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 番号     学        名               和     名        科     名   
3001 Abelmoschus manihot トロロアオイ  アオイ科
3008 Abutilon sibiricum シベリアナズナ  アブラナ科
3002 Abutilon theophrasti イチビ（Ｗ）  アオイ科
3080 Aconitum carmichaelii トリカブト（広葉）  キンポウゲ科
3081 Aconitum grossedentatum カワチブシ(W)  キンポウゲ科
824 Aconitum japonicum var. montanum ヤマトリカブト  キンポウゲ科
3082 Aconitum loczyanum レイジンソウ（W)  キンポウゲ科
398 Adenophora hatsushimae ツクシイワシャジン  キキョウ科
3052 Adenophora maximowicziana ヒナシャジン（W)  キキョウ科
401 Adenophora nikoensis ヒメシャジン  キキョウ科
3053 Adenophora nikoensis var. stenophylla ミヤマシャジン（二重咲）  キキョウ科
413 Adenophora remotiflora ソバナ  キキョウ科
3054 Adenophora remotiflora ソバナ（Ｗ）  キキョウ科
417 Adenophora takedae イワシャジン  キキョウ科
427 Adenophora takedae var. howozana ホウオウシャジン  キキョウ科
435 Adenophora triphylla var. japonica ツリガネニンジン  キキョウ科
3055 Adenophora triphylla var. puellaris オトメシャジン（愛媛県東赤石山特産種）  キキョウ科
3083 Adonis amurensis フクジュソウ(予約）  キンポウゲ科
3084 Adonis amurensis フクジュソウ（成田産）  キンポウゲ科
3085 Adonis amurensis フクジュソウ（伊那産）  キンポウゲ科
2025 Aeginetia indica ナンバンギセル  ハマウツボ科
2028 Aeginetia indica ナンバンギセル（白）  ハマウツボ科 white fls 
48 Aethionema armenum エチオネマ　アルメナム  アブラナ科
3009 Aethionema kotschyi  エチオネマ　コッチー  アブラナ科 高さ５－１０cm　ピンク
1453 Agastache rugosa カワミドリ  シソ科
692 Ageratina altissima マルバフジバカマ  キク科
2035 Agrimonia pilosa キンミズヒキ（黄金葉）  バラ科
2036 Agrimonia pilosa var. japonica キンミズヒキ  バラ科
3217 Agrimonia pilosa var. japonica キンミズヒキ（斑入り）  バラ科
3218 Agrimonia sp. ハチジョウアキノキンミズヒキ（通称？）  バラ科
548 Ainsliaea dissecta エンシュウハグマ  キク科
45 Akebia quinata アケビ  アケビ科
3007 Akebia quinata アケビ（白花,白実）  アケビ科
46 Akebia trifoliata ミツバアケビ  アケビ科
3265 Allium narcissiflorum アリウム　ナルキッシフロルム  ユリ科
3266 Allium schoenoprasum var. idzuense モモイロイズアサツキ(W)  ユリ科
3267 Allium schoenoprasum var. yezomonticola エゾネギ  ユリ科
2501 Allium thunbergii ヤマラッキョウ  ユリ科
2502 Allium thunbergii ヤマラッキョウ（済州島）  ユリ科
3268 Allium togashii カンカケイニラ  ユリ科
3269 Allium tuberosum ガーリックチャイブ  ユリ科
2505 Allium victorialis var. platyphyllum ギョウジャニンニク  ユリ科
2508 Allium virgunculae var. kiiense キイイトラッキョウ  ユリ科
1524 Alpinia zerumbet "Variegata" ゲットウ  ショウガ科
2793 Amitostigma keiskei イワチドリ  ラン科
2798 Amitostigma kinoshitae コアニチドリ（ムカゴ）  ラン科 Pure white form 
806 Amsonia elliptica チョウジソウ  キョウチクトウ科
3131 Anagallis arvensis f. arvensis オレンジハコベ　（通称）　(アカバナルリハコベ）  サクラソウ科
3246 Anchusa officinalis アンチューサ オフィキナリス  ムラサキ科
3132 Androsace armeniaca var. macrantha アンドロサケ　アルメニアカ　マクランサ  サクラソウ科
1258 Androsace umbellata リュウキュウコザクラ  サクラソウ科
3086 Anemone  dichotoma フタマタイチゲ  キンポウゲ科
850 Anemone × 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
852 Anemone altaica アネモネ　アルタイカ  キンポウゲ科
860 Anemone multifida アネモネ　ムルチフィダ  キンポウゲ科
867 Anemone rupicola アネモネ　ルピコラ  キンポウゲ科
871 Anemone sylvestris アネモネ　シルベシトリス→バイカイチゲ  キンポウゲ科
874 Anemone virginiana ハルザキシュウメイギク（通称）  キンポウゲ科
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877 Anemonella thalictroides バイカカラマツ（赤）  キンポウゲ科
878 Anemonopsis macrophylla レンゲショウマ  キンポウゲ科
3170 Angelica acutiloba ssp. lineariloba ホソバトウキ  セリ科
3171 Angelica pubescens シシウド  セリ科
123 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
886 Aquilegia aurea アクイレギア アウレア  キンポウゲ科
889 Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ  キンポウゲ科
3087 Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ（ピンク系）  キンポウゲ科
3088 Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ（紫大輪）  キンポウゲ科
890 Aquilegia buergeriana f. flavescens キバナノヤマオダマキ  キンポウゲ科
3089 Aquilegia buergeriana f. flavescens キバナノヤマオダマキ（W)  キンポウゲ科
893 Aquilegia canadensis カナダオダマキ  キンポウゲ科
896 Aquilegia canadensis 'Nana' カナダオダマキ「ナナ」  キンポウゲ科
899 Aquilegia flabellata オダマキ  キンポウゲ科
3090 Aquilegia flabellata オダマキ（白）  キンポウゲ科
3091 Aquilegia flabellata オダマキ（白）  キンポウゲ科
3092 Aquilegia flabellata オダマキ（混色）  キンポウゲ科
3093 Aquilegia flabellata × Aquilegia viridiflora ミヤマオダマキ×クロバナオダマキ  キンポウゲ科
904 Aquilegia flabellata オダマキ類（白花,八重咲）  キンポウゲ科 album 
901 Aquilegia flabellata オダマキ（八ヶ岳）（桃）  キンポウゲ科 pink fl. Mt.Yatugatake 
814 Aquilegia flabellata var. pumila ミヤマオダマキ（白）  キンポウゲ科
905 Aquilegia flabellata var. pumila ミヤマオダマキ  キンポウゲ科
3094 Aquilegia flabellata var. pumila ミヤマオダマキ（白,矮性）  キンポウゲ科
3095 Aquilegia flabellata var. pumila  ミヤマオダマキ（早池峰山系）  キンポウゲ科
3096 Aquilegia flabellata var. pumila　ミヤマオダマキ（白,斑入）  キンポウゲ科 white,variegata 
3097 Aquilegia flabellata オダマキ　（白,八重）  キンポウゲ科 white,double 
919 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
3098 Aquilegia jonesii hyb. アクイレギア　ヨネシーの交配種  キンポウゲ科
3099 Aquilegia karelinii アクイレギア　カレリニイ  キンポウゲ科
3100 Aquilegia microphylla アクイレギア　ミクロフィラ  キンポウゲ科
923 Aquilegia pyrenaica アクイレギア　ピレナイカ  キンポウゲ科
3101 Aquilegia rocky アクイレギア　ロッキー  キンポウゲ科
924 Aquilegia saximontana アクイレギア　サクシモンタナ  キンポウゲ科
3102 Aquilegia saximontana × jonesii アクイレギア　サクシモンタナ×ジョネシー  キンポウゲ科
925 Aquilegia sibirica ルリオダマキ（通称）→アクイレギア　シビリカ  キンポウゲ科
3103 Aquilegia sp. エゾルリオダマキ（流通名）  キンポウゲ科
929 Aquilegia 'Tower Rose' アクイレギア　「タワー　ローズ」（バラ色,八重）  キンポウゲ科
3104 Aquilegia 'Tower White' アクイレギア　「タワー　ホワイト」（白,八重）  キンポウゲ科
930 Aquilegia viridiflora クロバナオダマキ  キンポウゲ科
931 Aquilegia vulgaris アクイレギア　ブルガリス  キンポウゲ科
3105 Aquilegia vulgaris アクイレギア　ブルガリス（八重咲）  キンポウゲ科
935 Aquilegia × maruyamana ダイセンオダマキ  キンポウゲ科
3010 Arabis glabra ハタザオ（韓国白頭山産）  アブラナ科
58 Arabis glabra (NET) ハタザオ  アブラナ科
63 Arabis pendula エゾハタザオ  アブラナ科
67 Arabis sp. ダイセンハタザオ  アブラナ科 ミヤマハタザオか？
3041 Aralia cordata ヤマウド  ウコギ科
3042 Aralia elata タラノキ（トゲナシタラノキ）  ウコギ科
3251 Ardisia crenata マンリョウ（斑入り）  ヤブコウジ科
3252 Ardisia crispa カラタチバナ  ヤブコウジ科
1398 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
1405 Arisaema kiushianum ヒメウラシマソウ  サトイモ科
1412 Arisaema ringens ムサシアブミ  サトイモ科
1418 Arisaema serratum テンナンショウ（白斑）  サトイモ科
3137 Arisaema serratum マムシグサ（Ｗ）  サトイモ科
3138 Arisaema serratum カントウマムシグサ（Ｗ）  サトイモ科
1421 Arisaema sikokianum ユキモチソウ  サトイモ科
3139 Arisaema sikokianum ユキモチソウ（黒花）  サトイモ科
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3140 Arisaema sp. タテヤママムシグサ（通称）  サトイモ科
1426 Arisaema thunbergii ssp. urashima ウラシマソウ  サトイモ科
1428 Arisaema thunbergii ssp. urashima ウラシマソウ（素心）  サトイモ科
3141 Arisaema thunbergii ssp. urashima ウラシマソウ「彩」  サトイモ科
3044 Aristolochia debilis ウマノスズクサ（洋種）（流通名）  ウマノスズクサ科
2039 Aronia arbutifolia　？ セイヨウカマツカ（通称）  バラ科
3062 Artemisia fukudo フクド（ハマヨモギ）（十三湖産）  キク科
3063 Artemisia stelleriana シロヨモギ（十三湖産）  キク科
194 Arthraxon hispidus コブナグサ  イネ科
566 Aster ageratoides ssp. ovatus ノコンギク  キク科
567 Aster ageratoides ssp. ovatus ノコンギク（白）  キク科
580 Aster novi-belgii ユウゼンギク(赤)  キク科
582 Aster scaber シラヤマギク  キク科
583 Aster sohayakiensis ホソバノギク（イワヨメナ）  キク科
2440 Astilbe chinensis var. pumila ウンナンホザキショウマ（通称）  ユキノシタ科
2443 Astilbe simplicifolia ヒトツバショウマ  ユキノシタ科
2436 Astilbe taquetii チダケサシ（タンナチダケサシ：通称）  ユキノシタ科
3254 Astilbe thunbergii var.thunbergii アカショウマ（八丈島産）  ユキノシタ科
2274 Astragalus membranaceus タイツリオウギ  マメ科
591 Atractylodes japonica オケラ  キク科
3064 Atractylodes japonica オケラ（笠間産）  キク科
124 Belamcanda chinensis ヒオウギ  アヤメ科
3146 Betonicia(Stachys) officinalis カッコウチョロギ  シソ科
3065 Bidens tripartita タウコギ(W)  キク科
3302 Bletilla striata シラン　（覆輪）  ラン科
3303 Bletilla striata シラン（ピンク,白覆輪）  ラン科
3304 Bletilla striata シラン「紫式部」  ラン科
3305 Bletilla striata シラン（ブルー,小型）  ラン科
3306 Bletilla striata シラン（青）  ラン科
2351 Boenninghausenia japonica マツカゼソウ  ミカン科
196 Bothriochloa parviflora ヒメアブラススキ  イネ科
2515 Bulbine semi-barbata ブルビネ　セミバルバタ  ユリ科
1714 Bupleurum scorzoneraefolium var. stenophyllum ミシマサイコ  セリ科
941 Callianthemum sachalinense subsp. kirigishiense キリギシソウ  キンポウゲ科
3106 Callianthmum anemonoides カリアンテムム　アネモノイデス  キンポウゲ科
1102 Callicarpa dichotoma コムラサキシキブ (コムラサキ)  クマツヅラ科
3307 Calopogon tuberosus カロポゴン　ツベロスス（×別系統個体）  ラン科
3308 Calopogon tuberosus カロポゴン　ツベロスス（ツベロスス純白花×（ツベロスス×マルチフロルス））  ラン科
3189 Camellia sinensis チャノキ  ツバキ科
466 Campanula punctata ホタルブクロ  キキョウ科
467 Campanula punctata ホタルブクロ（濃色）  キキョウ科
468 Campanula punctata ホタルブクロ（白）  キキョウ科
472 Campanula punctata var. microdonta シマホタルブクロ  キキョウ科
474 Campanula punctata var. hondoensis ヤマホタルブクロ  キキョウ科
3056 Campanula punctata var. hondoensis ヤマホタルブクロ（Ｗ）  キキョウ科
475 Campanula punctata var. kurokawae イシダテホタルブクロ  キキョウ科
479 Campanula rapunculoides カンパヌラ　ラプンクロイデス  キキョウ科
481 Campanula rhomboidalis カンパヌラ　ロンボイダリス  キキョウ科
2523 Cardiocrinum cordatum ウバユリ  ユリ科
3270 Cardiocrinum cordatum ウバユリ(W)  ユリ科
2373 Cardiospermum halicacabum フウセンカズラ  ムクロジ科
364 Carex hakonensis コハリスゲ  カヤツリグサ科
367 Carex lenta ナキリスゲ  カヤツリグサ科
2040 Cartaegus cuneata サンザシ  バラ科
602 Carthamus tinctorius ベニバナ  キク科
1106 Caryopteris divaricata カリガネソウ   クマツヅラ科
1108 Caryopteris divaricata (pink) カリガネソウ（桃）  クマツヅラ科
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1109 Caryopteris incana ダンギク  クマツヅラ科
3066 Centaurea jacea フジアザミ（W）  キク科
2293 Cercis chinensis ハナズオウ(ハナスオウ)  マメ科
2361 Chamaepericlymenum suecicum ゴゼンタチバナ  ミズキ科
3244 Chamaepericlymenum suecicum ゴゼンタチバナ（Ｗ）  ミズキ科
201 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
1124 Chelidonium majus var. asiaticum クサノオウ  ケシ科
3033 Chimaphila japonica ウメガサソウ  イチヤクソウ科
3320 Chimonanthus praecox ロウバイ  ロウバイ科
2526 Chionographis japonica シライトソウ  ユリ科
2528 Chionographis japonica コシキジマシライトソウ（通称）  ユリ科
244 Chirita tamiana キリタ　タミアナ  イワタバコ科
3175 Chloranthus fortunei キビヒトリシズカ（岡山県阿哲台産）（予約）  センリョウ科
1729 Chloranthus henryi  ガビサンヒトリシズカ  センリョウ科
1731 Chloranthus japonicus ヒトリシズカ  センリョウ科
1733 Chloranthus serratus フタリシズカ（青軸）  センリョウ科
3176 Chloranthus serratus フタリシズカ  センリョウ科
3177 Chloranthus serratus フタリシズカ（W）  センリョウ科
3107 Cimicifuga acerina オオバショウマ(W)  キンポウゲ科
946 Cimicifuga simplex サラシナショウマ（銅葉ブルネット）  キンポウゲ科
3108 Cimicifuga sp. タンゴサラシナショウマ（流通名）  キンポウゲ科
950 Clematis apiifolia ボタンヅル  キンポウゲ科
952 Clematis florida テッセン（白）  キンポウゲ科
956 Clematis heracleifolia クレマチス　ヘラクレイフォリア  キンポウゲ科
3109 Clematis integrifolia クレマチス　インテグリフォリア（バイカル湖産）  キンポウゲ科
957 Clematis japonica ハンショウヅル  キンポウゲ科
958 Clematis macropetala キクザキハンショウヅル  キンポウゲ科
964 Clematis ochotensis ミヤマハンショウヅル(八重咲,矮性)  キンポウゲ科 full double fl. 
966 Clematis patens カザグルマ  キンポウゲ科
973 Clematis tangutica クレマチス　タングチカ（キバナハンショウヅル）  キンポウゲ科
975 Clematis terniflora センニンソウ  キンポウゲ科
3110 Clematis terniflora センニンソウ(W)  キンポウゲ科
2925 Clethra alnifolia アメリカリョウブ  リョウブ科
2532 Clintonia udensis ツバメオモト  ユリ科
3188 Cocculus orbiculatus アオツツラフジ  ツヅラフジ科
491 Codonopsis bhutanica コドノプシス　ブフタニカ  キキョウ科
493 Codonopsis lanceolata ツルニンジン  キキョウ科
3057 Codonopsis lanceolata ツルニンジン（W)  キキョウ科
3058 Codonopsis lanceolata ツルニンジン(W)  キキョウ科
496 Codonopsis pilosula コドノプシス　ピロスラ  キキョウ科
498 Codonopsis ussuriensis バアソブ（北海道産）  キキョウ科
202 Coix lachryma-jobi ジュズダマ  イネ科
3271 Colchicum alpinum コルキクム　アルピヌム  ユリ科
2534 Colchicum hungaricum コルキクム　ハンガリクム  ユリ科
3272 Colchicum szovitsii コルキクム　スゾビツシー  ユリ科
1841 Commelina communis variegated leaf ツユクサ（斑入）  ツユクサ科
3040 Conandron ramondioides イワタバコ（Ｗ）  イワタバコ科
2535 Convallaria keiskei スズラン  ユリ科
979 Coptis japonica var. major コセリバオウレン  キンポウゲ科
3111 Coptis trifolia ミツバオウレン（W)  キンポウゲ科
1520 Corchoropsis tomentosa カラスノゴマ  シナノキ科
1126 Corydalis decumbens ジロボウエンゴサク  ケシ科
1127 Corydalis heterocarpa var. japonica キケマン  ケシ科
3127 Corydalis ochotensis var. raddeana ナガミノツルキケマン（Ｗ）　  ケシ科
1133 Corydalis sempervirens コリダリス　センベルビレンス  ケシ科
3067 Cosmos sulphureus キバナコスモス  キク科
3068 Ｃrepidiastrum keiskeanum アゼトウナ  キク科
3013 Crocus nudiflorus オータム・クロッカス　  アヤメ科
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2297 Crotalaria sessiliflora タヌキマメ  マメ科
3240 Crotalaria sessiliflora タヌキマメ（ピンク花）  マメ科
3172 Cryptotaenia japonica ミツバ（W)  セリ科
3198 Cyanella hyacinthoides？ キアネラ　ヒアシントイデス  テコフィラエア科
3133 Cyclamen alpinum シクラメン　アルピナム  サクラソウ科
1288 Cyclamen cyprium シクラメン　キプリウム  サクラソウ科
1289 Cyclamen graecum シクラメン　グラエカム  サクラソウ科
3134 Cyclamen graecum シクラメン　グラエカム  サクラソウ科
1293 Cyclamen hederifolium シクラメン　ヘデリフォリウム  サクラソウ科
1294 Cyclamen hederifolium シクラメン　ヘデリフォリウム（ピンク）  サクラソウ科
1295 Cyclamen hederifolium "Album" シクラメン　ヘデリフォリウム（白）  サクラソウ科
3135 Cyclamen hederifolium シクラメン　ヘデリフォリウム（銀葉）  サクラソウ科 silver leaf 
1324 Cyclamen rohlfsianum シクラメン　ロールフシアヌム  サクラソウ科
3035 Cymbopogon tortilis var. goeringii オガルカヤ  イネ科
337 Cynanchum japonicum イヨカズラ  ガガイモ科
380 Cyperus brevifolius subsp. leiolepis ヒメクグ  カヤツリグサ科
2841 Dactylorhiza aristata ハクサンチドリ  ラン科
2537 Dianella ensifolia キキョウラン  ユリ科　
1882 Dianthus ×isensis イセナデシコ  ナデシコ科
1883 Dianthus ×isensis × superbus var. speciosus イセナデシコ×タカネナデシコ  ナデシコ科
1884 Dianthus ×isensis × superbus var. speciosus イセナデシコ×タカネナデシコ　（白）  ナデシコ科
1895 Dianthus japonicus ハマナデシコ（フジナデシコ）  ナデシコ科
3200 Dianthus japonicus ハマナデシコ（フジナデシコ）（日立海岸産）  ナデシコ科
1896 Dianthus japonicus "Albus" ハマナデシコ（フジナデシコ）（白）  ナデシコ科
1898 Dianthus kiusianus ヒメハマナデシコ  ナデシコ科
1904 Dianthus shinanensis シナノナデシコ  ナデシコ科
3201 Dianthus shinanensis シナノナデシコ（白）  ナデシコ科
3202 Dianthus sp. タテヤマナデシコ（流通名）  ナデシコ科
3203 Dianthus sp. ディアンツス　ハムンツガリー？  ナデシコ科
1910 Dianthus superbus var. longicalycinus カワラナデシコ  ナデシコ科
1911 Dianthus superbus var. longicalycinus カワラナデシコ（白）  ナデシコ科
3204 Dianthus superbus var. longicalycinus カワラナデシコ（色混合）  ナデシコ科
3205 Dianthus superbus var. longicalycinus カワラナデシコ（混合）  ナデシコ科
3206 Dianthus superbus var. longicalycinus カワラナデシコ（濃色）  ナデシコ科
3207 Dianthus superbus var. longicalycinus  × Dianthus ×isensis カワライセナデシコ ナデシコ科
1913 Dianthus superbus var. longicalycinus カワラナデシコ（白,斑入）  ナデシコ科 white fl. 
1916 Dianthus superbus var. speciosus シモフリナデシコ→タカネナデシコ  ナデシコ科
1917 Dianthus superbus var. speciosus タカネナデシコ  ナデシコ科
205 Diarrhena japonica タツノヒゲ  イネ科
1136 Dicentra peregrina "Alba" コマクサ（白）  ケシ科
3112 Dichocarpum nipponicum アズマシロカネソウ（予約）  キンポウゲ科
3113 Dichocarpum pterigionocaudatum キバナサバノオ  キンポウゲ科
991 Dichocarpum stoloniferum シロカネソウ  キンポウゲ科
992 Dichocarpum trachyopermum トウゴクサバノオ  キンポウゲ科
3014 Dietes vegeta ディエテス　ヴェゲタ  アヤメ科
2434 Dioscorea japonica ヤマノイモ（ムカゴ）  ヤマノイモ科
353 Diospyros rhombifolia ロウヤガキ（老鴉柿）  カキノキ科
2540 Disporum sessile ホウチャクソウ  ユリ科
2541 Disporum sessile ホウチャクソウ(斑入り）  ユリ科
77 Draba "Usukinazuna" ウスキナズナ（ナンブイヌナズナ × エゾイヌナズナ）  アブラナ科
78 Draba aizoides ハリイヌナズナ  アブラナ科
81 Draba borealis エゾイヌナズナ  アブラナ科
90 Draba igarashii シリベシナズナ  アブラナ科
91 Draba kitadakensis キタダケナズナ  アブラナ科
97 Draba shiroumana シロウマナズナ  アブラナ科
3011 Draba ussuriensis   ドラバ　ウスリーエンシス  アブラナ科
99 Draba ussuriensis f. leiocarpa オクエゾナズナ  アブラナ科
1457 Dracocephalum argunense ムシャリンドウ  シソ科
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1458 Dracocephalum argunense ムシャリンドウ（白）  シソ科
2410 Drosera indiea f. rosea ナガバノイシモチソウ（赤花）  モウセンゴケ科
2413 Drosera rotundifolia モウセンゴケ（神津島タイプ）  モウセンゴケ科
3249 Drosera rotundifolia モウセンゴケ（W)  モウセンゴケ科
2424 Drosera tokaiensis トウカイコモウセンゴケ  モウセンゴケ科
2300 Dunbaria villosa ノアズキ  マメ科
208 Eccoilopus cotulifer アブラススキ  イネ科
667 Echinops ritro ルリタマアザミ  キク科
668 Echinops setifer ヒゴタイ（タマアザミ）  キク科
3043 Eleutherococcus sessiliflorus エウテロコックス　セッシリフォルス  ウコギ科
3069 Emilia coccinea  ベニニガナ  キク科
669 Emilia sonchifolia  ウスベニニガナ  キク科
1786 Enkianthus campanulatus サラサドウダン  ツツジ科
1781 Enkianthus cernuus チチブベニドウダン→ベニドウダン  ツツジ科
3183 Enkianthus cernuus f. rubens ベニドウダン（W）  ツツジ科
3184 Enkianthus perulatus ドウダンツツジ  ツツジ科
3004 Epilobium pyrricholophum アカバナ  アカバナ科
3005 Epilobium pyrricholophum アカバナ（白）  アカバナ科
2853 Epipactis thunbergii カキラン（烏葉）  ラン科
3309 Epipactis thunbergii カキラン（Ｗ）  ラン科
670 Erigeron aureus エリゲロン　アウレウス  キク科
1168 Erinus alpinus イワカラクサ  ゴマノハグサ科
3235 Eriocaulon decemflorum イトイヌヒゲ  ホシクサ科
2232 Eriocaulon nudicuspe シラタマホシクサ  ホシクサ科
2233 Eriocaulon parvum クロホシクサ  ホシクサ科
3236 Eriocaulon parvum クロホシクサ（細葉）  ホシクサ科
3012 Erysimum asperum  エリシムム　アスペルム　  アブラナ科
1997 Euonymus alatus ニシキギ  ニシキギ科
1998 Euonymus alatus f. stiatus コマユミ  ニシキギ科
3214 Euonymus alatus f. stiatus コマユミ（Ｗ）  ニシキギ科
3215 Euonymus alatus f. stiatus コマユミ（北海道産）  ニシキギ科
3216 Euonymus macropterus ヒロハツリバナ  ニシキギ科
2000 Euonymus oxyphyllus ツリバナ（大花,大実）  ニシキギ科
1995 Euonymus sieboldianus マユミ  ニシキギ科
1996 Euonymus sieboldianus マユミ（白実）  ニシキギ科
2002 Euonymus sp フウリンツリバナマユミ  ニシキギ科
684 Eupatorium chinense var. oppositifolium ヒヨドリバナ  キク科
685 Eupatorium fortunei フジバカマ  キク科
687 Eupatorium laciniatum サケバヒヨドリ  キク科
688 Eupatorium lindleyanum var. yasushii ハマサワヒヨドリ  キク科
690 Eupatorium lindleyanum Variegata サワヒヨドリ  キク科
2371 Euscaphis japonica ゴンズイ  ミツバウツギ科
3173 Ferula assa-foetida アギ  セリ科
2552 Fritillaria ayakoana イズモコバイモ（予約）  ユリ科
3273 Fritillaria ayakoana イズモコバイモ（予約）  ユリ科
2554 Fritillaria camtshatcensis クロユリ  ユリ科
2563 Fritillaria koizdumiana コシノコバイモ（予約）  ユリ科
3274 Fritillaria lusitanica フリチラリア　ルシタニカ  ユリ科
2566 Fritillaria meleaguris フリチラリア　メレアグリス  ユリ科
3275 Fritillaria nervosa フリチラリア　ネルボサ  ユリ科
1794 Gaultheria miqueliana シラタマノキ  ツツジ科
3015 Geissorhiza monanthos  ゲイソリザ　モナントス  アヤメ科
3314 Gentiana asclepiadea トウワタリンドウ（白）  リンドウ科 別名ヤナギバリンドウ Alba 
3315 Gentiana asclepiadea トウワタリンドウ（赤）  リンドウ科 別名ヤナギバリンドウ Rosea
2944 Gentiana scabra var. buergeri リンドウ  リンドウ科
3316 Gentiana sikokiana アサマリンドウ（W)  リンドウ科
2956 Gentiana triflora var. japonica エゾリンドウ（白）  リンドウ科
2957 Gentiana triflora var. japonica f. montana エゾオヤマリンドウ  リンドウ科
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2958 Gentiana triflora var. japonica f. montana エゾオヤマリンドウ（白）  リンドウ科
2180 Geranium erianthum チシマフウロ  フウロソウ科
2182 Geranium eriostemon var. reinii グンナイフウロ  フウロソウ科
2187 Geranium macrorrhizum ゲラニウム　マクロリーズム  フウロソウ科
2188 Geranium nepalense var. thunbergii ゲンノショウコ（赤）  フウロソウ科
2189 Geranium nepalense var. thunbergii ゲンノショウコ（白）  フウロソウ科
2194 Geranium robertianum ヒメフウロ（徳島産）  フウロソウ科
2197 Geranium sanguineum ゲラニウム　サンギネウム  フウロソウ科
2213 Geranium yesoense var. pseudo-palustre ハマフウロ（白）  フウロソウ科
2053 Geum aleppicum オオダイコンソウ  バラ科
2054 Geum calthaefolium var. nipponicum ミヤマダイコンソウ  バラ科
2060 Geum pentapetalum チングルマ  バラ科
135 Gladiolus cunonius グラジオラス　クノニウス  アヤメ科
138 Gladiolus tristis グラディオラス　トリスチス  アヤメ科
995 Glaucidium palmatum シラネアオイ  キンポウゲ科
997 Glaucidium palmatum シラネアオイ（白）  キンポウゲ科
3174 Glehnia littoralis ハマボウフウ（Ｗ）  セリ科
2305 Glycyrrhiza uralensis カンゾウ  マメ科
2306 Glycyrrhiza yunnanensis グリキリザ　ユンナネンシス  マメ科
2 Gossypium nanking ナンキンワタ（チャワタ）  アオイ科
2856 Gymnadenia camtschatica ノビネチドリ  ラン科
3310 Habenaria dentata ダイサギソウ（徳島県産）  ラン科
3311 Habenaria dentata ダイサギソウ（獅子咲き）  ラン科
3312 Habenaria radiata サギソウ（玉竜花（4倍体）×（武蔵野×飛翔））  ラン科
2121 Habranthus andersonii ハブランツス　アンダーソニー  ヒガンバナ科
2122 Habranthus texanus ハブランツス　テキサヌス  ヒガンバナ科
3070 Helianthus curnus variegata ヘリアンツス　クルヌス（斑入り）　  キク科
999 Helleborus niger ヘレボルス　ニゲル  キンポウゲ科
3114 Helleborus sp. クリスマスローズ（通称）→ヘレボルス類  キンポウゲ科
1009 Helleborus sp. クリスマスローズ（通称）（白花系,ピコ）  キンポウゲ科
2580 Heloniopsis orientalis ショウジョウバカマ  ユリ科
3276 Heloniopsis orientalis ショウジョウバカマ（白,素心花）（佐渡産）  ユリ科
2585 Hemerocallis citrina var. vespertina ユウスゲ（キスゲ）  ユリ科
3277 Hemerocallis citrina var. vespertina ユウスゲ（アサマキスゲ）  ユリ科
3278 Hemerocallis citrina var. vespertina ユウスゲ（キスゲ）（Ｗ）  ユリ科
2586 Hemerocallis dumortieri var. esculenta ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)  ユリ科
3279 Hemerocallis dumortieri var. esculenta ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)（Ｗ）  ユリ科
3280 Hemerocallis dumortieri var. esculenta ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)（Ｗ）  ユリ科
2588 Hemerocallis fulva var. littorea ハマカンゾウ  ユリ科
3281 Hemerocallis fulva var. littorea ハマカンゾウ（Ｗ）  ユリ科
3115 Hepatica nobilis var. japonica ミスミソウ（白ｰ赤）  キンポウゲ科
139 Herbertia amoena チリアヤメ  アヤメ科
141 Hesperantha latifolia ヘスペランサ　ラティフォリア  アヤメ科
3016 Hesperantha vaginata var. stanfordiae ヘスペランサ　バギナタ　スタンフォルディアエ  アヤメ科
3003 Hibiscus coccineus モミジアオイ  アオイ科
5 Hibiscus hamabo ハマボウ  アオイ科
6 Hibiscus mutabilis  フヨウ  アオイ科
699 Hieracium alpina チシマタンポポ  キク科
703 Hieracium maeulatum ウズラバタンポポ  キク科
2126 Hippeastrum ×"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
2610 Hosta longissima ミズギボウシ  ユリ科
2612 Hosta plantaginea var. grandiflora タマノカンザシ  ユリ科
3282 Hosta rectifolia  タチギボウシ(緑川)  ユリ科
2614 Hosta sieboldiana オオバギボウシ  ユリ科
2615 Hosta sieboldii f. lancifolia コバギボウシ  ユリ科
2633 Hosta venusta "Variegata" オトメギボウシ（萌黄斑）  ユリ科
2452 Hydrangea hirta コアジサイ  ユキノシタ科
2437 Hydrangea serrata ヤマアジサイ（青花系）  ユキノシタ科
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2438 Hydrangea serrata ヤマアジサイ（紅花系）  ユキノシタ科
3255 Hydrangea serrata ヤマアジサイ  ユキノシタ科
1139 Hylomecon japonicum ヤマブキソウ  ケシ科
2225 Hylotelephium tsugaruense ツガルミセバヤ  ベンケイソウ科
305 Hypericum ascyron トモエソウ  オトギリソウ科
3047 Hypericum ascyron トモエソウ(W)  オトギリソウ科
308 Hypericum erectum オトギリソウ  オトギリソウ科
309 Hypericum kamtschaticum var. hondoense イワオトギリ（群馬県西部産）  オトギリソウ科
314 Hypericum yakusimense ヤクシマコオトギリ  オトギリソウ科
104 Iberis sempervirens トキワマガリバナ  アブラナ科
3250 Ilex serrata ウメモドキ（Ｗ）  モチノキ科
3190 Impatiens balsamina ホウセンカ  ツリフネソウ科
3191 Impatiens balsamina ホウセンカ　（白）  ツリフネソウ科
3192 impatiens balsamina ホウセンカ　（紫）  ツリフネソウ科
3193 Impatiens hypophylla エンシュウツリフネ  ツリフネソウ科
1847 Impatiens noli-tangere キツリフネ  ツリフネソウ科
1848 Impatiens noli-tangere キツリフネ（白）  ツリフネソウ科
1849 Impatiens textori ツリフネソウ  ツリフネソウ科
1851 Impatiens textori ツリフネソウ（白）  ツリフネソウ科
3194 Impatiens textori ツリフネソウ（Ｗ）  ツリフネソウ科
3195 Impatiens textori ツリフネソウ（源平）  ツリフネソウ科
3196 Impatiens textori "Alba" ツリフネソウ（白）  ツリフネソウ科
3197 Impatiens textori f. minuscula コツリフネ(W)  ツリフネソウ科
2310 Indigofera pseudotinctoria コマツナギ  マメ科
2311 Indigofera pseudotinctoria コマツナギ（白）  マメ科
3071 Inula japonica オグルマ（Ｗ）  キク科
2634 Ipheion uniflorum イフェイオン　ウニフロルム（ハナニラ）  ユリ科
2636 Ipheion uniflorum イフェイオン　ウニフロルム（ハナニラ）（白）  ユリ科
3231 Ipomoea coccinea マルバルコウ（Ｗ）  ヒルガオ科
3232 Ipomoea lacunosa マメアサガオ（Ｗ）  ヒルガオ科
3017 Iris douglasiana ヒオウギ(W)  アヤメ科
144 Iris ensata var. spontanea ノハナショウブ  アヤメ科
3018 Iris foetidissima イリス ホエティデッシマ  アヤメ科
3019 Iris lusitanica alphinny イリス　ルシタニカ　アルフィニー  アヤメ科
153 Iris sanguinea アヤメ  アヤメ科
154 Iris setosa ヒオウギアヤメ  アヤメ科
156 Iris setosa "Nana" (I.setosa canadensis) ヒメヒオウギアヤメ  アヤメ科
158 Iris setosa white ヒオウギアヤメ  アヤメ科
160 Iris sibirica コアヤメ  アヤメ科
3020 Iris stilonifera イリス　スチロニフェラ  アヤメ科
3021 Iris tectorum イチハツ  アヤメ科
1465 Isodon japonicus ヒキオコシ  シソ科
3256 Itea sp. ウンナンズイナ（通称）  ユキノシタ科
3022 Ixia polystachya イキシャ　ポリスタキア  アヤメ科
2400 Jeffersonia dubia タツタソウ  メギ科
3031 Juncus effusus var. decipens イグサ  イグサ科
3023 Juno plenifolia ユノ　プレニフォリア  アヤメ科
3024 Juno vicaria ユノ　ビカリア  アヤメ科
2252 Kadsura japonica サネカズラ  マツブサ科
1466 Keiskea japonica シモバシラ  シソ科
1014 Kirengeshoma palmata キレンゲショウマ  キンポウゲ科
3257 Kirengeshoma palmata キレンゲショウマ  ユキノシタ科
3245 Koelreuteria bipinnata オオモクゲンジ  ムクロジ科
3150 Kolkwitzia amabilis ショウキウツギ  スイカズラ科
10 Kosteletzkya virginica コステレツキア　ヴァージニカ  アオイ科
2639 Lachenalia pusilla ラケナリア　プシラ  ユリ科
2640 Lachenalia reflexa ラケナリア　レフレクサ  ユリ科
3283 Lachenalia reflexa ラケナリア　レフレクサ  ユリ科
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2641 Lachenalia rubida ラケナリア　ルビダ  ユリ科
213 Lagurus ovatus ウサギノオ(ウサギノシッポ）  イネ科
3025 Lapeyrousia 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）（白）  アヤメ科
3026 Lapeyrousia 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）（白・レッドアイポイント）  アヤメ科
3027 Lapeyrousia 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）（レッドアイポイント）  アヤメ科
719 Leibnitzia anandria センボンヤリ  キク科
3072 Leibnitzia anandria センボンヤリ（Ｗ）  キク科
728 Leontopodium kurilense チシマウスユキソウ  キク科
1468 Leonurus japonicus メハジキ  シソ科
1469 Leonurus macranthus キセワタ  シソ科
3241 Lespedeza bicolor ヤマハギ  マメ科
2317 Lespedeza sp. ハギ(済州島産)  マメ科
2128 Leucojum roseum レウコユム　ロゼウム  ヒガンバナ科
3153 Lewisia brachycalyx ルイシア　ブラキカリックス  スベリヒユ科
736 Ligularia japonica ハンカイソウ  キク科
2645 Lilium auratum ヤマユリ  ユリ科
2646 Lilium auratum ヤマユリ（赤花）  ユリ科 red fls. 
3284 Lilium auratum var. rubrovittatum ベニスジヤマユリ（W）  ユリ科
2652 Lilium callosum ノヒメユリ（スゲユリ）  ユリ科
2657 Lilium concolor var. partheneion ヒメユリ  ユリ科
2658 Lilium concolor var. partheneion ヒメユリ（阿蘇山系）  ユリ科
3285 Lilium cordatum ウバユリ（Ｗ）  ユリ科
2663 Lilium henryi キカノコユリ  ユリ科
2666 Lilium japonicum ササユリ  ユリ科
2668 Lilium japonicum var. abeanum ジンリョウユリ  ユリ科
2669 Lilium lancifolium var. flaviflorum オウゴンオニユリ（ムカゴ）  ユリ科
2670 Lilium lankongense リリウム　ランコンゲンセ  ユリ科
2672 Lilium leichtlinii var. maximowiczii コオニユリ  ユリ科
2677 Lilium maculatum subsp. dauricum エゾスカシユリ  ユリ科
2682 Lilium martagon "Alba" リリウム　マルタゴン（白）  ユリ科
3286 Lilium monadelphum  リリウム　モナデルフィウム  ユリ科
2687 Lilium pumilum イトハユリ  ユリ科
3287 Lilium regale リーガルユリ  ユリ科
2688 Lilium rubellum ヒメサユリ  ユリ科
3288 Lilium sargentiae   リリウム　サルゲンチアエ  ユリ科
3289 Lilium sargentiae  bulbus リリウム　サルゲンチアエ（ムカゴ）  ユリ科
2689 Lilium speciosum カノコユリ  ユリ科
2869 Liparis kumokiri クモキリソウ  ラン科
3247 Lithospermum erythrorhizon ムラサキ  ムラサキ科
501 Lobelia cardinalis ベニバナサワギキョウ  キキョウ科
504 Lobelia sessilifolia サワギキョウ  キキョウ科
3059 Lobelia sessilifolia サワギキョウ（矮性）  キキョウ科
1796 Loiseleuria procumbens ミネズオウ  ツツジ科
107 Lunaria annua オオバンソウ→ゴウダソウ  アブラナ科
1931 Lychnis coronata ガンピ（ガンピセンノウ）  ナデシコ科
1936 Lychnis flos-cuculi カッコウセンノウ  ナデシコ科
1939 Lychnis flos-cuculi dwarf ヒメカッコウセンノウ（流通名）→リクニス　フロスククリ　ナナ  ナデシコ科
1942 Lychnis gracillima センジュガンピ  ナデシコ科
1943 Lychnis kiusiana オグラセンノウ  ナデシコ科
3208 Lychnis miqueliana フシグロセンノウ（W)  ナデシコ科
1949 Lychnis sieboldii マツモトセンノウ（ツクシマツモト）（濃色）  ナデシコ科
3209 Lychnis sieboldii マツモトセンノウ（ツクシマツモト）  ナデシコ科
3210 Lychnis sieboldii マツモトセンノウ  ナデシコ科
1865 Lycium chinense クコ  ナス科
3230 Lycopodium obscurum マンネンスギ（シダ）（胞子）  ヒゲノカヅラ科
2133 Lycoris sanguinea キツネノカミソリ  ヒガンバナ科
1797 Lyonia ovalifolia ネジキ  ツツジ科
1335 Lysimachia mauritiana ハマボッス  サクラソウ科
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1337 Lysimachia vulgaris var. davurica クサレダマ  サクラソウ科 yellow 
2367 Lythrum anceps ミソハギ  ミソハギ科
2695 Maianthemum dilatatum マイヅルソウ  ユリ科
3219 Malus sieboldii ズミ（コナシ）  バラ科
1142 Meconopsis betonicifolia メコノプシス　ベトニキフォリア  ケシ科
1144 Meconopsis cambrica メコノプシス　カンブリカ  ケシ科
1148 Meconopsis x sheldonii メコノプシス x シェルドニィ  ケシ科
214 Melica nutans コメガヤ  イネ科
284 Melothria japonica スズメウリ  ウリ科
302 Mirabilis jalapa オシロイバナ（赤）  オシロイバナ科
218 Miscanthus sinensis var. gracillimus ヤクシマススキ  イネ科
2455 Mitella furusei var. subramosa チャルメルソウ  ユキノシタ科
2459 Mitella stylosa var. makinoi シコクチャルメラソウ  ユキノシタ科
739 Miyamayomena savatieri ミヤマヨメナ  キク科
222 Muhlenbergia lingistolon オオネズミガヤ  イネ科
3290 Muscari grandifolium  ムスカリ　グランディフォリウム  ユリ科
2136 Narcissus bulbocodium ナルキスス　ブルボコディウム  ヒガンバナ科
3226 Narcissus cyclamineus ナルキスス　キクラミネウス  ヒガンバナ科
2145 Narcissus serotinus ナルキスス　セロチヌス  ヒガンバナ科
2874 Neofinetia falcata フウラン  ラン科
1867 Nicandra physaloides オオセンナリ（通称クロホオズキ）  ナス科
3152 Nuphar sabintegerrimum ヒメコウホネ  スイレン科
36 Oenothera eryhrosepala オオマツヨイグサ  アカバナ科
3006 Oenothera eryhrosepala オオマツヨイグサ（Ｗ）  アカバナ科
39 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
44 Oenothera tetraptera オエノテラ　テトラプテラ（ツキミソウ）  アカバナ科
2708 Ophiopogon japonicus "Hakuryuu" ジャノヒゲ「白竜」  ユリ科
3234 Orostachys iwarenge？ ツシマイワレンゲ（通称）  ベンケイソウ科
112 Orychophragmus violaceus ショカッサイ  アブラナ科
2327 Oxytropis megalantha レブンソウ  マメ科
2335 Oxytropis todomoshiriensis トドシマゲンゲ  マメ科
2238 Paeonia japonica ヤマシャクヤク  ボタン科
3237 Paeonia japonica ヤマシャクヤク（斑入）  ボタン科
2240 Paeonia lactiflora パエオニア　ラクティフロラ  ボタン科
2245 Paeonia obovata ベニバナヤマシャクヤク  ボタン科
2246 Paeonia obovata ベニバナヤマシャクヤク（白）  ボタン科
2247 Paeonia obovata ベニバナヤマシャクヤク（桃）  ボタン科
3238 Paeonia obovata ベニバナヤマシャクヤク（濃色）  ボタン科
261 Panax japonicus トチバニンジン  ウコギ科
3034 Panicum bisulcatum ヌカキビ  イネ科
1150 Papaver fauriei リシリヒナゲシ  ケシ科
2460 Parnassia foliosa var. nummularia シラヒゲソウ  ユキノシタ科
2216 Parthenocissus henryana ヘンリーヅタ  ブドウ科
318 Patrinia scabiosifolia オミナエシ  オミナエシ科
3050 Patrinia scabiosifolia オミナエシ（W）  オミナエシ科
3049 Patrinia triloba キンレイカ  オミナエシ科
3051 Patrinia triloba var. triloba ハクサンオミナエシ  オミナエシ科
11 Pavonia hastata ヤノネボンテンカ（タカサゴフヨウ）  アオイ科
2465 Peltoboykinia watanabei ワタナベソウ  ユキノシタ科
233 Pennisetum alopecuroides f. viridescens アオチカラシバ  イネ科
3178 Persicaria perfoliata イシミカワ（Ｗ）  タデ科
744 Pertya rigidula クルマバハグマ  キク科
745 Pertya robusta カシワバハグマ  キク科
746 Pertya scandens コウヤボウキ  キク科
1206 Phtheirospermum japonicum コシオガマ  ゴマノハグサ科
3199 Physalis acutifolia ナガエノセンナリホオズキ（Ｗ）  ナス科
3253 Phytolacca esculenta ヤマゴボウ（Ｗ）  ヤマゴボウ科
3142 Pinellia ternata カラスビシャク（日光産）  サトイモ科
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1438 Pinellia ternata f. atropurpurea　 ムラサキハンゲ  サトイモ科
3143 Pinellia ternata f. atropurpurea , Pinellia tripartita ムラサキハンゲ・オオハンゲ（混合）  サトイモ科
1442 Pinellia tripartita オオハンゲ（斑入り）  サトイモ科
3144 Pinellia tripartita オオハンゲ（白斑）  サトイモ科
1778 Pinguicula vulgaris var. macroceras ムシトリスミレ  タヌキモ科
2265 Pinus pumila ハイマツ  マツ科
295 Plantago asiatica オオバコ（赤葉）  オオバコ科
3046 Plantago asiatica ダルマオオバコ（通称）  オオバコ科
298 Plantago asiatica "Variegata" オオバコ（斑入り）  オオバコ科
509 Platycodon grandiflorum キキョウ  キキョウ科
510 Platycodon grandiflorum キキョウ（白）  キキョウ科
3060 Platycodon grandiflorum キキョウ（白×紫）  キキョウ科
518 Platycodon grandiflorum "Apoigikyou dwarf" アポイギキョウ（通称）  キキョウ科
521 Platycodon grandiflorum "Apoigikyou" アポイギキョウ（通称）(松浦系)  キキョウ科
3061 Platycodon grandiflorum "Apoigikyou" アポイギキョウ（通称）（矮性）（八重）  キキョウ科
1451 Plectranthus longituba アキチョウジ  シソ科
3036 Poaceae sp. ムギ（斑入り）  イネ科
3248 Podophyllum pleianthum ハッカクレン  メギ科
2012 Polemonium caeruleum　var. laxiflorum カラフトハナシノブ  ハナシノブ科
2015 Polemonium kiushianum ハナシノブ  ハナシノブ科
2016 Polemonium kiushianum ハナシノブ（白）  ハナシノブ科
2018 Polemonium pauciflorum キバナハナシノブ  ハナシノブ科
1845 Pollia japonica ヤブミョウガ  ツユクサ科
1752 Polygonum erecto-minor ヒメタデ  タデ科
1753 Polygonum erecto-minor ヒメタデ（白）  タデ科 white fl. 
1754 Polygonum filiforme ミズヒキ  タデ科
3179 Polygonum filiforme ミズヒキ（斑入り）  タデ科
3180 Polygonum filiforme f. albiflorum ギンミズヒキ（白斑）  タデ科
1756 Polygonum filiformis "Painter's Palette" ミズヒキ（斑入り「ペインターズ・パレット」）  タデ科
1760 Polygonum longiseta イヌタデ  タデ科
1761 Polygonum longiseta イヌタデ(赤)  タデ科
1765 Polygonum longiseta f. contractum ウズタデ  タデ科
1767 Polygonum orientale オオケダテ  タデ科
3181 Polygonum pubescens ボントクタデ（斑入）  タデ科
1772 Polygonum sp. マルバアイ（俗称）  タデ科
1773 Polygonum tinctorium アイ(通称タデアイ／アイタデ)  タデ科
3291 Polyxena longituba ポリキセナ  ロンギツバ  ユリ科
2068 Potentilla argyrophylla ジャノメキンバイ  バラ科
2072 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
3220 Potentilla discolor ツチグリ（八重咲）  バラ科
2075 Potentilla gracilis var. nuttallii ポテンティラ　グラキリス　ヌッタリー  バラ科
2076 Potentilla matsmurae var. apoiensis アポイキンバイ  バラ科
2079 Potentilla megalantha チシマキンバイ  バラ科
2080 Potentilla megalantha チシマキンバイ（斑入）  バラ科
2091 Pourthiaea villosa var. laevis カマツカ  バラ科
1348 Primula denticulata プリムラ　デンティクラタ  サクラソウ科
1352 Primula japonica クリンソウ  サクラソウ科
1353 Primula japonica クリンソウ(絞り咲)  サクラソウ科
1357 Primula japonica クリンソウ（白）  サクラソウ科
3136 Primula japonica クリンソウ（赤,白混色）  サクラソウ科
1475 Prunella prunelliformis タテヤマウツボグサ  シソ科
1476 Prunella vulgaris ssp. asiatica ウツボグサ  シソ科
3116 Pulsatilla albana プルサチラ　アルバナ  キンポウゲ科
3117 Pulsatilla albana "Lutea" プルサチラ　アルバナ　（黄）  キンポウゲ科
3118 Pulsatilla cancalica "Lutea" プルサチラ　カンカリカ（黄）  キンポウゲ科
1017 Pulsatilla cernua オキナグサ  キンポウゲ科
1019 Pulsatilla cernua var. flaba キバナオキナグサ  キンポウゲ科
3032 Pyrola incarnata  ベニバナイチャクソウ(W)  イチャクソウ科
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1479 Rabdosia trichocarpa クロバナヒキオコシ  シソ科
1038 Ranunculus acris var. borealis アコウキンポウゲ（通称？）  キンポウゲ科
1039 Ranunculus acris var. nipponicus ミヤマキンポウゲ  キンポウゲ科
1051 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
1056 Ranunculus japonicus ウマノアシガタ  キンポウゲ科
1072 Ranunculus yatsugatakensis ヤツガタケキンポウゲ  キンポウゲ科
3073 Rhodanthemum sp. ローダンセマム  キク科
1803 Rhododendron brachycarpum ハクサンシャクナゲ  ツツジ科
3185 Rhododendron macrosepalum モチツツジ  ツツジ科
3186 Rhododendron reticulatum コバノミツバツツジ  ツツジ科
1823 Rhododendron schlippenbachii クロフネツツジ  ツツジ科
2094 Rhodotypos scandens シロヤマブキ  バラ科
287 Rhus succedanea ハゼノキ  ウルシ科
3258 Ribes fasciculatum ヤブサンザシ（大実）  ユキノシタ科
3259 Rodgersia pinnata 'Superba' ロジャーシア ピンナータ｢スパーバ｣  ユキノシタ科
2468 Rodgesia podophylla ヤグルマソウ  ユキノシタ科
3292 Romulea burbocodium  ロムレア　ブルボコディウム  ユリ科
3028 Romulea citrina ロムレア　キトリナ　  アヤメ科
174 Romulea tabularis ロムレア　タブラリス  アヤメ科
2099 Rosa hirtula サンショウバラ  バラ科
2104 Rosa rugosa ハマナス  バラ科
3221 Rosa sp. アルゼンチンバラ（流通名）  バラ科
753 Rudbeckia fulgida トウゴウギク  キク科
754 Rudbeckia laciniata  ルドベキア　ラキニアタ  キク科
3079 Ruellia brittoniana ヤナギバルイテソウ  キツネノマゴ科
3030 Sabia japonica アオカズラ（ルリビョウタン）  アワブキ科
1482 Salvia glabrescens アキギリ  シソ科
3147 Salvia nipponica キバナアキギリ（Ｗ）  シソ科
3148 Salvia nipponica キバナアキギリ（笠間産）  シソ科
1495 Salvia omerocalyx タジマタムラソウ（斑入）  シソ科
3149 Salvia sclarea クラリセージ  シソ科 
1154 Sanguinaria canadenｓis サングイナリア　カナデンシス  ケシ科
2107 Sanguisorba officinalis ワレモコウ  バラ科
3211 Saponaria　sp. サポナリア　sp  ナデシコ科
275 Saruma henryi サルマ　ヘンリー  ウマノスズクサ科
3074 Saussurea sp. サウスレア類  キク科
3075 Saussurea tanakae セイタカトウヒレン  キク科
2470 Saxifraga acerifolia エチゼンダイモンジソウ  ユキノシタ科
2471 Saxifraga bronchialis subsp. funstonii var. rebunshirensis シコタンソウ  ユキノシタ科
3260 Saxifraga cartilaginea サキシフラガ カルチラギネア  ユキノシタ科
2473 Saxifraga fortunei var. incisolobata ダイモンジソウ  ユキノシタ科
3261 Saxifraga fortunei var. incisolobata ダイモンジソウ（赤葉）  ユキノシタ科
3262 Saxifraga fortunei var. incisolobata ダイモンジソウ（斑入り）  ユキノシタ科
3263 Saxifraga fortunei var. incisolobata ダイモンジソウ「花火線香」（千葉県産）  ユキノシタ科
3264 Saxifraga nipponica ハルユキノシタ（紅花）  ユキノシタ科
2260 Scabiosa japonica マツムシソウ  マツムシソウ科
2261 Scabiosa japonica var. alpina タカネマツムシソウ  マツムシソウ科
3239 Scabiosa japonica var. breviligula ミカワマツムシソウ(W)  マツムシソウ科
2262 Scabiosa japonica var. littoralis ソナレマツムシソウ  マツムシソウ科
3037 Schizachyrium brevifolium ウシクサ  イネ科
2479 Schizophragma hydrangeoides イワガラミ  ユキノシタ科
3293 Scilla ramburei スキラ（シラー）　ランブレイ  ユリ科
2725 Scilla scilloides ツルボ  ユリ科
2727 Scilla scilloides ツルボ（白）  ユリ科
3294 Scilla scilloides ツルボ（混合）  ユリ科
3295 Scilla scilloides ツルボ（細葉）  ユリ科
2729 Scilla scilloides ツルボ（四国矮性種）  ユリ科 Dwarf type
2730 Scilla scilloides ツルボ（銚子産）  ユリ科 Dwarf type
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2731 Scilla scilloides ツルボ（矮性種）  ユリ科 Dwarf type
2733 Scilla scilloides var. litoralis ハマツルボ  ユリ科
3128 Scrophularia grayana エゾヒナノウスツボ  ゴマノハグサ科
3129 Scrophularia grayana var. grayanoides ハマヒナノウスツボ  ゴマノハグサ科
1503 Scutellaria baicalensis コガネバナ  シソ科
1507 Scutellaria indica タツナミソウ(濃色,矮性)  シソ科
1510 Scutellaria indica var. parviforia コバノタツナミ  シソ科
1511 Scutellaria indica var. parviforia コバノタツナミ（白）  シソ科
3038 Secale cereale ライムギ  イネ科
1073 Semiaquilegia ecalcarata フウリンオダマキ  キンポウゲ科
1074 Semiaquilegia ecalcarata フウリンオダマキ（二色）  キンポウゲ科
2339 Senna obtusifolia エビスグサ  マメ科
766 Serratula coronata ssp. insularis タムラソウ  キク科
3119 Shibateranthis pinnatifida セツブンソウ　白  キンポウゲ科
3120 Shibateranthis pinnatifida セツブンソウ（予約）  キンポウゲ科
3121 Shibateranthis pinnatifida  セツブンソウ（予約）  キンポウゲ科
1972 Silene keiskei akaisialpina タカネビランジ  ナデシコ科
1976 Silene keiskei f. procumbens ツルビランジ  ナデシコ科
3212 Silene mexicana シレネ　メキシカナ  ナデシコ科
1979 Silene pendula サクラマンテマ  ナデシコ科
1983 Silene repens var. latifolia チシママンテマ  ナデシコ科
1988 Silene uniflora シレネ　ウニフローラ  ナデシコ科
1990 Silene zawadskii シレネ　ザワドスキー  ナデシコ科
3296 Simethis mattiazzi シメチス　マッチアジ  ユリ科
3076 Siphium perfoliatum シフィウム　ペルフォリアツム  キク科
3029 Sisyrinchium macrocarpum シシリンチウム　マクロカルプム  アヤメ科
184 Sisyrinchium striatum シシリンチウム　スツリアツム  アヤメ科
2736 Smilacina japonica ユキザサ  ユリ科
3297 Smilacina japonica ユキザサ（Ｗ）  ユリ科
2737 Smilax china var. yanagitai サルトリイバラ（サンキライ）  ユリ科
1874 Solanum lyratum ヒヨドリジョウゴ  ナス科
772 Solidago virgaurea subsp. asiatica アキノキリンソウ  キク科
774 Solidago virgaurea subsp. asiatica var. praeflorens ハチジョウアキノキリンソウ  キク科
776 Solidago virgaurea subsp. leiocarpa ミヤマアキノキリンソウ（矮性）  キク科
3222 Sorbus alnifolia　 アズキナシ  バラ科
3223 Sorbus commixta ナナカマド（Ｗ）  バラ科
3224 Sorbus commixta ナナカマド（Ｗ）  バラ科
3225 Sorbus gracilis ナンキンナナカマド  バラ科
1157 Spiloxene scullyi スピロキセネ　スクリー  コキンバイザサ科
2115 Spiraea japonica シモツケ  バラ科
2915 Spiranthes cernua 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
3213 Stellaria sessiliflora ミヤマハコベ  ナデシコ科
803 Strobilanthes oligantha スズムシバナ  キツネノマゴ科
804 Strobilanthes oligantha f. albiflora スズムシバナ（白）  キツネノマゴ科
289 Styrax japonicus エゴノキ  エゴノキ科
3045 Styrax japonicus エゴノキ（紅花）  エゴノキ科
2962 Swertia bimaculata アケボノソウ  リンドウ科
3317 Swertia bimaculata アケボノソウ（W）  リンドウ科
3318 Swertia diluta イヌセンブリ  リンドウ科
2963 Swertia japonica センブリ  リンドウ科
2964 Swertia pseudochinensis ムラサキセンブリ  リンドウ科
525 Symphyandra wanneri シンフィアンドラ　ワンネリ  キキョウ科
3145 Symplocarpus foetidus ザゼンソウ  サトイモ科
781 Syneilesis palmata ヤブレガサ  キク科
783 Syneilesis palmata  "Variegata" ヤブレガサ（斑入,後冴え）  キク科
3077 Synurus palmatopinnatifidus  キクバヤマボクチ（Ｗ）  キク科
3078 Synurus pungens ハバヤマボクチ  キク科
788 Taraxacum albidum シロバナタンポポ  キク科
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1856 Tecophilaea violiflora テコフィラエア　ヴィオリフロラ  テコフィラエア科
1075 Thalictrum actaefolium シギンカラマツ  キンポウゲ科
3122 Thalictrum delavayi  タリクトルム デラバイ  キンポウゲ科
1084 Thalictrum grandiflorum タイカカラマツ（通称）  キンポウゲ科
3123 Thalictrum microspermum コゴメカラマツ  キンポウゲ科
1088 Thalictrum minus var. hypoleucum タカサゴカラマツ  キンポウゲ科
1089 Thalictrum rochebrunianum シキンカラマツ  キンポウゲ科
3124 Thalictrum rochebrunianum シキンカラマツ（W)  キンポウゲ科
3125 Thalictrum toyamae ヒレフリカラマツ  キンポウゲ科
1090 Thalictrum urbainii タイワンバイカカラマツ  キンポウゲ科
2348 Thermopsis lupinoides センダイハギ  マメ科
2744 Tofieldia nuda var. nuda ハナゼキショウ  ユリ科
1726 Torilis japonica ヤブジラミ  セリ科
1092 Trautvetteria caroliniensis var. japonica モミジカラマツ  キンポウゲ科
317 Triadenum japonicum ミズオトギリ  オトギリソウ科
3048 Triadenum japonicum ミズオトギリ(W)  オトギリソウ科
285 Trichosanthes cucumeroides カラスウリ  ウリ科
286 Trichosanthes kirilowii var. japonica キカラスウリ  ウリ科
3298 Tricyrtis flava キバナホトトギス  ユリ科
2750 Tricyrtis hirta ホトトギス  ユリ科
2754 Tricyrtis hirta var. albescens シロホトトギス  ユリ科
2756 Tricyrtis hirta var. albescens シロホトトギス ユリ科
3299 Tricyrtis ishiiana var. surugaensis スルガジョウロホトトギス（W)  ユリ科
2761 Tricyrtis nana チャボホトトギス  ユリ科
3242 Trifolium lupinaster シャクジョソウ  マメ科
2769 Trillium tshonoskii ミヤマエンレイソウ（シロバナエンレイソウ）  ユリ科
2967 Tripterospermum japonicum ツルリンドウ  リンドウ科
3319 Tripterospermum japonicum ツルリンドウ（W)  リンドウ科
1093 Trollius chinensis トゥロリウス　キネンシス（白）  キンポウゲ科
3126 Trollius chinensis カンムリキンバイ  キンポウゲ科
3300 Tulipa silvestris (1sp mestadis) ツリパ　シルベストリス  ユリ科
3301 Tulipa turkestanica  ツリパ　トルケスタニカ  ユリ科
1779 Utricularia bifida ミミカキグサ  タヌキモ科
3182 Utricularia racemosa ホザキノミミカキグサ  タヌキモ科
1780 Utricularia uliginosa ムラサキミミカキグサ  タヌキモ科
3187 Vaccinium vitis-idaea コケモモ（Ｗ）  ツツジ科
2782 Veratrum maackii var. japonicum シュロソウ  ユリ科
2783 Veratrum stamineum コバイケイソウ  ユリ科
1211 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
1227 Veronica schmidtiana var. senanensis ミヤマクワガタ  ゴマノハグサ科
3130 Veronica schmidtiana var. senanensis ミヤマクワガタ（北岳産・白馬産混合）  ゴマノハグサ科
1228 Veronica schmidtianum キクバクワガタ  ゴマノハグサ科
1234 Veronica schmidtianum var. daisenense ダイセンクワガタ  ゴマノハグサ科
1237 Veronica schmidtianum var. yezo-alpinum　f. exigua アポイクワガタ  ゴマノハグサ科
1238 Veronica sieboldianum ハマトラノオ  ゴマノハグサ科
1242 Veronicastrum sibiricum japonicum クガイソウ  ゴマノハグサ科
1537 Vibhurnum wrightii ミヤマガマズミ  スイカズラ科
3151 Viburnum erosum var. punctatum コバノガマズミ  スイカズラ科
2344 Vicia sepium カラスノエンドウ（白）  マメ科 white fl. 
2345 Vicia unijuga   ナンテンハギ  マメ科
350 Vincetoxicum katoi クサナギオゴケ  ガガイモ科
351 Vincetoxicum nigrum ビンケトキシクム　ニグルム  ガガイモ科
1561 Viola ×'Benibanananzan' ベニバナナンザンスミレ（俗称）  スミレ科
1562 Viola ×'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
3154 Viola betonicifolia var. albescens アリアケスミレ（Ｗ）  スミレ科
3155 Viola betonicifolia var. albescens アリアケスミレ「紅花」  スミレ科
1570 Viola brevistipulata subsp. hidakana エゾキスミレ  スミレ科
3156 Viola calcarata アルプススミレ  スミレ科
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1571 Viola chaerophylloides ナンザンスミレ  スミレ科
3157 Viola chaerophylloides ヒゴスミレ「熊本紅」  スミレ科
3158 Viola chaerophylloides ヒゴスミレ「薄紅」  スミレ科
1576 Viola chaerophylloides var. sieboldiana  ヒゴスミレ（白）  スミレ科 white fl.
1581 Viola crassa タカネスミレ  スミレ科
1587 Viola eizanensis エイザンスミレ  スミレ科
1588 Viola eizanensis エイザンスミレ（白）  スミレ科
1594 Viola grayi イソスミレ  スミレ科
3159 Viola grayi イソスミレ（瀬波海岸産）  スミレ科
3160 Viola grayi　イソスミレ（瀬波海岸産）（白）  スミレ科 white fl. 
1596 Viola grypoceras タチツボスミレ  スミレ科
1598 Viola grypoceras タチツボスミレ（桜色）  スミレ科
1599 Viola grypoceras "Alba" タチツボスミレ（白）  スミレ科
1603 Viola grypoceras var. grypoceras f. lucida ツヤスミレ  スミレ科
1609 Viola grypoceras var. pubescens ケタチツボスミレ  スミレ科
1616 Viola hybs.  スミレ交配種（大島チドリ）  スミレ科
1618 Viola japonica コスミレ  スミレ科
3161 Viola japonica コスミレ（Ｗ）  スミレ科
1627 Viola labradorica ビオラ　ラブラドリカ(紫式部,選抜種)  スミレ科
1632 Viola mandshurica スミレ（純白）  スミレ科
3162 Viola mandshurica スミレ（Ｗ）  スミレ科
3163 Viola mandshurica スミレ「夕霧」  スミレ科
3164 Viola mandshurica スミレ「紅鶴」  スミレ科
1634 Viola mandshurica "Myoujin type" ミョウジンスミレ（俗称）（スミレ濃色）  スミレ科
1641 Viola mandshurica var. triangularis f. bicolor アツバスミレ「二色アツバスミレ」  スミレ科
1650 Viola obtuse ニオイタチツボスミレ  スミレ科
3165 Viola odorata ニオイスミレ  スミレ科
3166 Viola phalacrocarpa  アカネスミレ「薄色」  スミレ科
1670 Viola sororia 'Freckles' ビオラ　ソロリア「フレックルス」  スミレ科
3167 Viola sp. スミレ属種不明（Ｗ）  スミレ科
3168 Viola x hiyamae ヘイリンジスミレ（Ｗ）  スミレ科
3169 Viola yezoensis var. asoana アソヒカゲスミレ（白）  スミレ科 white 
1112 Vitex cannabifolia ニンジンボク  クマツヅラ科
3233 Vitis coignetiae ヤマブドウ（一才）  ブドウ科
534 Wahlenbergia marginata ヒナギキョウ  キキョウ科
3039 Zea mays トウモロコシ（３色）  イネ科  triclor 
3243 Zanthoxylum piperitum サンショウ  ミカン科
2151 Zephyranthes carinata Herb サフランモドキ  ヒガンバナ科
3227 Zephyranthes fravissima ゼフィランテス フラビッシマ  ヒガンバナ科
3228 Zephyranthes lindleyana ゼフィランテス　リンドレアナ  ヒガンバナ科
3229 Zephyranthes sp. ゼフィランテス属  ヒガンバナ科
3313 Zeuxine gracilis イシガキキヌラン  ラン科


