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00001　　Abelmoschus manihot   トロロアオイ  アオイ科

00003　　Abelmoschus moschatus subsp. tuberosus  赤花ワタ  アオイ科

06863　　Achillea alpina subsp. japonica  キタノコギリソウ(ホロマンノコギリソウ)  キク科

04230-B　　Achimenes sp.  アキメネス(園芸種)(別名:ハナギリソウ)  イワタバコ科

09946　　Aconitum japonicum var. montanum  ヤマトリカブト  キンポウゲ科

09946-W　　Aconitum japonicum var. montanum  (W)ヤマトリカブト  キンポウゲ科

09956　　Aconitum loczyanum  レイジンソウ  キンポウゲ科

09995　　Aconitum yesoense  エゾトリカブト  キンポウゲ科

10005　　Actaea (Cimicifuga) acerina  オオバショウマ  キンポウゲ科

10011　　Actaea (Cimicifuga) rubra  アクタエア ルブラ  キンポウゲ科

10012　　Actaea (Cimicifuga) simplex  サラシナショウマ  キンポウゲ科

10012-W　　Actaea (Cimicifuga) simplex  (W)サラシナショウマ  キンポウゲ科

10012-W1　　Actaea (Cimicifuga) simplex  (W)サラシナショウマ  キンポウゲ科

10013　　Actaea (Cimicifuga) sp.  タンゴサラシナショウマ  キンポウゲ科

22290-1　　Actinidia arguta  一寸サルナシ(矮性タイプ)  マタタビ科

22290-W　　Actinidia arguta  (W)サルナシ  マタタビ科

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

06260　　Adenophora nikoensis f. linearifolia  ホソバヒメシャジン  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

06262　　Adenophora nikoensis var. persicaria  ヒメイワシャジン(ブコウイワシャジン)  キキョウ科

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

06278　　Adenophora remotiflora  ソバナ  キキョウ科

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

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

06284-1　　Adenophora takedae  イワシャジン(立性)  キキョウ科

06284-5　　Adenophora takedae  イワシャジン(黒軸)  キキョウ科

06284-E　　Adenophora takedae  イワシャジン(富士山麓由来)  キキョウ科

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

06287　　Adenophora takedae white fl.  イワシャジン(白)  キキョウ科

06290　　Adenophora tashiroi  シマシャジン  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-W　　Adenophora triphylla var. japonica  (W)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

06301-W　　Adenophora triphylla var. japonica f. lancifolia  (W)ナガバシャジン  キキョウ科

06306　　Adenophora triphylla var. puellaris  オトメシャジン  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

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

19613　　Agrimonia pilosa var. japonica  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

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

09303　　Albuca sp.  アルブカ sp  キジカクシ科

19622　　Alchemilla japonica  ハゴロモグサ  バラ科

05533　　Alisma plantago-aquatica var. orientale  サジオモダカ  オモダカ科

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

20511-1　　Allium giganteum 'Selektion'  アリウム ギガンテウム ｢選抜種｣  ヒガンバナ科

20601　　Allium thunbergii  ヤマラッキョウ  ヒガンバナ科

20620　　Allium turkestanicum  アリウム ツルケスタニクム  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

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

15065　　Alpinia japonica  ハナミョウガ  ショウガ科

15065-W　　Alpinia japonica  (W)ハナミョウガ  ショウガ科
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26727-B2　　Amitostigma kinoshitae   コアニチドリ・紅一点(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

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

21794　　Ampelopsis glandulosa var. heterophylla  ノブドウ(斑入)  ブドウ科

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

12391　　Anagallis arvensis f. coerulea  ルリハコベ  サクラソウ科

06961　　Anaphalis alpicola f. robusta  アポイハハコグサ  キク科

12432　　Androsace hedraeantha  アンドロサケ ヘドラエアンタ  サクラソウ科

12464　　Androsace septentrionalis  アンドロサケ セプテントリオナリス  サクラソウ科

12470　　Androsace umbellata  リュウキュウコザクラ  サクラソウ科

17535　　Aneilema aequinotiale  アネイレマ アエクイノクチアレ  ツユクサ科

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

10063-E　　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

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

10164-B　　Anemone debilis  ヒメイチゲ(根茎)  キンポウゲ科

10211　　Anemone obtusiloba  アネモネ オブツシロバ  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

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

10266-1　　Anemonopsis macrophylla  レンゲショウマ(青軸)  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

10266-6　　Anemonopsis macrophylla  レンゲショウマ(八重咲き)  キンポウゲ科

01612　　Anomatheca grandifrora  ラペイロウシア(アノマテカ) グランデフローラ  アヤメ科

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-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

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

10289-1　　Aquilegia buergeriana f. flavescens  キバナノヤマオダマキ(距なし)  キンポウゲ科

10289-W　　Aquilegia buergeriana f. flavescens  (W)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

10300　　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

10322-1　　Aquilegia ecalcarata  フウリンオダマキ(大輪)  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

10328-2　　Aquilegia flabellata  オダマキ(菊咲き、園芸種)  キンポウゲ科

10332　　Aquilegia flabellata double  オダマキ　(八重)  キンポウゲ科

10333　　Aquilegia flabellata double pink  オダマキ　(八重)(桃花)(園芸種?)  キンポウゲ科

10338　　Aquilegia flabellata var. pumila  ミヤマオダマキ  キンポウゲ科

10338-1　　Aquilegia flabellata var. pumila  ミヤマオダマキ(斑入)  キンポウゲ科

10338-3　　Aquilegia flabellata var. pumila  ミヤマオダマキ(うるみ)  キンポウゲ科

10338-E3　　Aquilegia flabellata var. pumila   ミヤマオダマキ(八甲田山系)  キンポウゲ科

10348　　Aquilegia flabellata var. pumila white fl.  ミヤマオダマキ(白)  キンポウゲ科

10349　　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

10364　　Aquilegia jonesii x saximontana  アクイレギア ジョネシー × サキシモンタナ  キンポウゲ科

10410　　Aquilegia sp.  オダマキ類(ポンポン咲)  キンポウゲ科

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

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

00968　　Arabis pendula  エゾハタザオ  アブラナ科

00976　　Arabis serrata var. japonica  イワハタザオ  アブラナ科

16870　　Arcterica nana  コメバツガザクラ  ツツジ科

12490-2　　Ardisia crenata  マンリョウ(斑入り大)  サクラソウ科

18055　　Arenaria katoana  カトウハコベ  ナデシコ科

13142-1　　Arisaema amurense  広義のアリサエマ アムレンセ(通称雪岳姫テンナンショウ)  サトイモ科

13153-B　　Arisaema cucullatum  ホロテンナンショウ(小球)  サトイモ科

13156-W　　Arisaema ehimense  (W)エヒメテンナンショウ  サトイモ科
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13178-1　　Arisaema kiushianum  ヒメウラシマソウ(銀葉)  サトイモ科

13178-B　　Arisaema kiushianum  ヒメウラシマソウ小球)  サトイモ科

13178-B3　　Arisaema kiushianum  ヒメウラシマソウ(中～大球)  サトイモ科

13232-W　　Arisaema limbatum var. conspicuum  (W)オキノシマテンナンショウ  サトイモ科

13200　　Arisaema ringens  ムサシアブミ  サトイモ科

13200-B1　　Arisaema ringens  ムサシアブミ(素心)(大球)  サトイモ科

13206-B　　Arisaema serratum  マムシグサ(小球)  サトイモ科

13206-W　　Arisaema serratum  (W)マムシグサ  サトイモ科

13206-W1　　Arisaema serratum  (W)マムシグサ  サトイモ科

13210　　Arisaema sikokianum  ユキモチソウ  サトイモ科

13210-B1　　Arisaema sikokianum  ユキモチソウ(小球)  サトイモ科

13210-W　　Arisaema sikokianum  (W)ユキモチソウ  サトイモ科

13214-W　　Arisaema ternatipartitum  (W)ミツバテンナンショウ  サトイモ科

13216-B2　　Arisaema thunbergii subsp. urashima  ウラシマソウ(中～大球)  サトイモ科

13216-B3　　Arisaema thunbergii subsp. urashima  ウラシマソウ(素心)(大球)  サトイモ科

13222-W　　Arisaema tosaense  (W)アオテンナンショウ  サトイモ科

13233-W　　Arisaema undulatifolium subsp. uwajimense  (W)ウワジマテンナンショウ  サトイモ科

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

04539　　Aristolochia sp.  イズウマノスズクサ(通称?)  ウマノスズクサ科

04540　　Aristolochia sp.  シマウマノスズクサ(通称?）  ウマノスズクサ科

02449　　Armeria armeria subsp. arctica  チシマハマカンザシ  イソマツ科

07024　　Arnica unalascensis  エゾウサギギク  キク科

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

02710　　Arundinella hirta  トダシバ  イネ科

04920　　Asarina barclaiana  アサリナ バルクライアナ  オオバコ科

09745　　Asclepias curassavica  トウワタ  キョウチクトウ科

09746　　Asclepias tuberosa  ヤナギトウワタ  キョウチクトウ科

04636　　Asiasarum heterotropoides  オクエゾサイシン  ウマノスズクサ科

04637　　Asiasarum sieboldii  ウスバサイシン  ウマノスズクサ科

16826　　Asplenium ruprechtii   クモノスシダ  チャセンシダ科

07141　　Aster kantoensis  カワラノギク  キク科

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

22519　　Astragalus coccineus  アストロガルス コッシネウス  マメ科

22544　　Astragalus schelichowii  カラフトモメンヅル  マメ科

22549　　Astragalus sinicus  ゲンゲ(通称：レンゲ、レンゲソウ)  マメ科

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

07191-W　　Atractylodes japonica  (W)オケラ  キク科

07192　　Atractylodes japonica red fl.  オケラ(赤)  キク科

01021　　Barbarea orthoceras  ヤマガラシ  アブラナ科

14921　　Begonia grandis  シュウカイドウ  シュウカイドウ科

23730　　Benthamidia japonica  ヤマボウシ  ミズキ科

16541　　Bistorta hayachinensis  ナンブトラノオ  タデ科

16542-W　　Bistorta major var. japonica  (W)イブキトラノオ  タデ科

16548-B　　Bistorta vivipara  ムカゴトラノオ  タデ科

26780　　Bletilla formosana  アマナラン  ラン科

26784　　Bletilla striata  シラン  ラン科

26784-1　　Bletilla striata  シラン(三蝶咲き)  ラン科

26785　　Bletilla striata f. alba  シラン(白)  ラン科

23590-W　　Boenninghausenia japonica  (W)マツカゼソウ  ミカン科

02762　　Bothriochloa parviflora  ヒメアブラススキ  イネ科

02800　　Briza maxima  コバンソウ  イネ科

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

17885　　Browallia americana  ブロワリア アメリカナ  ナス科

16910　　Bryanthus gmelinii  チシマツガザクラ  ツツジ科

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

07294　　Cacalia celphiniifolia  モミジガサ  キク科
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02851　　Calamagrostis arundinacea var. brachytricha  ノガリヤス  イネ科

02860　　Calamagrostis langsdorffii  イワノガリヤス  イネ科

02862　　Calamagrostis longiseta  ヒゲノガリヤス  イネ科

10472　　Callianthemum hondoense  キタダケソウ  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

13496-1　　Callicarpa japonica  シダレムラサキシキブ  シソ科

13497　　Callicarpa japonica f. albibacca  シロシキブ  シソ科

06412　　Campanula glomerata var. dahurica  ヤツシロソウ  キキョウ科

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

06434　　Campanula lasiocarpa white fl.  イワギキョウ(白)  キキョウ科

06467　　Campanula persicifolia  モモバギキョウ  キキョウ科

06485　　Campanula punctata  ホタルブクロ  キキョウ科

06485-1　　Campanula punctata  ホタルブクロ(濃色)  キキョウ科

06488　　Campanula punctata f. albiflora  ホタルブクロ(白)  キキョウ科

06490　　Campanula punctata var. hondoensis  ヤマホタルブクロ  キキョウ科

06490-W　　Campanula punctata var. hondoensis  (W)ヤマホタルブクロ  キキョウ科

06491　　Campanula punctata var. kurokawae  イシダテホタルブクロ  キキョウ科

06493　　Campanula punctata var. microdonta  シマホタルブクロ  キキョウ科

06501　　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

22591-W　　Canavalia lineata  (W)ハマナタマメ  マメ科

00700-W　　Cardiandra alternifolia  (W)クサアジサイ  アジサイ科

25841　　Cardiocrinum cordatum  ウバユリ  ユリ科

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

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

05732　　Carex capricornis  ジョウロウスゲ  カヤツリグサ科

05732-W　　Carex capricornis  (W)ジョウロウスゲ  カヤツリグサ科

05757　　Carex doenitzii  コタヌキラン  カヤツリグサ科

05886-1　　Carex phyllocephala  テンジクスゲ(斑入り)  カヤツリグサ科

07362　　Carpesium divaricatum  ガンクビソウ  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

14201-W　　Caryopteris divaricata  (W)カリガネソウ  シソ科

14202　　Caryopteris divaricata pink  カリガネソウ(桃)  シソ科

14204　　Caryopteris incana  ダンギク  シソ科

14204-1　　Caryopteris incana  ダンギク(ピンク)  シソ科

14204-W　　Caryopteris incana  (W)ダンギク  シソ科

18762　　Celastrus orbiculatus  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

02477　　Ceratostigma plumbaginoides  ルリマツリモドキ  イソマツ科

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

02890　　Chasmanthium latifolium  カスマンチウム ラチフォリウム(通称：ワイルドオーツ)  イネ科

02891　　Chasmanthium latifolium‘River Mist’  斑入りワイルドオーツ(別名:斑入りコバンソウ)  イネ科

11561　　Chelidonium majus var. asiaticum  クサノオウ  ケシ科

14221　　Chelonopsis moschata  ジャコウソウ  シソ科

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

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

14933　　Chionographis japonica var. minoensis  ミノシライトソウ  シュロソウ科

14934　　Chionographis koidzumiana  チャボシライトソウ  シュロソウ科
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14936　　Chionographis sp.  コシキジマシライトソウ(通称)  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

16501　　Chloranthus henryi  ガビサンヒトリシズカ(流通名?)  センリョウ科

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

04807　　Choerospondias axillaris  チャンチンモドキ  ウルシ科

25209-D　　Chrysosplenium grayanum  ネコノメソウ  ユキノシタ科

07552　　Cirsium japonicum f. leucanthum  白花野アザミ  キク科

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

10573　　Clematis patens  カザグルマ  キンポウゲ科

10586-W　　Clematis stans  (W) 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

14241　　Clinopodium chinense subsp. grandiflorum var. parviflorum  クルマバナ  シソ科

25861-W　　Clintonia udensis  (W)ツバメオモト  ユリ科

22695　　Clitoria ternatea  クリトリア(チョウマメ)  マメ科

06593　　Codonopsis clematidea  コドノプシス クレマチデア  キキョウ科

06617　　Codonopsis ussuriensis  バアソブ  キキョウ科

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

17549　　Commelina communis variegated leaf  ツユクサ(斑入)  ツユクサ科

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

09375-3　　Convallaria keiskei  スズラン(斑入り)  キジカクシ科

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

10625-W　　Coptis quinquekolia  (W)バイカオウレン  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

23755　　Cornus (Benthamidia) officinalis  サンシュユ  ミズキ科

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

11588　　Corydalis heterocarpa var. japonica  キケマン  ケシ科

11590　　Corydalis incisa  ムラサキケマン(ヤブケマン)  ケシ科

11590-E　　Corydalis incisa  ムラサキケマン(ヤブケマン)  ケシ科

11590-1　　Corydalis incisa  クチベニケマン(ムラサキケマンの花の口元だけが赤紫)  ケシ科

11606　　Corydalis pallida  フウロケマン  ケシ科

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

19681　　Crataegus cuneata  サンザシ  バラ科

07679　　Cremanthodium ellisii  クレマンソディウム エリシイ  キク科

07719　　Crepis rubra  モモイロタンポポ  キク科

22722　　Crotalaria sessiliflora  タヌキマメ  マメ科

06636　　Cyananthus macrocalyx  キアナンサス マクロカリックス  キキョウ科

12530　　Cyclamen coum  シクラメン コウム  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

12628　　Cyclamen hederifolium 'Ruby strain'  シクラメン ヘデリフォリウム｢ルビーストレイン」  サクラソウ科

12593　　Cyclamen hederifolium silver leaf  シクラメン ヘデリフォリウム 銀葉  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

12616　　Cyclamen repandum  シクラメン レパンダム  サクラソウ科

09753　　Cynanchum ascyrifolium  クサタチバナ  キョウチクトウ科

09764-W　　Cynanchum japonicum  (W)イヨカズラ  キョウチクトウ科

09773　　Cynanchum matsumurae  ヒメイヨカズラ  キョウチクトウ科

01772　　Cypella plumbea  キペルラ プラムビア  アヤメ科

27073　　Dendrobium tosaense  キバナノセッコク  ラン科

22780　　Desmodium oldhamii  フジカンゾウ  マメ科

18128　　Dianthus alpinus  オヤマナデシコ  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

18195　　Dianthus japonicus 'Variegata'  ハマナデシコ(フジナデシコ)(斑入)  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

18234　　Dianthus shinanensis  シナノナデシコ  ナデシコ科

18235　　Dianthus shinanensis white fl.  シナノナデシコ(白)  ナデシコ科

18247　　Dianthus superbus　  エゾカワラナデシコ  ナデシコ科
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18250　　Dianthus superbus var. amoenus(?)  クモイナデシコ  ナデシコ科

18250-1　　Dianthus superbus var. amoenus(?)  クモイナデシコ(白)  ナデシコ科

18251　　Dianthus superbus var. longicalycinus  カワラナデシコ  ナデシコ科

18251-1　　Dianthus superbus var. longicalycinus  カワラナデシコ(濃色)  ナデシコ科

18251-3　　Dianthus superbus var. longicalycinus  カワラナデシコ(白、赤、桃混合)  ナデシコ科

18251-7　　Dianthus superbus var. longicalycinus  カワラナデシコ(絞り咲き)  ナデシコ科

18258　　Dianthus superbus var. speciosus  タカネナデシコ(シモフリナデシコ)  ナデシコ科

18274　　Dianthus x isensis  イセナデシコ  ナデシコ科

03041　　Diarrhena japonica  タツノヒゲ  イネ科

11632　　Dicentra eximea  ディセントラ エクシミア(アメリカコマクサ、ヒメケマンソウ)  ケシ科

11633　　Dicentra eximia alba  ディセントラ エキシミア アルバ  ケシ科

11642　　Dicentra peregrina  コマクサ  ケシ科

11642-E　　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

11649　　Dicentra peregrina 'Yubae'  コマクサ｢夕映｣  ケシ科

11650　　Dicentra peregrina×D.eximia  白花四季咲きコマクサ  ケシ科

11651　　Dicentra peregrina×D.eximia  赤花四季咲きコマクサ  ケシ科

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

10727　　Dichocarpum stoloniferum  ツルシロカネソウ(シロカネソウ)  キンポウゲ科

01783　　Dierama igneum  ディエラマ イグネウム  アヤメ科

01786　　Dierama pulcherrimum  ディエラマ プルケリマム  アヤメ科

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

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

05558　　Diospyros rhombifolia  ロウヤガキ(老鴉柿)  カキノキ科

24440　　Diphylleia grayi  サンカヨウ  メギ科

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

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

12650　　Dodecatheon jeffreyi  ドデカセオン ジェフリー  サクラソウ科

01180　　Draba kitadakensis  キタダケナズナ(ハクホウナズナ)  アブラナ科

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

01213　　Draba sakuraii  ドラバ サクライー(トガクシナズナ)  アブラナ科

01216　　Draba shiroumana  シロウマナズナ  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

24555　　Drosera filiformis  イトバモウセンゴケ  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　　Drosera peltata  イシモチソウ  モウセンゴケ科

24563　　Drosera rotundifolia  モウセンゴケ  モウセンゴケ科

24564　　Drosera spathulata  コモウセンゴケ  モウセンゴケ科

22801　　Dunbaria villosa  ノアズキ  マメ科

03120　　Eccoilopus cotulifer  アブラススキ  イネ科

07841　　Echinops ritro  ルリタマアザミ  キク科

07861　　Emilia sagittata  ベニニガナ  キク科

07862　　Emilia sonchifolia   ウスベニニガナ  キク科

16994　　Enkianthus campanulatus var. palibinii  ベニサラサドウダン  ツツジ科

16998　　Enkianthus nudipes  コアブラツツジ  ツツジ科

00564-W　　Epilobium angustifolium  (W)ヤナギラン  アカバナ科

00589　　Epilobium pyrricholophum  アカバナ  アカバナ科

27149　　Epipactis thunbergii  カキラン  ラン科

27149-4　　Epipactis thunbergii  カキラン(樺色)  ラン科

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

07915-E　　Erigeron miyabeanus  ミヤマノギク(トッタベツミヤマノギク)  キク科

04950　　Erinus alpinus  イワカラクサ  オオバコ科

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

22167　　Eriocaulon decemflorum var. nipponicum  イトイヌノヒゲ  ホシクサ科

22189　　Eriocaulon nudicuspe  シラタマホシクサ  ホシクサ科
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22193　　Eriocaulon parvum  クロホシクサ  ホシクサ科

22210　　Eriocaulon sp.  ヒメホシクサ(俗称?、ネットでは検索できない)  ホシクサ科

18772　　Euonymus alatus  ニシキギ  ニシキギ科

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

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

18779-W　　Euonymus alatus var. rotundatus  (W)オオコマユミ  ニシキギ科

18790　　Euonymus hamiltonianus  アメリカマユミ  ニシキギ科

18806　　Euonymus oxyphyllus  ツリバナ  ニシキギ科

07952-W　　Eupatorium chinense var. oppositifolium  (W)ヒヨドリバナ  キク科

07960　　Eupatorium lindleyanum var. yasushii  ハマサワヒヨドリ  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

01815　　Freesia laxa  ヒメヒオウギ(フリーシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ)  アヤメ科

25920　　Fritillaria acmopetala  フリチラリア アクモペタラ  ユリ科

26013　　Fritillaria pallidiflora  フリチラリア パリディフロラ  ユリ科

26025　　Fritillaria raddeana  フリチラリア ラッデアナ  ユリ科

26046　　Fritillaria verticillata var. thunbergii  バイモ  ユリ科

26046-B　　Fritillaria verticillata var. thunbergii  バイモ(球根)  ユリ科

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

28086　　Gentiana sikokiana  アサマリンドウ  リンドウ科

28086-W　　Gentiana sikokiana  (W)アサマリンドウ  リンドウ科

28137　　Gentiana yakushimensis  ヤクシマリンドウ  リンドウ科

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

21318　　Geranium erianthum f. leucanthum  シロバナノチシマフウロ  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

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

21385　　Geranium sanguineum  アケボノフウロ(ゲラニウム サンギネウム)  フウロソウ科

21404-W 　　Geranium shikokianum  (W)イヨフウロ(シコクフウロ)  フウロソウ科

21446　　Geranium sibiricum  ゲラニウム シビリカム  フウロソウ科

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

21415　　Geranium sylvaticum  ゲラニウム シルバチクム  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

01871　　Gladiolus stefaniae  グラジオラス ステファニアエ  アヤメ科

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

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

10750-E1　　Glaucidium palmatum  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

16280-W　　Glehnia littoralis  (W)ハマボウフウ  セリ科

27221　　Goodyera macrantha  ベニシュスラン  ラン科

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

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

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

23560　　Hamamelis japonica  マンサク  マンサク科

10823　　Helleborus orientalis dark purple  ヘレボルス オリエンタリス ダーク パープル  キンポウゲ科

10833　　Helleborus orientalis red　  ヘレボルス オリエンタリス(赤)  キンポウゲ科

10836　　Helleborus orientalis white  ヘレボルス オリエンタリス ホワイト  キンポウゲ科

10837　　Helleborus orientalis white-green  ヘレボルス オリエンタリス(白緑)  キンポウゲ科

14950　　Helonias (Heloniopsis) kawanoi  コショウジョウバカマ  シュロソウ科

14951　　Helonias (Heloniopsis) leucantha  オオシロショウジョウバカマ  シュロソウ科

19240　　Helwingia japonica  ハナイカダ  ハナイカダ科
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15613　　Hemerocallis citrina var. vespertina  ユウスゲ(キスゲ)  ススキノキ科

15616　　Hemerocallis dumortieri var. esculenta  ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)(エゾカンゾウ)  ススキノキ科

15620　　Hemerocallis fulva var. littorea  ハマカンゾウ  ススキノキ科

15630　　Hemerocallis middendorfii var. exaltata  トビシマカンゾウ  ススキノキ科

01890　　Herbertia amoena  チリアヤメ  アヤメ科

00051　　Hibiscus coccineus  モミジアオイ  アオイ科

00053　　Hibiscus hamabo  ハマボウ  アオイ科

00065　　Hibiscus moscheutos  アメリカフヨウ  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

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

08160-E　　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

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

08174　　Hieracium umbellatum  ヤナギタンポポ  キク科

20711　　Hippeastrum x 'Ludwing's Scarlet'  アマリリス｢ルドウィングス スカーレット｣  ヒガンバナ科

03322　　Hordeum jubatum  ホソノゲムギ  イネ科

09387　　Hosta capitata  カンザシギボウシ  キジカクシ科

09387-W　　Hosta capitata  (W)カンザシギボウシ  キジカクシ科

09393　　Hosta fluctuans 'Sagae'  サガエギボウシ(通称)(クロナミギボウシ)  キジカクシ科

09399-W　　Hosta kikutii var. polyneuron  (W)スダレギボウシ  キジカクシ科

09407-W　　Hosta longipes var. caduca  (W)サイゴクイワギボウシ  キジカクシ科

09410　　Hosta longipes var. longipes  イワギボウシ  キジカクシ科

09410-W　　Hosta longipes var. longipes  (W)イワギボウシ  キジカクシ科

09455　　Hosta plantaginea  マルバタマノカンザシ  キジカクシ科

09422　　Hosta sieboldiana  オオバギボウシ  キジカクシ科

09422-W　　Hosta sieboldiana  (W)オオバギボウシ  キジカクシ科

09454　　Hosta sieboldii 'Bunchoko'  チシマフイリギボウシ(白覆輪)  キジカクシ科

09427　　Hosta sieboldii f. lancifolia  コバギボウシ  キジカクシ科

09427-2　　Hosta sieboldii f. lancifolia  コバギボウシ(斑入り）  キジカクシ科

09429　　Hosta sieboldii f. spathulata  ヤクシマギボウシ  キジカクシ科

09433　　Hosta sieboldii var. rectifolia  タチギボウシ(ニシキギギボウシ)  キジカクシ科

09433-E　　Hosta sieboldii var. rectifolia  タチギボウシ(ニシキギギボウシ)  キジカクシ科

09449　　Hosta ventricosa  ムラサキギボウシ  キジカクシ科

00768-W　　Hydrangea paniculata  (W)ノリウツギ  アジサイ科

00770-1　　Hydrangea serrata  ヤマアジサイ(園芸種)  アジサイ科

00770-2　　Hydrangea serrata  ヤマアジサイ(園芸種)  アジサイ科

00770-4　　Hydrangea serrata  ヤマアジサイ(園芸種、日向青のセルフ)  アジサイ科

00770-5　　Hydrangea serrata  ヤマアジサイ(園芸種、クレナイのセルフ)  アジサイ科

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

21947　　Hylotelephium sieboldii var. ettyuense  エッチュウミセバヤ  ベンケイソウ科

21954　　Hylotelephium ussuriense  ウスリーミセバヤ(シダレミセバヤ)  ベンケイソウ科

05423　　Hypericum ascyron  トモエソウ  オトギリソウ科

05423-W　　Hypericum ascyron  (W)トモエソウ  オトギリソウ科

05435　　Hypericum erectum  オトギリソウ  オトギリソウ科

05477　　Hypericum sampsoni  ツキヌキオトギリ  オトギリソウ科

05487　　Hypericum yojiroanum  ダイセツヒナオトギリ  オトギリソウ科

09915　　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

17592-W　　Impatiens hypophylla  (W)ハガクレツリフネ  ツリフネソウ科

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

17594-W　　Impatiens noli-tangere  (W)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-E　　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

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

17601　　Impatiens textori f. pallescens  シロツリフネ  ツリフネソウ科

22940　　Indigofera decora  ニワフジ  マメ科
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22943　　Indigofera pseudotinctoria  コマツナギ  マメ科

22944　　Indigofera pseudotinctoria white fl.  コマツナギ(白)  マメ科

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

21209-1　　Ipomoea purpurea 'Milky way'  マルバアサガオ(園芸種ミルキーウェイ)  ヒルガオ科

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

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

01922　　Iris (Belamcanda) chinensis var. cruenta f. vulgaris  ダルマヒオウギ  アヤメ科

01956　　Iris ensata  イリス エンサタ(ハナショウブ)  アヤメ科

01958　　Iris ensata var. spontanea  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

01974　　Iris laevigata  カキツバタ  アヤメ科

02003　　Iris sanguinea  アヤメ  アヤメ科

02005　　Iris setosa  ヒオウギアヤメ  アヤメ科

02008　　Iris setosa 'Nana' (I. setosa canadensis) white fl.  ヒメヒオウギアヤメ矮性種(白)  アヤメ科

02015　　Iris sibirica  コアヤメ  アヤメ科

02032　　Iris tectorum  イチハツ  アヤメ科

14370-1　　Isodon effusa?  ベニバナセキヤノアキチョウジ(仮称)  シソ科

14372　　Isodon japonicus  ヒキオコシ  シソ科

14373　　Isodon longituba 　アキチョウジ  シソ科

06693　　Jasione laevis(=Jasione perennis)  ヤシオネ ラエビス  キキョウ科

24490　　Jeffersonia diphylla  アメリカタツタソウ  メギ科

02377　　Juncus effusus var. decipiens  イ  イグサ科

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

22320-W　　Kadsura japonica  (W)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

15296　　Knautia macedonica  クナウティア マケドニカ  スイカズラ科

09476　　Lachenalia (Polyxena) corymbosa  ポリキセナ コリンボーサ  キジカクシ科

09477　　Lachenalia (Polyxena) ensifolia  ポリキセナ エンシフォリア  キジカクシ科

09482　　Lachenalia (Polyxena) longituba  ポリキセナ ロンギツバ  キジカクシ科

09492　　Lachenalia (Polyxena) reflexa  ラケナリア レフレクサ  キジカクシ科

02063　　Lapeirousia laxa  ヒメヒオウギ(ラペイロウシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ)(オレンジ)  アヤメ科

02067　　Lapeirousia oreogena  ラペイロウシア オレオゲナ  アヤメ科

02066　　Lapeirousia silenoides  ラペイロウシア シレノイデス  アヤメ科

22984-W　　Lathyrus japonicus subsp. japnicus  (W)ハマエンドウ  マメ科

17061　　Ledum palustre subsp. diversipilosum  カラフトイソツツジ  ツツジ科

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

08372　　Leibnitzia sp.  済州島姫センボンヤリ(俗称?)  キク科

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

08407　　Leontopodium japonicum  ウスユキソウ  キク科

08428　　Leontopodium japonicum var. shiroumense  ミネウスユキソウ  キク科

14441　　Leonurus macranthus  キセワタ  シソ科

23031　　Lespedeza bicolor  ヤマハギ  マメ科

23062　　Lespedeza virgata  マキエハギ  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

17074　　Leucothoe keiskei  イワナンテン  ツツジ科

18910　　Lewisia columbiana  ルイシア コロンビアナ  ヌマハコベ科

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

18948　　Lewisia stebbinsii  ルイシア ステッビンシー  ヌマハコベ科

08520　　Ligularia detata 'Britt Marie Crawford'  リグナリア ｢ブラッド マリー クロフォード｣  キク科

08518　　Ligularia vorobievii  リグラリア ボロビエビー  キク科

26215　　Lilium auratum  ヤマユリ  ユリ科

26215-W　　Lilium auratum  (W)ヤマユリ  ユリ科

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

26219　　Lilium auratum varigated leaf  ヤマユリ(斑入)  ユリ科

26235-W　　Lilium concolor var. partheneion  (W)ヒメユリ  ユリ科
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26254　　Lilium japonicum  ササユリ  ユリ科

26254-1　　Lilium japonicum  ササユリ(覆輪葉)  ユリ科

26258-B1　　Lilium lancifolium  オニユリ(ムカゴ)  ユリ科

26259-B　　Lilium lancifolium var. flaviflorum  オウゴンオニユリ(黄金鬼百合 )(ムカゴ)  ユリ科

26295　　Lilium philipinense  リリウム フィリッピネンセ  ユリ科

26305　　Lilium rubellum  ヒメサユリ  ユリ科

26305-1　　Lilium rubellum  ヒメサユリ(白花種×ピンク普通種)  ユリ科

26305-E　　Lilium rubellum  ヒメサユリ  ユリ科

26305-W　　Lilium rubellum  (W)ヒメサユリ  ユリ科

26308　　Lilium speciosum  カノコユリ  ユリ科

26308-W　　Lilium speciosum  (W)カノコユリ  ユリ科

26309　　Lilium speciosum var. clivorum  タキユリ  ユリ科

02486　　Limonium wrightii  イソマツ  イソマツ科

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

27351　　Liparis nervosa  コクラン  ラン科

11250　　Lippia nodiflora  イワダレソウ  クマツヅラ科

09501　　Liriope muscari  ヤブラン  キジカクシ科

09501-W　　Liriope muscari  (W)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

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

15339　　Lonicera japonica  スイカズラ  スイカズラ科

27382　　Luisia teres var. botanensis  タカサゴボウラン  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

01390-1　　Lunaria annua alba  オオバンソウ→ゴウダソウ(白花)  アブラナ科

20759　　Lycoris sanguinea  キツネノカミソリ  ヒガンバナ科

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

12713　　Lysimachia vulgaris var. davurica  クサレダマ  サクラソウ科

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

26341　　Maianthemum (Smilacina) japonica  ユキザサ  ユリ科

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

09517　　Massonia dipressa  マッソニア ディプレッサ  キジカクシ科

09520　　Massonia pustulata  マッソニア プスツラタ  キジカクシ科

11733　　Meconopsis napaulensis  メコノプシス ナパウレンシス  ケシ科

03460　　Melica nutans  コメガヤ  イネ科

23132　　Melilotus officinalis  シナガワハギ  マメ科

18990　　Mimosa pudica  オジギソウ  ネムノキ科

19198　　Mimulus nepalensis  ミゾホオズキ  ハエドクソウ科

19202　　Mimulus sp. ?  ハマホオズキ(通称)？  ハエドクソウ科

05415　　Mirabilis jalapa  オシロイバナ(黄)  オシロイバナ科

05415-1　　Mirabilis jalapa  オシロイバナ(赤)  オシロイバナ科

05415-2　　Mirabilis jalapa  オシロイバナ(白)  オシロイバナ科

25274　　Mitella caulescens  ミテラ カウレシセンス  ユキノシタ科

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

25263-1　　Mitella furusei var. subramosa  チャルメルソウ(素心)  ユキノシタ科

25264　　Mitella integripetala  エゾノチャルメルソウ  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

25271　　Mitella stylosa  タキミチャルメルソウ  ユキノシタ科

25272　　Mitella stylosa var. makinoi  シコクチャルメルソウ  ユキノシタ科

14537　　Mosla punctulata  イヌコウジュ  シソ科

03553　　Muhlenbergia japonica  ネズミガヤ  イネ科

03553-1　　Muhlenbergia japonica  ネズミガヤ(斑入り)  イネ科

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

20786　　Narcissus bulbocodium subsp. conspicuus  ナルキスス ブルボコディウム コンスピキュアス  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

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

26436　　Nomocharis pardanthina  ノモカリス パルダンチナ  ユリ科
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15540　　Nuphar japonicum  コウホネ  スイレン科

15544　　Nuphar pumilum var. ozenese  オゼコウホネ  スイレン科

14550　　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

00643-1　　Oenothera perennis  エノテラ ペレンニス(通称：ヒメツキミソウ)黄散斑  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  エノテラ・ テトラプテラ(ツキミソウ)  アカバナ科

09532　　Ophiopogon planiscapus 'Kokuryu'  オオバジャノヒゲ｢黒竜」  キジカクシ科

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

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

22234-3　　Paeonia japonica & Paeonia obovata  ヤマシャクヤク(白、｢炎｣)、ベニバナヤマシャクヤク混合  ボタン科

22236　　Paeonia lactiflora  パエオニア ラクティフロラ(シャクヤク）  ボタン科

22241　　Paeonia mascula  パエオニア マスクラ  ボタン科

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

22260-1　　Paeonia suffruticosa  ボタン(白花)  ボタン科

22263　　Paeonia veitchii  パエオニア ヴェイッキー  ボタン科

04500　　Panax japonicus  トチバニンジン  ウコギ科

11790　　Papaver fauriei  リシリヒナゲシ  ケシ科

11800　　Papaver miyabeanum  チシマヒナゲシ  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

11822　　Papaver rupifragum 'Flore Plena'  パパベル ルピフラグム｢フロレ プレナ｣  ケシ科

18834　　Parnassia foliosa var. nummularia  シラヒゲソウ  ニシキギ科

18839-W　　Parnassia palustris var. multiseta  (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

18846　　Parnassia palustris var. palustris  アカバナウメバチソウ  ニシキギ科

18842　　Parnassia palustris var. tenuis  コウメバチソウ  ニシキギ科

05504　　Patrinia scabiosifolia  オミナエシ  オミナエシ科

05504-E1　　Patrinia scabiosifolia  オミナエシ(低山性)  オミナエシ科

05504-E2　　Patrinia scabiosifolia  オミナエシ(高山性）  オミナエシ科

05504-W　　Patrinia scabiosifolia  (W)オミナエシ  オミナエシ科

05505　　Patrinia sibirica  タカネオミナエシ(チシマキンレイカ)  オミナエシ科

05512　　Patrinia triloba var. triloba  ハクサンオミナエシ  オミナエシ科

05513-W　　Patrinia villosa  (W)オトコエシ  オミナエシ科

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

05085-W　　Penstemon frutescens  (W)イワブクロ  オオバコ科

05085-W1　　Penstemon frutescens  (W)イワブクロ  オオバコ科

05109　　Penstemon hirsutus 'Pygmaeus albus'  ペンステモン ヒルスツス｢ピグマエウス アルブス｣  オオバコ科

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

16612　　Persicaria erecto-minor  ヒメタデ  タデ科

16613　　Persicaria erecto-minor f. viridiflora  アオヒメタデ(ヒメタデの白花種)  タデ科

16620　　Persicaria filiforme  ミズヒキ  タデ科

16620-1　　Persicaria filiforme  ミズヒキ(白花)  タデ科

16620-4　　Persicaria filiforme  ミズヒキ(桃花)  タデ科

16621-1　　Persicaria filiforme 'Variegata'  ミズヒキ(斑入り、矢印マークの斑ではない)、白花  タデ科

16621-2　　Persicaria filiforme 'Variegata'  ミズヒキ(斑入り、矢印マークの斑ではない)、赤花  タデ科

16624　　Persicaria filiformis f. albiflora  ギンミズヒキ  タデ科

16622　　Persicaria filiformis 'Painter's Palette'  ミズヒキ(斑入り｢ペインターズ・パレット｣)  タデ科

16623　　Persicaria filiformis 'Uzu-Tade'  ミズヒキ｢ウズタデ｣  タデ科

16636-1　　Persicaria longiseta  イヌタデ(斑入り)  タデ科

16638-1　　Persicaria longiseta ex. 'Variegata'  イヌタデ(砂子斑)  タデ科

16655-1　　Persicaria pubescens  ボントクタデ(斑入り）  タデ科

08644-W　　Pertya scandens  (W)コウヤボウキ  キク科

16366　　Peucedanum terebinthaceum  カワラボウフウ  セリ科

00800　　Philadelphus satsumi  バイカウツギ  アジサイ科

19902-W　　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

19560-W　　Phtheirospermum japonicum  (W)コシオガマ  ハマウツボ科

12349　　Phyllanthus juglandifolius  フィランツス ユグランディフォリウス  コミカンソウ科

17130　　Phyllodoce aleutica  アオノツガザクラ  ツツジ科

17133　　Phyllodoce caerulea  エゾノツガザクラ  ツツジ科
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17140-1　　Phyllodoce nipponica var. oblongo-ovata  ナガバツガザクラ(斑入り)  ツツジ科

17970　　Physalis alkekengi  var. frachetii  ホオズキ  ナス科

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

11913　　Piper nigrum  コショウ  コショウ科

23260　　Piptanthus nepalensis  ピプタンツス ネパレンシス  マメ科

04810　　Pistacia chinensis  カイノキ  ウルシ科

05201-2　　Plantago asiatica  サザエオオバコ(通称)  オオバコ科

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

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

06780-8　　Platycodon grandiflorum  キキョウ(矮性種)  キキョウ科

06780-W　　Platycodon grandiflorum  (W)キキョウ  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

06782-1　　Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou'  アポイキキョウ(アポイ岳系、紫、八重系)  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

06781　　Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou white fls.'  アポイギキョウ(アポイ岳系、白、通称)  キキョウ科

06785　　Platycodon grandiflorus ‘Komati’  袋咲きキキョウ(小町)  キキョウ科

27648　　Pleione aurita  プレイオネ アウリタ  ラン科

27650　　Pleione bulbocodioides 'Nyoho'  タイリントキソウ交配種｢女峰」  ラン科

27650-B　　Pleione bulbocodioides 'Nyoho'  タイリントキソウ交配種｢女峰」  ラン科

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

27652　　Pleione formosana  タイリントキソウ  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

24513-1　　Podophyllum pleianthum  ハッカクレン(ミヤオソウ)(斑入り)  メギ科

03760　　Pogonatherum crinitum  イタチガヤ  イネ科

19337　　Polemonium caeruleum subsp. 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

17570-W　　Pollia japonica  (W)ヤブミョウガ  ツユクサ科

17570-W1　　Pollia japonica  (W)ヤブミョウガ  ツユクサ科

09573　　Polygonatum humile  ヒメイズイ  キジカクシ科

09583-W1　　Polygonatum odoratum var. pluriflorum  (W)アマドコロ  キジカクシ科

19947　　Potentilla fragarioides var. major  キジムシロ  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

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

19993　　Potentilla nuttallii  ポテンティラ ヌッタリー  バラ科

12781　　Primula auricula  プリムラ アウリクラ(アツバサクラソウ)  サクラソウ科

12801　　Primula burmanica  プリムラ ブルマニカ  サクラソウ科

12809　　Primula capitata  プリムラ キャピタータ  サクラソウ科

12823　　Primula clusiana  プリムラ クルシアナ  サクラソウ科

12832　　Primula cuneifolia   エゾコザクラ  サクラソウ科

12835　　Primula cuneifolia var. heterodonta  ミチノクコザクラ  サクラソウ科

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

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

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

12907-W　　Primula jesoana   (W)オオサクラソウ  サクラソウ科

12913　　Primula kisoana var. shikokiana  シコクカッコソウ  サクラソウ科

12913-E　　Primula kisoana var. shikokiana  シコクカッコソウ(保湿種子)  サクラソウ科

12943-E1　　Primula modesta  ユキワリソウ  サクラソウ科

12943-E2　　Primula modesta  ユキワリソウ  サクラソウ科

12945-E1　　Primula modesta var. fauriei  ダテユキワリコザクラ(通称)  サクラソウ科

12945-E2　　Primula modesta var. fauriei  エサンユキワリコザクラ(通称)  サクラソウ科

13022　　Primula modesta var. matsumurae　ex Uryu  ウリュウコザクラ  サクラソウ科

12949　　Primula modesta var. samanimontana  サマニユキワリ  サクラソウ科
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13013　　Primula sieboldii  サクラソウ  サクラソウ科

13013-1　　Primula sieboldii  サクラソウ(園芸種)  サクラソウ科

13013-2　　Primula sieboldii  サクラソウ(交配種)  サクラソウ科

13021　　Primula sorachiana  ソラチコザクラ  サクラソウ科

13063　　Primula wulfeniana  プリムラ ウルフェニアナ  サクラソウ科

13067　　Primula yuparensis  ユウバリコザクラ  サクラソウ科

14637　　Prunella vulgaris subsp. asiatica  ウツボグサ  シソ科

20054　　Prunus grayana  ウワミズザクラ  バラ科

04003　　Pteris ryukyuensis  リュウキュウイノモトソウ  イノモトソウ科(ワラビ科から変更)

17163-W　　Pyrola incarnata  (W)ベニバナイチヤクソウ  ツツジ科

14660　　Rabdosia trichocarpa  クロバナヒキオコシ  シソ科

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

10916-B1　　Ranunculus ficaria  ヒメリュウキンカ(ムカゴ）  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

10935　　Ranunculus japonicus  ウマノアシガタ  キンポウゲ科

10974　　Ranunculus shinano-alpinus  タカネキンポウゲ  キンポウゲ科

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

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

22006　　Rhodiola rosea  ロディオラ　ロセア(イワベンケイ)  ベンケイソウ科

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

17311-W　　Rhododendron weyrichii  (W)オンツツジ  ツツジ科

20125　　Rhodotypos scandens  シロヤマブキ  バラ科

23322　　Rhynchosia volubilis  タンキリマメ  マメ科

25000　　Rivina humilis  ジュズサンゴ  ヤマゴボウ科

25321　　Rodgersia pinnata 'Superba'  アカバナヤグルマソウ  ユキノシタ科

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

02210　　Romulea rosea  ロムレア ロセア  アヤメ科

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

20133　　Rosa balcarica  ロサ バルカリカ  バラ科

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

20136　　Rosa carpatica  ロサ カルパチカ  バラ科

20142　　Rosa hirtula  サンショウバラ  バラ科

20142-E　　Rosa hirtula  サンショウバラ  バラ科

20148-1　　Rosa multiflora  ノイバラ(刺無し、白花)  バラ科

20151　　Rosa nipponensis  タカネバラ  バラ科

20156　　Rosa rugosa  ハマナス  バラ科

20165　　Rosa 'S Fantasy'  実バラ｢Sファンタジー｣  バラ科

14687　　Salvia japonica  アキノタムラソウ  シソ科

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

14710-E　　Salvia ranzaniana  ハルノタムラソウ  シソ科

14710　　Salvia ranzaniana  ハルノタムラソウ  シソ科

14721　　Salvia splendens  サルビア スプレンデンス  シソ科

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

20264　　Sanguisorba officinalis  ワレモコウ  バラ科

20264-W　　Sanguisorba officinalis  (W)ワレモコウ  バラ科

20264-W1　　Sanguisorba officinalis  (W)ワレモコウ  バラ科

16413　　Sanicula lamelligera var. wakayamensis  キイウマノミツバ  セリ科

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

16510-W　　Sarcandra glabra  (W)センリョウ  センリョウ科

04650　　Saruma henryi  サルマ ヘンリー  ウマノスズクサ科

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

25495　　Saxifraga bronchialis subsp. funstonii var. rebunshirensis f. flava  キバナシコタンソウ  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

25393-1　　Saxifraga fortunei var. alpina  ミヤマダイモンジソウ(アポイダイモンジソウ)  ユキノシタ科

25484　　Saxifraga umbrosa rosea  サキシフラガ ウンブローサ(紅花)  ユキノシタ科

15421-W　　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
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15425　　Scabiosa japonica var. littoralis  ソナレマツムシソウ  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

22330　　Schisandra chinensis  チョウセンゴミシ  マツブサ科

09623　　Scilla scilloides  ツルボ  キジカクシ科

09623-3　　Scilla scilloides  ツルボ(細葉)  キジカクシ科

09623-4　　Scilla scilloides  ツルボ(素心)  キジカクシ科

09623-W　　Scilla scilloides  (W)ツルボ  キジカクシ科

09624　　Scilla scilloides　dwarf type  ツルボ(矮性種)  キジカクシ科

09624-E　　Scilla scilloides　dwarf type  ツルボ(四国矮性種)  キジカクシ科

09624-E1　　Scilla scilloides　dwarf type  ツルボ(矮性、銚子産)  キジカクシ科

09625　　Scilla scilloides f. albiflora  シロバナツルボ  キジカクシ科

09627　　Scilla scilloides var. major  オニツルボ  キジカクシ科

06206　　Scirpus triangulatus  カンガレイ  カヤツリグサ科

14754　　Scutellaria indica  タツナミソウ  シソ科

14754-1　　Scutellaria indica  タツナミソウ(濃色、矮性)  シソ科

14757　　Scutellaria indica var. parvifolia  コバノタツナミ  シソ科

14757-1　　Scutellaria indica var. parvifolia  コバノタツナミ(白)  シソ科

14765　　Scutellaria lateriflora  スクテラリア ラテリフロラ  シソ科

14776　　Scutellaria pekinensis var. transitra  ヤマタツナミソウ  シソ科

22024　　Sedum aizoon var. floribundum f. tekaridake  テカリダケキリンソウ  ベンケイソウ科

11000　　Semiaquilegia adoxoides  ヒメウズ  キンポウゲ科

08892　　Senecio flammeus var. glabrifolius  コウリンカ  キク科

08921　　Serratula coronata subsp. insularis  タムラソウ  キク科

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

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

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

18472　　Silene (Lychnis) miqueliana  フシグロセンノウ  ナデシコ科

18472-W　　Silene (Lychnis) miqueliana  (W)フシグロセンノウ  ナデシコ科

18476　　Silene (Lychnis) sieboldii  マツモトセンノウ(ツクシマツモト)  ナデシコ科

18477　　Silene (Lychnis) sieboldii white fl.  マツモトセンノウ(ツクシマツモト)(白)  ナデシコ科

18481　　Silene (Lychnis) wilfordii  エンビセンノウ  ナデシコ科

18520　　Silene aomorensis  アオモリマンテマ  ナデシコ科

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

18569　　Silene firma  フシグロ  ナデシコ科

18594　　Silene keiskei  オオビランジ  ナデシコ科

18596　　Silene keiskei f. procumbens  ツルビランジ  ナデシコ科

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

18598-2　　Silene keiskei var. akaisialpina  タカネビランジ(濃色)  ナデシコ科

18599　　Silene keiskei var. akaisialpina f. albescen  タカネビランジ(白)  ナデシコ科

18601　　Silene keiskei var. minor f. albescens  シロバナビランジ  ナデシコ科

18627　　Silene pendula  サクラマンテマ  ナデシコ科

18642　　Silene repens var. apoiensis  アポイマンテマ  ナデシコ科

18643　　Silene repens var. latifolia  チシママンテマ  ナデシコ科

18645　　Silene sachalinensis  カラフトビランジ  ナデシコ科

18669　　Silene uralensis  タカネマンテマ  ナデシコ科

02280　　Sisyrinchium campestre f. flaviflorum  キバナニワセキショウ  アヤメ科

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

13401　　Smilax riparia var. ussuriensis  シオデ  シオデ科(サルトリイバラ科)

18002　　Solanum lyratum  ヒヨドリジョウゴ  ナス科

23706　　Sparganium japonicum  ナガエミクリ  ミクリ科

00680　　Stauntonia hexaphylla  ムベ  アケビ科

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

18733-W　　Stellaria sessiliflora  (W)ミヤマハコベ  ナデシコ科

17510　　Stewartia monadelpha  ヒメシャラ  ツバキ科

09010　　Stokesia laevis  ルリギク (ストケシア ラエビス)  キク科

04375　　Streptocarpus cyaneus  ストレプトカーパス キアネウス  イワタバコ科

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

09714　　Strobilanthes oligantha f. albiflora  スズムシバナ(白)  キツネノマゴ科
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28211　　Swertia bimaculata  アケボノソウ  リンドウ科

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

28211-W1　　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

19153-W　　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

28360　　Synocalycanthus chinensis  ナツロウバイ  ロウバイ科

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

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

23410　　Tephrosia purpurea  ナンバンクサフジ  マメ科

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

11010-W　　Thalictrum actaefolium  (W)シギンカラマツ  キンポウゲ科

11015-W　　Thalictrum aquilegifolium var. sibiricum  (W)マンセンカラマツ  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

11053　　Thalictrum minus var. hypoleucum  アキカラマツ  キンポウゲ科

11066　　Thalictrum rochebrunianum  シキンカラマツ  キンポウゲ科

11066-W　　Thalictrum rochebrunianum  (W)シキンカラマツ  キンポウゲ科

11077　　Thalictrum toyamae  ヒレフリカラマツ  キンポウゲ科

11080　　Thalictrum uchiyamai  ムラサキカラマツ  キンポウゲ科

23423　　Thermopsis lupinoides  センダイハギ  マメ科

25542　　Tiarella polyphylla  ズダヤクシュ  ユキノシタ科

16821　　Tofieldia nuda var. nuda  ハナゼキショウ  チシマゼキショウ科

05495-W　　Triadenum japonicum  (W)ミズオトギリ  オトギリソウ科

04822　　Trichosanthes cucumeroides  カラスウリ  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

04822-W4　　Trichosanthes cucumeroides  (W)カラスウリ(実が細長形)  ウリ科

04827-W　　Trichosanthes rostrata  (W)ケカラスウリ  ウリ科

26552　　Tricyrtis affinis f. albida  シロバナホトトギス  ユリ科

26555　　Tricyrtis formosana  タイワンホトトギス  ユリ科

26557　　Tricyrtis hirta  ホトトギス  ユリ科

26557-1　　Tricyrtis hirta  ホトトギス(斑入り）  ユリ科

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

26563　　Tricyrtis hirta var. albescens 'Hakurakuten'  シロホトトギス｢白楽天｣  ユリ科

26565　　Tricyrtis hirta white fl.  ホトトギス(白)  ユリ科

26565　　Tricyrtis hirta white fl.  ホトトギス(白)  ユリ科

26566　　Tricyrtis ishiiana  サガミジョウロウホトトギス  ユリ科

26572-B　　Tricyrtis macropoda  ヤマホトトギス(ムカゴ)  ユリ科

15010　　Trillium sessile  トリリウム セッシレ  シュロソウ科

15017　　Trillium tschonoskii   ミヤマエンレイソウ  シュロソウ科

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

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

11107-1　　Trollius hondoensis  キンバイソウ(斑入り)  キンポウゲ科

11117-W　　Trollius riederianus  (W)チシマノキンバイソウ  キンポウゲ科

26611　　Tulipa clusiana 'Lady Jane'  ツリパ クルシアナ ｢レディ ジェーン｣  ユリ科

17390　　Vaccinium oldhamii  ナツハゼ  ツツジ科

17395　　Vaccinium oxycoccus  ツルコケモモ  ツツジ科

17396　　Vaccinium praestans  イワツツジ  ツツジ科

17403　　Vaccinium uliginosum  クロマメノキ  ツツジ科

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

15047　　Veratrum nigrum  ベラトラム 二グラム  シュロソウ科

05239　　Veronica (Pseudolysimachion) ogurae  サンイントラノオ  オオバコ科

05242　　Veronica (Pseudolysimachion) rotundum  ヤマトラノオ  オオバコ科

05246　　Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum f. linearilobum  ホソバキクバクワガタ  オオバコ科



Seed List No.33 AGST Seed Exchange 2016 - 2017 Dec. 6, 2016
The Alpine Garden Society of Tokyo Tokyo, JAPAN

種子交換リスト 33 号 2016 年－2017 年 東京山草会種子交換委員会

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

05259　　Veronica (Pseudolysimachion) subsessile  ルリトラノオ  オオバコ科

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

09878　　Vincetoxicum nigrum  ビンケトキシクム　ニグルム  キョウチクトウ科

15732　　Viola betonicifolia var. albescens  アリアケスミレ  スミレ科

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

15738　　Viola bissetii  ナガバノスミレサイシン  スミレ科

15747　　Viola brevistipulata  オオバキスミレ  スミレ科

15751　　Viola brevistipulata　subsp. hidakana  エゾキスミレ  スミレ科

15757　　Viola brevistipulata var. kishidai  ナエバキスミレ  スミレ科

15770-1　Viola chaerophylloides var. sieboldiana x eizanensis  ヒラツカスミレ(ヒゴ×エイザン)(通称ウスベニヒゴスミレ)  スミレ科

15784　　Viola crassa  タカネスミレ  スミレ科

15803-2　　Viola eizanensis  エイザンスミレ(黄白掃斑)  スミレ科

15805　　Viola eizanensis var. simplicifolia  ヒトツバエゾスミレ  スミレ科

15805-W　　Viola eizanensis var. simplicifolia  (W)ヒトツバエゾスミレ  スミレ科

15823　　Viola grayi　white fl.  イソスミレ(白)  スミレ科

15824　　Viola greatrexii  ウンゼンスミレ　  スミレ科

15825-3　　Viola grypoceras  タチツボスミレ(色混合)  スミレ科

15825-4　　Viola grypoceras  タチツボスミレ(色混合)  スミレ科

15827　　Viola grypoceras f. albiflora  シロバナタチツボスミレ  スミレ科

15831　　Viola grypoceras f. purpurellocalcarata  オトメスミレ  スミレ科

15826-2　　Viola grypoceras 'Variegata'  タチツボスミレ｢白散斑｣  スミレ科

15857　　Viola inconspicua subsp. nagasakiensis  ヒメスミレ  スミレ科

15859　　Viola inconspicua subsp. nagasakiensis f. albescens  ウスイロヒメスミレ  スミレ科

15861　　Viola japonica  コスミレ  スミレ科

15865　　Viola japonica f. variegata  フィリコスミレ  スミレ科

15866　　Viola japonica pink  コスミレ(ピンク)  スミレ科

15872　　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

15883-1　　Viola labradorica  ビオラ ラブラドリカ(紫式部、選抜種)  スミレ科

15891　　Viola mandshurica  スミレ  スミレ科

15891-W1　　Viola mandshurica  (W)スミレ  スミレ科

15893　　Viola mandshurica "Myoujin type"  ミョウジンスミレ(俗称)(スミレ濃色)  スミレ科

15895　　Viola mandshurica f. alba  スミレ (白花)  スミレ科

15898　　Viola mandshurica f. crassa  アナマスミレ  スミレ科

15898-1　　Viola mandshurica f. crassa  アナマスミレ(白花)  スミレ科

15907　　Viola mandshurica var. triangularis  アツバスミレ  スミレ科

15909　　Viola mandshurica var. triangularis f. niijimensis  ニイジマスミレ  スミレ科

15917　　Viola maximowicziana f. variegata  コミヤマスミレ(斑入り)  スミレ科

15925-1　　Viola obtusa  ニオイタチツボスミレ  スミレ科

15925-2　　Viola obtusa  ニオイタチツボスミレ  スミレ科

15925-W3　　Viola obtusa  (W)ニオイタチツボスミレ  スミレ科

15925-W4　　Viola obtusa  (W)ニオイタチツボスミレ  スミレ科

15955　　Viola phalacrocarpa  アカネスミレ  スミレ科

15966-E2　　Viola pseudo-japonica  リュウキュウコスミレ  スミレ科

15980　　Viola rostrata var. japonica  ナガハシスミレ  スミレ科

15980-E　　Viola rostrata var. japonica  ナガハシスミレ(菅名岳由来)  スミレ科

15992　　Viola selkirkii  ミヤマスミレ  スミレ科

16002-W1　　Viola sieboldii  (W)フモトスミレ(ビオラ シーボルディー)  スミレ科

16012　　Viola sp.  アカバナスミレ(俗称)  スミレ科

16017　　Viola tashiroi  ヤエヤマスミレ  スミレ科

16028　　Viola tokubuchiana var. takedana  ヒナスミレ  スミレ科

16035　　Viola utchinensis  オキナワスミレ  スミレ科

16043-1　　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

16044　　Viola verecunda  ツボスミレ(別名ニョイスミレ)  スミレ科

16044-3　　Viola verecunda  ツボスミレ(別名ニョイスミレ)(黄白掃斑)  スミレ科

16045　　Viola verecunda f. violascens  ムラサキコマノツメ  スミレ科

16062　　Viola x 'Benibanananzan'  ベニバナナンザンスミレ(俗称)  スミレ科

16063　　Viola x 'Benizuru'  スミレ｢紅鶴｣(エイザンスミレ x ベニバナナンザンスミレ)  スミレ科

16065　　Viola x suzukii (V. mandshurica x V. sieboldiana)  スズキスミレ  スミレ科
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16067　　Viola yedoensis  ノジスミレ  スミレ科

16071　　Viola yedoensis var. pseudo-japonica f. sonoharae  シロバナリュウキュウスミレ  スミレ科

16072　　Viola yezoensis  ヒカゲスミレ  スミレ科

16074　　Viola yezoensis f. discolor  タカオスミレ  スミレ科

16075　　Viola yezoensis var. asoana  アソヒカゲスミレ  スミレ科

16076　　Viola yubariana(Viola brevistipulata var. crassifolia)  シソバキスミレ  スミレ科

14871　　Vitex cannabifolia  ニンジンボク  シソ科

14873　　Vitex rotundifolia  ハマゴウ  シソ科

11286　　Vitis ficifolia var. lobata  (W)エビヅル　  クマツヅラ科

15498-W　　Weigela middendorffiana  (W)ウコンウツギ  スイカズラ科

09257　　Willemetia stipitata  ウィルレメティア スティピタタ  キク科

23689　　Zanthoxylum piperitum  サンショウ  ミカン科

23692　　Zanthoxylum piperitum f. inerme  アサクラザンショウ  ミカン科

20904　　Zephyranthes carinata　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


