brachyspica オカタツナミソウ シソ科 

14789     Scutellaria coccinea スクテラリア コッシネア シソ科 

14748-1   Scutellaria indica タツナミソウ(濃色、矮性) シソ科 

14751     Scutellaria indica var. parvifolia コバノタツナミ シソ科 

14751-1   Scutellaria indica var. parvifolia 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 

14777     Scutellaria rubropunctata  アカボシタツナミソウ シソ科 

22046-W  Sedum hakonense (W)マツノハマンネングサ ベンケイソウ科 

04399     Selaginella moellendorffii イヌカタヒバ(黄金シダで流通) イワヒバ科 

11000     Semiaquilegia adoxoides ヒメウズ キンポウゲ科 

03854     Setaria glauca キンエノコロ イネ科 

03854-W  Setaria glauca (W)キンエノコロ イネ科 

03863-W  Setaria viridis purple form (W)ムラサキエノコロ イネ科 

18444     Silene (Lychnis) coronaria スイセンノウ(フランネルソウ) ナデシコ科 

18451     Silene (Lychnis) coronaria white fl. スイセンノウ(フランネルソウ)(白) ナデシコ科 

18457     Silene (Lychnis) flos-cuculi カッコウセンノウ ナデシコ科 

18457-1   Silene (Lychnis) flos-cuculi カッコウセンノウ(斑入り)カッコウセンノウ(斑入り) ナデシコ科 

18460     Silene (Lychnis) flos-cuculi nana ヒメカッコウセンノウ(流通名) ナデシコ科 

18458     Silene (Lychnis) flos-cuculi white fl. カッコウセンノウ(白) ナデシコ科 

18468     Silene (Lychnis) gracillima センジュガンピ ナデシコ科 

18469     Silene (Lychnis) kiusiana オグラセンノウ ナデシコ科 

18471     Silene (Lychnis) miqueliana フシグロセンノウ ナデシコ科 

18471-W  Silene (Lychnis) miqueliana (W)フシグロセンノウ ナデシコ科 

18471-W1  Silene (Lychnis) miqueliana (W)フシグロセンノウ ナデシコ科 

18471-W2  Silene (Lychnis) miqueliana (W)フシグロセンノウ ナデシコ科 

18471-1   Silene (Lychnis) miqueliana alba フシグロセンノウ(白) ナデシコ科 

18475     Silene (Lychnis) sieboldii マツモトセンノウ(ツクシマツモト) ナデシコ科 

18480     Silene (Lychnis) wilfordii エンビセンノウ ナデシコ科 

18481     Silene (Lychnis) wilfordii 'Karafuto-enbisennou' カラフトエンビセンノウ ナデシコ科 

18488     Silene (Lychnis) yunnanensis リクニス ユンナネンシス(雲南のセンノウ) ナデシコ科 

18526     Silene armeria ムシトリナデシコ ナデシコ科 

18526-1   Silene armeria ムシトリナデシコ(酔白) ナデシコ科 

18569-W  Silene firma (W)フシグロ ナデシコ科 

18594     Silene keiskei オオビランジ ナデシコ科 

18598     Silene keiskei var. akaisialpina タカネビランジ ナデシコ科 

18627     Silene pendula サクラマンテマ ナデシコ科 

02253     Sisyrinchium bermudianum シシリンキウム ベルムディアヌム アヤメ科 

02266     Sisyrinchium idahoense シシリンチウム アイダホエンセ アヤメ科 

02275     Sisyrinchium montanum シシリンキウム モンタヌム アヤメ科 

02280     Sisyrinchium sp. キバナセキショウ(購入時名称) アヤメ科 

13400-W  Smilax riparia var. ussuriensis (W)シオデ シオデ科 

08957-W  Solidago virgaurea subsp. asiatica (W)アキノキリンソウ キク科 

08957-W1  Solidago virgaurea subsp. asiatica (W)アキノキリンソウ キク科 

08962     Solidago yokusaiana アオヤギバナ キク科 
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20317     Sorbus gracilis ナンキンナナカマド バラ科 

23704     Sparganium japonicum ナガエミクリ ミクリ科 

20350     Spiraea blumei f. obtusa ミツバイワガサ バラ科 

20355     Spiraea japonica シモツケ バラ科 

20378     Spiraea thunbergii ユキヤナギ バラ科 

27760     Spiranthes cernua流通名アキザキネジバナ、アメリカモジズリ、オオバナネジバナ  ラン科 

27762     Spiranthes sinensis ｖar. amoena ネジバナ ラン科 

00680     Stauntonia hexaphylla ムベ アケビ科 

00680-W  Stauntonia hexaphylla (W)ムベ アケビ科 

26520     Streptopus amplexifolius var. papillatus オオバタケシマラン ユリ科 

26523     Streptopus streptopoides var. japonicus タケシマラン ユリ科 

09713     Strobilanthes oligantha スズムシバナ キツネノマゴ科 

28211-W  Swertia bimaculata (W)アケボノソウ リンドウ科 

28215-W  Swertia japonica (W)センブリ リンドウ科 

28220     Swertia noguchiana ソナレセンブリ リンドウ科 

06811     Symphyandra asiatica ハナブサソウ キキョウ科 

06818     Symphyandra wanneri シンフィアンドラ ワンネリ キキョウ科 

19153     Symplocos chinensis var. leucocarpa f. pilosa サワフタギ ハイノキ科 

19153-W1  Symplocos chinensis var. leucocarpa f. pilosa (W)サワフタギ ハイノキ科 

19153-W2  Symplocos chinensis var. leucocarpa f. pilosa (W)サワフタギ ハイノキ科 

19153-W3  Symplocos chinensis var. leucocarpa f. pilosa (W)サワフタギ ハイノキ科 

09032     Syneilesis palmata ヤブレガサ キク科 

09040     Synurus excelsus ハバヤマボクチ キク科 

09041     Synurus palmatopinnatifidus キクバヤマボクチ キク科 

09043     Synurus pungens オヤマボクチ キク科 

09060     Taraxacum albidum シロバナタンポポ キク科 

09072-W1  Taraxacum hondoense (W)エゾタンポポ キク科 

09075     Taraxacum japonicum カンサイタンポポ キク科 

09091     Taraxacum shikotanense シコタンタンポポ キク科 

09098     Taraxacum sp. タンポポ(矮性種) キク科 

11010     Thalictrum actaefolium シギンカラマツ キンポウゲ科 

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 

11034     Thalictrum flavum キバナカラマツソウ キンポウゲ科 

11037     Thalictrum foeniculatum イトハカラマツ(通称) キンポウゲ科 

11042-3   Thalictrum grandiflorum タイカカラマツ(通称)(甲竜) キンポウゲ科 

11048     Thalictrum microspermum コゴメカラマツ キンポウゲ科 

11064     Thalictrum rochebrunianum シキンカラマツ キンポウゲ科 

11076     Thalictrum tuberosum タリクトルム ツベロスム キンポウゲ科 

11079     Thalictrum urbainii タカサゴカラマツ(タイワンバイカカラマツ) キンポウゲ科 

03930     Themeda triandra var. japonica メガルカヤ イネ科 

23423     Thermopsis lupinoides センダイハギ マメ科 

23423-W  Thermopsis lupinoides (W)センダイハギ マメ科 

14860     Thymus serpyllum ssp. quinquecostatus イブキジャコウソウ シソ科 

25540     Tiarella cordifolia ティアレア コルディフォリア(洋種ズダヤクシュ) ユキノシタ科 

25544     Tiarella sp. ズダヤクシュ(黄花) ユキノシタ科 

02510     Torreya nucifera カヤ イチイ科 

11091     Trautvetteria caroliniensis var. japonica モミジカラマツ キンポウゲ科 

04822-W  Trichosanthes cucumeroides (W)カラスウリ(実は俵形) ウリ科 

04822-W1  Trichosanthes cucumeroides (W)カラスウリ(実は俵形) ウリ科 

04822-W2  Trichosanthes cucumeroides (W)カラスウリ(実が丸形) ウリ科 

04822-W3  Trichosanthes cucumeroides (W)カラスウリ ウリ科 

26553     Tricyrtis flava キバナノホトトギス ユリ科 

26553     Tricyrtis flava キバナノホトトギス ユリ科 

26557     Tricyrtis hirta ホトトギス ユリ科 
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26557-2   Tricyrtis hirta ホトトギス(黒花） ユリ科 

26557-W  Tricyrtis hirta (W)ホトトギス ユリ科 

26560-1   Tricyrtis hirta 'Shisui' ホトトギス｢紫酔｣ ユリ科 

26564     Tricyrtis hirta white fl. ホトトギス(白) ユリ科 

14981     Trillium erectum アカバナエンレイソウ シュロソウ科 

15009     Trillium sessile トリリウム セッシレ シュロソウ科 

28241     Tripterospermum japonicum ツルリンドウ リンドウ科 

28241-W  Tripterospermum japonicum (W)ツルリンドウ リンドウ科 

28246-W  Tripterospermum trinervium var. involubile (W)テングノコヅチ リンドウ科 

11103     Trollius chinensis トロリウス キネンシス キンポウゲ科 

11110     Trollius ledebourii var. polysepalus レブンキンバイソウ キンポウゲ科 

11113     Trollius pulcher トロニウス プルケル(ボタンキンバイ) キンポウゲ科 

26582     Trycirtis 'Shisui' ホトトギス ｢紫酔｣ ユリ科 

18010     Tubocapsicum anomalum ハダカホオズキ ナス科 

26630     Tulipa polychroma ツリパ ポリクロマ ユリ科 

16783     Utricularia bifida ミミカキグサ タヌキモ科 

17383     Vaccinium hirtum ウスノキ  ツツジ科 

17385     Vaccinium japonicum アクシバ ツツジ科 

17402-W  Vaccinium uliginosum (W)クロマメノキ ツツジ科 

17404-W  Vaccinium vitis-idaea (W)コケモモ ツツジ科 

15035     Veratrum maackii var. japonicum シュロソウ シュロソウ科 

15035-W  Veratrum maackii var. japonicum (W)シュロソウ シュロソウ科 

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 

05240     Veronica (Pseudolysimachion) ornatum トウテイラン オオバコ科 

05241     Veronica (Pseudolysimachion) ornatum white fl. トウテイラン(白花) オオバコ科 

05256     Veronica(Pseudolysimachion) schmidtianum var. yezo-alpinum f. exiguum アポイクワガタ オオバコ科 

05258     Veronica (Pseudolysimachion) sieboldianum ハマトラノオ オオバコ科 

05346     Veronicastrum sibiricum ssp. japonicum クガイソウ オオバコ科 

28283     Viburnum dilatatum ガマズミ レンプクソウ科 

28283-W  Viburnum dilatatum (W)ガマズミ レンプクソウ科 

28302     Viburnum oputus var. calvescens カンボク レンプクソウ科 

28302-W  Viburnum oputus var. calvescens (W)カンボク レンプクソウ科 

28302-W1  Viburnum oputus var. calvescens (W)カンボク レンプクソウ科 

28314-W  Viburnum wrightii (W)ミヤマガマズミ レンプクソウ科 

23497     Vicia sepium white fl. カラスノエンドウ(白) マメ科 

23504     Vicia venosa var. cuspidata エビラフジ マメ科 

23522     Vigna vexillata var. tsusimensis アカササゲ マメ科 

09871     Vincetoxicum nigrum ビンケトキシクム ニグルム キョウチクトウ科 

15729     Viola awagatakensis アワガタケスミレ スミレ科 

15732-W1  Viola betonicifolia var. albescens (W)アリアケスミレ スミレ科 

13748     Viola brevistipulata オオバキスミレ スミレ科 

15756     Viola brevistipulata ssp. minor ダイセンキスミレ スミレ科 

15758     Viola brevistipulata var. crassifoliaシソバキスミレ スミレ科 

15769     Viola chaerophylloides var. sieboldiana     ヒゴスミレ(熊本紅) スミレ科 

15771    Viola chaerophylloides var. sieboldiana x eizanensis ヒラツカスミレ(ヒゴ×エイザン 濃紅)スミレ科 

15771-2   Viola chaerophylloides var. sieboldiana x eizanensis ヒラツカスミレ(ヒゴ×エイザン 純白)スミレ科 

15804     Viola eizanensis エイザンスミレ スミレ科 

15804-1   Viola eizanensis エイザンスミレ(濃色) スミレ科 

15806     Viola eizanensis var. simplicifolia ヒトツバエゾスミレ スミレ科 

15807     Viola eizanensis var. simplicifolia f. leucantha ナルカミスミレ スミレ科 

15823     Viola grayi イソスミレ スミレ科 

15826     Viola grypoceras タチツボスミレ スミレ科 

15826-8   Viola grypoceras タチツボスミレ(距が 2～4 本) スミレ科 

15830     Viola grypoceras f. albiflora シロバナタチツボスミレ スミレ科 
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15832     Viola grypoceras f. lucida ツヤスミレ スミレ科 

15839     Viola grypoceras f. yakusimensis ヤクシマタチツボスミレ スミレ科 

15842-1   Viola grypoceras var. hichitoana f. kikuzatoi シロバナツヤスミレ スミレ科 

15843     Viola grypoceras var. hichitoana white fl. シチトウスミレ(酔白) スミレ科 

15829     Viola grypoceras 'Variegata' タチツボスミレ｢覆輪斑入り｣ スミレ科 

15829-1   Viola grypoceras 'Variegata' タチツボスミレ｢散り斑入り｣ スミレ科 

15847     Viola gypoceras f. purpurellocalcarata オトメスミレ スミレ科 

15863     Viola japonica コスミレ スミレ科 

15875     Viola keiskei f. glabra ケマルバスミレ(マルバスミレと呼ばれる) スミレ科 

15885-1   Viola labradorica ビオラ ラブラドリカ(紫式部、選抜種) スミレ科 

15893-W1  Viola mandshurica (W)スミレ スミレ科 

15894     Viola mandshurica "Ebicha" エビチャスミレ→スミレ(エビ茶色) スミレ科 

15897     Viola mandshurica f. alba スミレ (白花) スミレ科 

15906     Viola mandshurica f. plena コモロスミレ スミレ科 

15910     Viola mandshurica var. triangularis f. bicolor アツバスミレ｢二色アツバスミレ｣ スミレ科 

15911     Viola mandshurica var. triangularis f. niijimensis ニイジマスミレ スミレ科 

15920     Viola minor ビオラ ミノル(ヒメスミレ) スミレ科 

15920-1   Viola minor ビオラ ミノル(ヒメスミレ)(花色ピンク) スミレ科 

15929     Viola obtusa ニオイタチツボスミレ スミレ科 

15937     Viola orientalis ビオラ オリエンタリス(キスミレ)(イチゲキスミレ) スミレ科 

15942     Viola ovato-oblonga f. albiflora シロバナナガバノタチツボスミレ スミレ科 

15958     Viola phalacrocarpa アカネスミレ スミレ科 

15958-1   Viola phalacrocarpa アカネスミレ(濃色） スミレ科 

15958-W  Viola phalacrocarpa (W)アカネスミレ スミレ科 

15983     Viola rostrata var. japonica ナガハシスミレ スミレ科 

15997     Viola selkirkii f. variegata フイリミヤマスミレ スミレ科 

16005-W1  Viola sieboldii (W)ビオラ シーボルディー(フモトスミレ) スミレ科 

16007     Viola sieboldii f. variegata フイリフモトスミレ スミレ科 

16030     Viola tokubuchiana var. takedana ヒナスミレ(ビオラ トクブキアナ タケダナ) スミレ科 

16030-W1  Viola tokubuchiana var. takedana (W)ヒナスミレ スミレ科 

16031     Viola tokubuchiana var. takedana f. albiflora シロバナヒナスミレ スミレ科 

16038-1   Viola vaginata スミレサイシン(斑入り) スミレ科 

16044     Viola variegata sp. シロバナフイリゲンジスミレ スミレ科 

16045-1   Viola variegata var. nipponica ゲンジスミレ(流通名イヨゲンジスミレ) スミレ科 

16046     Viola verecunda ツボスミレ(別名ニョイスミレ) スミレ科 

16047     Viola verecunda f. violascens ムラサキコマノツメ スミレ科 

16052     Viola verecunda var. yakusimana コケスミレ スミレ科 

16070     Viola yedoensis f. albescens シロノジスミレ スミレ科 

16074     Viola yezoensis ヒカゲスミレ スミレ科 

16074-1   Viola yezoensis ヒカゲスミレ(紅筋が多い) スミレ科 

16074-2   Viola yezoensis ヒカゲスミレ(薄黄色) スミレ科 

16076     Viola yezoensis f. discolor タカオスミレ スミレ科 

16077     Viola yezoensis var. asoana アソヒカゲスミレ スミレ科 

14871     Vitex cannabifolia ニンジンボク シソ科 

14872     Vitex rotundifolia ハマゴウ シソ科 

15254     Wikstroemia (Diplomorpha) indica ヤンバルガンピ ジンチョウゲ科 

11130     Xanthorhiza simplicissima イトスグリ(ヒイラギナンテンモドキ) キンポウゲ科 

20904     Zephyranthes carinata Herb サフランモドキ ヒガンバナ科 

20905     Zephyranthes citrina ゼフィランテス キトリナ ヒガンバナ科 

20915     Zephyranthes lindleyana ゼフィランテス リンドレヤナ ヒガンバナ科 


