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◇属および種の配列は、学名のアルファベット順とした。

◇主に農業生産者の利用に配慮し、学名は命名者名を省略し、ローマ法に準拠し
表記した。

◇和名・通称名は、一般的な和名を用いるよう心掛けた。しかし、近年導入され
た種、品種については、学名や園芸種名そのものが通称になっているものがあ
るため、生産・流通の段階で普及している呼称を用いた。

◇学名中の略称は以下のとおりである。
cv. ‘ ’
園芸品種
f.
品種
sp.
種小名
Ser.
シノニム
var.
変種
×
交雑種

◇植物名については、主に以下の文献を参考にした。
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学

名

和名・通称名

1

A. palmatum × A. amoenum

イロハモミジ×オオモミジ 雑種

2

Abelia × grandiflora ‘Aurea’

アベリア ‘オーレア’

3

Abelia × grandiflora ‘Confetti’

アベリア ‘コンフェッティ’

4

Abelia × grandiflora ‘Edward Goucher’

アベリア ‘エドワードゴーチャー’

5

Abelia × grandiflora ‘Francis Mason’

アベリア ‘フランシスメイソン’

6

Abelia × grandiflora ‘Hopleys’

アベリア ‘ホープレイズ’

7

Abelia × grandiflora ‘Jackpot’

アベリア ‘ジャックポット’

8

Abelia chinensis

アベリア シネンシス

9

Abelia mosanensis

アベリア モサネンシス

10

Abelia sp.

アベリア ‛Dr.クリーチ’

11

Acca sellowiana

フェイジョア

12

Acca sellowiana ‘Apollo’

フェイジョア ‘アポロ’

13

Acca sellowiana ‘Jemini’

フェイジョア ‘ジェミニ’

14

Acca sellowiana ‘Mammoth’

フェイジョア ‘マンモス’

15

Acca sellowiana ‘Marian’

フェイジョア ‘マリアン’

16

Acca sellowiana ‘Triumph’

フェイジョア ‘トライアンフ’

17

Acer amoenum

オオモミジ

18

Acer buergerianum ‘Hanachirusato’

トウカエデ ‘花散里’

19

Acer cissifolium

ミツデカエデ

20

Acer griseum

グリセウムカエデ

21

Acer japonicum

ハウチワカエデ

22

Acer palmatum ‘Tsukasa Silhouette’

イロハモミジ ‘司シルエット’

23

Acer platanoides ‘Columnare’

ノルウェーカエデ ‘コルムナー’

24

Acer platanoides ‘Crimson King’

ノルウェーカエデ ‘クリムソンキング’

25

Acer platanoides ‘Deborah’

ノルウェーカエデ ‘デボラ’

26

Acer platanoides ‘Emerald Queen'

ノルウェーカエデ ‘エメラルドクイーン’

27

Acer platanoides ‘Faassen's Black’

ノルウェーカエデ ‘ファッセンズブラック’

28

Acer platanoides ‘Globosum’

ノルウェーカエデ ‘グロボーサム’
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29

Acer platanoides ‘Princeton Gold’

ノルウェーカエデ ‘プリンストンゴールド’

30

Acer rubrum ‘October Glory’

ベニカエデ ‘オクトーバーグローリー’

31

Acer rubrum ‘Red Sunset’

ベニカエデ ‘レッドサンセット’

32

Acer rubrum ‘Scanlon’

ベニカエデ ‘スカンロン’

33

Aesculus hippocastanum

セイヨウトチノキ

34

Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’

セイヨウトチノキ ‘バウマニー’

35

Aesculus indica ‘Sydney Pearce’

インドトチノキ ‘シドニーピアス’

36

Aesculus parviflora

アエスクルス パルウィフロラ

37

Aesculus pavia

アメリカアカバナトチノキ

38

Albizia julibrissin ‘Sunmmer Chocolate’

ネムノキ ‘サマーチョコレート’

39

Amelanchier × grandiflora ‘Ballerina’

ザイフリボク ‘バレリーナ’

40

Amelanchier × grandiflora ‘Robin Hill’

ザイフリボク ‘ロビンヒル’

41

Amelanchier asiatica

ザイフリボク

42

Amelanchier laevis ‘Snowflakes’

ザイフリボク ‘スノーフレークス’

43

Amelanchier lamarckii

ザイフリボク ラマルキー

44

Araucaria araucana

チリマツ

45

Arbutus unedo ‘Compacta’

イチゴノキ‘コンパクタ’

46

Arbutus unedo ‘Rubra’

イチゴノキ‘ルブラ’

47

Aronia × prunifolia

アロニア プルニフォリア

48

Aronia melanocarpa ‘Autumn Magic’

アロニア メラノカルパ ‘オータムマジック’

49

Asimina triloba

ポポー

50

Aucuba japonica ‘Angelon’

アオキ ‘アンジェロン’

51

Aucuba japonica ‘Golden King’

アオキ ‘ゴールデンキング’

52

Aucuba japonica ‘Star Dust’

アオキ ‘スターダスト’

53

Aucuba japonica ‘Sulphurea’

アオキ ‘サルフレア’

54

Berberis × media ‘Charity’

マホニア ‘チャリティ’

55

Berberis aquifolium ‘Apollo’

セイヨウヒイラギナンテン ‘アポロ’

56

Berberis aquifolium ‘Green Ripple’

セイヨウヒイラギナンテン ‘グリーンリップル’

57

Berberis confusa ‘Narihira’

バーバリス コンフーサ ‘ナリヒラ’
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58

Berberis japonica

ヒイラギナンテン

59

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’

メギ ‘アトロプルプレア ナナ’

60

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’

メギ ‘アトロプルプレア’

61

Berberis thunbergii ‘Golden ring’

メギ ‘ゴールデンリング’

62

Broussonetia papyrifera 'Golden Shadow'

カジノキ ‘ゴールデンシャドウ’

63

Buddleja

ブッドレア

64

Buddleja cv.

ブッドレア（紫花）

65

Buddleja cv. White flower

ブッドレア（白花）

66

Buxus sempervirens ‘Elegantissima’

セイヨウツゲ ‘エレガンティシマ’

67

C.sargentii × C.subhirtella ‘Accolade’

サクラ ‘アーコレイド’

68

Callistemon speciosus

ブラシノキ

69

Calycanthus × ‘Venus’

ナツロウバイ

70

Calycanthus feretilis ‘Purpureus’

クロバナロウバイ ‘プルプレアス’

71

Calycanthus floridus

ニオイロウバイ

72

Calycanthus floridus ‘Athens’

ニオイロウバイ ‘アテネ’

73

Camellia lutchuensis ‘Erina’

ヒメサザンカ ‘エリナ’

74

Campsis × tagliabuana ‘Madame Galen’

ノウゼンカズラ ‘マダムガレン’

75

Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’

セイヨウシデ ‘フランツフォンテイン’

76

Carpinus betulus ‘Purprea’

セイヨウシデ ‘プルプレア’

77

Castanopsis cuspidata ‘Angyo Yellow’

フクリンスダジイ ‘安行イエロー’

78

Catalpa bignonioides ‘Aurea’

アメリカキササゲ ‘オーレア’

79

Catalpa ovata

キササゲ

80

Cedrus atlantica ‘Aurea’

アトラスシーダー ‘オーレア’

81

Cedrus atlantica ‘Glauca Pendula’

アトラスシーダー ‘グラウカペンデュラ’

82

Cedrus deodara

ヒマラヤスギ

83

Celtis sinensis

エノキ

84

Cerasus ‘Okame’

サクラ ‘オカメ’

85

Cerasus ‘Youkou’

サクラ ‘陽光’

86

Cerasus glandulosa cv.

ニワザクラ ‘桃八重’
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87

Cerasus glandulosa cv.

ニワザクラ ‘白八重’

88

Cerasus ‘Accolade’

サクラ‘アーコレード’

89

Cerasus cistena

セラスス システナ

90

Cerasus incisa ‘Oshidori’

サクラ‘鴛鴦’

91

Cerasus serrulata ‘Beni-shigure’

サクラ‘紅時雨’

92

Cerasus subhirtella

コヒガンザクラ

93

Cercis canadensis ‘Forest Pansy’

アメリカハナズオウ ‘フォレストパンジー’

94

Cercis canadensis ‘Silver Cloud’

アメリカハナズオウ ‘シルバークラウド’

95

Chamaecyparis thyoides ‘Variegata’

ヌマヒノキ ‘バリエガタ’

96

Chimonanthus praecox

ロウバイ

97

Chimonanthus praecox ‘Hartlage Wine’

ロウバイ ‘ハートレッジワイン’

98

Chimonanthus praecox ‘White dress’

ロウバイ ‘ホワイトドレス’

99

Chimonanthus praecox var.concolor

ソシンロウバイ

100

Chionanthus retusus

ヒトツバタコ

101

Chionanthus virginicus

アメリカヒトツバタゴ

102

Chitalpa tashkantensis ‘Pink Dawn’

チタルパ ‘ピンクドーン’

103

Cinnamomum camphora ‘Red Monroe’

クスノキ ‘レッドモンロー’

104

Cinnamomum sieboldii

ニッケイ

105

Cladrastis kentukea ‘Rosea’

フジキ ケンタッキー ‘ロゼア’

106

Clematis armandii

クレマチス アーマンディ

107

Clethra alnifolia ‘Ruby Spice’

アメリカリョウブ ‘ルビースパイス’

108

Cleyera japonica ‘Variegata’

サカキ‘バリエガータ’

109

Cornus × ‘Celestial Shadow’

コルヌス ‘セレスティアルシャドウ’

110

Cornus × rutban ‘Aurora’

ハナミズキ ‘オーロラ‘

111

Cornus × rutgan ‘Stellar Pink’

コルヌス ‘ステラピンク’

112

Cornus alba ‘Winter Beauty’

シラタマミズキ ‘ウィンタービューティー’

113

Cornus capitata

ヒマラヤヤマボウシ（コルヌスカピタタ）

114

Cornus controversa ‘Variegata’

ミズキ ‘バリエガータ’

115

Cornus florida ‘Pink Dimple’

ハナミズキ ‘ピンクディンプル’
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116

Cornus florida ‘Unryu’

ハナミズキ ‘雲竜’

117

Cornus hongkongensis

常緑ヤマボウシ

118

Cornus hongkongensis ‘Gekkou’

常緑ヤマボウシ ‘月光’

119

Cornus hongkongensis ssp.melanotricha

ガビサンヤマボウシ

120

Cornus kousa ‘Beni Fuji’

ヤマボウシ ‘紅富士’

121

Cornus kousa ‘Gold Star’

ヤマボウシ ‘ゴールドスター’

122

Cornus kousa ‘Milky Way’

ヤマボウシ ‘ミルキーウェイ’

123

Cornus kousa ‘Norman Hadden’

ヤマボウシ ‘ノーマンヘイデン’

124

Cornus kousa ‘Wolf Eyes’

ヤマボウシ‘ウルフアイズ’

125

Cornus mas ‘Aurea’

セイヨウサンシュユ ‘オーレア’

126

Cornus mas ‘Elegantissima’

セイヨウサンシュユ ‘エレガンティシマ’

127

Cornus mas ‘Jolico’

セイヨウサンシュユ ‘ショリコ’

128

Cornus mas ‘Ukraine Yellow’

セイヨウサンシュユ ‘ウクライナイエロー’

129

Cornus mas ‘Variegata’

セイヨウサンシュユ ‘バリエガータ’

130

Cornus sp.

矮性ヤマボウシ

131

Cortaderia selloana ‘Silver Stripe’

パンパスグラス ‘シルバーストライプ’

132

Corylopsis sinensis

シナミズキ

133

Corylus avellana ‘Aurea’

セイヨウハシバミ ‘オウレア’

134

Corylus avellana ‘Contorta’

セイヨウハシバミ ‘コントータ’

135

Corylus maxima ‘Purpurea’

セイヨウハシバミ ‘プルプレア’

136

Cotinus coggygria ‘Flame’

スモークツリー ‘フレーム’

137

Cotinus coggygria ‘Grace’

スモークツリー ‘グレース’

138

Cotinus coggygria ‘Green Ball’

スモークツリー ‘グリーンボール’

139

Cotinus coggygria ‘Royal Purple’

スモークツリー ‘ロイヤルパープル’

140

Cotinus coggygria ‘Young Lady’

スモークツリー ‘ヤングレディー’

141

Cotoneaster horizontalis sp.

コトネアスター 立性

142

Crataegus cuneata

サンザシ

143

Crataegus laevigata ‘Paul's Scarlet’

セイヨウサンザシ ‘ポールズスカーレット’

144

Cryptomeria japonica ‘Globosa’

スギ ‘グロボーサ’

5

145

× Cupressocyparis leilandii

レイランドヒノキ

146

× C. leilandii ‘Gold Rider’

レイランドヒノキ ‘ゴールドライダー’

147

× C. leilandii ‘Naylor's Blue’

レイランドヒノキ ‘ネイローズブルー’

148

× C. leylandii ‘Silver Dust’

レイランドヒノキ ‘シルバーダスト’

149

Cupressus macrocarpa

モントレーサイプレス

150

Cupressus sempervirens

イタリアンサイプレス

151

Cupressus sempervirens ‘Swanes Golden’

イタリアンサイプレス ‘スワンズゴールド’

152

Daphniphyllum sp.

エゾヒメユズリハ

153

Davidia involucrata

ハンカチノキ

154

Davidia involucrata ‘Aya-nishiki’

ハンカチノキ ‘綾錦’

155

Dendropanax trifidus

カクレミノ

156

Deutzia × elegantissima ‘Rosealind’

ウツギ‛ロゼアリンド’

157

Deutzia × hybrida ‘Magicien’

サラサウツギ ‘マジシャン’

158

Deutzia gracilis ‘Aurea’

ヒメウツギ ‘オーレア’

159

Deutzia gracilis ‘Dankan’

ヒメウツギ ‘ダンカン’

160

Deutzia scabra ‘Plena’

サラサウツギ ‘プレナ’

161

Dianella caerulea ‘DBB03’（Cassa Blue）

ディアネラ カエルレア ‘カーサブルー’

162

Diospyros cathayensis

シセントキワガキ

163

Diospyros rhombifolia ‘Miyakobeni’

ロウヤガキ ‘都紅’

164

Elaeagnus × submacrophylla ‘Gilt Edge’

グミ ‘ギルトエッジ’

165

Elaeagnus × submacrophylla ‘Limelight’

グミ ‘ライムライト’

166

Euonymus fortunei ‘Silver Queen’

ツルマサキ ‘シルバークィーン’

167

Euonymus hamiltonianus

マユミ

168

Eurya japonica ‘Tricolor’

ヒサカキ ‘トリカラー’

169

Exochorda racemosa

リキュウバイ

170

Fagus sylvatica

ヨーロッパブナ

171

Fagus sylvatica ‘Purpurea’

ムラサキブナ

172

Forsythia × intermedia ‘Golden Times’

レンギョウ ‘ゴールデンタイム’

173

Forsythia × intermedia ‘Lynwood’

レンギョウ ‘リンウッド’
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174

Fothergilla major ‘ Monticola Group’

フォッサギラ マヨール‘モンテコラ グループ’

175

Fraxinus griffithii

シマトネリコ

176

Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’

ビロウドトネリコ ‘サミット’

177

Gardenia jasminoides ‘Gold Metal’

クチナシ ‘ゴールドメタル’

178

Ginkgo biloba ‘Princeton Sentry’

イチョウ ‘プリンセトンセンチュリー’

179

Ginkgo biloba ‘Sensation’

イチョウ ‘センセーション’

180

Hamamelis × intermedia ‘Arnold Plomise’

マンサク インテルメディア ‘アーノルドプロミス’

181

Hamamelis × intermedia ‘Diane’

マンサク インテルメディア ‘ダイアン’

182

Hamamelis × intermedia ‘Jelena’

マンサク インテルメディア ‘ジェレナ’

183

Hamamelis × intermedia ‘Pallida’

マンサク インテルメディア ‘パリダ’

184

Heptacodium miconoides

ナナコバナ

185

Hibiscus syriacus ‘Daitokuji-hanagasa’

ムクゲ ‘大徳寺花笠’

186

Hibiscus syriacus ‘Daitokujishiro’

ムクゲ ‘大徳寺白’

187

Hibiscus syriacus ‘Tottorihanagasa’

ムクゲ ‘鳥取花笠’

188

Hibiscus syriacus ‘Woodbridge’

ムクゲ ‘ウッドブリッジ’

189

Hosta

ギボウシ

190

Hosta undulata

スジギボウシ

191

Hydrangea arborescens ‘Annabelle’

アメリカアジサイ ‘アナベル’

192

Hydrangea arborescens ‘NCHA1’

アメリカアジサイ ‘ピンクのアナベル’

193

Hydrangea paniculata ‘Limelight’

ノリウツギ ‘ライムライト’

194

Hydrangea quercifolia ‘Snow Flake’

カシワバアジサイ ‘スノーフレイク’

195

Hydrangea quercifolia ‘Snow Queen’

カシワバアジサイ ‘スノークイーン’

196

Hydrangea serrata ‘Golden Sunlight’

ヤマアジサイ ‘ゴールデンサンライト’

197

Hydrangea serrata ‘Kurenai’

ヤマアジサイ ‘紅’

198

Hydrangea serrata ‘Kurohime’

ヤマアジサイ ‘黒姫’

199

Hydrangea serrata ‘Shitidanka’

ヤマアジサイ ‘七段花’

200

Ilex × attenuata ‘Sunny Foster’

セイヨウヒイラギ ‘サニーフォスター’

201

Ilex aquifolium ‘Argentea Marginata’

セイヨウヒイラギ ‘アルゲンテアマルギナータ’

202

Ilex chinensis

ナナミノキ
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203

Ilex cornuta sp.

ホーリー JCバントール

204

Ilex crenata ‘Golden Gem’

イヌツゲ ‘ゴールデンジェム’

205

Ilex crenata ‘Helleri’

イヌツゲ ‘ヒレリー’

206

Ilex integra ‘Ougon’

モチノキ ‘オウゴン’

207

Ilex pedunculosa

ソヨゴ

208

Ilex pedunculosa ‘Harasima’

ソヨゴ ‘ハラシマ’

209

Ilex pedunculosa ‘Harukaze’

ソヨゴ ‘春風’

210

Ilex pedunculosa ‘Princess Ruby’

ソヨゴ ‘プリンセスルビー’

211

Ilex pedunculosa ‘Winter Ruby’

ソヨゴ ‘ウインタールビー’

212

Ilex pedunculosa sp.

ソヨゴ（斑入り）

213

Ilex vomitoria

ヤポンノキ

214

Ilex vomitoria ‘Fastigiata’

ヤポンノキ‘ファスティギアータ’

215

Illicium henry

イリキウム ヘンリー

216

Itea ilicifolia

ヒイラギズイナ（シナズイナ）

217

Itea virginica ‘Henry's Garnet’

コバノズイナ‘ヘンリーズガーネット’

218

Juniperus × pfitzeriana ‘Hetzii’

フィツェリアーナビャクシン ‘ヘッツィー’

219

Juniperus × pfitzeriana ‘Mint Julep’

フィツェリアーナビャクシン ‘ミントジュレップ’

220

Juniperus × pfitzeriana ‘Old Gold’

フィツェリアーナビャクシン ‘オールドゴールド’

221

Juniperus × pfitzeriana ‘Pfitzeriana Aurea’

フィツェリアーナビャクシン ‘フィッツェリアナオーレア’

222

Juniperus × pfitzeriana ‘Plumosa Aureovariegata’

フィツェリアーナビャクシン ‘プルモサオーレオバリエガータ’

223

Juniperus communis ‘Gold Cone’

セイヨウネズ ‘ゴールドコーン’

224

Juniperus scopulorum ‘BlueHeaven’

コロラドビャクシン ‘ブルーヘブン’

225

Juniperus scopulorum ‘Wichita Blue’

コロラドビャクシン ‘ウィッチタブルー’

226

Juniperus virginiana 'Sky Rocket'

エンピツビャクシン‘スカイロケット’

227

Kalmia latifolia ‘Osbo Red’

カルミア ‘オスボレッド’

228

Kolkwitzia amabilis

コルクヴィチア アマビリス

229

Lagerstroemia fauriei ‘Muskogee’

サルスベリ ‘マスコギー’

230

Lagerstroemia fauriei ‘Natchez’

サルスベリ ‘ナチェス’

231

Lagerstroemia fauriei ‘Tuscarora’

サルスベリ ‘タスカローラ’
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232

Lagerstroemia indica ‘Country Red’

サルスベリ ‘カントリーレッド’

233

Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’

イボタ ‘オウレウム’

234

Ligustrum ovalifolium ‘Vicary’

イボタ‘ヴィカリー’

235

Liquidambar styraciflua ‘Penwood’

モミジバフウ ‘ペンウッド’

236

Liquidambar styraciflua ‘Rotundiloba’

モミジバフウ ‘ロタンディロバ’

237

Liquidambar styraciflua ‘Silver King’

モミジバフウ ‘シルバーキング’

238

Liquidambar styraciflua ‘Slender Silhouette’

モミジバフウ ‘スレンダーシルエット’

239

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball'

モミジバフウ ’ガムボール’

240

Liriodendron tulipifera

ユリノキ

241

Liriodendron tulipifera ‘Aureomarginatum’

ユリノキ ‘オーレオマルギナータム’

242

Liriodendron tulipifera ‘Fastigiatum’

ユリノキ ‘ファスティギアッツム’

243

Liriope muscari

ヤブラン

244

Liriope muscari ‘Silver dragon’

ヤブラン‘シルバードラゴン’

245

Liriope muscari ‘Variegata'

ヤブラン‘バリエガータ’

246

Lonicera fragrantissima

ロニセラ フレグランティシマ

247

Lonicera gracilipes var. glabra

ウグイスカグラ

248

Loropetalum chinense

トキワマンサク（赤葉赤花）

249

Loropetalum chinense

トキワマンサク（青葉白花）

250

Lyonia mariana

リオニア マリアナ

251

Magnolia ‘Galaxy’

マグノリア ‘ギャラクシー’

252

Magnolia ‘Sayonara’

マグノリア ‘サヨナラ’

253

Magnolia × brooklynensis ‘Elizabeth’

マグノリア ‘エリザベス’

254

Magnolia × brooklynensis ‘Yellow Bird’

マグノリア ‘イエローバード’

255

Magnolia × kewensis ‘Wada`s Memory’

マグノリア ‘ワダスメモリー’

256

Magnolia × soulangeana ‘Alexandrina’

マグノリア ‘アレキサンドリナ’

257

Magnolia × wieseneri

ウケザキオオヤマレンゲ

258

Magnolia acuminata ‘Kinju’

マグノリア ‘金寿’

259

Magnolia chingii

桂南木蓮

260

Magnolia delavayi

マグノリア デラヴァイ
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261

Magnolia glauca

灰木蓮

262

Magnolia grandiflora ‘Little Gem’

タイサンボク ‘リトルジェム’

263

Magnolia grandiflora ‘Magestic Beauty’

タイサンボク ‘マジェスティックビューティー’

264

Magnolia grandiflora ‘Praeccx Fastigiata’

タイサンボク ‘プラエコックスファスティギアタ’

265

Magnolia heptapeta

ハクモクレン

266

Magnolia insignis

マグノリア インシグニス

267

Magnolia moto

マグノリア モト

268

Magnolia patungensis

巴東木蓮

269

Magnolia salicifolia

タムシバ

270

Magnolia sieboldii

オオヤマレンゲ

271

Magnolia stellata ‘Waterlily’

シデコブシ ‘ウォーターリリー’

272

Magnolia tomentosa (M.stellata) sp.

ヒメコブシ ロイヤルスター

273

Magnolia virginiana ‘Henry Hicks’

マグノリア ‘ヘンリーヒックス’

274

Magnolia virginiana cv.

マグノリア バージニアーナ

275

Magnolia virginiana var. australis

マグノリア オーストラリス

276

Magnolia yuyuensis

マグノリア ユエンシス

277

Magrolia × Soulangeana ‛ Verbanic’

サラサモクレン‘ベルバニカ’

278

Malus ‘Alps Otome’

リンゴ ‘アルプス乙女’

279

Malus domestica ‘Bolero’

マルス ドメスティカ ‘ボレロ’

280

Melaleuca alternifolia

メラレウカ

281

Michelia figo ‘Port Wine’

カラタネオガタマ ‘ポートワイン’

282

Michelia figo ‘Purple Queen’

カラタネオガタマ ‘パープルクイーン’

283

Michelia figo ‘Tsuzuki’

カラタネオガタマ ‘都築’

284

Michelia foveolata ‘Kinba’

金葉含笑

285

Michelia foveolata var.cinerascens

灰毛含笑

286

Michelia fulgens

亮葉含笑

287

Michelia guangxiensis

ミケリア グアンシエンシス

288

Michelia longistamina

長蕊含笑

289

Michelia macclurei

醉香含笑
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290

Michelia martinii

黄心夜合

291

Michelia maudiae

深山含笑（ミヤマハンショウ）

292

Michelia platypetala

雲山白蘭花（闊瓣含笑）

293

Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’

イトススキ

294

Miscanthus sinensis ‛Zebrinus’

タカノハススキ

295

Miscanthus sinensis 'Variegatus'

シマススキ

296

Myrtus communis

ギンバイカ

297

Nandina domestica

ナンテン

298

Nandina domestica ‘Otafukunanten’

ナンテン‘オタフクナンテン’

299

Nyssa sylvatica

ニッサ シルバチカ

300

Olea europaea ‘Mission’

オリーブ ‘ミッション’

301

Ophiopogon jaburan ‘Vittatus’

ノシラン ‘ビッタータス’

302

Osmanthus × burkwoodii

オスマンサス バークウッディ

303

Osmanthus delavayi

オスマンサス デラバイ（春咲きギンモクセイ）

304

Osmanthus fragrans ‘Sweet olive’

ギンモクセイ‘スイートオリーブ’

305

Oxydendrum arboreum

オキシデンドラム アーボレウム

306

Parabenzoin praecox

アブラチャン

307

Philadelphus ‘Innocence’

バイカウツギ ‘イノセンス’

308

Philadelphus × purpureomaculatus ‘Belle Etoile’ バイカウツギ ‘ベルエトワール’

309

Philadelphus coronarius ‘Snow Bell’

バイカウツギ ‘スノーベル’

310

Philadelphus cv.

バイカウツギ ‘オウゴン’

311

Phormium ‘puruprea’

ニューサイラン ‘プルプレア’

312

Phormium ‘variegata’

ニューサイラン ‘バリエガータ’

313

Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’

テマリシモツケ ‘ディアボロ’

314

Physocarpus opulifolius ‘Luteus

テマリシモツケ ‘ルテウス’

315

Physocarpus opulifolius 'Seward' Summer Wine

テマリシモツケ サマーワイン

316

Picea glauca var. albertiana ‘Conica’

カナダトウヒ ‘コニカ’

317

Picea pungens ‘Globosa’

コロラドトウヒ ‘グロボーサ’

318

Picea pungens ‘Iseli Fastigiate’

コロラドトウヒ ‘アイズリーファスティギアータ’
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319

Picea pungens ‘Koster’

コロラドトウヒ ‘コスター’

320

Pieris japonica ‘Spring Bell’

アセビ ‘スプリングベル’

321

Pinus densiflora ‘Umbraculifera’

マツ‛美松（うつくしまつ）’

322

Pistacia chinensis

カイノキ

323

Platycladus orientalis ‘Aurea’

コノテガシワ ‘オーレア’

324

Platycladus orientalis ‘Beverleyensis’

コノテガシワ ‘ビバリエンシス’

325

Platycladus orientalis ‘Elegantissima’

コノテガシワ ‘エレガンティッシマ’

326

Platycladus orientalis ‘Rosedalisr’

コノテガシワ ‘ローズダリス’

327

Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’

ベニバスモモ

328

Prunus cerasifera var. fastigiata

ベニバスモモ‘ファスティギアータ’

329

Prunus laurocerasus ‘Etna’

セイヨウバクチノキ ‘エトナ’

330

Prunus laurocerasus ‘Marbled White’

セイヨウバクチノキ ‘マーブルホワイト’

331

Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’

セイヨウバクチノキ ‘オット ライケン’

332

Prunus lusitanica

プルヌス ルシタニカ

333

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

アメリカハナナシ ‘チャンティクリール’

334

Pyrus salicifolia ‘Oharabeni’

ギンヨウナシ ‘オオハラベニ’

335

Quercus aliena ‘lutea’

ナラガシワ‘ルテア’

336

Quercus coccinea ‘Splendens’

クエルカス コッキネア ‘スプレンデンス’

337

Quercus palustris

アメリカガシワ

338

Quercus palustris ‘Green Pillar’

アメリカガシワ ‘グリーンピラー’

339

Quercus phellos

ヤナギバナラ

340

Quercus robur ‘Fastigiata Koster’

イギリスナラ ‘ファスティギアータコースタ’

341

Quercus robur ‘Fastigiata’

イギリスナラ ‘ファスティギアータ’

342

Quercus robur ‘Pendula’

イギリスナラ ‘ペンデュラ’

343

Quercus rubra

アカガシワ

344

Rhaphiolepis umbellata ‘Rosea’

ヒメシャリンバイ‘ロゼア’

345

Rhododendron ‘Haruichiban’

ツツジ ‘春一番’

346

Rhododendron ‘Yoshino’

ツツジ ‘吉野’

347

Rhododendron cvs.

セイヨウシャクナゲ
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348

Rhodoleia championii

ロドレイヤ ‘レッドファンネル’

349

Rhodoleia henryi

ロドレイヤ ヘンリー

350

Salix integra ‘Hakuro-nishiki’

ヤナギ ‘白露錦’

351

Sapium japonicum

シラキ

352

Sequoia sempervirens

セコイア

353

Skimmia japonica ‘Liebesiana’

ミヤマシキミ‘リーベシアナ’

354

Skimmia japonica ‘Rubella’

ミヤマシキ‘ ルベラ’

355

Spiraea cantoniensis

コデマリ

356

Spiraea cantoniensis ‘Pink Ice’

コデマリ ‘ピンク アイス’

357

Spiraea japonica

シモツケ 源平

358

Spiraea japonica ‘Crispa’

シモツケ ‘クリスパ’

359

Spiraea japonica ‘Gold Mound’

シモツケ ‘ゴールドマウンド’

360

Spiraea japonica ‘Goldflame’

シモツケ ‘ゴールドフレーム’

361

Spiraea japonica ‘Lemon Princess’

シモツケ ‘レモンプリンセス’

362

Spiraea japonica ‘Neon Flash’

シモツケ ‘ネオンフラッシュ’

363

Stachys byzantina

ラムズイヤー

364

Stachyurus praecox ‘Joy Forever’

キブシ ‘ジョイフォーエバー’

365

Staphylea holocarpa ‘Rosea’

スタフィレア ホロカルパ ‘ロゼア’

366

Stewartia sinensis ‘Yoakemae’

シナナツツバキ ‘夜明け前’

367

Styphonolobium japonica ‘Winter Gold’

エンジュ ‘ウィンターゴールド’

368

Styrax japonica

エゴノキ

369

Styrax japonica ‘Pendula’

エゴノキ‘ペンデュラ’

370

Styrax japonica ‘Pink Chimes’

エゴノキ ‘ピンクチャイム’

371

Styrax japonica var. kotoensis

オオバエゴノキ

372

Styrax obassia

ハクウンボク

373

Symplocos prunifolia

ハイノキ

374

Syringa pubescens ‘Superba’

ライラック ‘スパーバ’

375

Syringa reticulata

ハシドイ

376

Syzygium buxifolium

アデク
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377

Taxus cuspidata ‘Aurescens’

キャラボク‘オウレッセンス’

378

Thuja occidentalis ‘Danica’

ニオイヒバ ‘ダニカ’

379

Thuja occidentalis ‘Degroots Spire’

ニオイヒバ ‘デグルーツスパイヤー’

380

Thuja occidentalis ‘Europe Gold’

ニオイヒバ ‘ヨーロッパゴールド’

381

Thuja occidentalis ‘Filiformis’

ニオイヒバ ‘フィリフォルミス’

382

Thuja occidentalis ‘Globosa’

ニオイヒバ ‘グロボーサ’

383

Thuja occidentalis ‘Green Cone’

ニオイヒバ ‘グリーンコーン’

384

Thuja occidentalis ‘Smaragd’

ニオイヒバ ‘スマラグ’

385

Thuja occidentalis ‘Sunkist’

ニオイヒバ ‘サンキスト’

386

Thuja plicata ‘Semperaurescens’

アメリカネズコ ‘センペルオーレア’

387

Thuja plicata ‘Zebrina’

アメリカネズコ ‘ゼブリナ’

388

Tilia × europaea

セイヨウシナノキ

389

Tilia platyphyllos ‘Fastigiata’

シナノキ ‘ファスティギアータ’

390

Tilia tomentosa ‘Brabant’

ギンヨウボダイジュ ‘ブラバンド’

391

Trochodendron aralioides

ヤマグルマ

392

Tsuga canadensis ‘Gentch White’

カナダツガ ‘ゲンチホワイト’

393

Ulmus glabra ‘Camperdownii’

ハルニレ ‘カンパードゥーニィー’

394

Vaccinium bracteatum

シャシャンボ

395

Vaccinium oldhamii

ナツハゼ

396

Viburnum ‘Eskimo’

ガマズミ ‘エスキモー’

397

Viburnum × bodnantense ‘Dawn’

ガマズミ ‘ドーン’

398

Viburnum × hillieri ‘Winton’

ビブルヌム ヒリエリ ‘ウィントン’

399

Viburnum × pragense

ビブルヌム プラゲンセ

400

Viburnum davidii

ガマズミ ダヴィディ

401

Viburnum furcatum

オオカメノキ（ムシカリ）

402

Viburnum japonicum

ハクサンボク

403

Viburnum opulus ‘Compactum’

セイヨウカンボク ‘コンパクタム’

404

Viburnum opulus ‘Roseum’

セイヨウカンボク ‘ロゼウム’

405

Viburnum opulus var. calvescens

カンボク
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406

Viburnum opulus var. calvescens form. sterile.

テマリカンボク

407

Viburnum plicatum ‘Pink Beauty’

オオデマリ ‘ピンクビューティー’

408

Viburnum plicatum ‘Roseace’

ヤブデマリ ‘ローズエース’

409

Viburnum plicatum ‘Summer Snowflake’

オオデマリ ‘サマースノーフレイク’

410

Viburnum sp.

ヒメガマズミ（常緑）

411

Viburnum tinus

ガマズミ ティヌス

412

Viburnum tinus ‘Eve Price’

ガマズミ ティヌス ‘イブプライス’

413

Viburnum tinus ‘French White’

ガマズミ ティヌス ‘フレンチホワイト’

414

Viburnum tinus ‘Purpreum’

ガマズミ ティヌス ‘プルプレウム’

415

Viburnum tinus cv.

ガマズミ（天開咲き）

416

Vitex agunus-castus

セイヨウニンジンボク

417

Weigela ‘Olympiade’ (Briant Rubidor)

タニウツギ類 ‛オリンピアード’

418

Weigela florida ‘Aureovariegata’

オオベニウツギ ‘オーレオバリエガータ’

419

Weigela florida ‘Foliis Purpurea’

オオベニウツギ ‘プルプレア’

420

Weigela praecox ‘Red Prince’

タニウツギ ‛レッドプリンス’

421

Zelkova serrata ‘Musashino’

ケヤキ ‘ムサシノ’

422

Zelkova serrata cv.

ケヤキ‘オウゴン’

423

Zelkova serrata cv.

シダレケヤキ

424

Zelkova serrata cv.

斑入りケヤキ

425

Zenobia pulverulenta

ゼノビア プルベルレンタ
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★問い合わせ先★
農林総合研究センター
緑化森林科
ＴＥＬ：042-528-0526（直通）

