第５回 春の種子交換会（２０１９年度）種子リスト
番号

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] 提供者番号
ーーーーーーーーー【アカバナ科】ーーーーーーーーーーー

００４７０

クラーキア ブリューリー(カリフォルニア フェアリー ファーン)(Clarkia breweri)(10-20、ピンク、秋まき
越年草(日本)、カリフォルニア固有種)11

ーーーーーーーーー【アブラナ科】ーーーーーーーーーーー
００９６５
００９７３
０１０８０
０１０８１
０１１９１－Ｗ
０１２８２
０１５３１

ミヤマハタザオ(Arabis lyrata ssp. kamtschatica)(10-30、白、北海道、本州(中部地方))2,5
フジハタザオ(Arabis serrata)(10-35、白、常緑、富士山の固有種)21
マルバコンロンソウ(Cardamine tanakae)5
オクヤマガラシ(Cardamine torrentis)5
(W)イヌナズナ(Draba nemorosa)(10、黄)[埼玉県]5
ユリワサビ(Eutrema tenuis)10
グンバイナズナ(Thlaspi arvense)(10-60、白、一年生、ヨーロッパ原産、帰化植物)20

ーーーーーーーーー【アヤメ科】ーーーーーーーーーーーー
０１６９５
０１７９０
０１７９３

クロクス ゴウリミー(Crocus goulimyi)(青色系の花、ギリシャ原産)24
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)15
フリーシア ビリディス(Freesia viridis)(半耐寒性→アキダンテラ ビリディス(Acidanthera viridis))24

０２１６６

ロムレア ブルボコディウム(Romulea bulbocodium)21

ーーーーーーーーー【イネ科】ーーーーーーーーーーーーー
０２８００

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)9

ーーーーーーーーー【イワウメ科】ーーーーーーーーーーー
０４２２２

イワウチワ (Shortia uniflora)(10、薄紅、中国地方以北、山地)24

ーーーーーーーーー【ウマノスズクサ科】ーーーーーーーーー
０４５３６
０４５５０
０４６５０

フタバアオイ(Asarum caulescens)(淡紫(萼の色)、日本固有種(福島以南～九州)、暗い林床に生え
る)9
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)9
サルマ ヘンリー(Saruma henryi)(20、黄)21

ーーーーーーーーー【オオバコ科】ーーーーーーーーーーー
０５２５５
０５２５７

キクバクワガタ(Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum)(5-20、紫、北海道、千島)16
ホソバキクバクワガタ(Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum f. linearilobum)(5-10、紫、高山
性)6

ーーーーーーーーー【カタバミ科】ーーーーーーーーーーー
０５６０３

ミヤマカタバミ(Oxalis griffithii)(10-20、白、本州から九州まで)7

ーーーーーーーーー【キク科】ーーーーーーーーーーーーー
０６９６２
０７９１５－Ｅ１
０７９２９
０７９３０
０７９３０－Ｅ２

オオミネハハコグサ(オオミネウスユキソウ)通称?(Anaphalis sp. )[30-40、白、根生葉4-6、巾3へら
型]19
ミヤマノギク(オオヒラアズマギク)(Erigeron miyabeanus)(ミヤマノギクの大平山変異種、白花)22
ユウバリアズマギク(Erigeron thunbergii subsp. glabratus f. haruoi)(夕張岳、蛇紋岩岩地)22
アポイアズマギク(Erigeron thunbergii var. angustifolius)(10-15、白、アポイ岳に特産、絶滅危惧ⅠB
類)22
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)22

1

０７９３０－Ｅ３
０７９３０－Ｅ４
０７９３１
０７９３２
０７９４０
０７９７６－２
０８１５０
０８１５９
０８２８７
０８２７５
０９０８５－１
０９０９３－１

ポロシリアズマギク(流通名、ミヤマアズマギクの地域変種?)(Erigeron thunbergii var. glabratus)(ピン
ク)22
サマニアズマギク(流通名、ミヤマアズマギクの地域変種?)(Erigeron thunbergii var. glabratus)22
ミヤマアズマギク(Erigeron thunbergii var. glabratus)(10-35、緋色、高山、寒帯砂礫地)19,22
キリギシアズマギク(Erigeron thunbergii var. glabratus f. kirigishiensis)22
ミヤマアズマギク(白花)(Erigeron thunbergii var. glabratus alba)(10-35、白、高山、寒帯砂礫地)19
ツワブキ(変わり葉)(Farfugium japonicum)(20-30、黄)[発芽2年目以降に斑入り葉など発現してい
る]12
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)7,15
ウズラバタンポポ(Hieracium maeulatum)(20、黄、紫褐色の斑入り葉)2,9
コスギニガナ(Ixeridium yakuinsulare)(屋久島小杉谷、絶滅危惧Ⅱ類)2
イソニガナ(Ixeris nipponica)(絶滅危惧Ⅱ類)2
カントウタンポポ(カラス葉タイプ)(Taraxacum platycarpum)(10-20、黄、関東周辺)2
斑入りタンポポ(ニホンタンポポの斑入りかは不明)(Taraxacum sp.)2

ーーーーーーーーー【キジカクシ科】ーーーーーーーーーー
０９２９３
０９４９３
０９５００
０９５０７
０９５４５
０９７０３

アルブカ スピラリス(Albuca spiralis)(15、白、球根、南ア・ケープ)21
ポリキセナ エンシフォリア(Lachenalia (Polyxena) ensifolia)(多肉質葉の間に白花、南ア)5
ポリキセナ マウガニー(Lachenalia (Polyxena) maughanii)(南アフリカ)24
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。)24
マッソニア ディプレッサ(Massonia dipressa)(10、白、２枚葉の間に咲く。南アフリカ原産、半耐寒性、
夏休眠する)2
シラー シビリカ(Scilla sibirica)[空色]24

ーーーーーーーーー【キンポウゲ科】ーーーーーーーーーー
１００３７
１００４０－３
１００４０－Ｗ
１００７７
１００８１
１０１４２
１０１８１
１０２７０
１０３０４
１０３１８
１０３４８
１０３５９
１０３６８
１０５０７
１０６２８
１０６３１
１０７１０
１０７２２
１０７２８
１０７４１
１０７４２
１０８５６－１
１０８５６－２

ミチノクフクジュソウ(Adonis multiflora)(20-30、黄、花弁の先端裏側が赤褐色、本州から九州、山
地)13
フクジュソウ(紅花系)(Adonis ramosa(= amurensis))(20)12
(W)フクジュソウ(Adonis ramosa(= amurensis))(20)[埼玉県]5
オキナグサ(Anemone (Pulsatilla) cernua)(30-50、暗赤紫、本州・四国・九州)17,20,21
マンシュウオキナグサ(Anemone (Pulsatilla) dahurica)(25-40、明るい藤色、東アジア、シベリア)21
プルサチラ ブルガリス グランディス｢パパゲーノ｣(Anemone (Pulsatilla) vulgaris ssp. grandis
'Papageno')[薄いピンク]6
ニリンソウ(Anemone flaccida)(20-30、白、本州から九州、種子は完熟前にこぼれるので、湿潤状態
で後熟する)20
バイカカラマツ(Anemonella thalictroides)(10-20、平地や山地の林床/林縁)16
ヤマオダマキ(Aquilegia buergeriana)(30-50、海老茶・黄、北海道から九州、草地、林縁)15
カナダオダマキ(Aquilegia canadensis)(20-40、赤や黄)7
オダマキ(Aquilegia flabellata)9
ミヤマオダマキ(Aquilegia flabellata var. pumila)(10-20、紫)7,23
ミヤマオダマキ(白)(Aquilegia flabellata var. pumila white fl.)23
リュウキンカ(Caltha palustris var. nipponica)(15-50(花茎)、黄)20
コセリバオウレン(Coptis japonica var. major)(10-30、白、3回3出複葉、本州太平洋側)16,21
バイカオウレン(Coptis quinquekolia)(15、白)13
デルフィニウム トリコルネ(Delphinium tricorne)[15-20、青紫]6
ハコネシロカネソウ(イズシロカネソウ)(Dichocarpum hakonense)[少量]24
トウゴクサバノオ(Dichocarpum trachyopermum)(10-20、白(薄い黄)、日本固有種、本州岩手以南)5
エランティス シリシカ(Eranthis cilcica)[保湿種子]14
エランティス ヒエマリス(別名セイヨウセツブンソウ)(Eranthis hyemalis)(5-15、黄、半日陰の林や森の
中、石灰質の草地)12
ヘパチカ ノビリス(青混合)(Hepatica nobilis)(青、赤、白、ヨーロッパ)[保湿種子]14
ヘパチカ ノビリス(紫系統1)(Hepatica nobilis)(青、赤、白、ヨーロッパ)[保湿種子]14
2

１０８５６－３
１０８５８
１０９１１
１０９９５
１１０００
１１０７９
１１１０９

ヘパチカ ノビリス(紫系統2)(Hepatica nobilis)(青、赤、白、ヨーロッパ)[保湿種子]14
オオミスミソウ(Hepatica nobilis var. japonica f. magna)(10-15、花は変異が多い、東北から北陸、日
本海側)8
ラヌンクルス クレナタス(Ranunculus crenatus)(5-10、白、ヨーロッパアルプス、バルカン17002400)19
ヒメウズ(Semiaquilegia adoxoides)(10-30、白、関東から沖縄、林の中、道端)9
セツブンソウ(Shibateranthis pinnatifida)(5-15、白、関東以西本州、主に太平洋
側)1,4,8,10,12,13,16,17,20
ムラサキカラマツ(Thalictrum uchiyamae)(50、薄紫、対馬と済州島のみ分布、特定国内希少種、絶滅
危惧ⅠB類)9
トロリウス ラクサス(Trollius laxus)(クリーム、ロッキー山脈)24

ーーーーーーーーー【ケシ科】ーーーーーーーーーーーーー
１１５３１
１１５４８
１１５５８
１１５６０－Ｗ
１１５７６
１１６１４
１１６１７
１１６２９
１１６７０

クサノオウ(Chelidonium majus var. asiaticum)(30-60、黄、2年草)9
コリダリス ケイランティフォリア(Corydalis cheilanthifolia)[保湿種子]14
キケマン(Corydalis heterocarpa var. japonica)(60、黄とピンク、本州以南)9
(W)ムラサキケマン(ヤブケマン)(Corydalis incisa)(30-50、紫、日本各地)[長野県]20
フウロケマン(Corydalis pallida)(20-50、黄、本州四国九州)5
ディセントラ フォルモサ(ハナケマンソウ)(Dicentra formosa)[保湿種子]14
ディセントラ フォルモサ オレガナ(Dicentra formosa subsp. oregana)(花色が乳黄色の亜種)[保湿種
子]14
ケマンソウ(Dicentra spectabilis)(別名タイツリソウ、薄ピンク、中国朝鮮)23
ヤマブキソウ(Hylomecon japonicum)(10-20、黄、本州から九州)10

ーーーーーーーーー【サクラソウ科】ーーーーーーーーーー
１２５６７
１２６０５
１２８４２
１２９９８

シクラメン ヘデリフォリウム(Cyclamen hederifolium)(10-20、ピンク、耐寒性あり)5
シクラメン ペルシクム(Cyclamen persicum)(濃ピンク、春咲き、要霜除け、原種)5
プリムラ デンティクラタ(Primula denticulata)(30、バラｰ白 濃淡、タマザキサクラソウの別名、ヒマラ
ヤ、耐暑性弱い)24
プリムラ ロセア(Primula rosea)(10、バラ、ヒマラヤ)19

ーーーーーーーーー【シソ科】ーーーーーーーーーーーーー
１４７５７
１４７６３
１４７８６
１４７８６－１

コバノタツナミ(Scutellaria indica var. parvifolia)(5-10、桃、タツナミソウより小型)9
シソバタツナミ(シソバタツナミソウ)(Scutellaria laeteviolacea)(10-15、青紫花、東北地方南部から九
州)21,24
アカボシタツナミソウ(Scutellaria rubropunctata )(20-50、淡紫、奄美大島～沖縄諸島)[少量]24
アカボシタツナミソウ(濃色タイプ)(Scutellaria rubropunctata )(20-50、青紫、奄美大島～沖縄諸
島)2,24

ーーーーーーーーー【シュロソウ科】ーーーーーーーーーー
１４９４８

ショウジョウバカマ(斑入)(Helonias (Heloniopsis) orientalis variebata)(10、白～黄斑入りピンク)13

ーーーーーーーーー【スミレ科】ーーーーーーーーーーーー
１５７３２
１５７３２－Ｗ
１５７３３
１５７９９
１５８２５
１５８２５－２
１５８２６
１５８３１
１５８３２

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)2,9
(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)[愛知県]9
リュウキュウシロスミレ(Viola betonicifolia var. oblongo-sagittata)(白地に紫の縁取り)2,5
ツクシスミレ(Viola diffusa var. glabella)(淡い薄紫、開花株の寿命は短い、九州南部から南西諸島)2
タチツボスミレ(Viola grypoceras)(淡紫に紫の条が入る、変異が多い、日本全国)9
タチツボスミレ(距が多い)(Viola grypoceras)2
シロバナタチツボスミレ(Viola grypoceras f. albiflora)(白)2,5,9
サクラタチツボスミレ(Viola grypoceras f. rosipetala)5
アカフタチツボスミレ(Viola grypoceras f. variegate)2
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１５８５５
１５８５９
１５８５９－３
１５８６５
１５８８０
１５８９０－Ｗ
１５９１０
１５９１８
１５９３０
１５９３５
１５９４０
１５９５１
１５９６５
１５９６７
１６０１０－Ｗ
１６０４１
１６０５４
１６０８４
１６０８６
１６０８８

ヒメスミレ(Viola inconspicua ssp. nagasakiensis)(濃紫、唇弁と側弁に紫条が入る。微香、低地)5,7
コスミレ(Viola japonica)(淡桃、淡紫、北海道南西部から九州まで)5
コスミレ(ピンク系)(Viola japonica)2
コスミレ(ピンク)(Viola japonica pink)9
モモイロオオタチツボスミレ(Viola kusanoana f. rosea)2
(W)スミレ(Viola mandshurica)(通常濃赤紫、唇弁に紫条が入る。日本全土)[愛知県]9
ニイジマスミレ(Viola mandshurica var. triangularis f. niijimensis)(10、白、東京都原産)5
スミレ ｢夕霧｣(Viola mandshurica 'Yuugiri')(花弁の中央部にかけて紫のぼかし入る)21
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。北海道西南部から九州)9
ビオラ オドラタ(Viola odorata)(別名ニオイスミレ)9
キスミレ(別名イチゲキスミレ)(Viola orientalis)(濃黄、裏面には海老茶色を帯びる、暑さに弱い)18
クワガタスミレ(ビオラ パルマータ)(Viola palmate)(10、青紫、葉に深い切れ込み、帰化植物、北米)2
オカスミレ(Viola phalacrocarpa f. glaberrima)2
ウスアカネスミレ(Viola phalacrocarpa f. pallescens)2
(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)[愛知県]9
ヒナスミレ(斑入)(Viola tokubuchiana var. takedana f. variegata)2
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)9
ヒカゲスミレ(Viola yezoensis)(白地に細かい紫条が入る。)2
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)9
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)21

ーーーーーーーーー【センリョウ科】ーーーーーーーーーー
１６５００
１６５０１
１６５０２－１

キビヒトリシズカ(Chloranthus fortunei)(白、花は糸状、岡山香川九州北部、絶滅危惧Ⅱ類)5
ガビサンヒトリシズカ(流通名?)(Chloranthus henryi)(30、白、花茎が下垂する)16
ヒトリシズカ(青軸、素心)(Chloranthus japonicus)(5-7、)12

ーーーーーーーーー【タデ科】ーーーーーーーーーーーーー
１６５４５－Ｗ

(W)クリンユキフデ(Bistorta sufflta)(白)[長野県]20

ーーーーーーーーー【ツツジ科】ーーーーーーーーーーーー
１７０３６

チェッカーベリー(Gaultheria procumbens)19

ーーーーーーーーー【ツリフネソウ科】ーーーーーーーーー
１７５９４

キツリフネ(Impatiens noli-tangere)(40-80、黄、一年草、北海道から九州)9,16

ーーーーーーーーー【テコフィラエア科】ーーーーーーーーー
１７６３２
１７６４０

キアネラ オルキディフォルミス(Cyanella orchidiformis )(40、青、南アフリカ)24
テコフィラエア キアノクロックス(Tecophilaea cyanocrocus)24

ーーーーーーーーー【ナス科】ーーーーーーーーーーーーー
１８００９

白ナスビ(鑑賞用)(Solanum melongena)22

ーーーーーーーーー【ナデシコ科】ーーーーーーーーーーー
１８０９５
１８６２７
１８６６４

タガソデソウ(Cerastium pauciflorum var. amurense)(15-40、白、本州中部内陸部、絶滅危惧Ⅱ類)20
サクラマンテマ(Silene pendula)(60以下、桃、帰化植物、地中海沿岸)20
シレネ ウニフローラ(イソマンテマ)(Silene uniflora)(5、白、ヨーロッパの海岸)7

ーーーーーーーーー【バラ科】ーーーーーーーーーーーーー
１９９１２

ポテンティラ アルバ(Potentilla alba)21

ーーーーーーーーー【ヒガンバナ科】ーーーーーーーーーー
２０５３５－Ｂ
２０６５２
２０６６１
２０７２３

ヒメニラ(ムカゴ)(Allium monanthum)21
フリーシア ムイリー(Freesia x muirii)(5-15、白にほんのり黄のスポット)24
ガランサス ニバリス(Galanthus nivalis)[保湿種子]14
イフェイオン ウニフロルム(ハナニラ)(Ipheion uniflorum)(20、淡紫)12
4

２１２０９－１
２１２０９－２

アサガオ(大輪縞、青白赤白混合)(Ipomoea (Quamoclit) nil)[2018年度産、7月播種でも開花可能]3
アサガオ(青斑×縮緬、立田幸柴車咲)(Ipomoea (Quamoclit) nil)[2018年度産、7月播種でも開花可
能]3

ーーーーーーーーー【マメ科】ーーーーーーーーーーーーー
２２５４８
２３２６５

ゲンゲ(通称：レンゲ、レンゲソウ)(Astragalus sinicus)(25、赤、播種は秋の彼岸ごろ(関東標準))20
ツタンカーメンのエンドウマメ(通称)(Pisum sativum)(100、薄紫、白混じり)22

ーーーーーーーーー【ムラサキ科】ーーーーーーーーーーー
２４３５１

ヤマルリソウ(Omphalodes japonica)(7-20、淡青紫、日本固有種、福嶋以西四国九州)9

ーーーーーーーーー【メギ科】ーーーーーーーーーーーーー
２４４９１

タツタソウ(Jeffersonia dubia)(20-25、淡い紫、早春に咲く、朝鮮半島原産)10,21

ーーーーーーーーー【ユキノシタ科】ーーーーーーーーーー
２５２１０
２５２６１
２５２６４
２５２６４－１
２５２６６
２５２６７
２５２７２
２５５４２

ヤマネコノメソウ(Chrysosplenium japonicum)(10-20花茎、緑(苞)、北海道西南部から九州)9
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、)21
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)9
チャルメルソウ(素心)(Mitella furusei var. subramosa)(20-40、緑花)5
オオチャルメルソウ(Mitella japonica)(20-50、赤紫、近畿四国九州)2
ツクシチャルメルソウ(Mitella kiusiana)(20-30、淡い黄緑、九州)21
タキミチャルメルソウ(Mitella stylosa)(20-30、紅紫、鈴鹿山脈)2,5
ズダヤクシュ(Tiarella polyphylla)(10-20、白、山地や亜高山の林床/林縁)7

ーーーーーーーーー【ユリ科】ーーーーーーーーーーーーー
２５８８５
２５９２８
２５９７８
２６００７
２６０３２
２６２５９－Ｂ１

カタクリ(Erythronium japonicum)(10-15花茎、桃、北海道から九州)6,21
イズモコバイモ(Fritillaria ayakoana)(花の形は碗型、葯の色は淡黄、島根、絶滅危惧Ⅱ類)8,10,18
ミノコバイモ(Fritillaria japonica)(10-20、淡茶、花は広い釣鐘型、美濃～近畿岡山、絶滅危惧Ⅱ類)18
アワコバイモ(Fritillaria muraiana)(四国、絶滅危惧Ⅱ類)4
トサコバイモ(Fritillaria shikokiana)(花は筒型、葯の色は紫、四国九州、絶滅危惧Ⅱ類)13
オニユリ(素心)(ムカゴ)(Lilium lancifolium)21,24

ーーーーーーーーー【ラン科】ーーーーーーーーーーーーー
２７６９４－Ｂ
２７６９５－Ｂ

プテロスティリス ヌタンスアルバ(球根)(Pterostylis nutans 'Alba')(白、夏場休眠(強く乾燥させない)、
耐寒性はない、オーストラリア原産)(開花球もあり)17
プテロスティ フルシラータ(球根)(Pterostylis x furcillata)自然交雑種とされる 20、緑に褐色の筋5

ーーーーーーーーー【リンドウ科】ーーーーーーーーーーー
２８０９５

コケリンドウ(白花)(Gentiana squarrosa white fl.)(3-10、白、2年草)16

5

