
第３９回（２０２２－２０２３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【アオイ科】ーーーーーーーーーーー

００００１ トロロアオイ(Abelmoschus manihot )(150-、薄黄、温暖地では多年草) 2,80
０００２５ カラスノゴマ(Corchoropsis tomentosa)(40、黄、1年草) 2,30
０００２５－Ｗ (W)カラスノゴマ(Corchoropsis tomentosa)(40、黄、1年草)[長野県] 83
０００３６ チャワタ(Gossypium ssp.)(キツネ色の綿毛　黄色) 20,35
０００５９ フヨウ(Hibiscus mutabilis )(150-300、ピンク、白) 33

０００６３ ローゼル(Hibiscus sabdariffa)(100-200、クリームに暗赤、茎が赤、アフリカ西南部原産、ハーブティー
の材料) 2

ーーーーーーーーー【アカネ科】ーーーーーーーーーーー

００２８６ クチナシ(Gardenia jasminoides)(100-300、常緑低木、白、静岡以西) 2

ーーーーーーーーー【アカバナ科】ーーーーーーーーーー

００４９３ エピロビウム フレイスケリ(Epilobium fleischeri)(石がゴロゴロしている河原や小石混じりの道端、氷
河に流され堆積した土砂(モレーン))[細葉姫ヤナギラン] 13

００５０１ オオアカバナ(Epilobium hirsutum var. villosum)（-150、赤、本州中部以北、絶滅危惧Ⅱ類) 32
００６００－Ｗ (W)チョウジタデ(Ludwigia epilobioides)(50、黄、日本全土、水田など湿地)[埼玉県] 9
００６１２ メマツヨイグサ(Oenothera biennis)(2年草、北アメリカ原産、帰化植物) 79

００６２５ アカバナユウゲショウ白花種(通称ユウゲショウ)(Oenothera rosea white fl.)(20-40、白、北アメリカか
らの帰化植物) 15

００６３３ オエノテラ テトラプテラ(ツキミソウ)(Oenothera tetraptera)(20-60、白、江戸期渡来、繁殖力はそれほ
ど強くない) 5

ーーーーーーーーー【アサ科】ーーーーーーーーーーーー

００６６２－Ｗ （W)ムクノキ(Aphananthe aspera)（2000-3000、落葉高木、淡緑、関東以西種子島まで）[滋賀県] 35

ーーーーーーーーー【アジサイ科】ーーーーーーーーーー

００６８０－Ｗ (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
００７５１－Ｗ (W)ヤマアジサイ(Hydrangea serrata)(関東以西四国九州、千島台湾中国南部にも)[白花][愛知県] 2

００７７０
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) 16,90

００７８０ バイカウツギ(Philadelphus satsumi)(100-200、白、本州から九州、日本には昔に帰化) 32

ーーーーーーーーー【アブラナ科】ーーーーーーーーーー

００９４１ アラビス カエルレア(Arabis caerulea)(5-10、白、ヨーロッパアルプス) 78
００９５７ ハタザオ(Arabis glabra (NET))(50、白、二年草稀に多年草、北海道から九州) 2,3
００９８１ ダイセンハタザオ(Arabis sp.)(15-20、白) 25
０１１４０ 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) 11
０１２１８ 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) 35
０１３８０ 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、二年草) 2

ーーーーーーーーー【アヤメ科】ーーーーーーーーーーー

０１７９０－１ 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、半耐寒性、南アフ
リカ) 1,2,6

０１８７０ 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) 4,6,25
０１９１０ ヒオウギ(Iris (Belamcanda) chinensis)(50-100、橙・赤点、耐寒性は比較的ある) 10,71
０１９５０ イリス フォエティディッシマ(Iris foetidissima)(灰青、種子は緋色、独得の臭気) 78
０１９６４ カキツバタ(Iris laevigata)(50-80、青、紫、白他、水を好む) 2
０１９９５ アヤメ(Iris sanguinea)(50、青紫、日本全土、山野の草地) 2,87

０１９９７ ヒオウギアヤメ(Iris setosa)(30-90、青紫、本州中部以北北海道、本州では高山の湿地、北海道では
平地の湿地) 26

０１９９７－Ｗ (W)ヒオウギアヤメ(Iris setosa)(30-90、青紫、本州中部以北北海道、本州では高山の湿地、北海道で
は平地の湿地)[長野県] 78

０２０１８ イリス スプリア マリチマ(Iris spuria subsp. maritima)（20-70、青紫、北アフリカ地中海沿岸） 25
０２０２５ イチハツ(Iris tectorum)(30-50、青紫、原産地は中国) 2
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０２０４１ シロアヤメ(Iris sanguinea f. albiflora)(白、アヤメの白花種) 2
０２１１７ モラエア　セティフォリア(Moraea setifolia)（旧Gynandriris setifolia、-15、薄い青、西オーストラリア） 70
０２２７８ 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) 90

ーーーーーーーーー【アワブキ科】ーーーーーーーーーー

０２３５５ ミヤマハハソ(Meliosma tenuis)(落葉低木) 32

ーーーーーーーーー【イグサ科】ーーーーーーーーーーー

０２３９６ クサイ(Juncus tenuis)（60、イグサと違って細い葉を出す） 13
０２４００ ハリコウガイゼキショウ(Juncus wallichianus)(-50、低地の湿地、北海道から琉球) 13

ーーーーーーーーー【イソマツ科】ーーーーーーーーーー

０２４５１ チシマハマカンザシ(Armeria armeria ssp. arctica)(10-20、白、赤、北千島) 13

ーーーーーーーーー【イヌサフラン科】ーーーーーーーー

０２５８１－１ ホウチャクソウ（緑花）(Disporum sessile)(30-60、緑（細弁）、北海道から奄美諸島) 81
０２５８９ オオチゴユリ(Disporum viridescens)（40-60、白、、黒実、北海道本州中部以北、山地） 9

ーーーーーーーーー【イネ科】ーーーーーーーーーーーー

０２５９５ パニカム ビルガツム｢チョコラータ」(Panicum virgatum 'Chocolata')(100-130、原種の原産地は北アメ
リカ、耐寒性あり) 35

０２７６２ ヒメアブラススキ(Bothriochloa parviflora)(80、丘陵地、草原、日本では関東以西、琉球、小笠原まで)
22,35

０２９６０ ジュズダマ(Coix lachryma-jobi)(100、一年草、熱帯アジア原産) 2
０３３２２ ホソノゲムギ(Hordeum jubatum)(俗称:リスの尾、海岸からそう遠くないやや乾燥した原野や低山) 13
０３３２４ 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
０３３８５ ウサギノオ(ウサギノシッポ、ラグラス)(Lagurus ovatus)(20-30、淡茶、一年草) 13
０３７６０ イタチガヤ(Pogonatherum crinitum)(20、日向の岩の上にはえる) 32
０３８６３ ムラサキエノコロ(Setaria viridis purple form misera)(30-70、紫(花の先端)、1年草、日本各地) 8,35
０３９６０－１ コムギ（斑入り）(Triticum aestivum)[時に曙斑いり] 35

ーーーーーーーーー【イワウメ科】ーーーーーーーーーー

０４２０５ イワカガミ(Schizocodon soldanelloides)（10-20花茎、桃、亜高山帯から高山帯、北海道から九州） 85

０４２０５－１ イワカガミ（白花）(Schizocodon soldanelloides)（10-20花茎、白、亜高山帯から高山帯、北海道から九
州） 85

ーーーーーーーーー【イワタバコ科】ーーーーーーーーー

０４２７０－Ｗ (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
０４３６０ 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) 6

ーーーーーーーーー【ウコギ科】ーーーーーーーーーーー

０４４９６ ソウシイヨウニンジン(Panax japonicus f. dichrocarpus)(50-80、赤/黒実、果実でトチバニンジンと区
別する。根茎は結節状)[保湿管理] 16

ーーーーーーーーー【ウマノスズクサ科】ーーーーーーー

０４５２３ ヒロハウマノスズクサ(Arisutolochia manchuriensis)(ツル植物、黄、韓国から中国東北部、シベリア東
部) 4

０４５７７ パンダカンアオイ(Asarum maximum)(中国原産)[乾燥種子] 24
０４６５０ サルマ ヘンリー(Saruma henryi)(20、黄、耐寒性あり、中国南部) 4

ーーーーーーーーー【ウリ科】ーーーーーーーーーーーー

０４７１５ ゴキヅル(Actinostemma lobatum)（ツル、白緑、北海道から九州の水辺） 32
０４７６０ スズメウリ(Melothria japonica)(200、白、灰白(果実1-3)) 2,81

０４７８２－Ｗ２ (W)カラスウリ(実が丸形)(Trichosanthes cucumeroides)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[愛
知県] 2

０４７８２－Ｗ３ (W)カラスウリ(実は長い実形)(Trichosanthes cucumeroides)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九
州)[愛知県] 2

０４７８２－Ｗ４ (W)カラスウリ(実は俵形)(Trichosanthes cucumeroides)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[愛
知県] 2

０４７８４－Ｗ (W)キカラスウリ(Trichosanthes kirilowii var. japonica)(蔓性多年草、黄実、カラスウリと同じで雌雄異
株、北海道から九州)[愛知県] 2
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０４７５１ ユウガオ(Lagenaria siceraria var. hispida)(つる性、白、果実はかんぴょうとして食用、品種によっては
毒性を持つものもある) 3

ーーーーーーーーー【オオバコ科】ーーーーーーーーーー

０４８８５ ツタバウンラン(Cymbalaria muralis)(-10、青紫、帰化植物、ヨーロッパ原産) 74
０４８９２ 矮性黄花ジギタリス｢カリヨン」(Digitalis grandiflora 'Carillion')(20-40、黄白) 6,13
０５０１３ ペンステモン カエスピトスス(Penstemon caespitosus)(8、薄紫) 78

０５０７３ ペンステモン ヒルスツス ピグメウス（通称：ヒメイワブクロ）(Penstemon hirsutus var. pygmaeus)(多花
性、育てやすい) 22

０５２０５ ヤマルリトラノオ(Veronica (Pseudolysimachion) kiusianum ssp. miyabei var. japonica)（40-90、青紫、
クガイソウに似ているが葉は対生、亜高山帯の草原） 18

０５２０８ ホソバヒメトラノオ(Veronica (Pseudolysimachion) linariifolium)(30-70、淡青紫、紀伊中国九州、絶滅
危惧ⅠB類) 22,84

０５２０９ サンイントラノオ(Veronica (Pseudolysimachion) ogurae)(15-30、青、絶滅危惧Ⅱ類、島根県) 22

０５２１０ 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) 26

０５２１２ ヤマトラノオ(Veronica (Pseudolysimachion) rotundum)(40-90、青紫、本州から九州北部) 90

０５２１７ ホソバキクバクワガタ(Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum f. linearilobum)(5-10、紫、高山
性) 13

０５２２８ 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) 7

０５２３０ ハマトラノオ(Veronica (Pseudolysimachion) sieboldianum)(20-40、青、鹿児島、沖縄、絶滅危惧Ⅱ類)
84

０５３１７ 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)
21,25

０５３２１ キノクニスズカケ(Veronicastrum tagawae)(50-100、白、草本（前年の枝に新芽がつく）、紀伊半島南
部固有種、絶滅危惧Ⅱ類) 81

ーーーーーーーーー【オシロイバナ科】ーーーーーーーー

０５４３５－２ オシロイバナ(白)(Mirabilis jalapa)(20-60、白) 2

ーーーーーーーーー【オトギリソウ科】ーーーーーーーー

０５４４０ ヒペリクム アンドロサエムム(コボウズオトギリ(通称))(Hypericum androsaemum)(30-100、黄、半落葉
小低木、欧州、北米に広く分布) 2

０５４４３ トモエソウ(Hypericum ascyron)(50-130、黄、北海道から九州、日当たりの良い草地) 90
０５４５５ オトギリソウ(Hypericum erectum)(40、黄、北海道から九州、草地) 2
０５４９８ ツキヌキオトギリ(Hypericum sampsoni)(30-40、黄、絶滅危惧ⅠB類) 9
０５５０７ ダイセツヒナオトギリ(Hypericum yojiroanum)(6、黄、大雪山(地熱のある所)、絶滅危惧Ⅱ類) 85

ーーーーーーーーー【オミナエシ科】ーーーーーーーーー

０５５２０ 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) 90
０５５２４ 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) 9

ーーーーーーーーー【オモダカ科】ーーーーーーーーーー

０５５６９－Ｗ （W)オモダカ(Sagittaria trifolia)（葉の長さは7-40、白、北海道から沖縄、水田の雑草ともなっている）
[愛知県] 2

０５５７０－Ｂ オモダカ(八重咲き)(球根）(Sagittaria trifolia 'Plena')(園芸品種) 2

ーーーーーーーーー【カバノキ科】ーーーーーーーーーー

０５６５７－Ｗ （W)シラカンバ(Betula platyphylla)(2000-3000、落葉高木、幹の外皮は黄色みを帯びた白、温帯から
亜寒帯)[長野県] 83

０５６６５ アカシデ(アカメソロ)(Carpinus laxiflora)(落葉高木、) 32
０５６６６ 一寸クマシデ(流通名、別名一寸カナシデ)(Carpinus sp.) 32

ーーーーーーーーー【カヤツリグサ科】ーーーーーーーー

０５７０５ トダスゲ(アワスゲ)(Carex aequialta)(30、絶滅危惧ⅠA類) 9
０５７４１ 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) 32
０５７９７ イガグリスゲ(Carex grayi)(湿生植物、北アメリカ東部原産) 1,25
０５８５８ ミタケスゲ(Carex michauxiana var. asiatica)(標高の高い高層湿原) 13
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０６０１３－Ｗ (W)ヒメクグ(Cyperus brevifolius subsp. leiolepis)(10-20、多年草、湿地、北海道から九州)[山形県] 32
０６０２６ コゴメガヤツリ(Cyperus iria)（20-60、やや湿った所、一年草、本州から琉球） 13
０６０３５－Ｗ （W)ウシクグ(Cyperus orthostachyus)(20-70、一年草、北海道から九州の湿地）[山形県] 32
０６１５９ オオイヌノハナヒゲ(Rhynchospora fauriei)(30-70、北海道から中国、山地亜高山、湿地) 13

ーーーーーーーーー【キキョウ科】ーーーーーーーーーー

０６２４４ マルバシャジン(Adenophora coronopifolia)(20-30、青、済州島原産) 29
０６２５５ ヒナシャジン(Adenophora maximowicziana)(40-60、白、四国、石灰岩地帯、絶滅危惧Ⅱ類) 90
０６２５７ ヒメシャジン(Adenophora nikoensis)(10-40、青、日本固有種、東北地方南部から中部地方) 90
０６２６４ ヒメイワシャジン(ブコウイワシャジン)(Adenophora nikoensis var. persicaria)(10-20、青) 85
０６２６８ ミヤマシャジン(Adenophora nikoensis var. stenophylla)(10-40、青、高山亜高山の岩場礫地) 13
０６２７０ ヤチシャジン(Adenophora palustris)(50、淡紫、明るい湿地(絶滅危惧ⅠA類)) 78

０６２７３ ケモイワシャジン(Adenophora pereskiaefolia var. heterotricha)(30-60、青みがかった白、葉の裏側に
毛) 78

０６２７４ モイワシャジン(Adenophora pereskiaefolia var. moiwana)(40-90、薄い青、北海道本州北部) 90
０６２７４－１ コバコシャジン(通称)(Adenophora pereskiaefolia var. moiwana)(小函産のモイワシャジン) 85

０６２７６ シラトリシャジン(ウリュウシャジン)(Adenophora pereskiaefolia var. uryuensis　)(25、青、北海道雨竜
山(蛇紋岩地帯)、絶滅危惧Ⅱ類) 77

０６２８１ オトメシャジン(Adenophora puellaris)(20-60、青、四国(東赤石山)蛇紋岩地帯) 25
０６２８２－Ｗ (W)ソバナ(Adenophora remotiflora)((40-50、紫、本州四国九州、林縁など)[山梨県] 80
０６２８９ イワシャジン(白)(Adenophora takedae alba)(3-50、白) 13
０６２９１ ホウオウシャジン(Adenophora takedae var. howozana)(10-20、青、絶滅危惧ⅠB類) 13

０６３０１ 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、日本
固有種、北海道から中部、亜高山から高山、礫地) 16,90

０６３０４－Ｗ (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

０６３０６ シラゲシャジン(Adenophora triphylla var. japonica f. canescens)(40-90、青、全体に白毛が密生)
13,78

０６３０７ ナガバシャジン(Adenophora triphylla var. japonica f. lancifolia)(30-60、青紫、渓流沿い、日本固有
種、四国) 81

０６４３７ イワギキョウ(Campanula lasiocarpa　)(5-15、青、花に繊毛あり(チシマギキョウにはない)、北海道か
ら中部、高山帯) 13

０６４８９ ホタルブクロ(Campanula punctata)(50、紫) 2,6,90
０６４９０ ホタルブクロ(白)(Campanula punctata f. albiflora)(-80、白) 2

０６４９４ 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

０６４９５ イシダテホタルブクロ(Campanula punctata var. kurokawae)(20、灰淡赤、石灰岩地帯、徳島石立山)
21

０６４９７ 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) 18

０６５１１ イトシャジン(Campanula rotundifolia)(10-40、青紫、カンパヌラの仲間) 13

０６６０１ ツルニンジン(Codonopsis lanceolata)(ツル性、白緑紫褐色の斑点、別名ジイソブ、根は滋養強壮とヘ
ルニア特効薬) 32,33

０６６０１－２ ツルニンジン(素心)(Codonopsis lanceolata) 70

０６６１７ バアソブ(Codonopsis ussuriensis)(釣鐘花(全体に白、花冠の内側上部は紫色)　つる性、絶滅危惧Ⅱ
類) 81

０６６９４ 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) 90
０６７１２ ベニバナサワギキョウ(Lobelia cardinalis)(30-40、赤、北アメリカ中・東部原産) 13,20,87
０６７１２－１ ベニバナサワギキョウ（明るい赤）(Lobelia cardinalis)(30-40、明るい赤、北アメリカ中・東部原産) 20
０６７１９ サワギキョウ(Lobelia sessilifolia)(40-80、濃青紫、平地や山地の湿地) 13,79
０６７８０ キキョウ(Platycodon grandiflorum)(30-60、青) 2,26,71
０６７８０－６ 袋咲きキキョウ(小町)(Platycodon grandiflorum 'Komati')(90、青紫、園芸種、高性種) 6
０６７８０－８ キキョウ(重弁、ピンク)(Platycodon grandiflorum pink double)(30-60、ピンク) 13
０６７８０－１６ キキョウ(重弁、青)(Platycodon grandiflorum pink double)(30-60、青) 13
０６７８１ アポイギキョウ(アポイ岳系、紫、)(Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou')(20、青紫) 10
０６７８１－６ アポイギキョウ(アポイ岳系、白)(Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou white fls.')(20、白) 13
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０６８１０ ユウギリソウ(Trachelium caeruleum)(60、紫、高温多湿に弱いので暖地では一ないし二年草) 13

０６８１０－１ ユウギリソウ（銅葉）(Trachelium caeruleum)(60、紫、高温多湿に弱いので暖地では一ないし二年草)
13

０６８１１ ユウギリソウ(白)(Trachelium caeruleum white fl.)(25、白、高温多湿に弱いので暖地では一ないし二
年草) 13

ーーーーーーーーー【キク科】ーーーーーーーーーーーー

０７１８６ オケラ(Atractylodes japonica)(70、白、若菜は山菜になる。本州から九州) 13,90
０７３６６－Ｗ （W)サジガンクビソウ(Carpesium glossophyllum)（25-50、薄い黄、本州から沖縄）[山形県] 32
０７５５３ 白花ノアザミ(Cirsium japonicum f. leucanthum)(50-100、白、ノアザミの白花種) 10,32
０７５７２ ハマアザミ(Cirsium maritimum)（30-50、赤紫、根をハマゴボウといって食す。千葉県以南、海岸） 18

０７７５５－Ｗ （W)イワインチン(Dendranthema rupestre)（10-20、黄、日本固有種、中部以北，高山亜高山帯）[群馬
県] 82

０７８６２ ウスベニニガナ(Emilia sonchifolia )(30、ピンク) 15
０７９２８ アズマギク(Erigeron thunbergii)(20-30、紅紫、関東以北の海岸、山地の草原) 28
０７９２９ ユウバリアズマギク(Erigeron thunbergii subsp. glabratus f. haruoi)(夕張岳、蛇紋岩岩地) 90

０７９３０ 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) 90

０７９３１ ミヤマアズマギク(Erigeron thunbergii var. glabratus)(10-35、緋色、高山、寒帯砂礫地) 90
０７９５５ フジバカマ(斑入)(Eupatorium fortunei 'Variegata')(改良品種) 13
０７９６４ キクバフジバカマ(Eupatorium sp.)(フジバカマより小柄、玉咲き、葉は区切れている) 26

０８１５０ 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) 13

０８１６５ 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) 13

０８３２５ 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) 10,79

０８３２５－２ センボンヤリ(赤花)(Leibnitzia anandria)(20、赤紫) 28

０８３２５－Ｗ (W)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)[兵庫県] 23

０８３６７ ミネウスユキソウ(Leontopodium japonicum var. shiroumense)(ウスユキソウの変種、本州中部他) 13
０８４４６ オタカラコウ(Ligularia fischeri)（100-200、黄、深山の湿地） 32
０８６２３ オオニガナ(Prenanthes tanakae)（60-150、黄、山地の湿地） 32
０８７１２ ホクチアザミ(Saussurea gracilis)(40、薄紅紫) 18
０８７３５ ヒメヒゴタイ(Saussurea pulchella)(100、桃、2年草、北海道～九州、絶滅危惧Ⅱ類) 83

０８８８７－Ｗ (W)アキノキリンソウ(Solidago virgaurea subsp. asiatica)(50-80、黄、山野、北海道から九州)[長野県]
78

０８９６２ ヤブレガサ(Syneilesis palmata)(50、 白、本州から九州) 90

０８９９０ シロバナタンポポ(Taraxacum albidum)(30ぐらい、他のタンポポより舌状花が少なく白色、単為生殖可
能、本州関東以西) 18

０９０２１ シコタンタンポポ(Taraxacum shikotanense)(20、黄、外そうほう片がやや細長い) 79

ーーーーーーーーー【キジカクシ、クサスギカズラ科】ーー

０９３３５ ウラジロギボウシ(Hosta hypoleuca)(大型、白花多花性、葉裏は粉白、愛知県 希少種、絶滅危惧ⅠB
類) 32

０９３５５ ミズギボウシ(別名ナガバミズギボウシ)(Hosta longissima var. brevifolia)(40-70、薄い紫、愛知以西四
国九州) 2,78

０９３５８ マルバタマノカンザシ(Hosta plantaginea)(30-100、白、夜間開花、中国北部) 32
０９３６７ オオバギボウシ(Hosta sieboldiana)(別名トウギボウシ(別種とも?)、100以上、白、全国) 2,35
０９３６７－Ｗ (W)オオバギボウシ(Hosta sieboldiana)(別名トウギボウシ(別種とも?)、100以上、白、全国)[愛知県] 2
０９３８０－Ｗ (W)コバギボウシ(Hosta sieboldii f. lancifolia)(30-50、薄紫、本州から九州)[山形県] 32
０９３８１ コバギボウシ(白)(Hosta sieboldii f. lancifolia white fl.)(30-50、白) 32

０９４６０ ヒメヤブラン(Liriope minor)(10-20、淡紫白、ジャノヒゲに似るが種子の色は黒、北海道西南部から琉
球) 9

０９４６１ ヤブラン(Liriope muscari)(40、淡紫、日本各地) 2
０９４６１－Ｗ (W)ヤブラン(Liriope muscari)(40、淡紫、日本各地)[愛知県] 2
０９４６４ コヤブラン(Liriope spicata)（30-50、淡紫、中部以南琉球） 2
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０９４７４ ユキザサ(Maianthemum (Smilacina) japonica)(30-40、白、北海道から九州)[保湿管理] 16
０９４７４ｄ ユキザサ(Maianthemum (Smilacina) japonica)(30-40、白、北海道から九州) 32
０９５４２ オオバジャノヒゲ｢黒竜」(Ophiopogon planiscapus 'Kokuryu')(10、白、黒葉) 20
０９５９４－Ｗ （W)オオナルコユリ(Polygonatum macranthum)（-100、白緑、北海道から九州）[山形県] 32
０９６４７ ツルボ(Scilla scilloides)(20-30、桃) 2,28
０９６４８ ツルボ(ヒメツルボ、矮性種)(Scilla scilloides　dwarf type)(15、桃) 84
０９６４９ シロバナツルボ(Scilla scilloides f. albiflora)(30-40、白)[津軽産由来] 27

ーーーーーーーーー【キツネノマゴ科】ーーーーーーーーー

０９７１３ スズムシバナ(Strobilanthes oligantha)(30-60、青紫、山地の林下の陰地) 9

ーーーーーーーーー【キョウチクトウ科】ーーーーーーーー

０９７４５ チョウジソウ(Amsonia elliptica)(30-50、青紫) 6,29
０９７６１ ロクオンソウ(ヒゴビャクゼン)(Cynanchum amplexicaule)(-90、薄い黄、絶滅危惧Ⅱ類) 26

０９７６３ クサタチバナ(Cynanchum ascyrifolium)(30-50、白、山地の湿り気のある林下、本州関東以西、四
国、準絶滅危惧種) 28

０９７７３ エゾノクサタチバナ(Cynanchum inamoenum)(20-30、黄、日高夕張狩場阿寒などの山野、絶滅危惧
ⅠA類) 28

０９７８２ ヒメイヨカズラ(Cynanchum matsumurae)(20-40、淡黄、奄美～琉球の固有種) 22

０９７９６ クサナギオゴケ(Cynanchum (Vincetoxicum) katoi)(-100、赤紫、千葉以西四国九州、日本固有種、絶
滅危惧種Ⅱ類) 14

０９８３０ ルリトウワタ(ブルースター：通称、オキシペタルム：通称)(Oxypetalum caeruleum(Tweedia
caerulea))(水色、ブラジル・ウルグアイ原産) 3

ーーーーーーーーー【キンバイザサ科】ーーーーーーーー

０９９２０ コキンバイザサ(Hypoxis aurea)(黄、日本では同属種はこの種のみ、宮城以南琉球まで) 90

ーーーーーーーーー【キンポウゲ科】ーーーーーーーーー

０９９６２ レイジンソウ(Aconitum loczyanum)(50、 白、山地、近畿以西九州四国) 90
１０００３ エゾトリカブト(Aconitum yesoense)(60-150、青紫、北海道) 7
１００１１ ルイヨウショウマ(Actaea (Cimicifuga) asiatica)40-70、白、茶花、北海道から九州)(保湿種子) 90
１００１５ サラシナショウマ(銅葉ブルネット)(Actaea (Cimicifuga) ramosa 'Brunette')(60-150、白) 90
１００１７－Ｗ (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] 78
１００１７－Ｗ１ (W)サラシナショウマ(Actaea (Cimicifuga) simplex)(40-150、白、北海道から九州)[山梨県] 80
１００１７－Ｗ２ (W)サラシナショウマ(Actaea (Cimicifuga) simplex)(40-150、白、北海道から九州)[山形県] 32
１００７２ オキナグサ(Anemone (Pulsatilla) cernua)(30-50、暗赤紫、本州・四国・九州) 1,14,22,26,83
１０１１７ プルサチラ ブルガリス(セイヨウオキナグサ) アルバ(Anemone (Pulsatilla) vulgaris 'Alba')(20、白) 25

１０１５５ アネモネ バルデンシス(Anemone baldensis)(10、白、ヨーロッパアルプスとユーゴスラビアの山地、日
当たりのよい岩礫地、) 22

１０１７２ アネモネ ホルテンシス(ホシザキイチリンソウ)(Anemone hortensis)(赤紫、フランス東部からユーゴス
ラビア、地中海地域、半耐寒性、岩場、低木林) 24

１０２４２ 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) 13
１０２６０ バイカカラマツ(Anemonella thalictroides)(10-20、平地や山地の林床/林縁) 21
１０２７０－４ レンゲショウマ(泥軸、白花)(Anemonopsis macrophylla)(40-60、白、茶褐色の茎) 12
１０２７０－５ レンゲショウマ(八重咲き)(Anemonopsis macrophylla)(40-60、白、僅かに桃、ほぼ二重) 12,16,90
１０２７０ レンゲショウマ(Anemonopsis macrophylla)(40-60、白、僅かに桃) 16,19,78,90

１０２９３ ヤマオダマキ(Aquilegia buergeriana)(30-50、海老茶・黄、距が曲がらずまっすぐ、北海道から九州、
草地、林縁) 3,8,18

１０２９３－Ｗ (W)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)[長野県]
78

１０２９６ キバナノヤマオダマキ(Aquilegia buergeriana f. flavescens)(30-60、黄、日本固有種、北海道から九
州) 6,8.78

１０２９６－Ｗ (W)キバナノヤマオダマキ(Aquilegia buergeriana f. flavescens)(30-60、黄、日本固有種、北海道から
九州)[長野県] 76

１０２９８ オオヤマオダマキ(Aquilegia buergeriana var. oxysepala)(50、紫褐と黄、距が曲がるのでヤマオダマ
キと区別する、日当たりのよい道端、林縁、草原などにはえる) 9,70

１０３０７ カナダオダマキ(Aquilegia canadensis)(20-40、赤や黄) 6,14
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１０３３１ 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、1800-
3500m) 33

１０３３７ オダマキ(Aquilegia flabellata)[青紫] 2,14
１０３３９ オダマキ　(八重)(Aquilegia flabellata double)[紫] 10

１０３５０ ミヤマオダマキ(Aquilegia flabellata var. pumila)(10-20、紫、葉が3全分裂する。オダマキは完全に分
裂しない) 18,29,83

１０３５０－Ｅ４ ミヤマオダマキ(早池峰山系)(Aquilegia flabellata var. pumila )(青と白) 21
１０３５０－Ｅ５ ミヤマオダマキ(アポイ岳系)(Aquilegia flabellata var. pumila )(白) 18
１０３５５ ミヤマオダマキ(八重)(菊咲)(Aquilegia flabellata var. pumila full double fl.) 18

１０３５６ 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)
90

１０３５９ ミヤマオダマキ(白)(Aquilegia flabellata var. pumila white fl.) 11,24
１０４１０ アクイレギア サキシモンタナ(Aquilegia saximontana)(5-10、紫) 5
１０４３８ クロバナオダマキ(Aquilegia viridiflora)(30、暗黒紫) 6,18
１０４６３－２ アクイレギア ブルガリス(園芸種)(Aquilegia vulgaris sp. )(青・縁白) 2
１０４６４ アクイレギア ブルガリス(ポンポン咲き、園芸種)(Aquilegia vulgaris sp. ) 6

１０４８０ カリアンテマム アネモノイデス(Callianthemum anemonoides)(5-10、白、ピンク、ヨーロッパアルプス)
33,75

１０４８２ キタダケソウ(Callianthemum hondoense)(10-15、白、南アルプス北岳固有、特定国内希少種、保護
増殖事業種) 75

１０４８３－１ コバヒダカソウ(Callianthemum miyabeanum)(10-15、白、北海道アポイ岳固有、絶滅危惧IA類) 75

１０４８４ 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)、特定国内希少種(種子規制)、絶滅危惧IA類) 13,75

１０５０６ クレマチス アルピナ(Clematis alpina)(ツル、青、ヨーロッパ山岳帯) 25
１０５３６ 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) 90
１０５４０－Ｗ (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] 83
１０５７９ カザグルマ(Clematis patens)(ツル性、薄い紫、秋田から九州) 78,83,90
１０５８０ カザグルマ(白)(Clematis patens white fl.)(ツル性、白、秋田から九州) 25
１０５８０－Ｗ (W)カザグルマ(白)(Clematis patens white fl.)(ツル性、白、秋田から九州)[兵庫県] 71
１０６１２ シロバナハンショウヅル(Clematis williamsii)(-250、白、本州から九州) 26
１０６２１ セリバオウレン(Coptis japonica var. dissecta)(10-30、白、2回3出複葉、本州四国) 13

１０６２４ オオゴカヨウオウレン(別名屋久島ゴヨウオウレン)(Coptis quinquefolia var. ramosa)(5-10、白、屋久
島固有種) 21

１０６２７－Ｗ （W)ミツバオウレン(Coptis trifolia)(5-10、白(萼片)、本州北部から北海道、亜高山から高山、林の縁
など)[群馬県] 82

１０７１８ アズマシロカネソウ(Dichocarpum nipponicum)(10-20、白っぽく外は紫色に帯びる。下向きに咲く。)
23

１０７２３
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) 23

１０７５０ シラネアオイ(Glaucidium palmatum)(40、淡赤紫、亜高山から高山帯、中部以北北海道) 16,78,90

１０７５３－Ｗ (W)シラネアオイ(白)(Glaucidium palmatum var. leucanthum)(40、白、亜高山から高山帯、中部以北北
海道))[新潟県] 80

１０９００ アコウキンポウゲ(流通名?)(Ranunculus acris var. borealis)(20-30、黄、樺太原産) 11
１０９０１ ミヤマキンポウゲ(Ranunculus acris var. nipponicus)(10-50、黄、高山の草地) 13
１０９３２ イトハキンポウゲ(ラヌンクルス グラミネウス)(Ranunculus gramineus)(20、黄、ヨーロッパ) 25
１１０１０ シギンカラマツ(Thalictrum actaefolium)(30、白、関東南部から九州) 2,29
１１０２０ コハスバカラマツ(Thalictrum coreanum var. minor)(15-30、薄紫、朝鮮半島) 78

１１０２３ 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) 90

１１０３３ キバナカラマツソウ(Thalictrum flavum)(120、白～黄、ユーラシア) 78
１１０３６ イトハカラマツ(通称)(Thalictrum foeniculatum)(10-80、薄いピンク、中国中部から東北部) 77
１１０５２ アキカラマツ(Thalictrum minus var. hypoleucum)(60-130、淡黄白、北海道から南西諸島) 2
１１０６６ シキンカラマツ(Thalictrum rochebrunianum)(60、淡桃、長野、群馬、福島) 2,13,25
１１０６６－Ｗ (W)シキンカラマツ(Thalictrum rochebrunianum)(60、淡桃、長野、群馬、福島)[長野県] 83
１１０７７ ヒレフリカラマツ(Thalictrum toyamae)(10、淡い紅紫、宮崎県、絶滅危惧ⅠB類) 6
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１１０７９ 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) 78,85

１１０８１ タカサゴカラマツ(Thalictrum urbainii)20、白(口紅赤)、台湾原産 6,78
１１１１０ レブンキンバイソウ(Trollius ledebourii var. polysepalus)(20、濃黄、礼文島固有種) 33

ーーーーーーーーー【ケシ科】ーーーーーーーーーーーー

１１５２０ アザミゲシ(Argemone mexicana)（40-50、白もしくは黄、一年草、メキシコ原産） 11
１１６１３ ディセントラ エクシミア アルバ(ヒメケマンソウ白)(Dicentra eximia alba)(15、白、北アメリカ) 13
１１６２８ 白花四季咲きコマクサ(Dicentra peregrina×D.eximia)(コマクサとヒメケマンソウの交配種) 33,75
１１６３０ ケマンソウ(Dicentra spectabilis)(30-60、薄ピンク、別名タイツリソウ、中国朝鮮) 6
１１６９１ メコノプシス カンブリカ(Meconopsis cambrica)(30、橙、ヨーロッパ) 13

１１７６１ パパベル アルピヌム(ミヤマヒナゲシ)(Papaver alpinum)(5-20、白、一稔性、ヨーロッパアルプス、日
当たりのよい草原やガレ場、石の多い場所) 13

１１７７１ 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) 33

１１７８１ チシマヒナゲシ(Papaver miyabeanum)(10、淡い黄、粗毛多い) 13

１１８５０ サンギナリア カナデンシス(Sanguinaria canadensis)(20-30、白、一重、多弁、八重咲きがある。山地
の林床、林縁)[乾燥種子] 13

ーーーーーーーーー【ゴマノハグサ科】ーーーーーーーー

１２１０４ キクモ(Limnophila sessiliflora)（水田や池などの浅い水の中に生える多年草、本州から沖縄） 32
１２２５２ エゾヒナノウスツボ(Scrophularia grayana)(90-150、赤紫、南千島、北海道、青森岩手) 21,78,81

ーーーーーーーーー【サクラソウ科】ーーーーーーーーー

１２４６５ アンドロサケ セプテントリオナリス(Androsace septentrionalis)(10-20、白、1年草) 13
１２６９７ ヌマトラノオ(Lysimachia fortunei)(40-70、白、湿原、本州九州四国) 1826
１２７００－Ｅ コナスビ(アポイ岳由来か)(Lysimachia japonica var. subsessilis)(這性、黄、北海道から琉球) 21
１２７０４ ハマボッス(Lysimachia mauritiana)(10-40、白、北海道から九州) 8

１２７０９ 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) 79

１２８０５ プリムラ カンデラブラ ハイブリッド(Primula candelabra hybs)(交配種) 90
１２８３０ エゾコザクラ(Primula cuneifolia )(10、ピンク、日本では北海道のみ) 13

１２８３３ ミチノクコザクラ(Primula cuneifolia var. heterodonta)(10、ピンク、青森岩木山特産、絶滅危惧Ⅱ類)
13

１２８５９ ウンナンサクラソウ(Primula filchnerae)(20-40、薄ピンク～薄紫、東アジア、夏越しはやや難しい) 79
１２９００ クリンソウ(Primula japonica)(20-50、赤、北海道から四国、湿地) 2,35,76
１２９４２ ユキワリソウ(Primula modesta)(10、ピンク、日本全土、亜高山帯、高山帯) 4
１３０３２ テシオコザクラ(Primula takedana)(15、白、北海道天塩川流域) 13

ーーーーーーーーー【サトイモ科】ーーーーーーーーーー

１３１４３ ヒロハテンナンショウ(Arisaema amurense ssp. robustum)(50、茶、山地、中部以北北海道) 22

１３１６０－Ｂ アリサエマ ファゲンシー(小球)(Arisaema fargesii)(40-50、耐寒性は強くない、ヒマラヤ、モモイロテン
ナンショーに似る) 72

１３１７０－Ｂ マイヅルテンナンショウ(小～中球)(Arisaema heterophyllum)(60-100、雄性個体と両性個体のみ存
在、岩手から鹿児島、川沿いの草地、絶滅危惧Ⅱ類) 86

１３１７０－ＥＢ マイヅルテンナンショウ(小～中球)（新潟産）(Arisaema heterophyllum)(60-100、雄性個体と両性個体
のみ存在、岩手から鹿児島、川沿いの草地、絶滅危惧Ⅱ類) 86

１３１８０－Ｂ１ ヒメウラシマソウ♀×ウラシマソウ素心(小球)(F-1)(Arisaema kiushianum x thunbergii ssp. urashima)
70

１３１８９ ヒトツバテンナンショウ(Arisaema monophyllum)（60、白緑、葉は普通１個、日本固有種） 9
１３２０３ ムサシアブミ(Arisaema ringens)(40、関東以西、四国九州) 2,22
１３２０３－Ｂ ムサシアブミ(球根)(Arisaema ringens) 2
１３２０３－２Ｂ ムサシアブミ(黒軸)（小球）(Arisaema ringens)(40、関東以西、四国九州) 86
１３２０９－Ｂ マムシグサ(小球)(Arisaema serratum)(50-100、緑、北海道から九州) 2
１３２０９－Ｗ (W)マムシグサ(Arisaema serratum)(50-100、緑、北海道から九州)[愛知県] 2
１３２１７－Ｂ ミツバテンナンショウ（小球）(Arisaema ternatipartitum)(40、紫褐色、静岡四国九州) 32
１３２１９－１Ｂ ウラシマソウ(斑入)(小球)(Arisaema thunbergii ssp. urashima)(40、黒紫) 72
１３２１９－３Ｂ ウラシマソウ(赤花)(小球)(Arisaema thunbergii ssp. urashima)(40、北海道から九州、日本固有種) 72
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１３２１９－Ｂ１ ウラシマソウ(小～中球)(Arisaema thunbergii ssp. urashima)(40、暗紫、北海道から九州、日本固有
種) 86

１３２２０－Ｂ１ ウラシマソウ(素心)(小球)(Arisaema thunbergii ssp. urashima 'Green form')(40、緑) 72
１３２９０ ミズバショウ(Lysichiton camtschatcense)(60-100、白、北海道から中部、湿地)[乾燥種子] 21
１３３０５ オオハンゲ(Pinellia tripartita)(20-50、緑に帯紫、本州中部から沖縄) 2
１３３０５－Ｂ オオハンゲ(小球)(Pinellia tripartita)(20-50、緑に帯紫、本州中部から沖縄) 2

ーーーーーーーーー【シソ科】ーーーーーーーーーーーー

１４５２５ タイマツバナ(Monarda didyma)(100、赤紫、北アメリカ、ベルガモット、園芸品種が多い) 2
１３４３１ 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) 90
１３４９３ 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) 13

１３４９４ 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) 13

１４２０１
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) 2,15,22,83

１４２０２ カリガネソウ(桃)(Caryopteris divaricata pink)(30-100、桃) 90
１４２０４ ダンギク(Caryopteris incana)(70-80、白、青、紫、絶滅危惧Ⅱ類) 31
１４２０４－１ ダンギク(ピンク)(Caryopteris incana)(70-80、ピンク) 2,28
１４２０５ シロバナダンギク(Caryopteris incana f. candida)(70-80、白、青、紫、絶滅危惧Ⅱ類) 15,31

１４２４１ クルマバナ(Clinopodium chinense ssp. grandiflorum var. parviflorum)(20-80、薄い紫、北海道から九
州) 90

１４２７０ 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。) 2,29

１４２８０ 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)
3,33,83,85,90

１４２８１ ムシャリンドウ(白)(Dracocephalum argunense "Album")(10-20、白、北海道から中部、絶滅危惧Ⅱ
類) 90

１４３０９ ニシキコウジュ(Elsholtzia splendens)(15-50、紫、一年草、1992年初めて同定、長野県東部のみ自
生) 27

１４３７４ アキチョウジ(Isodon longitubs)(60-90、青、長野以西) 2
１４４４０ メハジキ(Leonurus japonicus)(50-100、淡紅紫、２年草) 81
１４４４１ キセワタ(Leonurus macranthus)(60-100、淡紅紫、絶滅危惧II類) 78
１４４６１ ミカエリソウ(Leucosceptrum stellipilum)(40-100(小低木)、淡紅色、福井県以西) 32

１４６３５ ミヤマウツボグサ(チシマウツボグサ?)(Prunella vulgaris f. aleutica)(20-30、青紫、匍匐枝は出さな
い、中部以北から北海道) 8

１４６３６ ウツボグサ(Prunella vulgaris ssp. asiatica)(20、青、北海道から沖縄) 2,3,79
１４６３６－１ ウツボグサ（桃花）(Prunella vulgaris ssp. asiatica)(20、桃、北海道から沖縄)[日本自生種] 78

１４６３７ ミヤマウツボグサ(Prunella vulgaris ssp. asiatica var. aleutica)(10-20、赤紫、葉柄がある、本州中部
以北北海道) 90

１４７００－Ｗ (W)キバナアキギリ(Salvia nipponica)(20-30、黄、本州から九州)[東京都] 80
１４７１１ ハルノタムラソウ(Salvia ranzaniana)(10-20、白、日本固有種、紀伊四国九州) 3
１４７５９ タツナミソウ(Scutellaria indica)(20-30、紫、東北地方南部から九州、低山) 5,6
１４７５９－１ タツナミソウ(濃色、矮性)(Scutellaria indica)(20-30、紫、東北地方南部から九州、低山) 35
１４７６０ タツナミソウ(白)(Scutellaria indica 'Alba')(20-30、白、東北地方南部から九州、低山) 15

１４７６８ 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) 15

ーーーーーーーーー【シュウカイドウ科】ーーーーーーー

１４９１１ シュウカイドウ(Begonia grandis)(70、赤、耐寒性ある、野生化している、中国大陸、マレー半島) 80

ーーーーーーーーー【シュロソウ科】ーーーーーーーーー

１４９２１ シライトソウ(Chionographis japonica)(20-40、白、秋田から九州、山地) 1,3

１４９２１－１ コシキジマシライトソウ(通称)(Chionographis japonica)(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) 26

１４９２１－Ｗ (W)シライトソウ(Chionographis japonica)(20-40、白、秋田から九州、山地)[愛知県] 2
１４９２６ サイシュウトウシライトソウ(通称)(Chionographis sp.)(10-20、白)[種子交換会で精製、ゴミ多い] 26
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１４９４７ ヤクシマショウジョウバカマ(Helonias (Heloniopsis) orientalis var. yakusimensis)(ツクシショウジョウバ
カマの矮性種、屋久島固有種)[乾燥種子] 13

１４９９６ オオバナノエンレイソウ(Trillium kamtschaticum)(白、本州北部北海道)[乾燥種子] 13
１５０４３ アオヤギソウ(Veratrum maackii var. maackioides f. virescens) 13

ーーーーーーーーー【スイカズラ科】ーーーーーーーーー

１５２９４ クナウティア アルベンシス(Knautia arvensis)(50-80、青紫) 78
１５４２０－１ マツムシソウ(白）(Scabiosa japonica)(50-90、白、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原) 85

１５４２０－Ｗ (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] 78

１５４２１ エゾマツムシソウ(Scabiosa japonica var. acutiloba)(20-50、青紫、東北北部から北海道) 19

１５４２４ 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) 18,71,85

ーーーーーーーーー【ズイナ科】ーーーーーーーーーーー

１５５２２ コバノズイナ(ヒメリョウブ)(Itea virginiana)100-200、白、落葉低木、南北アメリカ) 24,26

ーーーーーーーーー【スイレン科】ーーーーーーーーーー

１５５３５ コウホネ(Nuphar japonicum)(20-60、黄、水生、北海道から九州) 2

１５５３８ ベニオグラコウホネ(Nuphar oguraensis var. akiensis)（多年生の浮葉植物、黄、広島県で発見）[少量]
32

ーーーーーーーーー【ススキノキ科】ーーーーーーーーー

１５６１５ 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) 17,32,83,90

ーーーーーーーーー【スベリヒユ科】ーーーーーーーーー

１５６９６ ハゼラン(サンジソウ、ハナビグサ)(Talinum crassifolium)(15-30、桃小花、1年草、野生化、南米原産)
24

ーーーーーーーーー【スミレ科】ーーーーーーーーーーー

１５７２８ 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) 78

１５７６５－１ ヒゴスミレ(熊本紅)(Viola chaerophylloides var. sieboldiana    )(丸花、紅すじ、選抜種) 31
１５７６５－３ ヒゴスミレ(素心)(Viola chaerophylloides var. sieboldiana    )(青軸) 20,31

１５７６７－１ 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。) 2

１５７６７－２ ヒラツカスミレ(ヒゴ×エイザン、白)(Viola chaerophylloides var. sieboldiana x eizanensis)(白) 15

１５７９８
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) 78

１５８０３ エイザンスミレ(Viola eizanensis)(10-20、淡紅から濃紅紫、芳香、葉は深く切れ込む、本州・四国・九
州) 31,78,83

１５８０３－１ エイザンスミレ(黄白掃斑)(Viola eizanensis) 20

１５８０５ ヒトツバエゾスミレ(Viola eizanensis var. simplicifolia)(白、淡紅紫、エイザンスミレに似る、関東中部、
四国) 32

１５８２５ タチツボスミレ(Viola grypoceras)(10、淡紫に紫の条が入る、変異が多い、日本全国) 2
１５８２５－１２ タチツボスミレ(斑入り）(Viola grypoceras) 78
１５８５１ アオイスミレ(Viola hondoensis)(5-10、白紫、落葉樹林下、日本全国) 20,78
１５８５５ 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) 32,78
１５８５８ コスミレ(Viola japonica)(淡桃、淡紫、北海道南西部から九州まで) 32,78
１５８５８－６ コスミレ(紫)(Viola japonica)(濃い紫、) 78
１５８５８－７ コスミレ(ハグロタイプ)(Viola japonica) 32

１５８６０－１ シロバナツクシコスミレ(斑入り）(Viola japonica f. albida)(白、コスミレの白花、シロバナコスミレ(俗名))
32

１５８７０ ケマルバスミレ(マルバスミレと呼ばれる)(Viola keiskei f. glabra)(白、唇弁に紫条が入る、青森から屋
久島) 78

１５８７１ シレトコスミレ(Viola kitamina)（5-10、白中央部黄、北海道知床半島のみに分布） 13
１５８８７ マキノスミレ(Viola makinoi)（赤紫、シハイスミレの変種、東日本に分布） 32
１５８８８ スミレ(Viola mandshurica)(通常濃赤紫、唇弁に紫条が入る。日本全土) 18
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１５９０８ アツバスミレ｢二色アツバスミレ｣(Viola mandshurica var. triangularis f. bicolor)(10、白・紫) 31,78
１５９０９ ニイジマスミレ(Viola mandshurica var. triangularis f. niijimensis)(10、白、東京都原産) 9
１５９２９ 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) 78

１５９４３ ナガバノタチツボスミレ(Viola ovato-oblonga)（花が終わると花茎は30にもなる、根出葉と茎葉が異な
るのでタチツボスミレと区別する）[オトメ型] 78

１５９９０ ナガハシスミレ(Viola rostrata var. japonica)(紫紅から淡紫、北海道から鳥取日本海側) 2
１６０３１ ビオラ チバウディエリ(タデスミレ)(Viola thibaudieri)(特定国内希少種、絶滅危惧ⅠB類) 83

１６０３９ ヒナスミレ(Viola tokubuchiana var. takedana)(淡ピンク、白、細かい紅条が入る。北海道南部から九
州中部) 32

１６０４０ シロバナヒナスミレ(Viola tokubuchiana var. takedana f. albiflora)(白) 78

１６０４２ フイリヒナスミレ(Viola tokubuchiana var. takedana f. variegata)((淡ピンク、白、細かい紅条が入る、斑
の入り方は多様) 15,32

１６０６９
フイリシハイスミレ(Viola violacea f. versicolor)(紅紫、葉脈の沿って白い斑が入る、本州四国九州) 32

１６０６９－１ ハグロシハイスミレ(俗称)(Viola violacea f. versicolor)(葉黒紫背菫) 32
１６０７４ ベニバナナンザンスミレ(俗称)(Viola x 'Benibanananzan')(エイザンスミレの園芸品種) 2
１６０７９ ヘイリンジスミレ(Viola x hiyamae)(12、スミレ色) 18
１６０８７ シロノジスミレ(Viola yedoensis f. albescens)(白) 2

ーーーーーーーーー【セリ科】ーーーーーーーーーーー

１６１５１－Ｗ (W)ノダケ(Angelica decursiva)(80-150、暗紫、関東以西九州)[山形県] 32

１６２４３ 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) 83

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

１６５２０ センリョウ(Sarcandra glabra)(50-100、赤実、関東地方から沖縄) 2
１６５２０－Ｗ (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【タコノアシ科】ーーーーーーーーー

１６５２５ タコノアシ(Penthorum chinense)(50-70、黄緑。湿地、関東以西九州) 9,73,78

ーーーーーーーーー【タデ科】ーーーーーーーーーーーー

１６５５５ クリンユキフデ(Bistorta sufflta)（20-50、白、岩手以南、冷温帯の山地） 21
１６５８１ ソバ(Fagopyrum esculentum)(50-80、白) 4
１６６１７ ヒメタデ(Persicaria erecto-minor)(5-15、淡紅、草地川岸、絶滅危惧Ⅱ類) 35
１６６２０ ミズヒキ(Persicaria filiforme)(30-50(地植え)、赤白、北海道から南西諸島) 2,13
１６６２０－１ ミズヒキ(混合、赤、白、桃)(Persicaria filiforme) 35
１６６２１－２ ミズヒキ(斑入り、矢印マークの斑ではない)、白花(Persicaria filiforme 'Variegata') 35
１６６２０－１Ｗ (W)ミズヒキ(赤花)(Persicaria filiforme)(30-50(地植え)、赤白、北海道から南西諸島)[愛知県] 2
１６６２２ ギンミズヒキ(Persicaria filiformis f. albiflora)(30-50(地植)、15(鉢)、白、多年草) 2
１６６５３ イシミカワ(Persicaria perfoliata)(つる性の一年草　藍色の実が美しい) 15
１６６６７ アイ(通称タデアイ／アイタデ)(Persicaria tinctoria)(30、藍染めの染料の原料) 9,18,28
１６６６７－１ アイ(通称タデアイ／アイタデ)(白)(Persicaria tinctoria)(30、藍染めの染料の原料) 9
１６６６７－２ マルバアイタデ(俗称、流通名か)(Persicaria tinctoria?) 35

ーーーーーーーーー【チシマゼキショウ科】ーーーーーーー

１６８１６ ハナゼキショウ(Tofieldia nuda var. nuda)(20、白) 29

ーーーーーーーーー【ツツジ科】ーーーーーーーーーーー

１６９７７－Ｗ (W)チチブドウダン→ベニドウダン(Enkianthus cernuus f. rubens)(シロドウダンの紅花品種、関東)[岐
阜県] 1

１７０３４ シラタマノキ(Gaultheria miqueliana)(10-30、白実、小低木、中部以北、亜高山帯、草地) 13
１７１４２－Ｗ (W)ツガザクラ(Phyllodoce nipponica)(10-20、薄いピンク、本州から四国、高山の岩場)[群馬県] 82
１７１８１ ムラサキヤシオツツジ(Rhododendron albrechtii)(100-200、赤紫、中部以北から北海道日本海側) 90

ーーーーーーーーー【ツヅラフジ科】ーーーーーーーーー

１７４２２－Ｗ (W)アオツヅラフジ(Cocculus trilobus)(300以上、薄黄～白、白実から変化青紫実、有毒、北海道から
沖縄)[山形県] 32

１７４５０ アオカズラ(Sabia japonica)(別名ルリビョウタン、ツル、落葉、黄花、緑→青実、絶滅危惧ⅠB類) 35
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ーーーーーーーーー【ツバキ科】ーーーーーーーーーーー

１７５１１ ナツツバキ(Stewartia pseudo-camellia)(-1000、落葉中高木、白、一日花、宮城以西の本州、四国、
九州) 13

ーーーーーーーーー【ツユクサ科】ーーーーーーーーーー

１７５４９ ツユクサ(斑入、)(Commelina communis variegated leaf)(60、)[斑入りの詳細不明] 10
１７５４９－Ｅ ツユクサ(斑入、黄縞斑)(Commelina communis variegated leaf)(60、) 20
１７５５２ メガネツユクサ（流通名）(Commelina communis white fringe fl.)(白の覆輪) 4
１７５７０ ヤブミョウガ(Pollia japonica)(50-60、白小花、関東から九州) 2,30
１７５７０－１ ヤブミョウガ(斑入り)(Pollia japonica)(50-60、白小花、関東から九州) 27
１７５７０－Ｗ (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】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) 2
１７５９８ ツリフネソウ(Impatiens textori)(50-80、赤紫、一年草、日本各地) 2,15
１７５９９ ツリフネソウ(白)(Impatiens textori 'Alba')(30、白) 2,32,35
１７５９９－Ｗ (W)ツリフネソウ(白)(Impatiens textori 'Alba')(30、白)[新潟県] 80

ーーーーーーーーー【トウダイグサ科】ーーーーーーーー

１７７０８ ホルトソウ(Euphorbia lathyris)(緑黄、1-2年草、ヨーロッパ原産) 9

ーーーーーーーーー【ナス科】ーーーーーーーーーーーー

１７９４０ オオセンナリ(通称クロホオズキ)(Nicandra physaloides)(50-100、薄紫、１年草、南アメリカ、帰化植
物) 28

１７９７０ ホオズキ(Physalis alkekengi  var. frachetii)(60、白) 2
１７９７３ センナリホオズキ(Physalis pubescens)(40-60、青、一年草、南アメリカ原産、野生化している) 84
１８００２ ヒヨドリジョウゴ(Solanum lyratum)(ツル、秋に赤い実、山野、全国) 9
１８００９ フユサンゴ(Solanum pseudocapsicum)(半耐寒性 小低木、実は有毒) 35

ーーーーーーーーー【ナデシコ科】ーーーーーーーーーー

１８０５５ カトウハコベ(Arenaria katoana)(10-15、白、東北から北海道、高山帯、蛇紋岩地域、絶滅危惧Ⅱ類)
13

１８１９０ 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) 2,18,71
１８１９１ シロバナハマナデシコ(Dianthus japonicus f. albiflorus)(15-40、白) 15,18
１８１９３ 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) 85
１８２３２ シナノナデシコ(Dianthus shinanensis)(20、赤紫、本州中部、荒れ地) 18
１８２３３ シナノナデシコ(白)(Dianthus shinanensis white fl.)(20、白) 18

１８２４６ エゾカワラナデシコ(Dianthus superbus　)(30-50、ピンク、苞は2対、萼片の長さは2-3でカワラナデシ
コより短い、本州以北) 13,19

１８２５１ 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、本州から九州沖縄) 2,5,85

１８２５１－６ カワラナデシコ(濃色)(Dianthus superbus var. longicalycinus)(20-50、濃い桃) 1

１８２５８ 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) 25,85

１８２７５ イセナデシコ(Dianthus x isensis)(ピンク(花弁が細裂して垂れ下がる)、セキチクとサツマナデシコの
交配選抜種) 26

１８４４４ 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) 2,87
１８４５２ ガンピ(ガンピセンノウ)(Silene (Lychnis) coronata)(30-40、朱橙色) 85

１８４６５ リクニス フロス-ジョビス ペッギー(Silene (Lychnis) flos-jovis nana 'Peggy')(20、ピンク、園芸種、俗称
として羽衣センノウ) 90

１８４７２ 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) 85,90

１８４７２－Ｗ (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)[長野県]
76

１８４７２－Ｗ１ (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)[山梨県]
80

１８４７８ 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) 18,90

１８４７８－１ マツモトセンノウ(ツクシマツモト)(烏葉)(Silene (Lychnis) sieboldii)(30-40、) 90
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１８４８４ 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)[少量]
32

１８５２５ 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) 79
１８５２９ ナンバンハコベ(Silene baccifera var. japonica)(ツル状に匍匐、白、北海道から九州、山野) 81
１８５９５ オオビランジ(Silene keiskei)(10-15、赤紫、関東) 78
１８５９７ ツルビランジ(Silene keiskei f. procumbens)(這性、濃いピンク、絶滅危惧種ⅠA類) 90
１８６２８ サクラマンテマ(Silene pendula)(60以下、桃、帰化植物、地中海沿岸) 79,83

１８６６５ シレネ ウニフローラ(イソマンテマ)(Silene uniflora)(10-30、白、ヨーロッパの海岸)[別名ホテイマンテ
マ] 25

１８６７０ タカネマンテマ(Silene uralensis)(10-20、白、南アルプス高山帯、絶滅危惧ⅠA類) 7,13
１８７３２－１ シコタンハコベ(斑入り)(Stellaria ruscifolia)(5、白、絶滅危惧Ⅱ類) 13

ーーーーーーーーー【ニシキギ科】ーーーーーーーーーー

１８７７２ ニシキギ(Euonymus alatus)(200-300、薄緑、落葉低木、赤実、北海道から九州) 2,32
１８７７６ 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) 23,84

１８７９０ アメリカマユミ(別名イガグリマユミ)(Euonymus hamiltonianus)(100-300、落葉低木、耐寒性あり、北ア
メリカ) 32

１８８０６ 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

１８８１２ マユミ(Euonymus sieboldianus)(100-400、淡緑、赤実、落葉低木、雌雄異株、雌株だけで種子が出来
る、北海道から九州) 18

１８８１２－Ｗ (W)マユミ(Euonymus sieboldianus)(100-400、淡緑、赤実、落葉低木、雌雄異株、雌株だけで種子が
出来る、北海道から九州)[山形県] 32

１８８３６ ウメバチソウ(Parnassia palustris)(10-50、白、山地の湿地、北海道から九州) 13
１８８３９－１ 赤花コウズウメバチソウ(Parnassia palustris var. multiseta)(10-50、ピンク、神津島地域種) 6

１８８４０ エゾウメバチソウ(Parnassia palustris var. palustris)(10、白、亜高山帯から高山帯、日当たりがよく、
やや湿った草地、北海道から九州) 13

１８８４１ アカバナウメバチソウ(Parnassia palustris var. palustris)(10-15、薄い紅、耐暑性弱い、東北で発見
か) 13

ーーーーーーーーー【ハナシノブ科】ーーーーーーーーー

１９３５４ ハナシノブ(Polemonium kiushianum)(30-50、濃い紫、特定国内希少種、絶滅危惧ⅠA類) 10,21,85,90

１９３５４－Ｅ ハナシノブ(阿蘇山由来)(Polemonium kiushianum)(30-50、濃い紫、特定国内希少種、絶滅危惧ⅠA
類) 90

ーーーーーーーーー【ハマウツボ科】ーーーーーーーーー

１９４２０ 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)
2,11,20

１９５６０ コシオガマ(Phtheirospermum japonicum)(30、桃、低地性、半寄生(特定の植物はない)、北海道から
九州) 35

１９５６１ シロバナコシオガマ(Phtheirospermum japonicum f. albiflorum)(20-70、白、一年草、半寄生、北海道
から九州) 35

ーーーーーーーーー【バラ科】ーーーーーーーーーーーー

１９６１２ キンミズヒキ(黄金葉)(Agrimonia pilosa) 35
１９６１３－２ キンミズヒキ(斑入り）(Agrimonia pilosa var. japonica) 35
１９６３０ アメリカザイフリボク(ジューンベリー)(Amelanchier canadensis)[保湿管理] 13

１９６８７ オオサンザシ(Crataegus pinnatifida)(落葉高木、白、赤実、中国北部から東シベリア)[果実の重さに
バラツキあり] 82

１９７７０ オオダイコンソウ(Geum aleppicum)(30、黄、中部以北北海道、山地) 2
１９７８２ ダイコンソウ(Geum japonicum)(30-50、濃黄、花径３、北海道から九州) 79
１９７８２－１ ダイコンソウ(斑入り）(Geum japonicum)(30-50、濃黄、花径３) 87
１９９４０ ツチグリ(Potentilla discolor)(5-10、黄、西日本の山地、絶滅危惧Ⅱ類) 2

１９９７０ ユウバリキンバイ(Potentilla matsumurae var. yuparensis)(10-30、黄、絶滅危惧ＩＢ類、交換会に提供
される種は別種の可能性) 18,25

１９９７１ チシマキンバイ(Potentilla megalantha) (10-20、黄、株全体に毛が多い、北海道) 13
２０１２５ シロヤマブキ(Rhodotypos scandens)(100、一重白、小作りには多剪定、) 3,26
２０１３７ カラフトイバラ(Rosa davurica)(150-200、ピンク、北海道長野群馬) 10
２０１４３ 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] 90
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２０１４３ｄ 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) 30
２０１５２ 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) 10
２０１５２－１ タカネバラ(白)(Rosa nipponensis)(100-200、白、日本固有種、中部山岳部から四国剣山など) 10
２０１５９ シロバナハマナス(Rosa rugosa f. alba)(100-150、白、北海道、南は茨城、島根)[保湿管理] 13
２０２６５ ワレモコウ(Sanguisorba officinalis)(30-100、赤、紫、北海道から九州) 2,18,74

ーーーーーーーーー【ヒガンバナ科】ーーーーーーーーー

２０８７１ ノトスコルドム ボナリエンセ(Nothoscordum bonariense)(30、白) 6

２０４５０－１ ステゴビル(薄いピンク花)(Allium (Caloscordum) inutile)(20、薄ピンク、絶滅危惧Ⅱ類)[白もでる]
32,77

２０６００ アリウム タングチクム(Allium tanguticum)(20、青紫、中国南西部) 78
２０６５２－Ｂ フリーシア ムイリー(小球)(Freesia x muirii)(5-15、白にほんのり黄のスポット) 90
２０６７０ ハブランツス アンダーソニー(Habranthus andersonii)(15-25、橙) 6
２０７５８ キツネノカミソリ(Lycoris sanguinea)(30-50、橙、北海道から九州) 2
２０７６１ ムラサキキツネノカミソリ(Lycoris sprengeri)（30-50、ピンク、中国雲南省） 32
２０８４１ ナルキスス セロチヌス(Narcissus serotinus)(白、秋咲き) 4,90
２０９０３ サフランモドキ(Zephyranthes carinata Herb)(30、淡いピンク) 2,6
２０９０４ ゼフィランテス キトリナ(Zephyranthes citrina)(50、黄、半耐寒性) 2
２０９１５ ゼフィランテス リンドレヤナ(Zephyranthes lindleyana)(20、オレンジ？(淡桃)) 25

ーーーーーーーーー【ヒユ科】ーーーーーーーーーーーー

２１１１５ ノゲイトウ(Celosia argentea)(50-100、淡紅→白、一年草、熱帯アジア原産、関東以西で野生化) 20

ーーーーーーーーー【ヒルガオ科】ーーーーーーーーーー

２１２００ 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) 80

２１２０１ マルバルコウ(黄)(Ipomoea (Quamoclit) coccinea Yellow fl.)(黄、つる性、) 27
２１２０７ アサガオ(茎なし)(Ipomoea (Quamoclit) nil very short type)(15、濃ピンク白縁) 2

ーーーーーーーーー【フウロソウ科】ーーーーーーーーー

２１３１５ 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) 19

２１３１９ 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) 90

２１３４５－３ ゲンノショウコ(混合)(Geranium nepalense var. thunbergii)(30-50、赤白、北海道から沖縄) 2
２１４１０ アサマフウロ(Geranium soboliferum)(30-50、赤紫濃い、茎直立する) 16

ーーーーーーーーー【ブドウ科】ーーーーーーーーーーー

２１８０２－１ アメリカヅタ(バージニアヅタ)(斑入り)(Parthenocissus quinquefolia 'Variegatus')(落葉低木、ツル、アメ
リカ～メキシコ原産) 6

ーーーーーーーーー【ベンケイソウ科】ーーーーーーーー

２１９４０ ヒダカミセバヤ(Hylotelephium cauticola)(5-15、赤、葉はミセバヤより縦長、北海道の固有種) 1
２１９４２ ベンケイソウ(Hylotelephium erythrostictum)（30-50、淡い紅、本州中北部から九州、中国原産〉 32
２１９４７ ミセバヤ(Hylotelephium sieboldii)(40、淡紅、絶滅危惧ⅠB類) 2
２１９４８ エッチュウミセバヤ(Hylotelephium sieboldii var. ettyuense)(10-20、紅、富山県特産) 90

２２０２９ テカリダケキリンソウ(Sedum aizoon var. floribundum f. tekaridake)(10、黄、テカリソウの地域変異種
とされる) 90

２２０３６ セダム ‘バートラムアンダーソン’(Sedum 'Bertram Anderson')(15、赤紫、低温期葉は黒紫色に、ミセ
バヤの改良種) 90

ーーーーーーーーー【ホシクサ科】ーーーーーーーーーー

２２１６３ オオホシクサ(Eriocaulon buergerianum)(15-30、白、一年草、湿地、本州から沖縄) 78

２２１６７－１ イトイヌノヒゲ（大輪種）(Eriocaulon decemflorum var. nipponicum)(5-30、白、一年草、北海道から九
州、湿地) 78

２２１８９ 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) 18,26
２２１９３ 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) 26,73,78

２２２０７ ホウキボシイヌノヒゲ(Eriocaulon sp.)(学名は未定、20-5、白、一年草、湿地、宮崎県の絶滅危惧ⅠA
類) 78

ーーーーーーーーー【ボタン科】ーーーーーーーーーーー
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２２２３３ ヤマシャクヤク(Paeonia japonica)(30-50、白、関東から九州) 2,13,16,33,75,78

２２２３５－１ シャクヤク(パエオニア ラクティフロラ）園芸種のセルフ(Paeonia lactiflora)(70-80、)[親株は赤、一重]
2

２２２３５－２ シャクヤク(パエオニア ラクティフロラ）園芸種(Paeonia lactiflora)(70-80、)[親株は白、一重] 2

２２２４７ 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、北海道から
九州、絶滅危惧Ⅱ類) 16,33,73,75,83

２２２５９－１ ボタン(園芸種のセルフ1)(Paeonia suffruticosa)[親株はピンク] 2

ーーーーーーーーー【マーティニア科】ーーーーーーーー

２２２８５ ツノゴマ(Proboscidea louisianica)(メキシコ原産)[硬実種子のため種皮を削ったり、水に浸漬する] 2

ーーーーーーーーー【マタタビ科】ーーーーーーーーーー

２２２９０－１ 一寸サルナシ(矮性タイプ)(Actinidia arguta) 32

ーーーーーーーーー【マメ科】ーーーーーーーーーーーー

２２４４０－１ 一寸ネムノキ(Albizia julibrissin)（矮性種、四季咲き品種） 32
２２５４３ シュミットソウ(Astragalus sachalinensis)(15-20、ピンク、樺太) 90
２２５４８ 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)) 35
２２５７０ ムラサキセンダイハギ(Baptisia australis)(70-120、青紫、北アメリカ原産) 3
２２６４０ ハナズオウ(ハナスオウ)(Cercis chinensis)(300、紅、中国原産) 2,4
２２６９５ クリトリア(チョウマメ)(Clitoria ternatea)(ツル、青紫、熱帯性) 2,4
２２７２２ タヌキマメ(Crotalaria sessiliflora)(40、青、一年草、本州から沖縄) 9,11,15
２２７７０ フジカンゾウ(Desmodium oldhamii)(50-150、赤、本州から九州) 32
２２９４４ コマツナギ(白)(Indigofera pseudotinctoria white fl.)(80-150、落葉小低木、白) 30
２３２０４ レブンソウ(Oxytropis megalantha)(10-20、濃赤紫、絶滅危惧ⅠB類) 11

２３３２２
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) 2,9

２３３２２－Ｗ
(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)[愛知県] 2

２３５０３ ナンテンハギ(白)(Vicia unijuga white fl.)(30-50、白) 34
２３５３０ ヤマフジ(Wisteria brachybotrys)(ツル、白、日本固有種、本州西部から九州) 26

ーーーーーーーーー【ミカン科】ーーーーーーーーーーー

２３５９０ マツカゼソウ(Boenninghausenia japonica)(40、白、宮城以南から九州) 26
２３５９０－Ｗ (W)マツカゼソウ(Boenninghausenia japonica)(40、白、宮城以南から九州)[愛知県] 2

ーーーーーーーーー【ミズアオイ科】ーーーーーーーーー

２３７１０ ミズアオイ(Monochoria korsakowii)(花系30-70、青、一年草、水田・沼地、常時水要) 2

ーーーーーーーーー【ミズキ科】ーーーーーーーーーー

２３７５５
サンシュユ(Cornus (Benthamidia) officinalis)(落葉小高木、黄、日本原産ではない中国朝鮮から江戸
期に入る) 2

ーーーーーーーーー【ミツガシワ科】ーーーーーーーーー

２３８５０ イワイチョウ(Fauria crista-galli)(白、湿原、本州中部以北北海道) 13

ーーーーーーーーー【ミツバウツギ科】ーーーーーーーー

２３８７２ ミズネコノオ(Eustellaris stellata)(10-50、白淡紫、一年草、湿生植物) 78

ーーーーーーーーー【ムクロジ科】ーーーーーーーーーー

２４０８０ フウセンカズラ(Cardiospermum halicacabum)(ツル、白、一年草) 2,21

ーーーーーーーーー【ムラサキ科】ーーーーーーーーーー

２４２７１
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) 2

ーーーーーーーーー【メギ科】ーーーーーーーーーーーー

２４４４０ サンカヨウ(Diphylleia grayi)(30-60、白、北海道から中部、山地)[20℃以下保湿管理] 70
２４５００－１ ナンテン(白、黄実)(Nandina domestica)(200-500、白、白、黄実、中国原産) 2

２４５１１ ポドフィルム ヘキサンドルム(ヒマラヤハッカクレン)(Podophyllum hexandrum)(薄いピンク、赤実、渓谷
の水辺の林床、明るい林床)[乾燥種子] 75

２４５１３－２ ハッカクレン(♀白花×♂赤花)(斑入り)(Podophyllum pleianthum)[斑発現率不明] 17
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２４５１３－３ ハッカクレン(ミヤオソウ)(斑入り)(Podophyllum pleianthum)[斑発現率40％] 17

２４５１３－５ ハッカクレン(ミヤオソウ)(白花、斑入り)(Podophyllum pleianthum)（40、白）[乾燥種子、斑入りの発現
性不明] 8

２４５１４ 斑入りロッカクレン交配種(♂:versipellis♀:pleianthum)(Podophyllum pleianthum x versipellis)[斑発現
率不明] 17

２４５２０
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)[20℃以下保湿
管理] 70,90

ーーーーーーーーー【モウセンゴケ科】ーーーーーーーー

２４５５１ 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) 16,32
２４５６３ モウセンゴケ(Drosera rotundifolia)(2、白、高山寒地、北海道から九州) 13

２４５６６ トウカイコモウセンゴケ(Drosera tokaiensis)(5以下、赤(花柄は10-20)、冬季も赤い葉、東海地方から
近畿地方) 90

２４５６６－Ｗ (W)トウカイコモウセンゴケ(Drosera tokaiensis)(5以下、赤(花柄は10-20)、冬季も赤い葉、東海地方
から近畿地方)[愛知] 2

ーーーーーーーーー【モクレン科】ーーーーーーーーーー

２４６９５ オオヤマレンゲ(Magnolia seiboldii ssp. japonica)(200-500、落葉低木、白、関東から九州) 83

ーーーーーーーーー【ヤマゴボウ科】ーーーーーーーーー

２５０００ ジュズサンゴ(Rivina humilis)(30、紅、耐寒性弱い、北アメリカ南部から南アメリカ) 20
２５０００－１ ジュズサンゴ(ピンク実)(Rivina humilis)(30、ピンク実、耐寒性弱い、北アメリカ南部から南アメリカ) 20

２５０００－２
ジュズサンゴ(濃赤実)(Rivina humilis)(30、濃赤実濃赤実、耐寒性弱い、北アメリカ南部から南アメリ
カ) 20

２５０００－３ ジュズサンゴ(黄実)(Rivina humilis)(30、黄実、耐寒性弱い、北アメリカ南部から南アメリカ) 20

２５０００－４
ジュズサンゴ(ダイダイ実)(Rivina humilis)(30、ダイダイ実、耐寒性弱い、北アメリカ南部から南アメリ
カ) 20

ーーーーーーーーー【ヤマノイモ科】ーーーーーーーーー

２５０２６－Ｂ 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) 2
２５０２６－Ｗ (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
２５０２６－ＷＢ (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】ーーーーーーーーー

２５３０１ ワタナベソウ(Peltoboykinia watanabei)(30、黄緑、四国九州の深山、絶滅危惧Ⅱ類) 13,90
２５３６２ ジンジソウ(Saxifraga cortusaefolia)(20、白、薄桃、関東地方以西から九州まで) 23
２５３７９ ダイモンジソウ(Saxifraga fordunei var. incisolobata)(10、白、関東以西九州まで) 2

ーーーーーーーーー【ユリ科】ーーーーーーーーーーーー

２５８４１－１ ウバユリ(紅花選抜種)(Cardiocrinum cordatum) 22
２５８４１－２ ウバユリ(羅紗葉)(Cardiocrinum cordatum) 17

２５８４１－Ｗ (W)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)[愛知県] 2

２５９３３ フリチラリア カムチャトケンシス アラスカ型(Fritillaria camschatcensis 'Alaskan form')(クロユリ(アラス
カ型)) 32

２６２１５ ヤマユリ(Lilium auratum)(100-150、白黄、日本固有種、北海道から近畿) 2,83

２６２１５－２ ヤマユリ(八重)(Lilium auratum)(100-150、白黄、日本固有種、北海道から近畿)[山形産、雄蕊あり、
花の芯に花弁が集まる] 32

２６２２３－Ｂ ノヒメユリ(スゲユリ)(Lilium callosum)(40、黄赤、絶滅危惧ⅠB類)[実生小球] 90

２６２３５ ヒメユリ(Lilium concolor var. partheneion)(40、緋色～橙赤、東北南部から沖縄、絶滅危惧ⅠB類)
80,81

２６２５６－Ｂ ササユリ(球根)(Lilium japonicum)(50-80、白～ピンク、日本固有種、中部から九州)[実生1-2年生、小
球] 90

２６２５７ ジンリョウユリ(Lilium japonicum var. abeanum)(50-100、薄いピンク、絶滅危惧ⅠB類) 73
２６２６０－Ｂ オニユリ(２倍体、無点花)(小球)(Lilium lancifolium) 90

２６２６０－１Ｂ オニユリ(♂オウゴンオニユリ×♀無点花、どちらも2倍体オニユリ)(Lilium lancifolium)[実生2年生、小
球] 90

２６２６０－ＥＢ オニユリ(３倍体、ムカゴ)(Lilium lancifolium)(40-80、朱、北海道から九州、中国原産) 74
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２６２６５ コオニユリ(Lilium leichtlinii )(80、橙、ムカゴは出来ない、北海道から九州)[枝分かれしやすいタイプ]
32

２６２７４ ミヤマスカシユリ(Lilium maculatum var. bukosanense)(20-60、オレンジ、岩手茨城埼玉、絶滅危惧Ⅰ
B類) 72

２６２７５ ヤマスカシユリ(Lilium maculatum var. monticola)(葉が細く、茎に稜がない、橙、スカシユリが海岸に
分布するが、山地に分布する、) 70

２６２９７ リリウム フィリッピネンセ(Lilium philipinense)(40-80、白、芳香、フィリッピン台湾) 23
２６３０１ イトハユリ(Lilium pumilum)(40、黄赤) 90
２６３０７－１ ヒメサユリ(白花種×ピンク普通種)(Lilium rubellum)[白のF1なので100％有色花、F2で白は分離] 70
２６３０７－２ ヒメサユリ(白花種×ピンク普通種)のF2(Lilium rubellum)[白のF2なので、理論上25％は白に] 70
２６３１０ カノコユリ(Lilium speciosum)(100-150、白からピンク、四国九州、絶滅危惧II類) 78,90
２６３１０－１Ｂ カノコユリ(交配種白花♂×並花♀)(Lilium speciosum)[実生小球] 90
２６４３０ ノモカリス アペルタ(Nomocharis aperta)(40-60、ピンクに濃紅斑) 12

２６５２０
オオバタケシマラン(Streptopus amplexifolius var. papillatus)(50-100、白緑、中部以北から北海
道)[保湿管理] 13

２６５４６ 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) 2,83
２６５４６－３ ホトトギス(斑入り）(Tricyrtis hirta) 90

２６５６３ ジョウロウホトトギス(Tricyrtis macrantha)(トサジョウロウホトトギスともいう、黄、葉は茎を半分抱き込
む、絶滅危惧Ⅱ類) 90

２６５６４ キイジョウロウホトトギス(Tricyrtis macranthopsis)(40-80、黄、葉は茎を抱き込んでいる、絶滅危惧Ⅱ
類) 78

２６５６５ ヤマホトトギス(Tricyrtis macropoda)(30-50、白地に赤紫斑点、茎の頂部で枝分かれて花が咲く、花
びらは強く反転、日本各地) 32,81

２６５６８ チャボホトトギス(Tricyrtis nana)(10、黄、東海から屋久島) 78
２６６０９－Ｂ ツリパ クルシアナ（小球）(Tulipa clusiana)（10-50、白赤、イラク北部～トルコ南部 86

ーーーーーーーーー【ラン科】ーーーーーーーーーーーー

２６７６４ シラン(Bletilla striata)(30-40、紫、最も丈夫な野生ランの一つ)　 2

２６８１６－Ｗ （W)エビネ（ジエビネ）(Calanthe discolor)（30-50、白と茶色、山地、北海道西南部から九州）[愛知県]
2

２７２３６ ミヤマウズラ(Goodyera schlechtendaliana)(10-30花茎、薄いピンク、冷温帯から亜熱帯の林下)[萼な
し] 32

２７２３６－Ｗ (W)ミヤマウズラ(Goodyera schlechtendaliana)(10-30花茎、薄いピンク、冷温帯から亜熱帯の林
下)[山形県] 32

２７３５２ コクラン(Liparis nervosa)(15、黒紫、茨城以南四国九州) 2
２７４４０ フウラン(Neofinetia falcata)(10、白、本州中部以南、琉球、絶滅危惧Ⅱ類) 2
２７５８０ サギソウ(Pecteilis radiata)(20-30、白) 34
２７６５７－Ｂ プレイオネ ベラビ｢パープルサンドピッパー｣(Pleione Berapi 'Purple Sandpiper')(赤紫、交配種) 12
２７６６１－Ｂ プレイオネ キャプテン フック(Pleione 'Captein Hook')(白、濃ピンク) 12
２７６６４－Ｂ プレイオネ フォルモサナ アルバ（タイリントキソウ白）(Pleione formosana alba)(白) 10
２７６６６－Ｂ プレイオネ フォルモサナ ｢クレア｣(Pleione formosana 'Clare')(白) 12
２７６６７－Ｂ プレイオネ フォルモサナ セルレア選抜個体(Pleione formosana Coerulea)(薄い青) 12
２７６６８－Ｂ プレイオネ フォルモサナ｢オリエンタルグレス｣(Pleione formosana 'Oriental Grace')(原種系) 12
２７６７２－Ｂ プレイオネ グレーシア ピーク(Pleione Glacier Peak)(白花弁やや黄、交配種) 12
２７６７６－Ｂ プレイオネ ジョルロー｢ハーレクイン」(Pleione Jorullo 'Harlequin')(交配種) 12
２７６８３－Ｂ プレイオネ ラカタ｢キャメロット｣(Pleione Rakata 'Camelot')(濃いピンク、交配種) 12
２７６８４－Ｂ プレイオネ シャンタン  ｢ドゥカット」(Pleione Shantung 'Ducut')(交配種) 12
２７６８８－Ｂ プレイオネ ストロンボリィ｢ロビン」(Pleione Stromboli 'Robin') 12
２７６８９－Ｂ プレイオネ トリマ ｢ムーヘン」(Pleione Tolima 'Moorhen')(交配種) 12
２７６９２－Ｂ プレイオネ ボルトイニイ(Pleione Voltolinii)(ピンク紅) 12
２７６９５－Ｂ プレイオネ タリエンセ(Pleione x taliense)(bulbocodioidesとyunnanensisの交配種) 12
２７６９６－Ｂ 雲南トキソウ(Pleione yunnanensis)(淡い紫、やや耐寒性あり、四川省雲南省） 12
２７７６２ ネジバナ(Spiranthes sinensis ｖar. amoena)(10-40、ピンク、日本全土) 2

ーーーーーーーーー【リンドウ科】ーーーーーーーーーー
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２７９３０
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) 13

２７９６９－Ｗ (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] 80
２８０７９ リンドウ(ササリンドウ)(Gentiana scabra var. buergeri)(20-100、青紫、本州から九州) 32,90
２８０７９－Ｗ (W)リンドウ(Gentiana scabra var. buergeri)(20-100、青紫、本州から九州)[山形県] 32
２８０７９－Ｗ１ (W)リンドウ(Gentiana scabra var. buergeri)(20-100、青紫、本州から九州)[長野県] 83
２８０８８ アサマリンドウ(Gentiana sikokiana)(20、青、紀伊半島南部、中国、四国、九州) 90
２８０９３ コケリンドウ(Gentiana squarrosa)(3-10、薄紫、2年草、北海道から九州) 4,85
２８０９５ コケリンドウ(白花)(Gentiana squarrosa white fl.)(3-10、白、2年草) 4,85

２８１１５ エゾリンドウ(Gentiana triflora var. japonica)(30-100、青紫、日本原産、北海道から近畿以北、山地の
湿地帯) 13

２８１１６ エゾリンドウ(白)(Gentiana triflora var. japonica alba)(30-100、白、日本原産、北海道から近畿以北、
山地の湿地帯) 13

２８１１９ 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) 13

２８１１９－１ ソラヌマリンドウ（通称）(Gentiana triflora var. japonica f. montana)(10、青紫、エゾオヤマリンドウの矮
性種のハイブリット) 13

２８１２０ エゾオヤマリンドウ(白)(Gentiana triflora var. japonica f. montana white fl.)(30-40、白、中部以北から
北海道、亜高山) 75

２８２１１ アケボノソウ(Swertia bimaculata)(40-50、白地に点、越年草、北海道から九州) 26,90
ーーーーーーーーー【レンプクソウ科】ーーーーーーーーー

２８２８３－１ ガマズミ(黒実）(Viburnum dilatatum) 35
２８２９４ ムシカリ(Viburnum furcatum)(落葉低木、白、山地(関東以西では低山にはない)[少量、保湿種子] 90
２８３０７ フウリンガマズミ(Viburnum setigerum)(200-300、白、赤実、中国原産) 9
２８３１４ ミヤマガマズミ(Viburnum wrightii)(200-400、白、赤実、北海道・本州・四国・九州) 30

ーーーーーーーーー【ロウバイ科】ーーーーーーーーーー

２８３６０ ナツロウバイ(Synocalycanthus chinensis)(落葉低木、白、浙江省原産) 30
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