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No., 　Botanical name,   Japanese name,  etc.
741 　Acacia ealtriformis　アカキア　エウルトリフォルミス　
200 　Aconitum anthora　アコニツム　アントーラ　３０－６０、淡黄花、ヨーロッパ南部原産
235 　Aconitum japonicum subsp. napiform　タンナトリカブト　　W　中国山地
239 　Aconitum japonicum　トリカブト　濃色タイプ
742 　Aconitum napellus　アコニツム　ナペレス　９０ｃｍ、赤紫花、欧北
208 　Aconitum yamazaki I　エゾトリカブト　Ｗ　Hokkaido, Japan 北海道
115 　Adenophora nikoensis var. stenophylla　ミヤマシャジン 　
116 　Adenophora pereskiifolia　モイワシャジン 　
80 　Adenophora puellaris　　オトメシャジン 　
95 　Adenophora remotiflora 　ソバナ 　W
94 　Adenophora remotiflora　ソバナ　
93 　Adenophora remotiflora　ソバナ　W　Karuizawa, Nagano, Japan 軽井沢

121 　Adenophora sp.　通称　ナガバシャジン　ｻｲﾖｳｼｬｼﾞﾝより小型ｵﾄﾒｼｬｼﾞﾝより大型
78 　Adenophora takedae　イワシャジン 　
77 　Adenophora takedae　イワシャジン 　濃色花
79 　Adenophora takedae　イワシャジン 　白色花

102 　Adenophora triphylla var. hakusanensis 　ハクサンシャジン 　白山原産
101 　Adenophora triphylla var. hakusanensis　ハクサンシャジン 　
100 　Adenophora triphylla var. japonica 　ツリガネニンジン 　
98 　Adenophora triphylla var. japonica　ツリガネニンジン　
97 　Adenophora triphylla var. japonica　ツリガネニンジン　Ｗ
99 　Adenophora triphylla var. japonica　ツリガネニンジン　通称ハマシャジン　白色花

103 　Adenophora triphylla var.hakusanensis 　ハクサンシャジン 　
245 　Adonis amurensis　フクジュソウ　葛城山系原産
505 　Aeginetia indica　ナンバンギセル　
509 　Aeginetia indica　ナンバンギセル　
511 　Aeginetia indica　ナンバンギセル 　赤色花
506 　Aeginetia indica　ナンバンギセル　口紅咲き
510 　Aeginetia indica　ナンバンギセル　紅紫色花　草丈20cm
508 　Aeginetia indica　ナンバンギセル　赤色花
507 　Aeginetia indica　ナンバンギセル　白色花
504 　Aeginetia　ｓｉｎｅｎｓｉｓ　オオナンバンギセル　
381 　Agastache rugosa　カワミドリ　
517 　Agrimonia japonica　キンミズヒキ　黄色花
536 　Agrimonia sp.　通称　ヤクシマキンミズヒキ　（多）５－１０ｃｍ（黄）
179 　Ainsibara fragrans var. integrifolia　マルバテイショウソウ　
134 　Ainsliaea acerifolia var.subapoda　オクモミジハグマ　W　West Honsyu, Japan 中国山地
143 　Ainsliaea apiculata　キッコウハグマ 　
142 　Ainsliaea apiculata　キッコウハグマ　Variegated　斑入り
755 　Alectorurus yedoensis　ケイビラン　
692 　Allium thunbergii　ヤマラッキョウ　
691 　Allium thunbergii　ヤマラッキョウ　Ｗ
626 　Allium victorialis var.platyphyllum　ギョウジャニンニク　
607 　Allium virgunculae 　イトラッキョウ　　白色花
605 　Allium virgunculae　イトラッキョウ　
606 　Allium virgunculae　イトラッキョウ 　W　　
26 　Alophia amoena　チリアヤメ　紫色花

398 　Alpinia intermedia　アオノクマタケラン　穂咲き　ピンクに赤い筋あり 
707 　Amitostigma keiskei　イワチドリ　
708 　Amitostigma keiskei　イワチドリ　
714 　Amitostigma kinoshitae Pure white form　コアニチドリ　純白色花　むかご
193 　Amsonia elliptica　チョウジソウ　青色花
194 　Amsonia tabernaemontana　ヤナギバチョウジソウ　水色花、丈90cm位、半球状に咲く
362 　Anagallis arvensis f. coerulea　ルリハコベ 　
165 　Anaphalis sinica subsp. morii　タンナヤハズハハコ/タンナヤマハハコ　
305 　Androsace armeniaca　アンドロサケ　アルメニアカ　白色花　草丈10cm
309 　Androsace lactea　アンドロサケ　ラクテア　
308 　Androsace septentrionalis 'Stardust'　アンドロサケ　セプテントリオナリス　‘スターダスト’　
307 　Androsace septentrionalis　アンドロサケ　セプテントリオナリス　
306 　Androsace spinulifera　アンドロサケ　スピヌリフェラ　白色花
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203 　Anemone baldensis　アネモネ　バルデンシス 　
240 　Anemone flaccida　ニリンソウ　
744 　Anemone magellanica 　アネモネ・マゲラニカ　南アメリカ原産 淡黄色花
206 　Anemone nikoensis　イチリンソウ　
204 　Anemone rupicola　アネモネ　ルピコラ　
205 　Anemone sylvestris　アネモネ・シルベストリス　
242 　Anemone virginianum　ハルザキシュウメイギク　春咲き
202 　Anemone x hybrida 'Honorine Jobert'　ボタンキブネギク　‘オナリンジョバート’　白色花
196 　Anemone x lesseri　アカバナイチゲ 　
273 　Anemonopsis macrophylla 　レンゲショウマ 　
437 　Antenoron filiforme　ミズヒキ　白色花
198 　Aquilegia 'Blueberry'　アクイレギア　‘ブルーベリー’　
265 　Aquilegia buergeriana Yellow form　ヤマオダマキ 黄色花系 　
263 　Aquilegia buergeriana　ヤマオダマキ　
264 　Aquilegia buergeriana　ヤマオダマキ　
262 　Aquilegia buergeriana　ヤマオダマキ　佐渡原産
217 　Aquilegia canadensis 'Nana'　カナダオダマキ　‘ナナ’　
216 　Aquilegia canadensis　カナダオダマキ 　
215 　Aquilegia canadensis　カナダオダマキ　黄色
260 　Aquilegia flabellata var. pumila 　ミヤマオダマキ 　Variegated　斑入り
259 　Aquilegia flabellata var. pumila 　ミヤマオダマキ 　八ヶ岳原産　桃色花
256 　Aquilegia flabellata var. pumila "Alba"　ミヤマオダマキ　白色花
254 　Aquilegia flabellata var. pumila　ミヤマオダマキ　
258 　Aquilegia flabellata var. pumila　ミヤマオダマキ 　
257 　Aquilegia flabellata var. pumila　ミヤマオダマキ 　八重咲き
253 　Aquilegia flabellata var. pumila　ミヤマオダマキ　ピンク
255 　Aquilegia flabellata var. pumila　ミヤマオダマキ　青色花
252 　Aquilegia flabellata var. pumila　ミヤマオダマキ　白色花
210 　Aquilegia flabellata　オダマキ　桃色花
199 　Aquilegia saximontana　アクイレギア　サクシモンタナ　
197 　Aquilegia sp.　アクイレギア　桃色花
751 　Aquilegia sp.　オダマキ　混合
439 　Arbutus menziesii　アルブツス　メンジーシー　常緑高木、白色花、黄実、北米北部原産
363 　Arisaema ciliatum var. libaense　アリサエマ　キリアツム　リバエンセ　中国原産
364 　Arisaema consanguineum　アリサエマ・コンサンギネウム　中国原産
365 　Arisaema flavum　アリサエマ・フラブム 　黄花テンナンショウ（ヒマラヤ原産）
371 　Arisaema heterophyllum　マイヅルテンナンショウ　新潟県上越原産
375 　Arisaema ringens "Green form"　ムサシアブミ 　素心
374 　Arisaema ringens　ムサシアブミ　
372 　Arisaema serratum　マムシグサ　Variegated　斑入り
376 　Arisaema sikokianum　ユキモチソウ　
369 　Arisaema sp　テンナンショウ属種不明　W Yamaguchi, Japan 山口県
366 　Arisaema thunbergii ssp. urashima　ウラシマソウ　W　Chiba, Japan 千葉県
367 　Arisaema thunbergii ssp. urashima　ウラシマソウ　素心
370 　Arisaema thunbergii subsp. thunbergii　ナンゴクウラシマソウ　
127 　Arnica unalascensis var. tschonoskyi　ウサギギク　
745 　Arthropodium candidum var. maculatum　アルスロポジウム・カンディダム・マクラータム 　ニュージーランド原産
632 　Arthropodium candidum var. maculatum　コマチユリ　
45 　Arundinella hirta　トダシバ　
56 　Asarum caulescens　フタバアオイ　

167 　Aster ageratoides subsp. ovatus　ノコンギク　
126 　Aster alpinus var. albus　アスター　アルピヌス　アルブス　
125 　Aster alpinus　アスター　アルピヌス　
775 　Aster spathulifolius　ダルマギク　
145 　Aster tenuipes  　クルマギク　白色花
160 　Aster viscidulus var. alpinus　タカネコンギク　八ヶ岳原産　桃色花
168 　Aster viscidulus　ハコネギク　
589 　Astilbe japonica　アワモリショウマ　
274 　Astilbe sp.　雲南穂咲きショウマ　
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806 　Astragalus sinicus white flower　ゲンゲ　（白花）　
560 　Astragalus yamamotoi　カリバオウギ　淡紅色　草丈３０－４０cm
132 　Atracrylodes macrocephala　オオバナオケラ　中国原産　syn. Atracrylodes ovata
137 　Atractylodes japonica 　オケラ 　
135 　Atractylodes japonica　オケラ　赤色花
136 　Atractylodes japonica　オケラ　白色花
29 　Belamcanda chinensis　ヒオウギ　
30 　Belamcanda chinensis　ヒオウギ　黄　赤色花
28 　Belamcanda chinensis　ヒオウギ　多年草　花径5-6cm　丈50-100cm　

432 　Bistorta major var. japonica　イブキトラノオ　
705 　Bletilla formosana　アマナラン 　赤色花
725 　Bletilla ochracea　黄花小白笈　黄色花
717 　Bletilla striata　シラン　Variegated　斑入り　濃色花
718 　Bletilla striata　シラン　ピンク
719 　Bletilla striata　シラン　紫紅色
724 　Bletilla yunnanense　雲南小白笈　淡桃色
580 　Boenninghausenia japonica　マツカゼソウ　
48 　Bothriochloa parviflora　ヒメアブラススキ　
49 　Briza minor　ヒメコバンソウ　

426 　Bupleurum rotundifolium　ブプレウルム　ロツンディフォリア　１年草、４５－２００、赤紫葉、
427 　Bupleurum scorzoneraefolium var. stenophyllum　ミシマサイコ　
131 　Cacalia nikomontana　オオカニコウモリ　W 
46 　Calamagrostis arundinacea var. brachytricha ノガリヤス W  Saitama, Japan 埼玉県鶴ヶ島市

218 　Callianthemum hondoense　キタダケソウ　
244 　Callianthemum miyabeanum　ヒダカソウ　
279 　Callicarpa　japonica　ムラサキシキブ　
280 　Callicarpa　japonica　ムラサキシキブ　白実
785 　Calystegia japonica　ヒルガオ　
96 　Campanula chamissonis 　チシマギキョウ 　
81 　Campanula formanekiana　カンパニュラ・フォルマネキアナ　２年草、白色花、ギリシャ、アルバニア
76 　Campanula lasiocarpa　　イワギキョウ　（矮性、細葉）　

111 　Campanula punctata 　ホタルブクロ　Variegated　斑入り
110 　Campanula punctata 　ホタルブクロ　白色花ダブル咲き
113 　Campanula punctata Alba　ホタルブクロ　淡色花
112 　Campanula punctata Alba　ホタルブクロ　白色花
122 　Campanula punctata 'Ruburi flora'　通称アケボノホタルブクロ　
75 　Campanula punctata var. kurokawae　イシダテホタルブクロ　矮性 石立山特産

108 　Campanula punctata　ホタルブクロ　　
114 　Campanula punctata　ホタルブクロ　Variegated　黄斑入り
109 　Campanula punctata　ホタルブクロ　Variegated　斑入り
82 　Campanula rapunculoides 　カンパニュラ・ラプンクロイデス　欧州原産 濃赤紫青花 草丈60㎝

574 　Canavalia lineata　ハナナタマメ　
619 　Cardiocrinum cathayanum　カルディオクリヌム　カタヤヌム　　中国原産
611 　Cardiocrinum cordatum Makino　ウバユリ　地植え向き　白色花
612 　Cardiocrinum cordatum　ウバユリ　
752 　Cardiocrinum giganteum　カルディオプシス　ギガンテウム　
582 　Cardiospermum halicacabum　フウセンカズラ 　
72 　Carex lenta　ナキリスゲ　
71 　Carex podogyna　タヌキラン 　

753 　Carmicheria kirkii　カルミケリア　キルキー　
518 　Cartaegus cuneata 　サンザシ　大実
275 　Caryopteris divaricata 　カリガネソウ 　　紫色花　丈30-40cm
278 　Caryopteris incana　ダンギク 　
163 　Caryopteris incana　ダンギク　紫色花
277 　Caryopteris incana　ダンギク　紫色花　草丈50cm
164 　Caryopteris incana　ダンギク　白色花
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148 　Celmisia angustifolia  　ケルミシア・アングスティフォリア 　　
146 　Celmisia argentea　ケルミシア　アルゲンテア　２０ｃｍ　白色花
758 　Celmisia gracilenta　ケルミシア　グラキレンタ　
759 　Celmisia haastii　ケルミシア　ハアスティ　
147 　Celmisia mackaui　ケルミシア　マックカウイ　３０－６０ｃｍ　白色花
150 　Celmisia marata 　ケルミシア・マラータ 　ＮＺ 白色花
761 　Celmisia montana　ケルミシア　モンタナ　
760 　Celmisia prorepens　ケルミシア　プロレペンス　
149 　Celmisia sessiliflora 　ケルミシア・セッシリフローラ　ＮＺ 10㎝ 房状 針状葉 白色花
766 　Centaurium confertum　小町リンドウ（愛称）　
186 　Centratherum punctatum　ムラサキルーシャン　リンゴアザミ　ピンク　７０ｃｍ
712 　Cephalanthera falcata　キンラン　
283 　Chelidonium majus 'Flore pleno'　クサノオウ　花期長く種子もできる八重咲き
284 　Chelidonium majus var. asiaticum　クサノオウ　

4 　Chenopodium centrorubrum　アカザ　Variegated　斑入り
740 　Chimonanthus praecox f. concolor　ソシンロウバイ　
588 　Chionanthus retusus　ヒトツバタゴ　ナンジャモンジャ
638 　Chionographis japonica　シライトソウ　W　Shimane, Japan 島根半島
639 　Chionographis japonica　シライトソウ　甑島原産
429 　Chloranthus serratus　フタリシズカ　
599 　Chrysosplenium grayanum　ネコノメソウ　
224 　Cimicifuga simplex 　サラシナショウマ 　
166 　Cirsium japonicum　ノアザミ （白花）　
221 　Clematis alpina 　クレマチス　アルピナ　
250 　Clematis apiifolia　ボタンヅル　Ｗ
222 　Clematis florida 'Yukiokoshi'　クレマチス　フロリダ　‘雪おこし’　
243 　Clematis japonica　ハンショウヅル 　
223 　Clematis montana 'Tetra Rose'　クレマチス　モンタナ　‘テトラローズ’　ヒマラヤから中国西部原産
261 　Clematis ochotensis　ミヤマハンショウヅル　小豆色花
212 　Clematis patens　カザグルマ　
211 　Clematis patens　カザグルマ　W　Nara, Japan 奈良県
213 　Clematis patens　カザグルマ　白色花
234 　Clematis terniflora　センニンソウ　
561 　Clianthus puniceus　クリアンサス　プニケウス 　NZ 灌木状 緋色 180㎝
382 　Clinopodium chinense subsp. grandiflorum var. parviflorum　クルマバナ　
648 　Clintonia udensis　ツバメオモト　
649 　Clintonia udensis　ツバメオモト　Ｗ
88 　Codonopsis pilosula　コドノプシス　ピロスラ　つる性、４５－２００ｃｍ、淡緑色花、欧
43 　Coix lacryma-jobi　ジュズダマ　

454 　Commelina communis 　ツユクサ　　Variegated　斑入り
452 　Commelina communis f. albiflora　シロバナツユクサ　W　Ichikawa, Japan 行徳
453 　Commelina communis　ツユクサ　素心
233 　Coptis japonica var. dissecta　セリバオウレン　
144 　Coreopsis drummondii　キンケイギク　一年草
282 　Corydalis heterocarpa var. japonica　キケマン　
287 　Corydalis incisa　ムラサキケマン　
286 　Corydalis pallida var.tenuis　ミヤマキケマン　
281 　Corydalis sempervirens　オボロエンゴサク　桃黄複色花、灰緑葉、丈30cm位
190 　Crepis sp. 通称アカバナタンポポ　葉は地面に広がり花茎15cm
21 　Crocus banaticus　クロクス・バナティクス　秋咲き

569 　Crotalaria sessiliflora 　タヌキマメ 　
570 　Crotalaria sessiliflora 　タヌキマメ 　ブルー　４０ｃｍ
320 　Cyclamen africanum album　シクラメン　アフリカナム　アルバム　
319 　Cyclamen africanum　シクラメン　アフリカナム　ピンク花　秋咲き
344 　Cyclamen cilicium 'ES,　シクラメン　シリシウム　ES 　白色花
343 　Cyclamen cilicium　シクラメン　シリシウム　白色花　
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325 　Cyclamen coum  orbiculatum　シクラメン　コウム　
340 　Cyclamen coum  orbiculatum　シクラメン　コウム　オルビキュラーツム　ピンク花　
326 　Cyclamen coum "Album"　シクラメン　コウム 　　
339 　Cyclamen coum (abchasicum)　シクラメン　コウム　アブチャシカム　ピンク花　
327 　Cyclamen coum 'Blush'　シクラメン　コウム 　Blush
328 　Cyclamen coum　ＢＳＢＥ form 1　シクラメン　コウム 　BSBE form 1 ピンク
329 　Cyclamen coum　ＢＳＢＥ form 2　シクラメン　コウム 　BSBE form 2　ピンク
330 　Cyclamen coum ex. BSBE form 1　シクラメン　コウム 　銀葉 ex. BSBE form 1 由来
331 　Cyclamen coum ex. EKB 371　シクラメン　コウム 　ex. EKB 371
338 　Cyclamen coum 'Maurice Dryden'　シクラメン　コウム　‘モーリスドライデン’　白色花　銀葉　冬咲き
332 　Cyclamen coum pink fl.　シクラメン　コウム 　ピンク花　
333 　Cyclamen coum S-352　シクラメン　コウム 　S-352
341 　Cyclamen coum subsp. cucasicum　シクラメン　コウム　コウカシム　　ピンク濃花
334 　Cyclamen coum T. D. Wiltshire　シクラメン　コウム 　
336 　Cyclamen coum 'Tilebarn Elizabeth'　シクラメン　コウム　‘タイルバーンエリザベス’　ピンク花　
337 　Cyclamen coum 'Tilebarn Graham'　シクラメン　コウム　‘タイルバーングラハム’　銀葉
335 　Cyclamen coum white fl.　シクラメン　コウム 　白色花　
342 　Cyclamen cyprium pink fl.　シクラメン　シプリウム　ピンク花　
324 　Cyclamen graecum 'Rodopon'　シクラメン　グラエクム　‘ロードポウ’　
323 　Cyclamen graecum　シクラメン　グラエカム 　ピンク
322 　Cyclamen graecum　シクラメン　グラエカム 　ピンク花　
346 　Cyclamen hederifolium (white fl.)　シクラメン　ヘデリフォリウム　白色花　
349 　Cyclamen hederifolium 'Altemis'　シクラメン　ヘデリフォリウム　‘アルテミス’　ピンク花　
351 　Cyclamen hederifolium 'Bowles Apollo'　シクラメン　ヘデリフォリウム　‘ボウルスアポロ’　ピンク花　
350 　Cyclamen hederifolium 'Silver Cloud'　シクラメン　ヘデリフォリウム　‘シルバークラウド’　ピンク花　
347 　Cyclamen hederifolium silver leaf, pink fl.　シクラメン　ヘデリフォリウム　ピンク花　銀葉　秋咲き
348 　Cyclamen hederifolium silver leaf, white fl.　シクラメン　ヘデリフォリウム　白色花　銀葉　
345 　Cyclamen hederifolium　シクラメン　ヘデリフォリウム　
321 　Cyclamen intaminatum　シクラメン　インタミナツム　　
769 　Cyclamen mirabile　シクラメン　ミラビレ　
770 　Cyclamen mirabile　シクラメン　ミラビレ　
352 　Cyclamen persicum (2nd gen. CSE)　シクラメン　ペルシクム　濃ピンク花　春咲き
768 　Cyclamen purpurascens　シクラメン　プルプラスケンス　
353 　Cyclamen repandum 　シクラメン　レパンダム 　
354 　Cyclamen rohlfsianum　シクラメン　ロールフシアヌム　リビア原産　少々寒がる
720 　Cymbidium ensifolium　スルガラン　
40 　Cymbopogon tortilis var. goeringii　オカルガヤ 　

703 　Cypripedium reginae　シプリペジウム　レギナエ　
702 　Cypripedium macranthum var. speciosum　アツモリソウ　
722 　Cypripedium macranthum var. hotei-atsumorianum　ホテイアツモリ　
704 　Cypripedium macranthum var. speciosum　アツモリソウ 　
711 　Cypripedium reginae　シプリペジウム　レギナエ　
401 　Daphne kosanini　ダフネ　コサニニ　
237 　Delphinium tatsienense　デルフィニウム　タチエネンセ　水色から青紫、丈30cm、四川省康定原産
174 　Dendranthema zawadskii　ピレオギク　
621 　Dianella ensifolia　キキョウラン　
492 　Dianthus glacialis　ヒョウガナデシコ　
491 　Dianthus japonicus "Albus"　ハマナデシコ 白色花 　
490 　Dianthus japonicus　ハマナデシコ　紫紅色
489 　Dianthus japonicus　ハマナデシコ　白色花 
477 　Dianthus shinanensis　シナノナデシコ　
476 　Dianthus shinanensis　シナノナデシコ　W　Yamanashi, Japan 山梨県
488 　Dianthus sp.　ナデシコ　
487 　Dianthus sp.　ナデシコ　白色花　40cm
471 　Dianthus superbus var. longicalycinus 　カワラナデシコ　
474 　Dianthus superbus var. longicalycinus 　カワラナデシコ 　白色花
473 　Dianthus superbus var. longicalycinus　カワラナデシコ 　淡紅紫色　草丈50cm
472 　Dianthus superbus var. longicalycinus　カワラナデシコ　濃色花
484 　Dianthus superbus var. nanus　チシマイワナデシコ　エゾイワナデシコ　納沙布岬原産
483 　Dianthus superbus var. speciosus 　タカネナデシコ 　
482 　Dianthus superbus var. speciosus　タカネナデシコ　白色花
462 　Dianthus superbus　エゾカワラナデシコ 　
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44 　Diarrhena japonica　タツノヒゲ　

201 　Dichocarpum nipponicum　アズマシロカネソウ　
225 　Dichocarpum ohwianum　サンインシロカネソウ　岡山､鳥取県境原産
579 　Dictamnus albus　ディクタヌムス　アルブス　
754 　Disporum flavens　キバナホウチャクソウ　
17 　Draba aizoides　ハリイヌナズナ 　
15 　Draba igarashii　シリベシナズナ　通称キリギシナズナ
14 　Draba kitadakensis　キタダケナズナ　
12 　Draba nemorosa　イヌナズナ　
16 　Draba sp.　ドラバ　クッシキイ　

394 　Dracocephalum argunense　ムシャリンドウ　
395 　Dracocephalum argunense　ムシャリンドウ 白花 　白花
587 　Drosera rotundifolia　コモウセンゴケ　
514 　Dryas X suendemannii　ウスギチョウノスケソウ　
36 　Eccoilopus cotulifer　アブラススキ　W Kawagoe city, Saitama, Japan 埼玉県川越市

124 　Echinops setifer　アサマヒゴタイ　
716 　Eleorchis japonica 　サワラン 　
397 　Elsholtzia stauntonii　宿根ナギナタコウジュ　
440 　Enkianthus campanulatus var. sikokianus　カイナンサラサドウダン　
449 　Enkianthus cernuus f. rubens　ベニドウダン　シロドウダンの紅花品種
450 　Enkianthus sp.　ホナガカイナンサラサドウダン　
11 　Epilobium angustifolium　ヤナギラン　
10 　Epilobium angustifolium　ヤナギラン　Ｗ

584 　Epimedium grandiflorum　イカリソウ　薄桃色、丈15cm位
709 　Epipactis thunbergii　カキラン　　
710 　Epipactis thunbergii　カキラン　黄色花
231 　Eranthis pinnatifida　セツブンソウ　
290 　Erinus alpinus 　イワカラクサ 　
291 　Erinus alpinus "Albus"　イワカラクサ 　
616 　Erythronium revolutum　エリスロニウム・レボルータム　Ｗ　Vancouver Island, Canada 桃色花
747 　Eucomis bicolor　エウコミス　ビコロール　
499 　Euonymus alatus f.stiatus　コマユミ　
500 　Euonymus oxyphyllus　ツリバナ　　
171 　Eupatorium chinense var.oppositifolium　ヒヨドリバナ 　Variegated　斑入り　白色花
172 　Eupatorium chinense var.oppositifolium　ヒヨドリバナ 　白色花　草丈80～１００cm
173 　Eupatorium chinense var.oppositifolium　ヒヨドリバナ W　Chiba, Japan 千葉県我孫子市　草丈20cm
175 　Eupatorium japonicum 　フジバカマ　
176 　Eupatorium japonicum　フジバカマ 　
177 　Eupatorium japonicum　フジバカマ 　
178 　Eupatorium japonicum　フジバカマ 　Variegated　斑入り
151 　Eupatorium lindleyanum 　サワヒヨドリ 　薄ピンク　8cm
767 　Eupatorium x laciniatum　サケバヒヨドリ　
187 　Eupatorium yakushimense　ヤクシマヒヨドリ　サケバヒヨドリの地域タイプ
796 　Euphorbia helioscopia　ユーホルビア　ヘリアスコピア　
459 　Euphorbia marginata 　ハツユキソウ　北米原産
798 　Euphorbia mellifera　ユーホルビア　メリフェラ　
797 　Euphorbia myrsinites　ユーホルビア　ミルシニテス　
794 　Euphorbia paralias　ユーホルビア　パラリアズ　
795 　Euphorbia platyphyllos　ユーホルビア　プラティフィロス　
730 　Fauria crista-galli　イワイチョウ　
671 　Fritillaria affinis 　フリチラリア・アフィニス　Ｗ  Denman Island, Canada
670 　Fritillaria affinis　フリチラリア・アフィニス　北米原産
679 　Fritillaria amabilis　ホソバナコバイモ　
603 　Fritillaria ayakoana 　イズモコバイモ　
628 　Fritillaria camtshatcensis var. alpina　クロユリ　白山原産
672 　Fritillaria carica　フリチラリア・カリカ　５－１５ｃｍ、茶色花、トルコ原産
667 　Fritillaria crassifolia crassifolia　フリチラリア　クラッシフォリア　クラッシフォリア　黄花、緑花、トルコ原産
684 　Fritillaria japonica　ミノコバイモ 　
666 　Fritillaria　latifolia 　フィリチラリア　ラチフォリア　３０ｃｍ、濃茶、トルコ、コーカサス原産
675 　Fritillaria michailovskyi 　フリチラリア・ミハイロフスキー 　トルコ原産 10-20㎝ 赤紫－茶・黄金色花
686 　Fritillaria montana　モンタナ　２０－４５ｃｍ、濃赤色花、バルカン、欧東
674 　Fritillaria pudica　フリチラリア・プジカ　
673 　Fritillaria pyrennaica　フリチラリア・ピレナイカ　４５ｃｍ、濃赤紫、ピレネー原産
668 　Fritillaria stenanthera 　フリチラリア　ステナンテラ　１５ｃｍ、輝赤紫、アジア原産
662 　Fritillaria verticillata thunbergii 　バイモ　
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669 　Fritillaria yuminensis　フリチラリア　ユミネンシス　
788 　Fulitilalia montana　フリチラリア　モンタナ　
787 　Fulitilalia obliqua　フリチラリア　オブリクア　
444 　Gaultheria miqueliana　シラタマノキ　

9 　Gaura　lindheimeri　ハクチョウソウ　ヤマモモソウ　白色花
736 　Gentiana algida　トウヤクリンドウ　Ｗ
733 　Gentiana corynbifera 　ゲンチアナ・コリンビフェラ　ニュージーランド原産 50㎝ 白色花 
734 　Gentiana scabra var. buergeri　ササリンドウ 　
737 　Gentiana scabra var. buergeri　リンドウ　
739 　Gentiana scabra var. buergeri　リンドウ 　
738 　Gentiana scabra var. buergeri　リンドウ 　白色花
728 　Gentiana sikokiana　アサマリンドウ　20cm　
729 　Gentiana sikokiana　アサマリンドウ　花の中の縞柄も大きく美しい花
731 　Gentiana triflora var. montana HARA　エゾオヤマノリンドウ　　
732 　Gentiana triflora　エゾリンドウ　W　Hokkaido, Japan 北海道
545 　Geranium eriostemon var. reinii　グンナイフウロ　紫色花
549 　Geranium macrorrhizum　ゲラニウム・マクロリーザム　輝赤色花 30-45cm
547 　Geranium sanguineum "Album"　ゲラニウム・サングイネウム 白花　
546 　Geranium sanguineum　ゲラニウム・サングイネウム 　濃赤紫色 40cm ヨーロッパ原産
548 　Geranium sylvaticum　ゲラニウム・シルバチカム 　欧州原産 赤紫色花 草丈40㎝
762 　Geranium thunbergii "Variegatum"　ゲンノショウコ　斑入り
781 　Geranium yesoense var.　ハマフウロ　
750 　Geranium yesoense　オガフウロ　
527 　Geum coccinea　ベニバナダイコンソウ　
521 　Geum japonicum　ダイコンソウ　大輪
524 　Geum pentapetalum　チングルマ　
525 　Geum pentapetalum　チングルマ 　白山原産
523 　Geum pentapetalum　チングルマ　W.　Hokkaido, Japan 北海道
756 　Geum uniflorm　ゲウム　ウニフロルム　
757 　Geum wrybiflorm　ゲウム　ウリンビフロルム　
230 　Glaucidium palmatum 　シラネアオイ 　酔白花
227 　Glaucidium palmatum　シラネアオイ　
228 　Glaucidium palmatum　シラネアオイ　
229 　Glaucidium palmatum　シラネアオイ　
400 　Glaucidum palmatum　シラネアオイ　

3 　Gossypium arboreum　ワタ　
465 　Gypsophila cerastioides　オノエマンテマ 　
774 　Habenaria dentata　ダイサギソウ　絶滅危惧IB
540 　Habranthus andersonii　ハブランサス・アンダーソニー　オレンジ～黄
541 　Habranthus texanus　ハブランツス・テキサヌス　
299 　Hebe albicans　ヘーベ　アルビカンス　半耐寒　叢生　矮性　ニュージーランド
249 　Helleborus foetidus　ヘレボルス　フェティドゥス　木立性
642 　Hemerocallis dumortieri var. esculenta　ゼンテイカ　ニッコウキスゲ　霧が峰高原系
685 　Hemerocallis exilis　ムサシノキスゲ　
780 　Hemerocallis fulva var. littorea　ハマカンゾウ　
659 　Hemerocallis middendorfii var. esculenta　ニッコウキスゲ（ゼンテイカ）　
678 　Hemerocallis minor　ホソバキスゲ　
694 　Hemerocallis thunbergii　ユウスゲ　Ｗ　別名アサマキスゲ
693 　Hemerocallis vespertina　ユウスゲ　
676 　Hemerocallis 交配種　ヘメロカリス　交配種　
677 　Hemerocallis 交配種　ヘメロカリス　交配種　
251 　Hepatica nobiris var. japonica　ミスミソウ　
25 　Herbertia pulchella.　チリ-アヤメ　南米原産　草丈15cm

169 　Heteropappus hispidus ssp.arenarius 　ハマベノギク　
170 　Heteropappus hispidus ssp.arenarius 　ハマベノギク　薄紫　１５ｃｍ

1 　Hibicus hamabo　ハマボウ　
2 　Hibiscus mutabilis　フヨウ　白色花　 White fl.

191 　Hieracium alpina　通称チシマタンポポ　
764 　Hieracium aurantiacum　コウリンタンポポ　
183 　Hieracium japonicum　ミヤマコウゾリナ 　
184 　Hieracium japonicum　ミヤマコウゾリナ 　
128 　Hieracium maeulatum　ウズラバタンポポ　
129 　Hieracium maeulatum　ウズラバタンポポ　黄色花
188 　Hieracium umbellatum 　ヤナギタンポポ 　ミヤマコウゾリナ 
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631 　Hosta albomarginata　コバギボウシ　syn. Hosta sieboldii f. lancifolia
614 　Hosta hypoleuca 　ウラジロギボウシ　W
602 　Hosta longipes var. latifolia　イズイワギボウシ　Variegated　斑入り　ハチジョウギボウシ
608 　Hosta longipes　イワギボウシ　紀州原産
683 　Hosta longissima var. brevifolia　ミズギボウシ　
641 　Hosta pycnophylla　セトウチギボウシ　
617 　Hosta sieboldiana　オオバギボウシ　
749 　Hosta sieboldiana　オオバギボウシ　朝光錦
624 　Hosta sp.　ギボウシ　
625 　Hosta sp.　ギボウシ　水戸の華
623 　Hosta sp.　ギボウシ　白色花　千葉原産
618 　Hosta venusta 'Kinbotan'　オトメギボウシ　‘金牡丹’　
60 　Hypelicum sinense　キンシバイ　
63 　Hypericum ascyron　トモエソウ　
59 　Hypericum erectum　オトギリソウ　
61 　Hypericum pseudopetiolatum　サワオトギリ　黄色花、花径1cm、丈20cm位
62 　Hypericum yojiroanum　ダイセツヒナオトギリ 　

195 　Hypoxis aurea　コキンバイザサ　
13 　Iberis repens　イベリス　レペンス　

456 　Impatiens noli-tangere 　キツリフネ　W　岡山県
458 　Impatiens textori　ツリフネソウ　
457 　Impatiens textori　ツリフネソウ　白色花
777 　Imperata cylindrica var. koenigii　チガヤ　W Amami island, Japan 奄美大島
567 　Indigofera pseudo-tinctoria　コマツナギ 　
565 　Indigofera pseudo-tinctoria　コマツナギ 　赤色花
564 　Indigofera pseudo-tinctoria　コマツナギ 　白とピンクあり　２５ｃｍ
563 　Indigofera pseudo-tinctoria　コマツナギ 　白色花
566 　Indigofera pseudo-tinctoria　コマツナギ 　白色花　W　Mt. Fuji, Japan 富士山
573 　Indigofera　ｓｐ　ナンバンクサフジ　
180 　Inula ciliaris　ミズギク　
141 　Inula salicina var.asiatica　カセンソウ　
543 　Ipomoea purpurea　マルバアサガオ　通称　ウンナンアサガオ/ウンナンヒルガオ
544 　Ipomoea quamoclit　ルコウソウ　
18 　Iris sanguinea　アヤメ　紫色花
31 　Iris setosa　ヒオウギアヤメ　
19 　Iris tenax　イリス　テナックス　Lightblue form

585 　Jeffersonia dubila 　タッタソウ　　
219 　Kirengeshoma palmata　キレンゲショウマ　草丈　１．２ｍ
34 　Lapeyrousia cruenta　ラペイロウシア　クルエンタ　　
32 　Lapeyrousia laxa (syn. Anomatheca laxa) 　ヒメヒオウギ 　南アフリカ原産
33 　Lapeyrousia laxa (syn. Anomatheca laxa) 　ヒメヒオウギ 白花　White flower　南アフリカ原産 

156 　Leibnitzia anandria　センボンヤリ 　
157 　Leibnitzia anandria　センボンヤリ 　W　Karuizawa, Nagano, Japan 軽井沢
158 　Leibnitzia anandria　センボンヤリ 　薄茶　花茎２５ｃｍ
133 　Leontopodium hayachinense var. miyabeanum　オオヒラウスユキソウ　ハヤチネウスユキソウの変種
185 　Leontopodium leiolepis 　ミユキソウ　レオントポディウム・レイオレピス 
396 　Leonurus japonicus　メハジキ　
790 　Lespedeza virgata　マキエハギ　
542 　Leucojum　roseum　レウコジウム・ロゼウム　
405 　Lewisia cotyledon　イワハナビ　レウイシア　コチレドン
805 　Lewisia pygmaea 　レウイシア　ピグマエア　
406 　Lewisia pygmaea var. longipetala　レウイシア　ピグマエア　ロンギペタラ
689 　Lilium auratum　ヤマユリ 　
690 　Lilium auratum　ヤマユリ 　Variegated　斑入り
698 　Lilium brownii　リリウム　ブロウニィ　英国原産　白色花　丈25-45cm
701 　Lilium canadense var. coccineum　リリウム・カナデンセ　コッキネウム　赤色花→黄色花、カナダ原産
791 　Lilium cernuum　マツバユリ　
696 　Lilium cernuum　リリウム ケルヌウム　
697 　Lilium columbianum 　リリウム　コロンビアヌム　黄色花　W  Mt. Chilliwack, Canada
665 　Lilium concolor Salisb. Type x L. concolor Yellow flower　ヒメユリ標準♂ x キバナヒメユリ♀　
613 　Lilium cordatum 　ウバユリ　
663 　Lilium formosa var. pricei　ヒメタカサゴユリ　台湾原産
643 　Lilium formosanum　タカサゴユリ　台湾原産　紫色花筋あり　白　1mくらい
644 　Lilium hansonii　タケシマユリ　英国原産　花色：オレンジ
620 　Lilium henryi　キカノコユリ　英国原産
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634 　Lilium japonicum　ササユリ　
635 　Lilium japonicum　ササユリ　
633 　Lilium japonicum　ササユリ　W　Niigata, Japan 新潟県
629 　Lilium leichtlinii var. maximowiczii　コオニユリ　
622 　Lilium leichtlinii　キバナオニユリ　ムカゴ　別名黄金ユリ
748 　Lilium maculatum var. dauricum　エゾスカシユリ　
746 　Lilium maculatum　イワトユリ　
699 　Lilium majoense　リリウム　マヨエンセ　英国原産　花色：緑に褐色の斑
700 　Lilium martagon　リリウム　マルタゴン　
627 　Lilium medeoloides　クルマユリ　白山原産
630 　Lilium medeoloides　コオニユリ　斑入り　縞斑
610 　Lilium nepalense　ウコンユリ　花色：緑に紅褐色の斑
604 　Lilium pumilum　イトハユリ　
804 　Lilium pumilum　リリウム　プミルム　
304 　Linaria alpina　リナリア　アルピナ 　紫色花、灰緑葉、丈15cm、ヨーロッパ高山
713 　Liparis kumokiri　クモキリソウ　
583 　Lithospermum erythrorhizon　ムラサキ　
104 　Lobelia cardinalis　ベニバナサワギキョウ　
105 　Lobelia cardinalis　ベニバナサワギキョウ　
107 　Lobelia cardinalis　ベニバナサワギキョウ　紅色花
106 　Lobelia cardinalis　ベニバナサワギキョウ　草丈100cm
89 　Lobelia sessilifolia　サワギキョウ　W　West Honsyu, Japan 中国山地
90 　Lobelia sessilifolia　サワギキョウ　赤色花

763 　Lunaria annua　ゴウダソウ　
130 　Lxris dentata　ウズラバニガナ　
467 　Lychnis flos-cuculi 　カッコウセンノウ　
468 　Lychnis flos-cuculi 　カッコウセンノウ　
466 　Lychnis flos-cuculi 　カッコウセンノウ　白色花
498 　Lychnis flos-cuculi 　通称ヒメカッコウセンノウ　ヒメ性
497 　Lychnis flos-cuculi　リクニス・フロスククリ  　
480 　Lychnis gracillima　センジュガンピ 　
494 　Lychnis miqueliana　フシグロセンノウ　
493 　Lychnis miqueliana　フシグロセンノウ　Ｗ
481 　Lychnis senno　センノウ　白色花
485 　Lychnis sieboldii　ツクシマツモト　阿蘇原産
495 　Lychnis sieboldii　マツモトセンノウ　
496 　Lychnis sieboldii　マツモトセンノウ　赤色花
463 　Lychnis wilfordii　エンビセンノウ　
537 　Lycoris radiata var. pumila　コヒガンバナ 　
538 　Lycoris traubii　ショウキズイセン　
373 　Lysichiton camtschatcense　ミズバショウ　Ｗ Hokkaido, Japan 北海道
356 　Lysimachia ｆｏｒｔｕｎｅｉ 　ヌマトラノオ 　
357 　Lysimachia mauritiana　ハマボッス　
360 　Lysimachia sikokiana　モロコシソウ　黄色花
68 　Lysimachis sikokiana　キジョラン　

581 　Lythrum anceps　ミソハギ　
682 　Maianthemum dilatatum　マイヅルソウ　W　Hokkaido, Japan 北海道
289 　Meconopsis betonicifolia　メコノプシス　ベトニキフォリア　青色
288 　Meconopsis x sheldonii　メコノプシス x シェルドニィ　
469 　Melandrium sachalinensis　カラフトビランジ 　
428 　Melia　azedarach var. sybtripinnata　センダン　
42 　Melica nutans 　コメガヤ　
58 　Melothria japonica 　スズメウリ　
37 　Milium effusum　イブキヌカボ　
53 　Miscanthus sinensis　ヤクシマススキ　

598 　Mitella furusei var. subramosa　チャルメルソウ　
39 　Muhlenbergia lingistolon　オオネズミガヤ　Ｗ

586 　Nandia domestica white fl.　ナンテン　白色花
539 　Narcissus ruicola　ナルシッサス・ルピコラ　 
786 　Neofinetia falcata　フウラン　
779 　Nerine manisorum　ネリネ　マニソルム　
661 　Nomocharis aperta　ノモカリス　アペルタ　英国原産　ピンクに濃紅斑　丈40-60cm
660 　Nothoscordum bomeriens　ノトスコルドゥム　ボメリエンス　茶黄花
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5 　Oenothera acaulis ver. Aurea　オエノテラ　アカウリス　アウレア　
7 　Oenothera eryhrosepala　オオマツヨイグサ　
6 　Oenothera tetraptera　オエノテラ　テトラプテラ　白色花、北米原産、本物のツキミソウ
8 　Oenothera tetraptera　ツキミソウ　

637 　Ophiopogon planiscapus　オオバジャノヒゲ '黒竜'　
576 　Oxytropis megalantha　レブンソウ　
577 　Oxytropis megalantha　レブンソウ　濃色花
575 　Oxytropis retusa ssp. shokanbetsuensis　マシケゲンゲ 　
562 　Oxytropis retusa　コダマソウ(通称)　
267 　Paeonia japonica white fl.　ヤマシャクヤク　白色花
266 　Paeonia japonica　ヤマシャクヤク　
554 　Paeonia japonica　ヤマシャクヤク　
268 　Paeonia japonica　ヤマシャクヤク 　赤色花
553 　Paeonia lactiflora　パエオニア　ラクティフロラ　７５ｃｍ、白ー赤紫花、アジア
248 　Paeonia obovata　ベニバナヤマシャクヤク　
285 　Papaver macounii ?　パパウェル　マコウニイ？　黄色花　
782 　Papaver sp.　ヒナゲシｓｐ　
592 　Parnassia foliosa var. nummularia 　シラヒゲソウ 　
590 　Parnassia palustris var. multiseta　ウメバチソウ　Ｗ
67 　Patrinia scabiosaefolia var. crassa　ハマオミナエシ　Variegated　斑入り
66 　Patrinia scabiosaefolia　オミナエシ　W
65 　Patrinia scabiosaefolia　オミナエシ　黄色花　90cm
64 　Patrinia villosa　オトコエシ　

600 　Peltoboykinia tellimoides　ヤワタソウ　
601 　Peltoboykinia watanabei　ワタナベソウ　
35 　Pennisetum alopecuroides f. viridescens　アオチカラシバ 　
41 　Pennisetum villosum　ギンギツネ　アフリカ原産

301 　Penstemon caespitosus 　ペンステモン　カエスピトスス　　
302 　Penstemon hirsutus 'Pygmaeus'　ペンステモン　ヒルスツス　‘ピグマエウス’　
550 　Penthorum chinense var. sphaerospermum　タコノアシ　
597 　Penthorum chinense　タコノアシ　
436 　Persicaria erecto-minor white fl.　ヒメタデ　白色花
431 　Persicaria longiseta　イヌタデ　白色花
435 　Persicaria longiseta　ヒメイヌタデ　
434 　Persicaria viscosa　ニオイタデ　
140 　Pertya robusta　カシワバハグマ　
743 　Pharbitus sp.　アサガオ　小花
380 　Phlomis fruticosa　エルサレムセージ　
460 　Physalis angulata 　センナリホオズキ　
368 　Pinellia tripartita　オオハンゲ　
84 　Platycodon grandiflorum 　キキョウ 　
85 　Platycodon grandiflorum 　キキョウ 矮性通称アポイギキョウ　
87 　Platycodon grandiflorum "Apoigikyou"　キキョウ"アポイギキョウ" 　絞り咲き　
86 　Platycodon grandiflorum "Apoigikyou"　キキョウ"アポイギキョウ"　咲き分け　白地に青紫

118 　Platycodon grandiflorum ‘Apoi’　通称　アポイギキョウ　ダブル咲き
119 　Platycodon grandiflorum ‘Apoi’　通称　アポイギキョウ　咲き分け
120 　Platycodon grandiflorum ‘Apoi’　通称　アポイギキョウ　白色花
83 　Platycodon grandiflorum　キキョウ　絞り咲き

501 　Polemonium kiushianum　ハナシノブ 　
503 　Polemonium pauciflorum　ポレモニウム　パウキフロルム　キバナハナシノブ
502 　Polemonium yezoense　ポレモニウム　イェゾエンセ　　エゾハナシノブ
455 　Pollia japonica　ヤブミョウガ　
399 　Pollia japonica　ヤブミョウガ 　
681 　Polygonatum sp.　ポリゴナツム　英国原産
433 　Polygonum orientale　オオケタデ　斑入り　Variegated
430 　Polygonum tincrium　アイタデ　丸葉
765 　Portulaca sp.　極姫マツバボタン　
513 　Potentilla dickinsii か?　イワキンバイ　
512 　Potentilla matsmurae var. apoiensis　アポイキンバイ　
530 　Potentilla matsmurae var. yuparense　ユウバリキンバイ　
522 　Potentilla megalantha　チシマキンバイ　
529 　Potentilla miyabei　メアカンキンバイ　W.　Hokkaido, Japan 北海道
528 　Potentilla nepalensis　ポテンティラ・ネパレンシス　ミスウイルモッド
535 　Potentilla sp.　通称　ヤクシマイワキンバイ　黄色花、丈5cm位、つやのある３小葉
515 　Potentilla sundaica ver. robusta　オヘビイチゴ　黄色花
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516 　Pourthiaea sp　カマツカ　一才性
310 　Primula japonica　クリンソウ　
314 　Primula japonica　クリンソウ　ピンク花
313 　Primula japonica　クリンソウ　花混合
312 　Primula japonica　クリンソウ　濃紅色花
311 　Primula japonica　クリンソウ　白色花
355 　Primula kisoana var. shikokiana　シコクカッコソウ　
361 　Primula modesta var. fauriei　ユキワリコザクラ　
358 　Primula nipponica　ヒナザクラ　
315 　Primula sieboldii　サクラソウ　　
318 　Primula sieboldii　サクラソウ　♀深紅　♂園芸種
317 　Primula sieboldii　サクラソウ　♀南京コザクラ　♂園芸種
316 　Primula sieboldii　サクラソウ　♀美女の舞　♂園芸種
359 　Primula veris　プリムラ　ベリス　ワイルドカウスリップ、黄色、丈20cm
451 　Proboscidea louisianica　ツノゴマ　
392 　Prunella laciniata　プルネラ　ラキニアータ　白花　矮性　這い性
379 　Prunella vulgaris ssp. asiatica　ウツボグサ　
296 　Pseudolysimachion kiusianum　ヤマルリトラノオ　Ｗ
298 　Pseudolysimachion ornatum　トウテイラン 　
792 　Pseudolysimachion siebeldianum dwarf　ヤクシマハマトラノオ　
209 　Pulsatilla cernua　オキナグサ 　
789 　Pulsatilla cerunua　プルサチラ　ケルヌア　
214 　Pulsatilla sugawaraii　カシポオキナグサ 　
272 　Pulsatilla tatewaki　ルイコフイチゲ　
246 　Pulsatilla vulgaris　プルサティラ　ウルガリス　セイヨウオキナグサ
247 　Pulsatilla vulgaris　プルサティラ　ウルガリス　赤色花
773 　Rabdosia effuse　セキヤノアキチョウジ　
388 　Rabdosia effuse　セキヤノアキチョウジ 　
387 　Rabdosia shikokiana var. occidentalis　サンインヒキオコシ　W West Honsyu, Japan 中国山地
384 　Rabdosia trichocarpa　クロバナヒキオコシ 　
383 　Rabdosia trichocarpa　クロバナヒキオコシ 　黒紅色花　Ｗ
55 　Ramonda myconi 'Alba'　オニイワタバコ　‘アルバ’　‘アルバ’
54 　Ramonda myconi　オニイワタバコ　

270 　Ranunculus  　ラナンキュラス　ゴーアニー　
241 　Ranunculus calandrinioides　ハゴロモキンポウゲ　
271 　Ranunculus crithmifolius 　ラナンキュラス・クリスミフォリウス 　NZ 7㎝ 黄色花
800 　Ranunculus crithmifolius　ラヌンクルス　クリツミフォリウス　
269 　Ranunculus insignis 　ラナンキュウラス・インシグニス 　ＮZ 半耐寒性 90cm 黄色花
207 　Ranunculus japonicus　ウマノアシガタ　Variegated　斑入り
802 　Ranunculus lyallii　ラヌンクルス　リアリー　
801 　Ranunculus pigmaeus　ラヌンクルス　ピグマエウス　
220 　Ranunculus pygmaeus　クモマキンポウゲ 　
803 　Ranunculus wahlenbergia　ラヌンクルス　ワーレンベルギア　
519 　Raphyiolepis umbellata　シャリンバイ　
441 　Rhododendron aureum　キバナシャクナゲ　Ｗ
448 　Rhododendron brachycarpum "Erimosyakunage"　ハクサンシャクナゲ "エリモシャクナゲ" 　
447 　Rhododendron dilatatum var. decandrum　トサノミツバツツジ　
446 　Rhododendron eriocarpum var. tawadae　センカクツツジ 　
438 　Rhododendron hyperythrum　アカボシシャクナゲ　ダブル咲き
445 　Rhododendron sanotum　ジングウツツジ　
442 　Rhododendron schippenbachii　クロフネツツジ 　アジア北東部原産
443 　Rhododendron tashiroi　サクラツツジ 　
520 　Rhodotypos scandens　シロヤマブキ 　
572 　Rhynchosia acuminatifolia　トキリマメ 　
571 　Rhynchosia volubilis　タンキリマメ　
799 　Rnunculus insignis　ラヌンクルス　インシグニス　
807 　Romulea sp.　ロムレア　sp.　
531 　Rosa carpatica　ロサ　カルパチカ　
534 　Rosa pendulina　通称　アルプスのバラ　スイスアルプス原産 syn. Rosa alpina
793 　Rosa sp. Dowarf　ヤクシマヒメバラ　
378 　Salvia japonica　アキノタムラソウ　
390 　Salvia lutescens var. stolonifera　ダンドタムラソウ　
393 　Salvia nipponica var. trisecta　ミツバノコトジソウ　キバナアキギリの変種
391 　Salvia pygmaea　ヒメタムラソウ　
377 　Salvia ranzaniana　アキノタムラソウ　
783 　Salvia sp.　ヒメタムラソウ　
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532 　Sanguisorba officinalis　ワレモコウ 　
533 　Sanguisorba officinalis　ワレモコウ 　白色花
776 　Sanguisorba sp.　タンナワレモコウ　
526 　Sanguisorba sp.　ヒメワレモコウ ??　
556 　Scabiosa japonica var. alpina　タカネマツムシソウ 　
557 　Scabiosa japonica var. alpina　タカネマツムシソウ 　白山原産
555 　Scabiosa japonica　ソナレマツムシソウ　海岸型の小型のマツムシソウ
558 　Scabiosa japonica　マツムシソウ　
559 　Scabiosa japonica　マツムシソウ　Ｗ
664 　Scilla scilloides 　ヒメツルボ　
651 　Scilla scilloides Dwarf Type　ツルボ　千葉県銚子原産　わい性
652 　Scilla scilloides 'Nana'　ツルボ　わい性
654 　Scilla scilloides 'Nana'　ツルボ　わい性　白色花
653 　Scilla scilloides　ツルボ　
655 　Scilla scilloides　ツルボ　
778 　Scilla scilloides　ツルボ　Ｗ Kikaiga island, Japan 喜界ガ島
656 　Scilla scilloides　ツルボ（酔白花）　
657 　Scilla scilloides　ツルボ（赤花）　
658 　Scilla scilloides　ツルボ（白花）　
784 　Scirpus hudsonianus　ヒメワタスゲ　
73 　Scirpus hudsonianus　ヒメワタスゲ 　
74 　Scirpus mitsukurianus　マツカサススキ　

295 　Scrophularia duplicato-serrata　Makino　ヒナノウスツボ　
385 　Scutellaria baicalensis　コガネバナ　青紫色花　丈40cm位
386 　Scutellaria indica var. parviforia 'rose,　コバノタツナミ　濃桃色花
389 　Scutellaria indica　タツナミソウ　白花
552 　Seｄｕｍ kamtschaticum　通称　八房キリンソウ　
551 　Sedum sieboldii　ミセバヤ　
232 　Semiaquilegia ecalcarata　セミアクイレギア　エカルカラタ　通称フウリンオダマキ
153 　Senecio abrotanifolius　セネキオ　アブロタニフォリウス　
155 　Senecio incanus subsp. carniolicus　セネキオ　インカヌス　カルニオリクス　
154 　Senecio incanus subsp. incanus　セネキオ　インカヌス　インカヌス　
161 　Serratula coronata subsp. insularis　タムラソウ　Ｗ
162 　Serratula coronata subsp. insularis　タムラソウ　韓国　済州島原産
38 　Setaria viridis 　エノコログサ　紫
50 　Setaria viridis purple form　ムラサキエノコロ　
47 　Setaria viridis var. pachystachys　ハマエノコロ 　
51 　Setaria viridis　ムラサキエノコロ　草色　90cm

486 　Silene keiskei f. procumbens　ツルビランジ 　
464 　Silene keiskei　オオビランジ　
470 　Silene repens　カラフトマンテマ　
479 　Silene stenophylla　スガワラビランジ　
478 　Silene uniflora　シレネ・ユニフローラ　
22 　Sisyrinchium angustifolium　シシリンキウム　アングスティフォリア 　２０ｃｍ、淡青～濃青色花、北米原産
27 　Sisyrinchium atlanticum (rosulatum)　ニワゼキショウ　
23 　Sisyrinchium bermudiana 　シシリンキウム　ベルムディアナ　　

771 　Sisyrinchium californicum 　シシリンチウム・カリフォルニカム　米国カリフォルニア州原産
24 　Sisyrinchium idahoense 　シシリンチウム・アイダホエンセ 　米国原産 濃青色花 草丈20㎝
20 　Sisyrinchium iridifolium var. laxum　オオニワゼキショウ　

695 　Smilacina japonica　ユキザサ　Ｗ
636 　Smilax riparia var.ussuriensis　シオデ　
461 　Solanum lyratum　ヒヨドリジョウゴ　
123 　Solidago virgaurea subsp. asiatica　アキノキリンソウ　
181 　Solidago virgaurea var. leiocarpa　ミヤマアキノキリンソウ　
182 　Solidago virgaurea var. leiocarpa　ミヤマアキノキリンソウ　Ｗ Hokkaido, Japan 北海道
723 　Spiranthes sinensis var.amoena　モジズリ　
645 　Streptopus streptopoides var. japonicus　タケシマラン　
192 　Strobilanthes oliganthus　スズムシバナ　
726 　Swertia bimaculata　アケボノソウ　
727 　Swertia bimaculata　アケボノソウ　Ｗ
735 　Swertia japonica　センブリ　Ｗ
91 　Symphyandra hofmannii　シンフィアンドラ　ホフマニィ　白色花、鐘型花、ボスニア原産
92 　Symphyandra wanneri　シンフィアンドラ　ワンネリ　青紫色、筒状鐘型花、丈15cm位

189 　Syneilesis palmate　ヤブレガサ 　
139 　Synurus pungens　オヤマボクチ 　
138 　Synurus pungens　オヤマボクチ 　茶色　25cm
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152 　Taraxacum albidum　シロバナタンポポ　
52 　Themeda triandra var. japonica　メガルガヤ 　

568 　Thermopsis lupinoides　センダイハギ　
594 　Tiarella polyphylla 　ズダヤクシュ 　花外側薄桃、内側白、斑入葉
595 　Tiarella polyphylla 　ズダヤクシュ 　紅色花
593 　Tiarella polyphylla　ズダヤクシュ　紅色花　中国産？
609 　Tofieldia japonica 　イワショウブ　
159 　Townsendia formosa　タウンゼンディア　フォルモーサ　
57 　Trichosanthes kirilowii var. japonica　キカラスウリ 　

687 　Tricyrtis affinis　ヤマジノホトトギス　千葉県産
640 　Tricyrtis hirta var. albescens　シロホトトギス　
680 　Tricyrtis hirta　ホトトギス　
688 　Tricyrtis macropoda　ヤマホトトギス　
646 　Tricyrtis nana　チャボホトトギス　
647 　Tricyrtis nana　チャボホトトギス　カラス葉系
238 　Trollius chinensis　トゥロリウス　キネンシス　３０ｃｍ、黄金花、中国
236 　Trollius riederianus var. riederianus　チシマキンバイソウ　
226 　Trollius riederianus var.japonicus　シナノキンバイ　
650 　Tulipa chrysantha　ツリパ・クリサンサ　
70 　Typha angustifolia　ヒメガマ　

300 　Veronica prostrata　ベロニカ　プロストラータ　水色花、丈10cm位、匍匐性
297 　Veronica schmidtiana var. senanensis　シラカミクワガタ　
303 　Veronica schmidtiana var. senanensis　ミヤマクワガタ　
292 　Veronicastrum sibiricum var. japonicum　クガイソウ　
293 　Veronicastrum sibiricum var. japonicum　クガイソウ　Ｗ
294 　Veronicastrum villosulum　スズカケソウ　
403 　Viburnum wrightii　ミヤマガマズミ　
402 　Viburnum dilatatum 　ガマズミ　黄実
404 　Viburnum sp.　ヨウラクガマズミ　
422 　Viola betonicifolia var. oblong-sagittata　リュウキュウシロスミレ　
423 　Viola betonicifolia var. oblong-sagittata　リユウキュウシロスミレ　 
419 　Viola chaerophylloides "Alba"　ナンザンスミレ 白花　芳香強
416 　Viola crassa　タカネスミレ　
417 　Viola diffusa var. glabella　ツクシスミレ　
411 　Viola eizanensis　エイザンスミレ　青軸　白花
410 　Viola grayi　イソスミレ　
415 　Viola ｈｙｂ. 'Beniduru'　スミレ ‘紅鶴’　紅葉ナンザンスミレ X ヒトツバスミレ
420 　Viola mandshurica f. albo-variegata　ニシキスミレ　スミレの斑入り
424 　Viola mandshurica sp. ?　通称ハツユキスミレ　
409 　Viola mandshurica var.boninensis ?　アツバスミレ？　
408 　Viola mandsurica var. triangularis  "Nishoku-Atsubasumire"　アツバスミレ "二色アツバスミレ" 　上弁白
407 　Viola rossii　アケボノスミレ　W　Nagano, Japan 長野県
418 　Viola rostrata var.japonica 　ナガハシスミレ白花　佐渡原産
413 　Viola sp.　スミレ　Variegated　斑入り
414 　Viola sp.　スミレ　紫色花
412 　Viola variegata "Alba"　ゲンジスミレ  　
421 　Viola yedoensis "Alba"　ノジスミレ 白花 　
276 　Vitex　セイヨウニンジクボク　
615 　Vrginea　ｍａｒｉｔｉｍａ　　ウルギネア・マリティマ　W　Turkey トルコ　アナトリア南部
117 　Wahlenbergia albomarginata 　ワーレンベルギア・アルボマルギナータ 　ＮＺ 15㎝ 青・白色花


