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和名（特徴）（学名）（草丈ｃｍ、花色、原産地等）[提供者コメント、採種地等] 提供者番号
ーーーーーーーーー【アオイ科 Malvaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーー
トロロアオイ(Abelmoschus manihot ) (150-、薄黄、温暖地では多年草) 2
赤花ワタ(Abelmoschus moschatus subsp. tuberosus) (60-150、赤 熱帯アジア原産、多年草だが寒さに
弱い) 14
カラスノゴマ(Corchoropsis tomentosa) (40、黄、1年草) 2
モミジアオイ(Hibiscus coccineus) (100-200、北米原産、真紅) 26
ハマボウ(Hibiscus hamabo) (200-400、黄、木、実生４年で開花) 18,53
フヨウ(Hibiscus mutabilis ) (150-300、ピンク、白) 2,57
スイフヨウ(Hibiscus mutabilis 'Versicolor') (150-300、白他、フヨウより寒さに弱い) 2
ローゼル(Hibiscus sabdariffa)[100-200、アフリカ西南部原産、ハーブティーの材料] 2
ヒナソウ(白花）(Houstonia caerulea 'Alba') 3
ーーーーーーーーー【アカバナ科 Onagraceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーー
ウシタキソウ(Circaea cordata)) [10-30、白] 88
(W)ヤナギラン(Epilobium angustifolium) (本州以北北海道、山地亜高山帯、北半球に広く分布) [長野県]
メマツヨイグサ(Oenothera biennis) (2年草、北アメリカ原産、帰化植物) 2
アカバナユウゲショウ(通称ユウゲショウ)(Oenothera rosea) (20-40、ピンク、北アメリカからの帰化植物)
ーーーーーーーーー【アケビ科 Lardizabalaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
アケビ(Akebia quinata) (ツル500以上、淡紫、自家不結実性) 2
(W)アケビ(Akebia quinata)) [愛知県] 2
ミツバアケビ(Akebia trifoliata)[北海道から九州、山地、中国も分布] 2
(W)ミツバアケビ(Akebia trifoliata) (北海道から九州、山地、中国も分布) [愛知県] 2
ムベ(Stauntonia hexaphylla)[ツル500以上、常緑木本、耐寒性は強くない] 2
(W)ムベ(Stauntonia hexaphylla)[ツル500以上、常緑木本、耐寒性は強くない][愛知県] 2
ーーーーーーーーー【アジサイ科 Hydrangeaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
(W)クサアジサイ(Cardiandra alternifolia) (30、桃、本州（宮城県以南）、四国、九州) [愛知県] 2
コアジサイ(Hydrangea hirta) 13
ヤマアジサイ(園芸種、日向青のセルフ)(Hydrangea serrata)[ピンク] 106
ヤマアジサイ(園芸種、クレナイのセルフ)(Hydrangea serrata) 106
キレンゲショウマ(Kirengeshoma palmata) (60-100、黄、紀伊、四国、九州の山地に分布、絶滅危惧Ⅱ類)
87,106
ーーーーーーーーー【アブラナ科 Brassicaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーー
ハクサンハタザオ(Arabidopsis halleri subsp. gemmifera) (10-30、白から淡紅色、山地) 46
ハタザオ(Arabis glabra (NET)) (50、白) 2
エゾハタザオ(Arabis pendula) (20-40、白、角果が垂れ下がる特徴) 99
エゾノイワハタザオ(Arabis serrata var. glauca) (10-40、白、北海道・本州（東北）) 9,83
イワハタザオ(Arabis serrata var. japonica) (10-30、白、本州(東北，関東，中部)、山地) 5
エゾイヌナズナ(シロバナノイヌナズナ)(Draba borealis) (5-20、白、北海道、本州の中部地方) [春の交換
会から持ち越し] 6
シリベシナズナ(Draba igarashii) (10-20、白、絶滅危惧ⅠA類) 46
キタダケナズナ(ハクホウナズナ)(Draba kitadakensis) (10-20、白、南アルプス、奥秩父、絶滅危惧ⅠB
類) [春の交換会から持ち越し] 6,99
イヌナズナ(Draba nemorosa) (10、黄) [春の交換会から持ち越し] 5
モイワナズナ(Draba sachalinensis) (10-15、白、北海道、長野、絶滅危惧ⅠB類) 9
トガクシナズナ(Draba sakuraii) (10、白、本州中部、絶滅危惧ⅠB類) 5
シロウマナズナ(Draba shiroumana) (10、白、中部地方の高山、亜高山、絶滅危惧ⅠB類) 4,99
オクエゾナズナ(Draba ussuriensis f. leiocarpa) (6-12、白、北海道) 86
レピディウム ペルビアヌム(Lepidium peruvianum) (20まで、蕪の様な根をもつ、 薬用｢マカ｣) 20
オオバンソウ→ゴウダソウ (大判草、ギンセンソウ)(Lunaria annua)(60-120、濃バラ) 77
ルナリア アンヌア｢アルバ バリエガタ｣(Lunaria annua 'Alba Variegata') (斑入り) 20
オオバンソウ（白）→ゴウダソウ(白花)(Lunaria annua alba) (白) 2
ーーーーーーーーー【アヤメ科 Iridaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーー
アノマテカ ディバリカタ(Anomatheca divaricata) (＝ラペイロウシア(Lapeirousia ) アヤメ科) 94
ラペイロウシア(アノマテカ) グランデフローラ(Anomatheca grandifrora) (10-15、赤) 30
キペラ プラムビア(Cypella plumbea) (30-40、薄紫) 92
ディエテス グランディフローラ(Dietes grandiflora) (50、白(中・黄)) 30
ヒメヒオウギ(フリーシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ)(Freesia laxa) (10-15、中央部赤、半耐寒性、南アフ
リカ) 2,24
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ヒメヒオウギ(フリーシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ)(色混合)(Freesia laxa) (10-15、中央部赤、半耐寒
性、南アフリカ) 14
フリーシア ラクサ アルバ(旧アノマテカ ラクサ アルバ)(Freesia laxa alba) (10-15、白、半耐寒性、南アフ
リカ) 2,14,24
グラジオラス グラキリス(Gladiolus gracilis) (冬成長型、半耐寒性) [春の交換会から持ち越し、黄緑、実
生2年で咲く] 106
原種系グラジオラス トリスチス系統(Gladiolus tristis?) (半耐寒性) [黄] 97
チリアヤメ(Herbertia amoena) (10、青紫、耐寒性は強くない、チリ、アルゼンチン) 97
ヘスペランサ ラティフォリア(Hesperantha latifolia) (20-30、桃) 21
ヒオウギ (Iris (Belamcanda) chinensis) (50-100、橙・赤点、 耐寒性は比較的ある) 28,85,106
ダルマヒオウギ(Iris (Belamcanda) chinensis var. cruenta f. vulgaris) (30-60、橙・赤点、本州以南) 6
ノハナショウブ(Iris ensata var. spontanea) (60-90、紫、耐寒性あり) 34,84
アヤメ(Iris sanguinea) (50、青紫) 2,77,83
(W)アヤメ(Iris sanguinea) (50、青紫) [長野県] 106
ヒオウギアヤメ(Iris setosa) (30-90、青紫) 22
(W)ヒオウギアヤメ(Iris setosa) (本州では高山の湿地、北海道では平地の湿地) [長野県] 92
イチハツ(Iris tectorum) (30-50、青紫、原産地は中国) 2
ラペイロウジア ヤククイニー(Lapeirousia jacquinii) (10、紫、半耐寒性) 96
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)(Lapeirousia laxa) (40、オレンジ、南
アフリカ原産) 94
ラペイロウシア シレノイデス(Lapeirousia silenoides) (濃いピンク) 94
ロムレア タブラリス(Romulea tabularis) (10、淡紫) [春の交換会から持ち越し] 77
キバナニワセキショウ(Sisyrinchium campestre f. flaviflorum) (10、黄(俗称キバナセキショウ？)、北アメリ
カ、帰化植物) 8、17
シシリンキウム アイダホエンセ(Sisyrinchium idahoense) (20-30、青) 105
シシリンキウム モンタヌム(Sisyrinchium montanum) (10-50、青、北アメリカ北部、ロッキー) 106
シシリンキウム スツリアツム(Sisyrinchium striatum) (10、黄) 20
ーーーーーーーーー【アワブキ科 Meliosmaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーー
(W)ミヤマハハソ(Meliosma tenuis) (落葉低木) [山形県] 49
ーーーーーーーーー【イソマツ科 Plumbaginaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーー
ハマサジ(Limonium tetragonum) (30-50、黄、本州四国九州、海岸の湿地、絶滅危惧Ⅱ類) 48
イソマツ(Limonium wrightii) (10、60(花茎)、淡い紅紫、伊豆小笠原南西諸島、絶滅危惧Ⅱ類) 48
ヨナグニイソマツ(Limonium wrightii?) 48
キバナイソマツ(Limonium wrightii var. luteum) [ウコンイソマツ] 48
ーーーーーーーーー【イチイ科 Taxaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
カヤ(Torreya nucifera) (針葉樹、成長は遅い、雌雄異株) 35
ーーーーーーーーー【イネ科 Poaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ヒメアブラススキ(Bothriochloa parviflora) (80) 35,36,47
コバンソウ(Briza maxima) (30、黄緑、一年草、原産地はヨーロッパ、明治期に渡来) 2
ヒメコバンソウ(Briza minor) 38,39
カスマンチウム ラチフォリウム(通称：ワイルドオーツ)(Chasmanthium latifolium) (70、宿根草、北アメリカ
原産) 24,29,31,34,37,47,56
オガルカヤ(Cymbopogon tortilis var. goeringii) (100) 97
タツノヒゲ(Diarrhena japonica) (40まで、北海道から九州) 5
ムギクサ(Hordeum murinum) (20-50、一年草もしくは越年草、帰化植物、 本州以南に分布) 35
オオムギ(斑入りムギ)｢笹の雪｣(Hordeum vulgare 'Sasanoyuki') 35
パニカム ビルガツム｢チョコラータ」(Panicum virgatum 'Chocolata') (100-130) 35
アオチカラシバ(Pennisetum alopecuroides f. viridescens) (50、素心) 5
イタチガヤ(Pogonatherum crinitum) (20、日向の岩の上にはえる) 53
ムラサキエノコロ(Setaria viridis purple form) (30-70、紫(花の先端)、1年草) 82,97
メガルカヤ(Themeda triandra var. japonica) (100、多年草、本州から九州) 44
ーーーーーーーーー【イワウメ科 Diapensiaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーー
ベニバナヤマイワカガミ(Schizocodon ilicifolius var. interedens) (赤) [岐阜県由来、葉は4～5cm、丸く縁
に9-13対の鋸葉、革質性強い] 3
コイワウチワ(カントウイワウチワ)(Shortia uniflora var. kantoensis) (関東から東北に分布) 3
ーーーーーーーーー【イワタバコ科 Gesneriaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
キリタ タミアナ(Chirita tamiana) (白地に紫、常緑多年草、非耐寒性、ベトナム) 96105
(W)イワタバコ(Conandron ramondioides) (15-30、青紫、本州(福島以南)、四国、九州) [愛知県] 2
シンニンギア レウコトリカ(Sinningia leucotricha) (30、橙、塊根植物、断崖の女王とも呼ばれる) 105
ーーーーーーーーー【イワデンタ科 Woodsiaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
キンモウワラビ(Hypodematium crenatum subsp. fauriei) 49
ーーーーーーーーー【ウコギ科 Araliaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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トチバニンジン(滋賀県由来)(Panax japonicus) (50-80、赤実、) 35
トチバニンジン(宮崎県由来)(Panax japonicus) (50-80、赤実、) 35
ーーーーーーーーー【ウマノスズクサ科 Aristolochiaceae 】ーーーーーーーーーーーー
ウマノスズクサ(Aristolochia debilis) (ツル植物、多年草)44,55
ヒメカンアオイ(Asarum fauriei var. takaoi) (10-20、日本固有種(東北～九州)、林床、カンアオイに比較し
て葉が丸い) 2
ウスバサイシン(Asiasarum sieboldii) (8-15、暗紫褐色) [保湿種子] 106
ーーーーーーーーー【ウリ科 Cucurbitaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーー
ククミス ディプサケウス(Cucumis dipsaceus) (果実を鑑賞、アラビア半島) 42,93
オキナワスズメウリ(Diplocyclos palmatus) ((毒瓜)有毒) 14,42,93
カラスウリ(Trichosanthes cucumeroides) 53
(W)カラスウリ(実は俵形)(Trichosanthes cucumeroides) (蔓性多年草、本州四国九州) [愛知県] 2
(W)カラスウリ(実が丸形)(Trichosanthes cucumeroides) (蔓性多年草、本州四国九州) [愛知県] 2
(W)カラスウリ(実が細長形)(Trichosanthes cucumeroides) (蔓性多年草、本州四国九州) [愛知県] 2
キカラスウリ(Trichosanthes kirilowii var. japonica) [黄実] 53
ーーーーーーーーー【オオバコ科 Plantaginaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
矮性黄花ジギタリス(Digitalis grandiflora 'Carillion') (20-40、黄白) 106
イワカラクサ(Erinus alpinus) (5-20、赤紫、ヨーロッパ原産) 97,99
ペンステモン カエスピトスス(Penstemon caespitosus) (8、薄紫) 105
ペンステモン ハリー(Penstemon hallii) (高山の日当たりのよい稜線の岩礫地に生える。ロッキー山脈の
高山帯にはごく普通に見ることができる) 20
エチゴトラノオ(Veronica (Pseudolysimachion) kiusianum ssp. maritimum) 92
サンイントラノオ(Veronica (Pseudolysimachion) ogurae) (15-30、青、絶滅危惧Ⅱ類、島根県) 38,91
トウテイラン(Veronica (Pseudolysimachion) ornatum) (40-50、青紫、鳥取兵庫京都の海岸べり、絶滅危
惧Ⅱ類) [ごく小量] 106
トウテイラン(白花)(Veronica (Pseudolysimachion) ornatum white fl.) (40-50、白、絶滅危惧Ⅱ類) [ごく小
量] 106
ヤマトラノオ(Veronica (Pseudolysimachion) rotundum) (40-90、青紫、本州から九州北部) 106
キクバクワガタ(Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum) (5-20、紫、北海道、千島) [北海道高山型]
ホソバキクバクワガタ(Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum f. linearilobum) (5-10、紫、高山性) 3
ダイセンクワガタ(Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum ssp. senanense f. daisenense) (10、青) 3
シロバナキクバクワガタ(Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum subsp. schmidtianum f. albiflorum)
(5-20、白、北海道、千島) 3
シラゲキクバクワガタ(白)(Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum subsp. schmidtianum f. candidum
white fl.) (10、白、茎・葉に白毛多) 84
エゾミヤマクワガタ(Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum var. yezo-alpinum) (絶滅危惧Ⅱ類) 3
アポイクワガタ(Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum var. yezo-alpinum f. exiguum) (10、青、日
高山脈、蛇紋岩地帯の高山の草地) 34
ハマトラノオ(Veronica (Pseudolysimachion) sieboldianum) (20-40、青、鹿児島、沖縄、絶滅危惧Ⅱ類) 77
ヒメハマトラノオ(流通名か、矮性種)(Veronica (Pseudolysimachion) sieboldianum?)97
ベロニカ セルピリフォリア(コテングクワガタ)(Veronica serpyllifolia) (5-15、薄い青、帰化種) 97
クガイソウ(Veronicastrum sibiricum ssp. japonicum) (50、紫、本州、日当たりのよい草地や林の縁) 3
ルリスズカケソウ(通称？)(Veronicastrum sp.) (小豆色) 97
ーーーーーーーーー【オシロイバナ科 Nyctaginaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
オシロイバナ(黄)(Mirabilis jalapa) (20-60、黄) 2
オシロイバナ(赤)(Mirabilis jalapa) (20-60、赤) 2
ーーーーーーーーー【オトギリソウ科 Hypericaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
ヒペリクム アンドロサエムム(コボウスオトギリ(通称))(Hypericum androsaemum) (欧州、北米に広く分布)
トモエソウ(Hypericum ascyron) (30-60、黄) 30,106
オトギリソウ(Hypericum erectum) (40、黄) 2
ヒメオトギリ(Hypericum japonicum) (15-40、黄、、1年草、北海道から九州) 5
ーーーーーーーーー【オミナエシ科 Valerianaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーー
マルバキンレイカ(Patrinia gibbosa) (30-70、黄、 北海道から新潟まで、山地の斜面や岩場) 3
オミナエシ(Patrinia scabiosifolia) (60-100、黄、日当たりの良い山地、北海道から九州) 2
ハクサンオミナエシ(別名コキンレイカ)(Patrinia triloba var. triloba) (30-60、黄、本州(山地から亜高山))
(W)オトコエシ(Patrinia villosa) (50-100、白、北海道から九州、日当たりの良い草地等、) [山口県] 53
ーーーーーーーーー【カツラ科 Cercidiphyllaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーー
カツラ(Cercidiphyllum japonicum) 49
ーーーーーーーーー【カバノキ科 Betulaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーー
一寸クマシデ(流通名、別名一寸カナシデ)(Carpinus sp.) 56
ーーーーーーーーー【カヤツリグサ科 Cyperaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
アポイタヌキラン(Carex apoiensis) (絶滅危惧Ⅱ類) 3
ハリガネスゲ(Carex capillacea) 13
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ジョウロウスゲ(Carex capricornis) (30-60、北海道、本州（関東以北） 絶滅危惧Ⅱ類) 6,35,44
ナルコスゲ(Carex curvicollis) 43
タニガワスゲ(Carex forficula)44
イガグリスゲ(Carex grayi) (湿生植物、北アメリカ東部原産) 34,47
クグスゲ(Carex pseudocyperus) (絶滅危惧ⅠB類) 77
コウボウシバ(Carex pumila) [10-20、海岸の砂地などに自生] 32
コウキヤガラ(Scirpus maritimus) 4
ヒメワタスゲ(Scirpus hudsonianus) [春の交換会から持ち越し] 6
ーーーーーーーーー【キキョウ科 Campanulaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーー
ヒメシャジン(Adenophora nikoensis) (10-40、青、東北地方南部から中部地方) 98
ホソバヒメシャジン(Adenophora nikoensis f. linearifolia) (10-20、青、茎葉の幅は0.8ミリ以下、高山亜高
山の岩場礫地) 106
ホソバヒメシャジン(白花)(Adenophora nikoensis f. linearifolia white fl.) (10-20、白、茎葉の幅は0.8ミリ以
下、高山亜高山の岩場礫地) 81
ヒメイワシャジン(ブコウイワシャジン、白花)(Adenophora nikoensis var. persicaria) (10-20、白) [純白]
ミヤマシャジン(Adenophora nikoensis var. stenophylla) (10-40、青、高山亜高山の岩場礫地) 22,84,102
ケモイワシャジン(Adenophora pereskiaefolia var. heterotricha) 92
モイワシャジン(Adenophora pereskiaefolia var. moiwana) (40-90、薄い青、北海道本州北部) 22 106
コバコシャジン(通称)(Adenophora pereskiaefolia var. moiwana) (小函産のモイワシャジン) [層雲峡小函、
モイワシャジンの変種、固有種] 3
(W)ソバナ(Adenophora remotiflora) (本州四国九州、林縁など) [山梨県] 98
イワシャジン(Adenophora takedae) (30-60、青) 106
イワシャジン(白)(Adenophora takedae white fl.) (3-50、白) 106
イワシャジン(白、枝垂れ性)(Adenophora takedae white fl.) (白) 91
イワシャジン(白、立性)(Adenophora takedae white fl.) (白) 106
イワシャジン(白、二重咲き)(Adenophora takedae white fl.) (白) 102
サイヨウシャジン(ナガサキシャジン)(Adenophora triphylla) (50、紫、立性) 92
ハクサンシャジン(タカネツリガネニンジン)(Adenophora triphylla var. hakusanensis) (20-50、青、ツリガネ
ニンジンより矮性、高山型) 3 106
オグラヤマシャジン(ツリガネニンジンの矮性種)(Adenophora triphylla var. japonica) 102
(W)ツリガネニンジン(Adenophora triphylla var. japonica) (50-100、青、北海道から九州、山野や土手)
[愛知県] 2
シラゲシャジン(Adenophora triphylla var. japonica f. canescens) (40-90、青、全体に白毛が密生) 92,106
ハマシャジン(Adenophora triphylla var. japonica f. ｒotundifolia) 76
マルバノハマシャジン(Adenophora triphylla var. japonica f. rotundifolia) (40、淡青、ツリガネニンジンの
海岸型、茎に毛がある) 92
(W)ハマシャジン(Adenophora triphylla var. japonica f. ｒotundifolia) (40、淡青、ツリガネニンジンの海岸
型) [千葉県?] 86
シレトコシャジン(Adenophora pereskiaefolia f. Shiretoko) (モイワシャジンの変種とも、25、白～淡紫) [花
は筒状鐘型] 3,102
シライワシャジン(Adenophora nikoensis var. teramotoi) (南アルプスの石灰岩地帯、10-40、青紫) [戸台
白岩(南アルプス)由来のヒメシャジンの変種] 3
タテヤマシャジン(Adenophora nikoensis f. Tateyama) [10-50、立山由来のヒメシャジン] 3
カンパヌラ バルバタ(Campanula barbata) 3
ヤツシロソウ(Campanula glomerata var. dahurica) (30-90、紫、阿蘇久住地域、絶滅危惧ⅠB類) 106
シロバナヤツシロソウ(Campanula glomerata var. dahurica alba) (30-90、白、絶滅危惧ⅠB類) 106
イワギキョウ(Campanula lasiocarpa ) (5-15、青) [多年草だが、栽培上は一稔草扱い] 3
イワギキョウ(白)(Campanula lasiocarpa white fl.) (5-15、白) [純白の強健種、多年草] 3
カンパヌラ ラチフォリア｢マクランタ｣(Campanula latifolia 'Macrantha') (大花) 20
モモバギキョウ(Campanula persicifolia) (30-90、青、ヨーロッパからシベリア) 83,106
モモバギキョウ(白)カンパヌラ ペルシキフォリア アルバ(Campanula persicifolia alba) (50、白) 106
ホタルブクロ(Campanula punctata) (50、紫) 2,105
(W)ホタルブクロ(Campanula punctata) (50、紫、北海道西南部から九州、山野) [愛知県] 2
ホタルブクロ(白)(Campanula punctata f. albiflora) (最大80、白) 2,28
ヤマホタルブクロ(Campanula punctata var. hondoensis) (20-60、薄紫、ホタルブクロの変種、ホタルブク
ロと違って萼と萼の間に付属片がついていない) 2
イシダテホタルブクロ(Campanula punctata var. kurokawae) (20、灰淡赤) 105
シマホタルブクロ(Campanula punctata var. microdonta) (30、白、伊豆諸島に多産、海岸に近い斜面、岩
場) 96
ハタザオギキョウ(カンパヌラ ラプンクロイデス)(Campanula rapunculoides) (50-120、青) 2,105,106
カンパヌラ ロンボイダリス(Campanula rhomboidalis) (60、青紫色花、欧州原産、) 41
イトシャジン(Campanula rotundifolia) (10-40、青紫、カンパヌラの仲間) 3
ツルニンジン(Codonopsis lanceolata) (ツル性、青、根は、滋養強壮とヘルニア特効薬) 74,106
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(W)ツルニンジン(Codonopsis lanceolata) (北海道から九州、平地や山地の林の中や縁) [長野県] 87
バアソブ(Codonopsis ussuriensis) (釣鐘花 つる性、絶滅危惧Ⅱ類) 51
ヤシオネ ラエビス(Jasione laevis(=Jasione perennis)) (20-30、青紫、山地、ヨーロッパアルプス) 106
サワギキョウ(Lobelia sessilifolia) (40-80、濃青紫、平地や山地の湿地) 37
タニギキョウ(Peracarpa carnosa var. circaeoides) (10-15、白(5～8ミリ)、北海道から九州、比較的湿った
場所) 33
フィテウマ シーベリ(Phyteuma sieberi) (シベリア原産) 3
キキョウ(Platycodon grandiflorum) (30-60、青) 8,14,87
キキョウ(絞り咲き)(Platycodon grandiflorum) (30-60、青・白) 14,17
アポイギキョウ(松浦系、紫)(Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou') (20、紫、花大) 105
アポイギキョウ(混合)(Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou') (20、紫、白) 99
キキョウ(矮性種)(Platycodon grandiflorum) (30-60、青) 2
キキョウ(渦葉)(Platycodon grandiflorum) (青) 3
アポイギキョウ(アポイ岳系、紫、) (Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou') (20、青紫) 19,85,105
ヒメアポイギキョウ(通称)(Platycodon grandiflorum 'Hime-Apoigikyou') (10、紫) 29
ーーーーーーーーー【キク科 Asteraceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
マルバテイショウソウ(Ainsibara fragrans var. integrifolia) (40-60、白～ピンク、絶滅危惧種1B) [冬に咲
く] 75
エゾノチチコグサ(Antennaria dioica) (7、濃桃、エゾノチチコグサと同じ。乾燥して痩せた牧草地や荒れ地
などに生育する。絶滅危惧ⅠA類) 3
ヤクシマノギク(Aster yakushimensis) (60-100、白、黄、屋久島原産、絶滅危惧ⅠA類) [少量] 106
オケラ(Atractylodes japonica) (70、白) 106
大花オケラ(アカバナオケラ)(Atractylodes macrocephale(ovata)) (30-60、赤、中国原産) 34
コモチミミコウモリ(ムカゴ) (Cacalia auriculata var. bulbifera) (白、北海道、山地から亜高山) 3
モミジガサ(Cacalia celphiniifolia) (60-80、白色の頭花、山地の林床/林縁) 32
ケンタウレア アムビグア(Centaurea ambigua) 20
サツマアザミ(Cirsium sieboldii ssp. austrokiushianum) 43
(W)ヒゴタイ(タマアザミ)(Echinops setifer) (70-100、青、西日本、九州、朝鮮半島南部、絶滅危惧Ⅱ類)
[長野県] 92
ベニニガナ(Emilia sagittata) (30-60、赤、1年草、本州、四国、九州～沖縄) 77
ウスベニニガナ(Emilia sonchifolia ) (30、ピンク) 77
エリゲロン アウレウス(Erigeron aureus) (10-12、黄) [キバナアズマギク] 3,21
アポイアズマギク(Erigeron thunbergii var. angustifolius) (絶滅危惧ⅠB類) 32
ハッコウダアズマギク(流通名、ミヤマアズマギクの地域変種?)(Erigeron thunbergii var. glabratus) 93
ヒヨドリバナ(Eupatorium chinense var. oppositifolium) (100-200、日本各地) 2
(W)ヒヨドリバナ(Eupatorium chinense var. oppositifolium) (100-200、日本各地) [山口県] 53
シロバナフジバカマ(Eupatorium fortunei) (白) 53
チシマタンポポ(通称)(ヒエラキウム アルピヌム)(Hieracium alpinum) (10-20、黄、アルプス、ヨーロッパ)
4,6,21
コウリンタンポポ(エフデギク)(Hieracium aurantiacum) (10-20、赤) 46,77
ウズラバタンポポ(Hieracium maeulatum) (20、黄、紫褐色の斑入り葉) 2
ヤナギタンポポ(Hieracium umbellatum) (30-120、黄、北海道本州四国、山地のやや湿気た所) 88
ヒエラキウム ビロースム(Hieracium villosum) (25、黄、明るい草原や石の多い草地などに生育する。) 3
イソニガナ(Ixeris nipponica) (絶滅危惧Ⅱ類) 88
センボンヤリ(Leibnitzia anandria) (9-12(草丈)、30-60(花丈)、白、秋に閉鎖花、北海道、本州、東アジア)
56,87
センボンヤリ(済州島産)(Leibnitzia anandria) (20、白) [葉は広く厚い] 103
エゾウスユキソウ(レブンウスユキソウ)(Leontopodium discolor) (15、絶滅危惧ⅠB類) [礼文島原産] 3
チシマウスユキソウ(Leontopodium kurilense) (10-25、白、海岸の岩場、南千島) [少量] 106
レオントポディウム ソウリエイ(四川ウスユキソウ)(Leontopodium souliei) [花茎10-20、苞葉1-3の星型] 3
キリギシウスユキソウ(Leontopodium hayachinense ssp. miyabeanum) (夕張山系、キリギシ山蛇紋岩崩
壊地) 3
モコトヤマウスユキソウ(Leontopodium discolor f. Mokoto) (苞葉の先は星型に尖るが、秋になると丸くな
る) [藻琴山に自生するエゾウスユキソウ] 3
レプチネラ スクウオリダ ｢プラッツ ブラック｣(Leptinella squalida 'Platt's Black' ) (葉色は緑、黒) 3
(W)コウヤボウキ(Pertya scandens) (60-100、白～淡い赤、木本、関東以西四国九州) [春の交換会から
持ち越し] [神奈川県] 6
(W)ハマコウゾリナ(Picris hieracioides subsp. japonica var. litoralis) (10-20) [千葉県] 77
(W)ハマコウゾリナ(Picris hieracioides subsp. japonica var. litoralis) (10-20) [千葉県] 86
(W)コウゾリナ(Picris hieracioides var. glabrescens) [山梨県] 88
ミヤマトウヒレン(Saussurea pennata) 6
ミヤマオグルマ(Senecio kawakamii) (15-30、黄、高山の砂礫地、草原) 6,48
ヒメタムラソウ 細葉(Serratula coronata nana) 92
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シルフィウム ペルフォリアツム(ツキヌキオグルマ)(Silphium perfoliatum) (20、黄) 30
ヤブレガサ(Syneilesis palmata) (50、 白) 106
カントウタンポポ(Taraxacum platycarpum) [20、黄] 5
(W)カントウタンポポ(Taraxacum platycarpum) [春の交換会から持ち越し] 5
シコタンタンポポ(Taraxacum shikotanense) (20、黄) [北海道由来] 3
キハマギク(Telekia speciosa) (耐暑性弱い) 20
ーーーーーーーーー【キジカクシ科 Asparagaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーー
アルブカ フミリス(Albuca humilis) (10、白(中央部黄)、半耐寒性、球根) 86
スズラン(斑入り)(Convallaria keiskei) [散り斑3種の混合]3
(W)スズラン(Convallaria keiskei) (20、白、本州中部以北から北海道) [保湿種子] [長野県] 106
カンザシギボウシ(Hosta capitata) (60(花茎)、青紫、白、イワギボウシに似る) 19
カンザシギボウシ(素心)(Hosta capitata) 51
ヒメイワギボウシ(Hosta gracillima) 51
トサヤマギボウシ(ヒメイワギボウシの高知地域変種)(Hosta gracillima) (高知県の石灰岩地帯に自生) 51
ウラジロギボウシ(Hosta hypoleuca) (大型、白花多花性、絶滅危惧ⅠB類) 49
スダレギボウシ(素心）(Hosta kikutii var. polyneuron) (30-60、白、淡い青、高知県和歌山県) 51
(W)スダレギボウシ(Hosta kikutii var. polyneuron) (30-60、白、淡い青、高知県和歌山県) [高知県] 12
(W)スダレギボウシ(Hosta kikutii var. polyneuron) (30-60、白、淡い青、高知県和歌山県) [高知県] 51
トサノギボウシ(ウナズキギボウシ)(Hosta kikutii var. tosana) [葉は黄あけぼの斑、花は八重、子宝咲き]
セトウチギボウシ(Hosta pycnophylla) (絶滅危惧ⅠB類) 51
シコクギボウシ(Hosta shikokiana) [～30、濃紫、四国赤石山系固有種]] 50
オオバギボウシ(Hosta sieboldiana) (100以上、白) 106
(W)オオバギボウシ(Hosta sieboldiana) (100以上、白) [愛知県] 2
コバギボウシ(Hosta sieboldii f. lancifolia) (30-50、薄紫) 37,106
タチギボウシ(ニシキギギボウシ)(Hosta sieboldii var. rectifolia) (60-100(茎）、薄青紫) 106
タチギボウシ(ニシキギギボウシ)(白縞斑)(Hosta sieboldii var. rectifolia) (60-100(茎）、薄青紫) 51
オトメギボウシ(Hosta venusta)[5、淡桃、済州島] 2
オトメギボウシ(白中斑)(Hosta venusta Variegata) (5、斑入) 3
ラケナリア プシラ(Lachenalia (Polyxena) pusilla) (5、白、ロゼット状の葉の間に咲く。) [春の交換会から
持ち越し、] 106
ポリキセナ ロンギツバ(Lachenalia (Polyxena) longituba) (-10、白、南アフリカ原産) 14
ポリキセナ オドラータ(Lachenalia (Polyxena) odorata) (10、白、芳香) 21
ラケナリア アルバ(Lachenalia (Polyxena) alba) (南アフリカ) [白小花] 94
ヤブラン(Liriope muscari) (40、淡紫、日本各地) 2
(W)ヤブラン(Liriope muscari) (40、淡紫、日本各地) [愛知県] 2
マイヅルソウ(Maianthemum dilatatum) (50-25(花茎)、白、北海道から九州) 99
オオバジャノヒゲ｢黒竜」(Ophiopogon planiscapus 'Kokuryu') (10、白、黒葉) 53
オオナルコユリ(Polygonatum macranthum) 49
オオアマドコロ(Polygonatum odoratum var. maximowiczii) 3
アマドコロ(Polygonatum odoratum var. pluriflorum) (40-80、白、緑、液果は秋に紫色に熟す) 53
(W)キチジョウソウ(Reineckea carnea) [愛知県] 2
ツルボ(Scilla scilloides) (20-30、桃) 2,18
(W)ツルボ(Scilla scilloides) (20-30、桃、北海道から沖縄) [愛知県] 2
ツルボ(矮性種)(Scilla scilloides dwarf type) (15、桃) 38,39
ツルボ(矮性種、銚子産)(Scilla scilloides dwarf type) (10、桃) 95
シロバナツルボ(Scilla scilloides f. albiflora) (30-40、白) 95,97
オニツルボ(Scilla scilloides var. major) (20-40(花茎)、淡紅紫、全国各地の海岸) [四国西南部、九州に
自生] 51,103
ーーーーーーーーー【キツネノマゴ科 Acanthaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
スズムシバナ(Strobilanthes oligantha) (30-60、青紫、山地の林下の陰地) 97
スズムシバナ(青白混合)(Strobilanthes oligantha, Strobilanthes oligantha f. albiflora) (30-60、青紫、白、
山地の林下の陰地) 88
ーーーーーーーーー【キョウチクトウ科 Apocynaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
チョウジソウ(Amsonia elliptica) (30-50、青紫) 14,17,26,31,42,53,56,93
ヒメイヨカズラ(Cynanchum matsumurae) (20-40、淡黄、奄美～琉球の固有種) 77
スズサイコ(Cynanchum paniculatum) (100、直立する、緑、茶) 35
フウセントウワタ(Gomphocarpus physocarpus) (60-200、一年草（本来は低木）、耐寒性弱い) 30
ビンケトキシクム ニグルム(Vincetoxicum nigrum) (50-100、暗茶青) 92
ーーーーーーーーー【キンポウゲ科 Ranunculaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
ヤマトリカブト(Aconitum japonicum var. montanum) (50-70、紫) 106
(W)ヤマトリカブト(Aconitum japonicum var. montanum) (50-70、紫) [長野県] 87
レイジンソウ(Aconitum loczyanum) (50、 白) 106
(W)レイジンソウ(Aconitum loczyanum) (50、 白) [愛媛県] 12
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リシリブシ(Aconitum sachalinense var. compactum) (15、青) 3
(W)エゾトリカブト(Aconitum yesoense) (60-150、青紫、北海道) [北海道] 16
(W)エゾトリカブト(Aconitum yesoense) (60-150、青紫、北海道) [北海道] 22
(W)オオバショウマ(Actaea (Cimicifuga) acerina) (40-120(花茎)、白) [長野県] 106
(W)オオバショウマ(Actaea (Cimicifuga) acerina) (40-120(花茎)、白) [山口県] 53
(W)サラシナショウマ(Actaea (Cimicifuga) simplex) (40-150、白、北海道から九州) [長野県] 87
(W)サラシナショウマ(Actaea (Cimicifuga) simplex) (40-150、白、北海道から九州) [長野県] 92
タンゴサラシナショウマ(Actaea (Cimicifuga) sp.) (80-150、白) 106
オキナグサ(Anemone (Pulsatilla) cernua) (30-50、暗赤紫) 19,55,89
オキナグサ(混合)(Anemone (Pulsatilla) cernua) (30-50、) 42,93
オキナグサ(新潟県魚沼市由来)(Anemone (Pulsatilla) cernua) (30-50、暗赤紫) [秋に開花分から採種]
キバナオキナグサ(Anemone (Pulsatilla) cernua var. flaba) [10、黄、黄花の出現率は2～3割です] 19
プルサチラ ゲオルギガ(Anemone (Pulsatilla) georgiga) (白・淡青) 3
プルサチラ ルブラ(Anemone (Pulsatilla) rubra) 3
セイヨウオキナグサ(プルサチラ ブルガリス)(Anemone (Pulsatilla) vulgaris) (20、桃) 3
プルサチラ ブルガリス｢ロード クロッケ｣(Anemone (Pulsatilla) vulgaris 'Rode Klokke') (10-20、白褐色)
アネモネ バルデンシス(Anemone baldensis) (日当たりのよい岩礫地、肥沃な細かい土に小石が混じった
ような場所にはえる) [春の交換会から持ち越し、黄緑、実生2年で咲く]106
アネモネ ムルチフィダ(Anemone multifida) (15-60、淡黄、赤、白、低地から高山帯の下部、明るい森林
下、林縁、緩い傾斜草原) 93
アネモネ ルピコラ(Anemone rupicola) (10、白－淡黄) 48
ハルザキシュウメイギク(通称)(アネモネ ヴァージニアナ)(Anemone virginiana) (50-60、白) 106
レンゲショウマ(Anemonopsis macrophylla) (40-60、白、僅かに桃) 19,27,87,92,106
レンゲショウマ(泥軸、白花)(Anemonopsis macrophylla) 92
レンゲショウマ(八重咲き)(Anemonopsis macrophylla)106
アクイレギア アルピナ(Aquilegia alpina) (15-30、紫、アルプス) 77
ヤマオダマキ(Aquilegia buergeriana) (30-50、海老茶・黄) 30,33,77,78,83,99,106
(W)ヤマオダマキ(Aquilegia buergeriana) [長野県] 92
ヤマオダマキ｢カリメロ｣(Aquilegia buergeriana 'Calimero') (＝ヤマオダマキ(多) [15、赤茶と黄、ダイセン
ヤマオダマキの選抜種] 3
キバナノヤマオダマキ(Aquilegia buergeriana f. flavescens) (25、黄) 83
キバナノヤマオダマキ(距なし)(Aquilegia buergeriana f. flavescens) (25、黄) 19
オオヤマオダマキ(Aquilegia buergriana var. oxysepala) (50、紫褐と黄、日当たりのよい道端、林縁、草原
などにはえる) 5
カナダオダマキ(Aquilegia canadensis) (20-40、赤や黄) 17,30,44,86,105
アクイレギア エカルカラタ(フウリンオダマキ)(Aquilegia ecalcarata) (20-30、白薄い紫、中国、18003500m) [春の交換会から持ち越し] 99,106
オダマキ(Aquilegia flabellata) [春の交換会から持ち越し] 2
オダマキ(Aquilegia flabellata) [20、青] 11,55,57
オダマキ (八重)(桃花)(園芸種?)(Aquilegia flabellata double pink) 9
ミヤマオダマキ(Aquilegia flabellata var. pumila) (10-20、紫) 19,31,32,45,97
チシマルリオダマキ(Aquilegia flabellata var. pumila) (ミヤマオダマキよりやや矮性、花の色は濃い) 3
ミヤマオダマキ ｢おぼろ｣(Aquilegia flabellata var. pumila 'Oboro') (10-20、薄いピンクでぼかしが入る) 95
ミヤマオダマキ(八ヶ岳系、ピンク)(Aquilegia flabellata var. pumila) 14,86
ミヤマオダマキ(八重)(菊咲)(Aquilegia flabellata var. pumila full double fl.) [矮性] 3
ミヤマオダマキ(桃)(Aquilegia flabellata var. pumila pink fl.) 3
ミヤマオダマキ(白砂子覆輪斑)(Aquilegia flabellata var. pumila variegated leaf) (10-30、青紫 白) 14
ミヤマオダマキ(白)(Aquilegia flabellata var. pumila white fl.)11,31,74,76
アクイレギア ヨネシー(Aquilegia jonesii) [親株は海外山草会の種子交換会より入手した種子の実生、純
系である確証はない。形状、花形は写真の本物とよく似ている] 105
ルリオダマキ(通称)→アクイレギア シビリカ(Aquilegia sibirica) 105
アクイレギア ブルガリス｢グリーン アップルズ｣(Aquilegia vulgaris 'Green Apples') (咲き始めグリーンから
白、八重咲き種) 30
キタダケソウ(Callianthemum hondoense) (10-15、白、南アルプス北岳固有、特定国内希少野生動植物)
106
キリギシソウ(Callianthemum sachalinense subsp. kirigishiense) (10-20、白、石灰岩の草地、北海道(崕
山)(固有)、絶滅危惧IA類) 3
エゾミヤマハンショウヅル(Clematis alpina ssp. ochotensis) 3
クレマチス ヘラクレイフォリア(Clematis heracleifolia) (50-100、青、中国北部、朝鮮半島) 106
(W)ハンショウヅル(Clematis japonica) (ツル性、赤、紫、日本固有種、本州～九州) [長野県] 87
コウヤハンショウヅル(Clematis obvallata) (絶滅危惧ⅠA類) 34
カザグルマ(Clematis patens) (ツル性、薄い紫、秋田から九州) 19,85,92,99,106
カザグルマ(白)(Clematis patens white fl.) (ツル性、白、秋田から九州) 6,87

7

１０５９３
１０６０４
１０６２６
１０６２５－１
１０６２６－Ｗ
１０６３０－１
１０６３２－１
１０６６９
１０７２５
１０７３５
１０７５０
１０７５０－Ｅ１
１０７５１
１０７５１－２
１０７５１－Ｗ
１０７９８
１０７９８－１
１０７９８－２
１０７９８－３
１０７９８－４
１０８１２
１０８３０
１０８３２
１０８４７
１０８９５
１０８９６
１０９２４
１０９２６
１０９９５
１１０１０－Ｗ
１１０１２
１１０２４
１１０３９
１１０４０
１１０４２
１１０４３
１１０６６
１１０７０
１１０８０
１１０８２
１１１０３
１１２８２
１１３２７
１１４１９－Ｗ
１１５３１
１１５５２
１１５５８
１１５６０－Ｗ
１１６２３
１１６２４
１１７６１－１
１１７７０
１１８１１

オオワクノテ(Clematis serratifolia) [黄、原種のクレマチス] 23
センニンソウ(Clematis terniflora) (ツル、白) 87,105
セリバオウレン(Coptis japonica var. dissecta) (10-30、白、本州四国) 32,35
オウレン(青軸)(Coptis japonica) 44
(W)セリバオウレン(Coptis japonica var. dissecta) (10-30、白、本州四国) [兵庫県] 48
ヒメバイカオウレン(矮性種?)(Coptis quinquekolia) (10-20、白褐色) [春の交換会から持ち越し、和歌山
県産由来] 34
ミツバオウレン(八重咲き）(Coptis trifolia) 3
デルフィニウム グラレオスム(Delphinium glareosum) (日当たりのよい岩場、岩礫斜面、草原などに群生
する中型のヒエンソウ) 106
サンインシロカネソウ(ソコベニシロカネソウ)(Dichocarpum ohwianum) (レッドデータブック記載種) 33
チチブシロカネソウ(Enemion raddeanum) 86
シラネアオイ(Glaucidium palmatum) (40、淡赤紫) 3,19,42,92,106
シラネアオイ(Glaucidium palmatum) (40、) [新潟上越由来低山対応、3世代目] 80
シラネアオイ(白)(Glaucidium palmatum var. leucanthum) (40、白) 3,42,93
シラネアオイ(白)(八重咲き)(Glaucidium palmatum var. leucanthum) 103
(W)シラネアオイ(白)(Glaucidium palmatum var. leucanthum) [新潟県] 98
ヘレボルス交配種、混合(Helleborus hybrid mix colors) 20
ヘレボルス交配種、混合、ダブル(Helleborus hybrid mix dbl.) 20
ヘレボルス交配種、混合、黒(Helleborus hybrid mix black) 20
ヘレボルス交配種、ブロッチ咲き(Helleborus hybrid blotches) 94
ヘレボルス交配種、ダブル(Helleborus hybrid dbl.) 94
ヘレボルス ニゲル(Helleborus niger) (15、白、淡桃) 106
ヘレボルス オリエンタリス(桃)(Helleborus orientalis pink ) 20
ヘレボルス オリエンタリス パープル フォーム(Helleborus orientalis purple form) 20
ヘレボルス オリエンタリス(黒)(Helleborus orientalis black) 20
アコウキンポウゲ(Ranunculus acris var. borealis) (樺太原産) 6
ミヤマキンポウゲ(Ranunculus acris var. nipponicus) (10-50、黄、高山の草地) 8,9
ラヌンクルス ゴーアニ(Ranunculus gouani) (黄) 3
ラヌンクルス グラミネウス(イトハキンポウゲ)(Ranunculus gramineus) (20、黄、欧州) 106
ヒメウズ(Semiaquilegia adoxoides) (10-30、白、関東から沖縄、林の中、道端) [春の交換会から] 81
(W)シギンカラマツ(Thalictrum actaefolium) (30、白、関東南部から九州) [愛知県] 2
ヒメカラマツ(Thalictrum alpinum var. stipitatum) 44
タリクトルム デラバイ(ヘンシカラマツソウ)(Thalictrum delavayi) (60-120、ピンク、草原、傾斜面、岩場、
灌木の間、明るい林床) 106
アポイカラマツ(Thalictrum foetidum var. apoiense) 48
タリクトルム フォエチヅム グラブレスケンス(チャボカラマツ)(Thalictrum foetidum var. glabrescens) [1020、全草粉白を帯びる] 3
タイカカラマツ(通称)(Thalictrum grandiflorum) (20-30、桃紫大輪、中国南西部原産) 91
ナガバカラマツ(Thalictrum integrilobum) (アポイ岳特産、橄欖岩変異種) [20-30、] 3
シキンカラマツ(Thalictrum rochebrunianum) (60、淡桃、長野、群馬、福島) 2,30,106
イワカラマツ(Thalictrum sekimotoanum) [白] 5
ムラサキカラマツ(Thalictrum uchiyamai) (50、薄紫、対馬と済州島のみ分布、希少種、絶滅危惧ⅠB類)
タカサゴカラマツ(タイワンバイカカラマツ)(Thalictrum urbainii) (20、白(口紅赤)、台湾原産) 92
トロリウス キネンシス(Trollius chinensis) (30、輝黄金花、中国) 106
ーーーーーーーーー【クマツヅラ科 Verbenaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーー
ヤマブドウ(Vitis coignetiae) 48
ーーーーーーーーー【グミ科 Elaeagnaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アキグミ(Elaeagnus umbellata) (円形の銀赤色果、小型落葉樹) 48
ーーーーーーーーー【クロウメモドキ科 Rhamnaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
(W)エゾクロウメモドキ(Rhamnus japonica) [山形県] 49
ーーーーーーーーー【ケシ科 Papaveraceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーー
クサノオウ(Chelidonium majus var. asiaticum) (30-60、黄、2年草) [春の交換会から持ち越し] 2
ジロボウエンゴサク(Corydalis decumbens) (10-20、薄い紫、実は線形のさく果、熟すると自然に散布さ
れる。関東地方から九州) [春の交換会から持ち越し] 2,4
キケマン(Corydalis heterocarpa var. japonica) (60、黄とピンク、本州以南) [春の交換会から持ち越し] 2
(W)ムラサキケマン(ヤブケマン)(Corydalis incisa) (30-50、紫、日本各地) [春の交換会から] [長野県] 87
コマクサ｢緋炎｣(Dicentra peregrina 'Hien' ) (園芸種、濃色赤) 42
コマクサ｢夕映｣(Dicentra peregrina 'Yubae') (コマクサの濃色選抜品種) [保湿種子] 3
パパベル アルピヌムsp(Papaver alpinum) 3
リシリヒナゲシ(Papaver fauriei) (20、黄、利尻山固有種、絶滅危惧ⅠB類、市中に流布している種は栽培
ヒナゲシの可能性大、栽培ヒナゲシとリシリヒナゲシは酷似) [少量] 42,106
パパベル デゲニィ(Papaver degenii) [白、葉は細く繊細、無毛] 3
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ーーーーーーーーー【ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae 】ーーーーーーーーーーー
エサシソウ(シロバナモウズイカ)(Verbascum blattaria f. albiflora) (50-80、白、2年草、帰化植物) 28,83
ーーーーーーーーー【サクラソウ科 Primulaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
アカバナルリハコベ(Anagallis arvensis) (10-20、赤、一年草、亜熱帯から熱帯) 54
ルリハコベ(Anagallis arvensis f. coerulea) (10-20、青紫、1年草、伊豆七島・紀伊半島・四国・九州・琉球)
18,41,97
リュウキュウコザクラ(Androsace umbellata) 76,77
マンリョウ(Ardisia crenata) (-100、赤い実、暖地) 29
マンリョウ(斑入り大)(Ardisia crenata) 51
カラタチバナ(黄実)(Ardisia crispa) (園芸品種) 53
シクラメン コウム(Cyclamen coum) (10、ピンク、耐寒性あり) 21
シクラメン グラエカム(Cyclamen graecum) (10、ピンク、地中海の島々、標高1200m、乾燥地) 21
シクラメン プルプラッセンス(Cyclamen purpurascens) (ピンク、初夏咲き、芳香あり、森林下で、あまり大
きくない石が点在するアルカリ土壌に自生、耐寒性あり) 106
ハマボッス(Lysimachia mauritiana) (10-40、白、北海道から九州) 2,5
モロコシソウ(Lysimachia sikokiana) (50、黄、乾燥した植物体からカレーの匂い、日本固有種、本州から
琉球) 23,91
クサレダマ(Lysimachia vulgaris var. davurica) (80、黄色、北海道から九州) 2,106
カワシマコザクラ(Primula borealis) (プリムラ ポレアリスの地方種、薄紫) [種子少量]3
エゾコザクラ(Primula cuneifolia ) (10、ピンク、日本では北海道のみ) 3
ミチノクコザクラ(Primula cuneifolia var. heterodonta) (絶滅危惧Ⅱ類) 3
プリムラ デンティクラタ(Primula denticulata) (30、バラｰ白 濃淡、ヒマラヤ、耐暑性弱い) 106
ウンナンサクラソウ(Primula filchnerae) 35
クリンソウ(Primula japonica) (20-50、赤、北海道から四国、湿地) 4,30,46,83
クリンソウ(濃赤)(Primula japonica) 3
クリンソウ(ピンク)(Primula japonica) 57
オオサクラソウ(Primula jesoana ) 106
シコクカッコソウ(♀短花柱×♂長花柱)(Primula kisoana var. shikokiana) (10、桃、絶滅危惧Ⅱ類) [少量]
106
シコクカッコソウ(♀長花柱×♂短花柱)(Primula kisoana var. shikokiana) (10、桃、絶滅危惧Ⅱ類) [少量]
106
ヒメコザクラ(Primula macrocarpa) (5、絶滅危惧ⅠA類) 3
レブンコザクラ(Primula modesta var. matsumurae) (10-20、ピンク、玉状に咲く、北海道、絶滅危惧Ⅱ類)
サクラソウ(Primula sieboldii) (10-20、ピンク、北海道南部から九州) 57
ーーーーーーーーー【サトイモ科 Araceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アリサエマ コンサンギネウム(小球)(Arisaema consanguineum) (中国産) [やや好日性] 80
アリサエマ コンサンギネウム(中球)(Arisaema consanguineum) (中国産) [やや好日性] 80
オキナワテンナンショウ(Arisaema heterocephalum ssp. okinawaense) (絶滅危惧ⅠA類、特定種) [2040、冬緑性] 90
マイヅルテンナンショウ(Arisaema heterophyllum) 80
マイヅルテンナンショウ(小～中球)(Arisaema heterophyllum) 80
コウライテンナンショウ(Arisaema peninsulae) (80、緑、広義のマムシグサに含める見解もある) 3
ムサシアブミ(Arisaema ringens) (40、関東以西、四国九州) 2
(W)マムシグサ(Arisaema serratum) (50-100、緑、北海道から九州) [山口県] 53
(W)マムシグサ(Arisaema serratum) (50-100、緑、北海道から九州) [愛知県] 2
ユキモチソウ(Arisaema sikokianum) (40、付属体白、球形、近畿四国、絶滅危惧Ⅱ類) 106
ウラシマソウ(素心)(小球)(Arisaema thunbergii ssp. urashima 'Green form') (40、緑) 14,80
ウワジマテンナンショウ(Arisaema undulatifolium subsp. uwajimense) (15-40、愛媛高知) [保湿種子] 51
オオハンゲ(Pinellia tripartita) (20-50、緑に帯紫) 2
サウロマツム グッタツム(Sauromatum guttatum) [好日性、テンナンショウに近い、耐寒性普通] 80
ーーーーーーーーー【シオデ科(サルトリイバラ科) Smilacaceae 】ーーーーーーーー
ヒメカカラ(Smilax biflora) 44
ーーーーーーーーー【シソ科 Lamiaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーー
カワミドリ(Agastache rugosa) (40-100、淡青紫穂状花、山地の草原、北海道から九州) 83,105,106
コムラサキ(Callicarpa dichotoma) (50-200、紫実、葉柄と花柄の位置がわずかずれている) 2
シラタマコシキブ(シロミノコムラサキ)(Callicarpa dichotoma var. albi-fructus) (100-200、白、白実、日本
中国) 2
ムラサキシキブ(Callicarpa japonica) (200-300、紫実、葉柄と花柄の位置は近接している) 53
モモシキブ(ピンクパール)(Callicarpa japonica?) [木本、ピンク実] 53
シロシキブ(Callicarpa japonica f. albibacca) (200-300、白実、葉柄と花柄の位置は近接している) 53
カリガネソウ(Caryopteris divaricata) (30-100、青紫、全草に特有の臭気、北海道から九州) 2
カリガネソウ(濃色)(Caryopteris divaricata) 77,106
カリガネソウ(桃)(Caryopteris divaricata pink) (30-100、桃) 106
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ダンギク(Caryopteris incana) (70-80、白、ピンク、青、紫、絶滅危惧Ⅱ類) 2,51
シモバシラ(Collinsonia (Keiskea) japonica) (40-70、白、初冬、立ち枯れた茎の根元に霜柱状の氷柱が出
来る。) 91,97
ムシャリンドウ(Dracocephalum argunense) (10-20、青紫、北海道から中部、絶滅危惧Ⅱ類) 3
ピンクコーカサスムシャリンドウ(Dracocephalum botryoides) 17
ドラコセァルム モルダビカ(Dracocephalum moldavica) (1年草) 106
フトボナギナタコウジュ(Elsholtzia argi-nipponica) 77
アキチョウジ(Isodon longitubs) (60-90、青、長野以西) 106
メハジキ(Leonurus japonicus) (50-100、淡紅紫、２年草) 53
カミメボウキ(Ocimum tenuiflorum(sanctum)) (30-60、薄紫、熱帯原産、芳香あり) 20,105
タテヤマウツボグサ(Prunella prunelliformis) (15、紫、東北地方から中部地方、亜高山、高山の草地)
ウツボグサ(Prunella vulgaris ssp. asiatica) (20、青、北海道から沖縄) 2,17,106
ウツボグサ(白)(Prunella vulgaris ssp. asiatica white fl.) (20、白、北海道から沖縄) 105
クロバナヒキオコシ(Rabdosia trichocarpa) (50-150、黒紫) 106
アキノタムラソウ(Salvia japonica) (20-50、青紫、山形から九州) 2,5
シナノアキギリ(Salvia koyamae) (絶滅危惧Ⅱ類) 92
ナツノタムラソウ(Salvia lutescens var. intermedia) 92
(W)キバナアキギリ(Salvia nipponica) (20-30、黄、本州から九州) [東京都] 98
ハルノタムラソウ(Salvia ranzaniana) (10-20、白、日本固有種、紀伊四国九州) [春の交換会から持ち越
し] 92
コバノタツナミ(白)(Scutellaria indica var. parvifolia) (5-10、白、タツナミソウより小型) [春の交換会から持
ち越し]21,05
コバノタツナミ(色混合)(Scutellaria indica var. parvifolia) (5-10、タツナミソウより小型)2
セイヨウニンジクポク(Vitex agnus-castus) (200、薄い紫、南欧、西アジア)41
ハマゴウ(Vitex rotundifolia) (50-100、潅木、青紫、東北地方南部から九州、海岸の砂地)2
(W)ハマゴウ(Vitex rotundifolia) (50-100、潅木、青紫、東北地方南部から九州、海岸の砂地) [山口県]53
ーーーーーーーーー【シュウカイドウ科 Begoniaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
シュウカイドウ(ムカゴ)白花(Begonia grandis)47
ーーーーーーーーー【シュロソウ科 Melanthiaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
シライトソウ(Chionographis japonica) (20-40、白、秋田から九州、山地)2,34,47,53,97
シライトソウ(Chionographis japonica) (20-40、白、秋田から九州、山地) [上越市由来]80
(W)シライトソウ(Chionographis japonica) (20-40、白、秋田から九州、山地) [愛知県]2
コシキジマシライトソウ(通称)(Chionographis sp.) (鹿児島の甑(こしき)島の林床に自生 普通のシライトソ
ウより葉がしっかりしていて花付も良い)34
ヒメシライトソウ(通称)(Chionographis sp.) (矮性シライトソウ、済州島原産)34,56
トリリウム オバツム(Trillium ovatum) (ｶﾅﾀﾞ：ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｺﾛﾝﾋﾞｱ州～米国：ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州原産) [えんじ色、
エンレイソウの種子の混入の恐れあり、保湿種子]14
ミヤマエンレイソウ(Trillium tschonoskii ) (20-40、白、北海道から九州、山地) [保湿種子]106
ベラトゥルム アルブム(Veratrum album) (肥沃で湿った草原や牧草地、大きな岩と岩の間などに生育す
る。)20
ーーーーーーーーー【ショウガ科 Zingiberaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーー
ハナミョウガ(Alpinia japonica) (40-60、白赤、関東以西四国九州、暖地)44
(W)ハナミョウガ(Alpinia japonica) (40-60、白赤、関東以西四国九州、暖地) [愛知県]2
ーーーーーーーーー【ジンチョウゲ科 Thymelaeaceae 】ーーーーーーーーーーーー
ヤンバルガンピ(Wikstroemia (Diplomorpha) indica) (常緑低木、緑、沖縄)97
ガンピ(Wikstroemia (Diplomorpha) sikokiana) (20-30、橙)99
ーーーーーーーーー【スイカズラ科 Caprifoliaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
クロミノウグイスカグラ(Lonicera caerulea ssp. edulis var. emphyllocalyx) (別名ハスカップ)3
(W)チシマヒョウタンボク(ロニケラ カミソイ)(Lonicera chamissoi) (日本では高山、サハリンでは海岸近く見
られる。絶滅危惧Ⅱ類) [北海道]16
マツムシソウ(Scabiosa japonica) (50-90、淡青紫、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原)19,54
マツムシソウ(桃色、長野地域変種か)(Scabiosa japonica) (50-90、)103
(W)マツムシソウ(Scabiosa japonica) (50-90、淡青紫、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原)
[長野県]87
(W)マツムシソウ(Scabiosa japonica) (50-90、淡青紫、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原)
[長野県]92
ソナレマツムシソウ(Scabiosa japonica var. littoralis) (10-30、青紫、多年草、関東、海岸、絶滅危惧Ⅱ
類)99
ーーーーーーーーー【スイレン科 Nymphaeaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
コウホネ(Nuphar japonicum) (20-60、黄、水生、北海道から九州) [保湿種子]2
オゼコウホネ(Nuphar pumilum var. ozenese) (水生植物、黄、葉は水上から立ち上がらない、北海道、月
山、尾瀬、絶滅危惧II類) [保湿種子]49
ヒツジグサ(エゾノヒツジグサ)(Nymphaea tetragona) [保湿種子]49
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ーーーーーーーーー【ススキノキ科 Xanthorrhoeaceae 】ーーーーーーーーーーー
アスフォデルス アルブス(Asphodelus albus)20
キキョウラン(Dianella ensifolia) (60-80、淡紫、青紫の実、本州四国九州、琉球)32
ユウスゲ(キスゲ)(Hemerocallis citrina var. vespertina) (100-150、橙黄、本州から九州、山地の草
原)23,26,77,92
(W)ユウスゲ(キスゲ)(Hemerocallis citrina var. vespertina) (100-150、橙黄、本州から九州、山地の草原)
[広島県]15
ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)(エゾカンゾウ)(Hemerocallis dumortieri var. esculenta) (50-70、黄、北海道か
ら中部、山地、亜高山)31,97,106
ハマカンゾウ(Hemerocallis fulva var. littorea) (50-80、橙、関東から沖縄、海岸)53
ノカンゾウ(Hemerocallis fulva var. longituba) (50-70、黄)77
ヘメロカリス交配種(Hemerocallis hybridy-tetroploidy) (40-60、四倍体)20
トビシマカンゾウ(Hemerocallis middendorfii var. exaltata) (100-200、黄、ニッコウキスゲより大型、飛島、
佐渡島のみ分布)77
ーーーーーーーーー【スミレ科 Violaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーー
アリアケスミレ(Viola betonicifolia var. albescens) (白地に紅紫、紫の紫状、本州から九州、朝鮮・中国)
[春の交換会から持ち越し]2,33
(W)アリアケスミレ(Viola betonicifolia var. albescens) (白地に紅紫、紫の紫状、本州から九州、朝鮮・中
国) [春の交換会から持ち越し] [愛知県]2
キバナノコマノツメ(Viola biflora)3
オオバキスミレ(Viola brevistipulata) (濃黄、唇弁に赤紫の条が入る、北海道から島根、多雪地)3
ダイセンキスミレ(Viola brevistipulata ssp. minor) (濃黄、花弁の裏側は暗紅褐色のぼかし、中国山地)3
ナエバキスミレ(Viola brevistipulata var. kishidai) (有茎種、黄、上越から南東北の亜高山)3
ヒゴスミレ(Viola chaerophylloides var. sieboldiana) (12、普通は白、九州産には紅がかかる)14
ヒラツカスミレ(ヒゴ×エイザン)(通称ウスベニヒゴスミレ)(Viola chaerophylloides var. sieboldiana x
eizanensis) (濃淡の紅が入る。)5
ヒラツカスミレ(ヒゴ×エイザン、純白)(Viola chaerophylloides var. sieboldiana x eizanensis) (白)5
タカネスミレ(Viola crassa) (5-12、黄、高山帯、本州中部地方以北～北海道)3
エイザンスミレ(黄白掃斑)(Viola eizanensis)24
ナルカミスミレ(Viola eizanensis var. simplicifolia f. leucantha) ((ヒトツバエゾスミレの白花種)) [春の交換
会から持ち越し、素心]5
ナルカミスミレ(Viola eizanensis var. simplicifolia f. leucantha) ((ヒトツバエゾスミレの白花種))5
タチツボスミレ(色混合)(丈10)(Viola grypoceras) [春の交換会から持ち越し]2
タチツボスミレ(色混合)(丈20)(Viola grypoceras) [春の交換会から持ち越し]2
タチツボスミレ(距が多い)(Viola grypoceras)5
シロバナタチツボスミレ(Viola grypoceras f. albiflora) (白) [春の交換会から持ち越し]5
オトメスミレ(Viola grypoceras f. purpurellocalcarata) (10-20、白、距に淡い紫が残る、箱根で発見) [春の
交換会から持ち越し]5
ヒメスミレ(Viola inconspicua ssp. nagasakiensis) (濃紫、唇弁と側弁に紫条が入る。低地)33
(W)ヒメスミレ(Viola inconspicua ssp. nagasakiensis) (濃紫、唇弁と側弁に紫条が入る。低地) [春の交換
会から持ち越し] [愛知]2
コスミレ(Viola japonica) (淡桃、淡紫、北海道南西部から九州まで)2,5,33,94
コスミレ(紫)(Viola japonica) (濃い紫、) [春の交換会から持ち越し、埼玉県由来]5
フイリコスミレ(Viola japonica f. variegata) [黄掃斑、斑入りの出現は2～3割]5,24
コスミレ(ピンク)(Viola japonica pink) [春の交換会から持ち越し]5
ビオラ ヨーイ(Viola jooi)3
スミレ(Viola mandshurica) (通常濃赤紫、唇弁に紫条が入る。日本全土)89
(W)スミレ(Viola mandshurica) (通常濃赤紫、唇弁に紫条が入る。日本全土) [春の交換会から持ち越し]
[愛知県]2
アナマスミレ(Viola mandshurica f. crassa) [5-10、紫、利尻島由来]33
アツバスミレ(Viola mandshurica var. triangularis) [5-10、白、神津島由来]33
ニイジマスミレ(Viola mandshurica var. triangularis f. niijimensis) (10、白、東京都原産) [春の交換会から
持ち越し、新島産由来]5
ニイジマスミレ(Viola mandshurica var. triangularis f. niijimensis) (10、白、東京都原産)5
ニオイタチツボスミレ(丈が小、色混合)(Viola obtusa) [春の交換会から持ち越し]2
ニオイタチツボスミレ(丈が大、色混合)(Viola obtusa) [春の交換会から持ち越し]2
(W)ニオイタチツボスミレ(Viola obtusa) (濃紫、濃紅紫、中央部白くぬける。ほぼ日本全土) [春の交換会
から持ち越し [愛知県]2
ビオラ オドラタ(斑入り葉)(Viola odorata) (別名ニオイスミレ)24
ナガバノタチツボスミレ(Viola ovato-oblonga) (2
アカネスミレ(Viola phalacrocarpa) (基本は茜色、青紫～紅紫、)33
ナガハシスミレ(菅名岳由来)(Viola rostrata var. japonica) (濃い紫、)5
アイヌタチツボスミレ(ビオラ サハリネンシス)(Viola sacchalinensis)3
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フイリミヤマスミレ(Viola selkirkii f. variegata) (紅紫、葉脈の沿って白い斑が入る) [春の交換会から持ち
越し]92
(W)フモトスミレ(ビオラ シーボルディー)(Viola sieboldii) (一般に白、唇弁と側弁に紅紫条が入る。西日本
に多い) [春の交換会から持ち越し [愛知県]2
ヒナスミレ(Viola tokubuchiana var. takedana) (淡ピンク、白、細かい紅条が入る)33
シロバナヒナスミレ(Viola tokubuchiana var. takedana f. albiflora) (白)33
シロバナフイリゲンジスミレ(Viola variegata sp.) (白、葉脈の沿って白い斑が入る) [少量]24
ゲンジスミレ(Viola variegata var. nipponica) (淡紫、裏面の方が色が濃い、花弁に紫の条が入る、日本に
は自生しない)33
ゲンジスミレ(流通名イヨゲンジスミレ)(Viola variegata var. nipponica) (愛媛系) [春の交換会から持ち越
ゲンジスミレ(流通名イヨゲンジスミレ)(Viola variegata var. nipponica) [愛媛県]24
ツボスミレ(別名ニョイスミレ)(Viola verecunda) (淡紫、唇弁と側弁に赤紫の条が入る) [春の交換会から
持ち越し]2
コケスミレ(Viola verecunda var. yakusimana) (白、唇弁に赤紫の条が入る) [少量]24
コンピラスミレ(Viola violacea f. pictitolia) [少量]24
スミレ｢紅鶴｣(エイザンスミレ x ベニバナナンザンスミレ)(Viola x 'Benizuru') (ナンザン×ヒゴに酷似)40
ノジスミレ(Viola yedoensis) (淡紫、紫条あり)33
タカオスミレ(Viola yezoensis f. discolor) (春葉は黒褐色から茶褐色、花後色が変わる) [生成りの白]5,33
アソヒカゲスミレ(Viola yezoensis var. asoana) (15、春葉は黒褐色から茶褐色、花後色が変わる) [少
量]24,33
シソバキスミレ(Viola yubariana(Viola brevistipulata var. crassifolia)) (濃黄、唇弁に赤紫の条が入る、北
海道、蛇紋岩地帯、絶滅危惧Ⅱ類)3
シラユキスミレ(Viola verecunda f. condidissima) [春の交換会から持ち越し]2
ーーーーーーーーー【セリ科 Apiaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アンジェリカ シルベストリス シルベストリス(Angelica sylvestris subsp. sylvestris)20
アストラアンティア マヨル｢ラルス｣(Astrantia major 'Lars') (選抜種)20
アストラアンティア マヨル｢ローマ｣(Astrantia major 'Rome') (ピンク)3
ホタルサイコ(Bupleurum longiradiatum subsp. sachalinense var. elatis) (50、黄、北海道から九州)92
ミシマサイコ(Bupleurum scorzoneraefolium var. stenophyllum) (30-50、黄、薬草、本州四国九州、絶滅
危惧Ⅱ類)48
ツボクサ(Centella asiatica) (茎は這性、淡紅紫、関東以西から琉球、耐寒性弱い)20
ヒナセントウソウ(Chamaele decumbens f. gracillima)45
(W)ミツバ(Cryptotaenia japonica) [長野県]79
エリンギウム アクイフォリウム(Eryngium aquifolium) (青)20
ハマボウフウ(Glehnia littoralis) (10-30、白、日本全土海岸地帯)88
ーーーーーーーーー【センリョウ科 Chloranthaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
ガビサンヒトリシズカ(流通名?)(Chloranthus henryi) [乾燥種子]45
ヒトリシズカ(青軸、素心)(Chloranthus japonicus) (5-7、) [種子交換委員会注:乾燥種子]14
(W)センリョウ(Sarcandra glabra) (50-100、黄、赤実、関東地方から沖縄) [愛知県]2
ーーーーーーーーー【タデ科 Polygonaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーー
イブキトラノオ(Bistorta major var. japonica) (30-100(花茎)、淡紅、特に伊吹山に多い)46
ソバ(Fagopyrum esculentum)) [白]46
ヒメタデ(Persicaria erecto-minor) (5-15、淡紅、草地川岸、絶滅危惧Ⅱ類)54
アオヒメタデ(ヒメタデの白花種)(Persicaria erecto-minor f. viridiflora) (5-15、花は緑白)48,54
ミズヒキ(Persicaria filiforme) (30-50(地植え)、赤白)2,37
ミズヒキ(白花)(Persicaria filiforme) (30-50(地植え)、白)37
ミズヒキ(斑入り｢ペインターズ・パレット｣)(Persicaria filiformis 'Painter's Palette') (40、赤白、斑入り)105
ギンミズヒキ(Persicaria filiformis f. albiflora) (30-50(地植)、15(鉢)、白、多年草)2
イヌタデ(斑入り)(Persicaria longiseta)47,54
イザリイヌタデ(業者流通名：ヒメタデ、ヤクシマタデ)(Persicaria longiseta f. diuaricatoamosa)97
アイ(通称タデアイ／アイタデ)(Persicaria tinctoria)47
マルハアイタデ(流通名か)(Persicaria tinctoria?)45
ーーーーーーーーー【タヌキモ科 Lentibulariaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
ムシトリスミレ(Pinguicula vulgaris var. macroceras) (紫色) [北海道由来]3
ーーーーーーーーー【ツツジ科 Ericaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーー
チシマツガザクラ(Bryanthus gmelinii) (5、淡紅、ツガザクラとは別属、東北から北海道、高山帯、絶滅危
惧Ⅱ類)3
アカモノ(Gaultheria adenothrix) (10-20、白、赤実、小低木) 3,106
シラタマノキ(Gaultheria miqueliana) (10-30、白実、小低木)106
ミネズオウ(Loiseleuria procumbens) (6-10、白、小低木)3
ナガバツガザクラ(Phyllodoce nipponica var. oblongo-ovata) (10-20、白、小低木、北海道から東北中北
部、高山帯) [播種は山苔か水苔、発芽率は低い]3
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(W)ベニバナイチヤクソウ(Pyrola incarnata) (15-25、紅、亜高山帯の林床、半寄生植物とも言われてい
る) [種子には胚乳がないので、発芽には共生菌が必要、生育には別の共生菌が存在しているとされて
いる] [長野県]106
(W) キバナシャクナゲ(Rhododendron aureum) (60-70、薄黄、低木、北海道から中部、高山帯から亜高
山上部) [山梨県]98
エゾツツジ(Rhododendron camtschaticum) (10-30、桃、小低木、高山帯)42
エゾツツジ(濃色)(Rhododendron camtschaticum) (赤花) [木立性]3
アカヤシオ(Rhododendron pentaphyllum var. nikoense)106
(W)アクシバ(Vaccinium japonicum Maximowicz) (50-100、ピンク、赤実、北海道から九州、山地) [山形
県]49
ナツハゼ(Vaccinium oldhamii) (150-300、黒実) [果実(乾燥)の状態で提供]6,31
(W)ナツハゼ(Vaccinium oldhamii) [山形県]49
(W)ナツハゼ(Vaccinium oldhamii) [山口県]53
イワツツジ(Vaccinium praestans) (10、落葉小低木、赤実、本州の高山帯、北海道) [香りが強い液果]3
(W)イワツツジ(Vaccinium praestans) (10、落葉小低木、赤実、本州の高山帯、北海道) [北海道]16
クロマメノキ(Vaccinium uliginosum) (30-80、白、黒紫実、北海道、中部以北、亜高山帯から高山帯)3
コケモモ(Vaccinium vitis-idaea) (10-40、白、赤実、常緑低木、酸性土壌を好む、高山帯)3
摩周コケモモ(Vaccinium vitis-idaea) (コケモモ中粒種)3
バクシニウム ミルティルス(Vaccinium myrtillus) (英名Bilberry)3
バクシニウム アングスティフォリウム(Vaccinium angustifolium) (15、矮性のブルーベリー原種)3
ブルーベリー ｢ブルーレイ」(Vaccinium "Cyanococcus") (ハイブッシュタイプ)3
ブルーベリー ｢ハーバード」(Vaccinium "Herbard") (ハイブッシュタイプ)3
ブルーベリー ｢ウッダード」(Vaccinium ashei "Woodard") (ラビットアイタイプ)3
ーーーーーーーーー【ツヅラフジ科 Menispermaceae 】ーーーーーーーーーーーー
(W)アオツヅラフジ(Cocculus trilobus) [大阪府]34
アオカズラ(Sabia japonica) (絶滅危惧ⅠB類) [(ルリビョウタン)]35
ーーーーーーーーー【ツバキ科 Theaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーー
ナツツバキ(Stewartia pseudo-camellia)49
ーーーーーーーーー【ツユクサ科 Commelinaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アネイレマ アエクイノクチアレ(Aneilema aequinotiale) (南アフリカ原産、多年草)48
ツユクサ(斑入、黄縞斑)(Commelina communis variegated leaf) (60、)54
ツユクサ(斑入、白斑)(Commelina communis variegated leaf)54
ヤブミョウガ(Pollia japonica) (50-60、白小花、関東から九州)2,26,37
(W)ヤブミョウガ(Pollia japonica) (50-60、白小花、関東から九州) [山口県]53
(W)ヤブミョウガ(Pollia japonica) (50-60、白小花、関東から九州) [愛知県]2
ーーーーーーーーー【ツリフネソウ科 Balsaminaceae 】ーーーーーーーーーーーー
キツリフネ(Impatiens noli-tangere) (40-80、黄、一年草、北海道から九州)2,53
ツリフネソウ(Impatiens textori) (50-80、赤紫、一年草、日本各地)5,35,53
ツリフネソウ(ピンク）(Impatiens textori) (50-80、ピンク、一年草、)52
ツリフネソウ(ピンク）吹掛(Impatiens textori) (30、ピンク) [白に紫の斑点]53
ツリフネソウ(白)(Impatiens textori 'Alba') (30、白)53
シロツリフネ(Impatiens textori f. pallescens) (50-80、白、一年草、北海道から九州)5,35
ーーーーーーーーー【ツルナ科 Aizoaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーー
デロスペルマ コンゲスタ(Delosperma congesta) (黄、耐暑性、耐寒性強い、南アフリカ)3
ーーーーーーーーー【テコフィラエア科 Tecophilaeaceae 】ーーーーーーーーーーー
テコフィラエア ライヒトリー(Tecophilaea cyanocrocus var. leichtlinii) (キアノクロックスの変種)21
ーーーーーーーーー【トウダイグサ科 Euphorbiaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
ショウジョウソウ(クサショウジョウ)(Euphorbia heterophylla) (30-50(地植)、16(鉢)、橙・緑、頭頂部赤)2,77
シラキ(Sapium japonicum) (落葉小高木、材が白いことからの名、本州から沖縄)44
ーーーーーーーーー【ナス科 Solanaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ブロワリア アメリカナ(Browallia americana) (30-70、青)106
オオセンナリ(通称クロホオズキ)(斑入り)(Nicandra physaloides) (50-100、薄紫、１年草、南アメリカ、帰化
植物)53,83
ホオズキ(Physalis alkekengi var. frachetii) (60、白)2
センナリホオズキ(Physalis pubescens) [20-30、白]53
(W)ヒヨドリジョウゴ(Solanum lyratum) (ツル、秋に赤い実) [山口県]53
ーーーーーーーーー【ナデシコ科 Caryophyllaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
オオバナノミミナグサ(リシリミミナグサ)(Cerastium fischerianum)11
タガソデソウ(Cerastium pauciflorum var. amurense) (絶滅危惧Ⅱ類)92
オヤマナデシコ(Dianthus alpinus) (5-10、濃紅)15
ディアンツス グラキアリス(ヒョウガナデシコ)(Dianthus glacialis) (5-10、ピンク、ヨーロッパアルプス原産)3
ハマナデシコ(フジナデシコ)(Dianthus japonicus) (15-40、濃桃、本州から沖縄、海岸)37,53,54
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シロバナハマナデシコ(Dianthus japonicus f. albiflorus) (15-40、白)95,105
ヒメハマナデシコ(Dianthus kiusianus) (15-30、ピンク、和歌山愛媛、沖縄まで、海岸、日本固有
種)97103105
ディアンツス ミクロレピス(Dianthus microlepis) [濃赤、3-4、灰緑色マット状、]3
シナノナデシコ(Dianthus shinanensis) (20、赤紫、本州中部、荒れ地)30,77,78
シナノナデシコ(白)(Dianthus shinanensis white fl.)76
クモイナデシコ(Dianthus superbus var. amoenus) (10-20、ピンク、タカネナデシコの変種) 3,97
クモイナデシコ(白)(Dianthus superbus var. amoenus white fl.) (10-20、白、タカネナデシコの変種)17
カワラナデシコ(Dianthus superbus var. longicalycinus) (20-50、桃、萼片の長さは3-4でエゾカワラナデシ
コより長い、)2,3,25,41,78,98
カワラナデシコ(濃色)(Dianthus superbus var. longicalycinus) (20-50、濃い桃)3
カワラナデシコ(白、赤、桃混合)(Dianthus superbus var. longicalycinus)31
カワラナデシコ(絞り咲き)(Dianthus superbus var. longicalycinus)98
タカネナデシコ(シモフリナデシコ)(Dianthus superbus var. speciosus) (15、桃、エゾカワラナデシコの高山
型、本州以北)105
イセナデシコ(Dianthus x isensis) (ピンク)99105
ナデシコ ｢秩父乙女｣(Dianthus 'Titibuotome') (赤)9
リクニス カルケドニカ(Silene (Lychnis) chalcedonica) [アメリカセンノウ]3,20
スイセンノウ(フランネルソウ)(Silene (Lychnis) coronaria) (60、淡紅、南ヨーロッパ原産)2
リクニス コロナリア｢アルバ｣(Silene (Lychnis) coronaria 'Alba')20
カッコウセンノウ(Silene (Lychnis) flos-cuculi) (30-40、桃、ヨーロッパアルプス原産)30
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(Silene (Lychnis) flos-cuculi nana)3
リクニス フロス-ジョビス(Silene (Lychnis) flos-jovis)20
ムギセンノウ(Silene (Lychnis) githago) (100、桃)17
センジュガンピ(Silene (Lychnis) gracillima) (30-100、白、東北～中部地方以北)4,46
オグラセンノウ(Silene (Lychnis) kiusiana) (絶滅危惧Ⅱ類)19,85
フシグロセンノウ(Silene (Lychnis) miqueliana) (30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州)99106
(W)フシグロセンノウ(Silene (Lychnis) miqueliana) (30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州) [長野
(W)フシグロセンノウ(Silene (Lychnis) miqueliana) (30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州) [長野
(W)フシグロセンノウ(Silene (Lychnis) miqueliana) (30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州) [山梨
マツモトセンノウ(ツクシマツモト)(Silene (Lychnis) sieboldii) (30-40、紅、一般に流通するのは葉や茎に
赤が混じらないツクシマツモト)2,14,19,85,96,106
エンビセンノウ(Silene (Lychnis) wilfordii) (40、赤、北海道の一部、埼玉長野、絶滅危惧Ⅱ類)3,19,22
ムシトリナデシコ(Silene armeria) (40-70、桃、南ヨーロッパ原産、北海道から九州)2,77
フシグロ(Silene firma) (30-100、白、越年草、北海道から九州)106
羽衣センノウ(園芸種)(Silene (Lychnis) sp.) [ロゼットから花茎10-20、パステルピンク]3
ツルビランジ(Silene keiskei f. procumbens) (這性、濃いピンク、絶滅危惧種ⅠA類)97106
タカネビランジ(Silene keiskei var. akaisialpina) (10-15、赤紫、中部、高山帯)98,99,106
シロバナビランジ(Silene keiskei var. minor f. albescens) (10-15、白、ビランジの白花種)106
サクラマンテマ(Silene pendula) (60以下、桃、帰化植物、地中海沿岸) [春の交換会から持ち越し]4
サクラマンテマ(Silene pendula) (60以下、桃、帰化植物、地中海沿岸)8
シレネ ウニフローラ(イソマンテマ)(Silene uniflora) (5、白)105
タカネマンテマ(Silene uralensis) (白、絶滅危惧ⅠA類)3,92
シレネ デイオイカ ｢レイズ ウインター クリーム」(Silene dioica "Ray's winter cream")20
エゾイワツメクサ(Stellaria pterosperma) (絶滅危惧ⅠB類)3
ーーーーーーーーー【ニシキギ科 Celastraceae 】ーーーーーーーーーーーーーーー
ニシキギ(Euonymus alatus) (200-300、薄緑、落葉低木、赤実)2
コマユミ(Euonymus alatus f. stiatus) (100-300、薄緑、落葉低木、赤実、北海道から九州)2,44,99
(W)コマユミ(Euonymus alatus f. stiatus) (100-300、薄緑、落葉低木、赤実、北海道から九州) [石川県]31
(W)コマユミ(Euonymus alatus f. stiatus) (100-300、薄緑、落葉低木、赤実、北海道から九州) [山口県]53
アメリカマユミ(別名イガグリマユミ)(Euonymus hamiltonianus) (耐寒性あり、北アメリカ)8
ツリバナ(Euonymus oxyphyllus) (100-400、淡緑、赤実、落葉低木、北海道から九州、山地)2,99
フウリンツリバナマユミ(Euonymus sp) (プロペラの様な実がなるネット)8
ムラサキツリバナ(Euonymus sachalinensis var. tricarpus)49
シラヒゲソウ(Parnassia foliosa var. nummularia) (15-30、白、本州四国九州) [少量、保湿種子]106
(W)ウメバチソウ(Parnassia palustris var. multiseta) [10-50、白、山地の湿地、北海道から九州] [長野
県] 87
ーーーーーーーーー【ハエドクソウ科 Phrymaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
ハマホオズキ(通称)？(Mimulus sp. ?)43
ーーーーーーーーー【ハナイカダ科 Helwingiaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
ヘルウインギア キネンシス(中国ハナイカダ)(Helwingia chinensis)52
ーーーーーーーーー【ハナシノブ科 Polemoniaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
フロックス キャロニナ ｢ビルベイカー」(Phlox carolina 'Bill Baker')77
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エゾハナシノブ(Polemonium caeruleum ssp. yezoense) (30-80、青、北海道から本州北部(日本海側)、絶
滅危惧Ⅱ類)22
ハナシノブ(Polemonium kiushianum) (30-50、濃い紫、絶滅危惧ⅠA類、特定種)11,30,83,92,106
ヒダカハナシノブ(Polemonium caeruleum f. hidakanum) (エゾハナシノブと違うのは茎や花序が無毛)84
エゾハナシノブ(白花）(Polemonium caeruleum ssp. Yezoense alba) (30-80、白、北海道から本州北部(日
本海側)、絶滅危惧Ⅱ類)77
ーーーーーーーーー【ハナヤスリ科 Ophioglossaceae 】ーーーーーーーーーーーー
ナガホノナツノハナワラビ(Botrychium strictum)49
ーーーーーーーーー【ハマウツボ科 Orobanchaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
ナンバンギセル(Aeginetia indica) (20、赤紫、北海道から沖縄、イネ科の他ミョウガなどにも寄
生)2,24,31,44,54,55,56,97
ナンバンギセル(口紅咲き)(Aeginetia indica) (20、 白)43,96
ナンバンギセル(白ふち)(Aeginetia indica) (20、 赤紫)43
(W)ナンバンギセル(Aeginetia indica) (20、赤紫、北海道から沖縄、イネ科の他ミョウガなどにも寄生) [東
京都]98
ナンバンギセル(白)(Aeginetia indica white fls) (20、 白)44
コシオガマ(Phtheirospermum japonicum) (30、桃、低地性、半寄生)5
ーーーーーーーーー【バラ科 Rosaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
キンミズヒキ(黄金葉)(Agrimonia pilosa)35
キンミズヒキ(Agrimonia pilosa var. japonica) (30-50(地植)、15(鉢)、黄、北海道から九州) 2,47
セイヨウカマツカ(通称)(Aronia arbutifolia) (赤実、耐寒性あり、北アメリカ原産)31,48
アロニア メラノカルパ(aronia melanocarpa) (英名ブラックチョークベリー)3
サンザシ(Crataegus cuneata) (200、落葉低木、白花、赤実、中国中部)106
チョウノスケソウ(Dryas octopetala var. asiatica)93
オオダイコンソウ(Geum aleppicum) (30、黄)2
ダイコンソウ(Geum japonicum) (30-50、濃黄、花径３、北海道から九州)83
チングルマ(Geum pentapetalum) (15、白、北海道から中部以北、高山帯から亜高山帯)3,93
ミツバシモツケ(Gillenia trifoliata) (60-100、白、北アメリカ原産)29
カマツカ(Photinia (Pourthiaea) villosa var. leavis) (500-700、白、赤実、本州から九州)34
イワキンバイ(Potentilla dickinsii) (10-20、黄、北海道から九州)44
イワキンバイ(Potentilla dickinsii) (10-20、黄、北海道から九州) [夕張岳由来]105
ヤクシマイワキンバイ(通称)イワキンバイの矮性型？(Potentilla dickinsii ？) (5位、黄、やのある３小
ユウバリキンバイ(Potentilla matsumurae var. yuparensis) (10-30、黄、絶滅危惧ＩＢ類)9,41,46,48,77
チシマキンバイ(Potentilla megalantha) (10-20、黄、北海道)4,6,11,85,97
ポテンティラ レクタ(ハタザオキンバイ)(Potentilla recta) [春の交換会から持ち越し]77
シロヤマブキ(Rhodotypos scandens) (100、一重白、小作りには多剪定、)2,6,36,40
カカヤンバラ(ヤエヤマノイバラ)(Rosa bracteata) (100、白、沖縄（先島諸島） 海岸の草原、荒地) [花期
5-10月、西表島由来、種子交換委員会注:精製後保湿種子]12105
サンショウバラ(Rosa hirtula) (100-500、ピンク、富士箱根地方、絶滅危惧Ⅱ類) [乾燥種子]2
サンショウバラ(Rosa hirtula) (100-500、ピンク、富士箱根地方、絶滅危惧Ⅱ類) [保湿種子]106
タカネバラ(Rosa nipponensis) (100-200、赤、日本固有種、中部山岳部から四国剣山など)19,27
ハマナス(Rosa rugosa) (100-150、ピンク、北海道、南は茨城、島根)3
ハマナス(Rosa rugosa) (100-150、ピンク、北海道、南は茨城、島根) [保湿種子]106
ワレモコウ(Sanguisorba officinalis) (30-100、赤、紫、北海道から九州)2
ワレモコウ(ゴマ斑)(Sanguisorba officinalis)24
(W)ワレモコウ(Sanguisorba officinalis) (30-100、赤、紫、北海道から九州) [愛知県]2
タンナワレモコウ(ヒメワレモコウ)(Sanguisorba officinalis var. microcephala) (-15、赤紫、済州島特産)
[種子交換委員会注:シイナ多い]22
ナナカマド(Sorbus commixta) (400、白)3,44
ナンキンナナカマド(Sorbus gracilis) (100-300、黄、赤実、東北南部から九州)55
タカネナナカマド(Sorbus sambucifolia)3
タカネナナカマド(大雪山由来)(Sorbus sambucifolia)) [果実がやや大きい]3
(W)タカネナナカマド(Sorbus sambucifolia) [山梨県]98
ーーーーーーーーー【ヒガンバナ科 Amaryllidaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
ステゴビル(Allium (Caloscordum) inutile) (20、白、絶滅危惧Ⅱ類)92,96
オオハナニラ(アリウム ギガンテウム)(Allium giganteum)2
カンカケイニラ(アリウム トガシー)(Allium togashii) (白、淡紫、小豆島特産種、絶滅危惧ⅠB類)96
アリウム ツベロスム(ガーリックヒャイブ)(Allium tuberosum) (30、白、ニンニク臭がある)74
ギョウジャニンニク(Allium victorialis var. platyphyllum) (40-60、白、北海道から近畿、山地、山菜で食
用)3106
キルタンツス ブラキスキフス(Cyrtanthus brachyscyphus) (30、輝赤)21
ハブランツス アンダーソニー(Habranthus andersonii) (15-25、橙)14,37,105
アマリリス｢ルドウィヒス スカーレット｣(Hippeastrum x 'Ludwing's Scarlet') (80、赤花、交配種)2
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レウコユム アウツムナレ(Leucojum autumnale) (20、白、アキザキスノーフレークとも呼ばれる)82,86,105
キツネノカミソリ(Lycoris sanguinea) (30-50、橙、北海道から九州)2
ナルキスス ブルボコディウム(Narcissus bulbocodium) (10-20、黄、地中海沿岸原産) [春の交換会から
持ち越し、黄緑、実生2年で咲く]106
ナルキスス ブルボコディウム コンスピキュアス(Narcissus bulbocodium ssp. conspicuus) (15、黄、西ヨー
ロッパ、北アフリカ) [春の交換会から持ち越し]105
ナルキスス ブルボコディウム オベスス(Narcissus bulbocodium ssp. obesus) (10、濃黄、スペイン原産)
[春の交換会から持ち越し]105
サフランモドキ(Zephyranthes carinata Herb) (30、淡いピンク)2,14
ゼフィランテス キトリナ(Zephyranthes citrina) (50、黄、半耐寒性)2
ゼフィランテス リンドレヤナ(Zephyranthes lindleyana) (20、オレンジ？(淡桃))30
ーーーーーーーーー【ヒシ科 Trapaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ヒメビシ(Trapa incisa) [保湿種子]49
ーーーーーーーーー【ビャクダン科 Santalaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
ツクバネ(Buckleya lanceolata) (100-200、落葉小低木、雌雄異株、半寄生(ツガ、モミ、アセビ)、本州・四
国・佐賀長崎大分)87
ーーーーーーーーー【ヒルガオ科 Convolvulaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
マルバルコウ(マルバルコウソウ、ツタノハルコウ)(Ipomoea (Quamoclit) coccinea) (ツル、濃橙、一年草、
中央アメリカ原産、帰化植物)53,98
アサガオ(茎なし)(Ipomoea (Quamoclit) nil very short type) (15、濃ピンク白縁)97
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)(Ipomoea (Quamoclit) purpurea syn.
Pharbitis purpurea)12,24,54
ホシアサガオ(Ipomoea (Quamoclit) triloba) (熱帯アメリカ原産、1年草、帰化植物)53
ーーーーーーーーー【フウチョウソウ科 Capparaceae 】ーーーーーーーーーーーー
フウチョウソウ(クレオメ)(Cleome hassleriana) (100、紅紫、熱帯アメリカ原産、南西諸島で野生化)77
ーーーーーーーーー【フウロソウ科 Geraniaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
ゲラニウム ボヘミクス(Geranium bohemicum) (15-50、青、1年草ないし２年草)106
チシマフウロ(Geranium erianthum)92
シロバナノチシマフウロ(Geranium erianthum f. leucanthum) (15、白、チシマフウロの白花種)106
タカネグンナイフウロ(Geranium eriostemon var. reinii f. onoei) (30-50、青紫、本州中部、亜高山帯から
高山帯)106
ゲンノショウコ(赤)(Geranium nepalense var. thunbergii) (30-50、赤、北海道から沖縄)2,99
ゲンノショウコ(白)(Geranium nepalense var. thunbergii) (30-50、白、北海道から沖縄)2
ゲラニウム ファエウム(クロバナフウロ)(Geranium phaeum) (50-80、濃い紫、ヨーロッパ、ピレネー、肥沃
で湿気た草地や草原) [少量]106
ゲラニウム レゲリー(Geranium regelii)106
アケボノフウロ(ゲラニウム サンギネウム)(Geranium sanguineum) (20-50、桃、ヨーロッパ、トルコ、コーカ
サス原産)6
アサマフウロ(Geranium soboliferum) (30-50、赤紫濃い、茎直立する)106
オガフウロ(Geranium yesoense var. pseudo-palustre f. intermedium)105
ーーーーーーーーー【ブドウ科 Vitaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ヘンリーヅタ(Parthenocissus henryana) (落葉低木、ツル、中国原産 )29
ーーーーーーーーー【ベンケイソウ科 Crassulaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
ムラサキベンケイソウ(Hylotelephium telephium) (北海道) [濃い赤紫]103
ツガルミセバヤ(Hylotelephium tsugaruense)103
ウスリーミセバヤ(シダレミセバヤ)(Hylotelephium ussuriense) (10-15、白、) [韓国産、花穂は大、枝垂れ
る]103
(W)ツメレンゲ(Orostachys erubescens japonicus)) [長野県] 8
ーーーーーーーーー【ホシクサ科 Eriocaulaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
シラタマホシクサ(Eriocaulon nudicuspe) (15-40、白、1年草、静岡愛知三重、絶滅危惧Ⅱ類)34104
クロホシクサ(Eriocaulon parvum) (10-20、黒藍、一年草、本州から九州、絶滅危惧Ⅱ類)104
ーーーーーーーーー【ボタン科 Paeoniaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーー
ヤマシャクヤク(Paeonia japonica) (30-50、白、関東から九州)1,3,19,44,92,106
ヤマシャクヤク(多重弁)(Paeonia japonica) (30-50、白、関東から九州)35
ヤマシャクヤク(ピンク花)(Paeonia japonica pink fl.)29
ベニバナヤマシャクヤク(Paeonia obovata) (40-50、赤 果皮を取って播種、2年目に発芽、絶滅危惧Ⅱ
類)3,43,53,87
ベニバナヤマシャクヤク(炎)(Paeonia obovata) (40-50、紅)16
ベニバナヤマシャクヤク(白)(Paeonia obovata alba) (40-50、白)35
ボタン(Paeonia suffruticosa) (赤)20
ボタン(園芸種のセルフ1)(Paeonia suffruticosa) [ピンク]2
ボタン(園芸種のセルフ、混合)(Paeonia suffruticosa mix)20
ーーーーーーーーー【マタタビ科 Actinidiaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーー
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サルナシ(Actinidia arguta) (ツル、白、緑実、北海道から九州)32
(W)サルナシ(Actinidia arguta) (ツル、白、緑実、北海道から九州) [山形県]99
ーーーーーーーーー【マツブサ科 Schisandraceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
(W)サネカズラ (ビナンカズラ)(Kadsura japonica) (ツル、木本、常緑、赤実、関東以西) [山口県]53
チョウセンゴミシ(Schisandra chinensis) (落葉つる植物、淡黄白色、赤実、雌雄異株、本州北部から北海
道)35
ーーーーーーーーー【マツ科 Pinaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ピケア メヨリ (Picea meyeri) トウヒ属 20
ーーーーーーーーー【マメ科 Fabaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ヤブマメ(Amphicarpaea bracteata subsp.edgeworthii var. japonica) (白、旗弁は紫、林の縁、日本全土)2
アンティリス アルピナ(Anthyllis alpina) (オレンジ) [アンティリス ブルネラリアのオレンジ花]3
アンティリス ブルネラリア(Anthyllis vulneraria) (小石混じりの乾燥した草原や岩場、牧草地などに生育す
る。) [北欧原産の黄花]3
ゲンゲ白花(通称：レンゲ、レンゲソウ白花)(Astragalus sinicus white fl.) (25、白、播種は秋の彼岸ごろ
(関東標準))7
バブティシア レウコファエア(Baptisia leucophaea) (薄黄、クリームワイルドインディゴ)52
(W)カワラケツメイ(Cassia mimosoides ssp. nomame) [20-50、黄] [山口県]53
ハナズオウ(ハナスオウ)(Cercis chinensis) (300、紅、中国原産)2,17
クリトリア(チョウマメ)(Clitoria ternatea) (ツル、青紫、熱帯性)2
タヌキマメ(Crotalaria sessiliflora) (40、青、一年草、本州から沖縄)5,36,53
フジカンゾウ(Desmodium oldhamii) (50-150、赤、本州から九州)53
ノアズキ(Dunbaria villosa) (ツル、黄、本州から九州、日当たり)2
ミヤマトベラ(Euchresta japonica) [50、愛知県産4代目、莢はできない]75
コマツナギ(Indigofera pseudotinctoria) (80-150、落葉小低木、赤)5
コマツナギ(白)(Indigofera pseudotinctoria white fl.) (80-150、落葉小低木、白)5
(W)ヤマハギ(Lespedeza bicolor) (100-150、ピンク、北海道から九州) [愛知県]2
マキエハギ(Lespedeza virgata) (40-60、白、本州から沖縄)25,37
ミヤコグサ(Lotus corniculatus var. japonicus) (10、黄、北海道から南西諸島、元来は帰化植物)30,35,77
レブンソウ(白)(Oxytropis megalantha 'Alba') (15、白 [保湿種子]3
トキリマメ(Rhynchosia acuminatifolia) (ツル、黄、関西以西から九州、タンキリマメに比べて葉の下半分
の幅が広い)5
タンキリマメ(Rhynchosia volubilis) (ツル、黄、関西以西沖縄まで、トキリマメに比べて葉の下半分の巾が
狭い)5,55,88
(W)タンキリマメ(Rhynchosia volubilis) (ツル、黄、関西以西沖縄まで、トキリマメに比べて葉の下半分の
巾が狭い) [大阪府]34
センダイハギ(Thermopsis lupinoides) (30-80、紫、海岸の砂地や草地、内陸低地の草原などに群
アカササゲ(Vigna vexillata var. tsusimensis) (ツル、薄紫、絶滅危惧種ⅠA類) [40-120]88
ーーーーーーーーー【マンサク科 Hamamelidaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
マンサク(Hamamelis japonica) (落葉小高木、黄、本州から九州)2
ーーーーーーーーー【ミカン科 Rutaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(W)マツカゼソウ(Boenninghausenia japonica) (40、白) [愛知県]2
ツルシキミ(Skimmia japonica var. intermedia f. repens)3
アサクラザンショウ(Zanthoxylum piperitum f. inerme) (サンショウより、実が大きく刺の少ない変種、雌雄
異株
)32
ーーーーーーーーー【ミズキ科 Cornaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーー
ヤマボウシ(Benthamidia japonica) (500-1000、落葉小高木、薄黄、本州から九州)2
エゾゴゼンタチバナ(Chamaepericlymenum suecicum) (5-20、白紫、大雪山、釧路根室)3
コルヌス マス(コーネリアンチェリー)(Cornus (Benthamidia) mas) (黄 果実は赤、)20
ーーーーーーーーー【ミツバウツギ科 Staphyleaceae 】ーーーーーーーーーーーー
(W)ゴンズイ(Euscaphis japonica) [300] [大阪府]34
ーーーーーーーーー【ムクロジ科 Sapindaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーー
コハウチワカエデ(Acer sieboldianum) [乾燥種子]49
フウセンカズラ(Cardiospermum halicacabum) (ツル、白、一年草)2
ーーーーーーーーー【ムラサキ科 Boraginaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーー
ミヤマムラサキ(Eritrichium nipponicum) [保湿種子、淡青紫]3
ムラサキ(Lithospermum erythrorhizon) (40-70、白、北海道から九州、交雑種に注意、日本ムラサキは、
花が白、大きさが1cmと大きい、根は全て赤い。絶滅危惧ⅠB類)78,85
ーーーーーーーーー【メギ科 Berberidaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーー
ルイヨウボタン(Caulophyllum robustum) (40-70、薄黄、黒紫実) [青葉と散り斑から採種]3
ルイヨウボタン(Caulophyllum robustum) (40-70、薄黄、黒紫実)93
タツタソウ(Jeffersonia dubia) (朝鮮半島原産)3
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ハッカクレン(♀白花×♂赤花)(斑入り)(Podophyllum pleianthum) (10-20、白褐色) [母種どちらも斑入り、
斑入り出現率、約30%]15
ハッカクレン(♀赤花×♂白花)(斑入り)(Podophyllum pleianthum) [母種どちらも斑入り、斑入り出現率、
約30%]15
トガクシショウマ(Ranzania japonica) (30-60、赤紫、白実、本州中部、北部、多雪地帯) [乾燥種子]93
ーーーーーーーーー【モウセンゴケ科 Droseraceae 】ーーーーーーーーーーーーー
ナガバノモウセンゴケ(Drosera anglica) (５以下、白、尾瀬原産、絶滅危惧II類)100
クルマバモウセンゴケ(Drosera burmannii) (５以下、白、南西諸島に原産とのこと、春にタネを播き、一年
草として扱う。)100
イシモチソウ(Drosera peltata) (10-30、白、酸性の湿地) [保湿種子]100
(W)モウセンゴケ(Drosera rotundifolia) [群馬県]89
ーーーーーーーーー【モクレン科 Magnoliaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーー
オオヤマレンゲ(Magnolia seiboldii ssp. japonica) (200-500、落葉低木、白、関東から九州)26,35
オオヤマレンゲ(Magnolia seiboldii ssp. japonica) (200-500、落葉低木、白、関東から九州) [保湿種
シデコブシ(Magnolia stellata) [(ヒメコブシ)]35
ーーーーーーーーー【モチノキ科 Aquifoliaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーー
ウメモドキ(Ilex serrata)[200-300、落葉低木、赤実] 2
(W)ウメモドキ(Ilex serrata) (200-300、落葉低木、赤実) [大阪府]34
ーーーーーーーーー【ヤマゴボウ科 Phytolaccaceae 】ーーーーーーーーーーーー
ヤマゴボウ(斑入り)(Phytolacca esculenta)43
ジュズサンゴ(Rivina humilis) (30、紅)41
ーーーーーーーーー【ヤマノイモ科 Dioscoreaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
ヤマノイモ(斑入葉)(ムカゴ)(矮性タイプ)(Dioscorea japonica)24
(W)ヤマノイモ(Dioscorea japonica) (ツル、雌雄異株、北海道南西部から九州) [愛知県]2
(W)ヤマノイモ(ムカゴ)(Dioscorea japonica) (ツル、雌雄異株、北海道南西部から九州) [愛知県]2
ーーーーーーーーー【ユキノシタ科 Saxifragaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
ヒトツバショウマ(Astilbe simplicifolia)10-30、白)56
タンナチダケサシ(Astilbe taquetii) (20-30、白、朝鮮半島原産)106
ネコノメソウ(Chrysosplenium grayanum) (5-20、淡黄、本州から北海道) [春の交換会から持ち越し]2
ミテラ カウレシセンス(Mitella caulescens) (50前後、淡い黄緑、北米西部原産、) [春の交換会から持ち越
し]92
チャルメルソウ(Mitella furusei var. subramosa) (20-40、紅紫、本州中部から九州、湿地) [春の交換会か
ら持ち越し]2
エゾノチャルメルソウ(Mitella integripetala) [20-30、茶]88
オオチャルメルソウ(Mitella japonica) (20-50、赤紫、近畿四国九州) [春の交換会から持ち越し]88
ツクシチャルメルソウ(Mitella kiusiana) (20-30、淡い黄緑、九州) [春の交換会から持ち越し]88
タキミチャルメルソウ(Mitella stylosa) (20-30、紅紫、鈴鹿山脈) [春の交換会から持ち越し]88
ヤワタソウ(Peltoboykinia tellimoides) (30、黄)32
ワタナベソウ(Peltoboykinia watanabei) (30、黄緑、四国九州の深山、絶滅危惧Ⅱ類)85106
ヤグルマソウ(Rodgersia podophylla) (80-100、白、矢車に似た葉)2106
ムカゴユキノシタ(Saxifraga cernua) [保湿種子、ムカゴで繁殖する]3
サキシフラガ キンバラリア(Saxifraga cymbalaria) (黄、這性 1年草)5
(W)ダイモンジソウ(Saxifraga fordunei var. incisolobata) (10、白、関東以西九州まで) [愛知県]2
サキシフラガ ウンブローサ(紅花)(別名ハルサメソウ)(Saxifraga umbrosa rosea) (15-30、薄紅)39
ティアレア コルディフォリア(洋種ズダヤクシュ)(Tiarella cordifolia) (赤、北米東部原産、湿り気の多い森
の中) [春の交換会から持ち越し]92
ズダヤクシュ(Tiarella polyphylla) (10-20、白、山地や亜高山の林床/林縁)44
ズダヤクシュ(黄花)(Tiarella sp.)106
ーーーーーーーーー【ユリ科 Liliaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ウバユリ(Cardiocrinum cordatum) (100-150、淡青白、地植え向き。一回結実型多年草、日本固有種、宮
城より九州)97
ウバユリ(紅花選抜種)(Cardiocrinum cordatum)101
ウバユリ(羅紗葉)(Cardiocrinum cordatum) [羅紗葉の出現率は不明]15
ツバメオモト(Clintonia udensis) (30、白、瑠璃色実、北海道から近畿の山地、亜高山) [保湿種子]106
バイモ(Fritillaria verticillata var. thunbergii) (30-80、薄黄)39
ウケユリ(Lilium alexandrae) (絶滅危惧ⅠA類)95
ヤマユリ(広葉、大花)(Lilium auratum) (100-150、白黄、日本固有種、北海道から近畿)49
ヤマユリ(赤花)(Lilium auratum red fls.) (50、ピンク)95
ヤマユリ(斑入)(Lilium auratum varigated leaf) (縞斑)95
ヤマユリ(斑入×赤花)(Lilium auratum varigated leaf) (縞斑)95
ノヒメユリ(スゲユリ)(Lilium callosum) (40、黄赤、絶滅危惧ⅠB類)23
キバナノヒメユリ(Lilium concolor var. flaviflorum) (30-150、黄、長崎沖縄)103
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ヒメユリ(Lilium concolor var. partheneion) (40、緋色～橙赤、絶滅危惧ⅠB類)98
(W)ササユリ(Lilium japonicum) (50-80、白～ピンク、日本固有種、中部から九州) [広島県]15
(W)ササユリ(Lilium japonicum) (50-80、白～ピンク、日本固有種、中部から九州) [山形県]53
オウゴンオニユリ(黄金鬼百合 )(ムカゴ)(Lilium lancifolium var. flaviflorum) (オニユリの黄花変種。対馬
特産)80
コオニユリ(Lilium leichtlinii ) (80、橙)106
(W)コオニユリ(Lilium leichtlinii ) [長野県]87
スカシユリ(イワトユリ)(Lilium maculatum) (20-60、橙、紀伊、新潟以北の本州(太平洋側個体群))106
エゾスカシユリ(Lilium maculatum subsp. dauricum) (25-80、黄赤、北海道)81
(W)ヤマスカシユリ(Lilium maculatum var. monticola) [山形県]49
リリウム マルタゴン(Lilium martagon) (赤紫、日当たりの良い草原や木漏れ日がさす林の下など)80
リリウム マルタゴン(白)(Lilium martagon 'alba')80
クルマユリ(低山性)(Lilium medeoloides)80
イトハユリ(Lilium pumilum) (40、黄赤)23
ヒメサユリ(Lilium rubellum) (30-80、ピンク、山形福島新潟)30,92
(W)ヒメサユリ(Lilium rubellum) (30-80、ピンク、山形福島新潟) [山形県]25
ノトスコルドム ボナリエンセ(Nothoscordum bonariense) [黄30
(W)ホトトギス(Tricyrtis hirta) (30-50、白地に赤紫斑点、日本固有種、北海道から九州) [愛知県]2
シロホトトギス｢白楽天｣(Tricyrtis hirta var. albescens 'Hakurakuten') (白)97
ホトトギス(白)(Tricyrtis hirta white fl.) (50、白)106
キイジョウロウホトトギス(Tricyrtis macranthopsis) (40-80、黄、絶滅危惧Ⅱ類)95
(W)ヤマホトトギス(Tricyrtis macropoda) (30-50、白地に赤紫斑点、日本各地) [山口県]53
イワホトトギス(Tricyrtis hirta var. saxicola) (愛鷹山系)81
ーーーーーーーーー【ラン科 Orchidaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーーーー
キバナショウハッキュウ(Bletilla ochracea) (薄い黄、中国南西部)17
シラン(Bletilla striata) (30-40、紫、最も丈夫な野生ランの一つ )2,37
シラン(三蝶咲き)(Bletilla striata)17
シラン(ピンク)(Bletilla striata pink fl.) [桃林]17
クマガイソウ(Cypripedium japonicum) (20-40、白赤紫、長期鉢栽培は難しい、北海道から九州、絶滅危
惧Ⅱ類)2
カキラン(Epipactis thunbergii) (20-30、黄、北海道本州、日当たりの良い湿地)56
ダイサギソウ(Habenaria dentata) (30-70(茎)、白、絶滅危惧ⅠB類)90
(W)コクラン(Liparis nervosa) (15、黒紫、茨城以南四国九州) [愛知県]2
サギソウ｢玉竜花｣(Pecteilis radiata 'Gyokuryuuka')80
ヤマトキソウ(Pogonia minor)100
ーーーーーーーーー【リンドウ科 Gentianaceae 】ーーーーーーーーーーーーーーー
コマチリンドウ(ケンタウリウム コンフェルツム)(Centaurium chloodes(confertum)) (5-10、ピンク、ヨーロッ
パ)3,14
(W)トウヤクリンドウ(Gentiana algida) (10-30、薄黄、中部以北か北海道、高山帯) [山梨県] 98
ゲンチアナ ダフリカ(Gentiana dahurica)20
リシリリンドウ(Gentiana jamesii)3
リンドウ(Gentiana scabra var. buergeri) (20-100、青紫、本州から九州)106
エゾリンドウ(Gentiana triflora var. japonica)3
エゾオヤマリンドウ(Gentiana triflora var. japonica f. montana) (30-40、青紫、中部以北から北海道、亜
高山)3
ヤクシマリンドウ(Gentiana yakushimensis) (10-20、青紫、屋久島、絶滅危惧ⅠB類、特定国内希少野生
動植物) [少量]42,93
アケボノソウ(Swertia bimaculata) (40-50、白地に点、越年草、北海道から九州)53106
(W)センブリ(Swertia japonica) (10-30、白、越年草、北海道から九州) [東京都]98
ツルリンドウ(Tripterospermum japonicum) (ツル、淡い紫、赤実、北海道から九州)106
(W)ツルリンドウ(Tripterospermum japonicum) (ツル、淡い紫、赤実、北海道から九州) [山口県]53
ーーーーーーーーー【レンプクソウ科 Adoxaceae 】ーーーーーーーーーーーーーー
ガマズミ(黒実）(Viburnum dilatatum)35
(W)ガマズミ(Viburnum dilatatum) (200-300、落葉低木、白、赤実、北海道から九州) [山形県]49
ーーーーーーーーー【ロウバイ科 Calycanthaceae 】ーーーーーーーーーーーーー
クロバナロウバイ(Calycanthus floridus var. glaucus) (落葉低木、暗紫、北アメリカ東部原産)35
ナツロウバイ(Synocalycanthus chinensis) (落葉低木、白、浙江省原産)27

19

