
大型標準（A-1型） 縦16.0cm×横22.0cm A-1型

アーモンド アワブキ
アイグロマツ アンズ
アオキ
アオギリ イイギリ
アオシダレ(ｶｴﾃﾞ) イジュ(ﾋﾒﾂﾊﾞｷの別名)
アオダモ イスノキ
アオノリュウゼツラン イセハナショウブ
アオハダ イソギク
アオモジ イソノキ
アオモリトドマツ(ｵｵｼﾗﾋﾞｿの別名) イタジイ(ﾂﾌﾞﾗｼﾞｲ・ｽﾀﾞｼﾞｲの別名)
アカイタヤ イタドリ
アカエゾマツ イタヤカエデ ウンシュウミカン
アカガシ イチイ ウンゼンツツジ
アカクロマツ(ｱｲｸﾞﾛﾏﾂの別名) イチイガシ ウンナンオウバイ
アカシデ イチゴノキ ウンリュウヤナギ
アカスグリ(ﾌｻｽｸﾞﾘの別名) イチジク
アカタコノキ イチョウ エゴノキ
アカバザクラ(ﾍﾞﾆﾊﾞｽﾓﾓの別名) イトスギ　　　　　 エゾアジサイ
アカバナエゴノキ イトススキ エゾイタヤ
アカバナヤマボウシミスサトミ イトヒバ エゾエノキ
アカマツ イトヒバ(ｽｲﾘｭｳﾋﾊﾞの別名) エゾノコリンゴ
アカメガシワ イヌエンジュ エゾハンノキ(ﾔﾁﾊﾝﾉｷの別名) 
アカメモチ(ｶﾅﾒﾓﾁの別名) イヌガシ エゾヒナノウスツボ
アカメヤナギ(ﾏﾙﾊﾞﾔﾅｷﾞの別名) イヌガヤ エゾマツ
アカヤシオ イヌコリヤナギ エゾムラサキツツジ
アキグミ イヌザクラ エゾヤマザクラ
アキニレ イヌザンショウ エゾヤマツツジ
アケビ イヌシデ エゾユズリハ
アコウ イヌツゲ エドハナショウブ
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アコウ イヌツゲ エドハナショウブ
アサザ イヌビワ エニシダ
アサダ イヌブナ エノキ
アサノハカエデ イヌマキ エンコウカエデ
アジサイ イブキ エンジュ
アシタカツツジ イボタノキ エンシュウシャクナゲ(ﾎｿﾊﾞｼｬｸﾅｹﾞの別名) 　　　　
アズキナシ イロハカエデ ｴﾝｾﾞﾙｽﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ(ｷﾀﾞﾁﾁｮｳｾﾝｱｻｶﾞｵの英名) 　
アズサ イロハモミジ
アスナロ イワガラミ オウゴンイトヒバ　　　　　
アズマシャクナゲ イワナンテン オウゴンクジャクヒバ(ｸｼﾞｬｸﾋﾊﾞの一品) 
アセビ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｱｲﾋﾞｰ(ｾｲﾖｳｷﾂﾞﾀの別名) オウゴンコノテガシワ
アツバキミガヨラン オウゴンシノブヒバ(ﾆｯｺｳﾋﾊﾞの別名) 
アツバセンネンボク ウグイスカグラ オウゴンスイリュウヒバ(ｵｳｺﾞﾝｲﾄﾋﾊﾞの別名) 
アテ(ｱｽﾅﾛの別名) ウゴツクバネウツギ オウゴンスギ
アブラギリ　　 ウスギモクセイ オウゴンチャボヒバ(ｵｳｺﾞﾝﾋﾊﾞの別名) 
アブラチャン ウスノキ オウゴンヒバ
アベマキ ウダイカンバ オウゴンモチノキ
アベリア ウツギ オウゴンユキヤナギ
アマギシャクナゲ ウノハナ(ｳﾂｷﾞの別名) オウトウ(ｾｲﾖｳﾐｻﾞｸﾗの通称) 
アマギツツジ ウバメガシ オウバイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
アマギベニウツギ ウメ オウバイモドキ(ｳﾝﾅﾝｵｳﾊﾞｲの別名) 
アマチャ ウメ（紅梅） オオイタヤメイゲツ
アマナツミカン ウメ（白梅） オオウラジロノキ
ｱﾒﾘｶｲﾜﾅﾝﾃﾝ(ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝの別名) ウメモドキ オオカメノキ
アメリカザイフリボク ウラジロガシ オオコメツツジ
アメリカツルマサキ ウラジロノキ オオシラビソ
アメリカデイコ(ｶｲｺｳｽﾞの別名) ウラジロハコヤナギ(ｷﾞﾝﾄﾞﾛの別名) オオデマリ
アメリカトガサワラ(ﾍﾞｲﾏﾂの別名) ウラジロフジウツギ オオバアサガラ
アメリカハイネズ ウラジロマタタビ オオバイボタ
アメリカハナミズキ ウラジロモミ オオバクロモジ
アメリカフウ ウラジロヨウラク オオバベニガシワ
アメリカフヨウ ウリカエデ オオバボダイジュ
アメリカヤマナラシ ウリノキ オオバヤシャブシ
アメリカヤマボウシ(ﾊﾅﾐｽﾞｷの別名) ウリハダカエデ オオバヤナギ
アラカシ ウルシ オオムラサキ
アララギ(ｲﾁｲの別名) ウワバミソウ オオムラサキツツジ
アルプスオトメ ウワミズザクラ オオモクゲンジ
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大型標準（A-1型） 縦16.0cm×横22.0cm A-1型

オオモミジ ガンピ
オオヤマザクラ カンボク　　　　　　　　　　　　　　　　　　
オオヤマレンゲ カンレンボク
オカウコギ
オガサワラビロウ キキョウ
オガタマノキ キクモモ
オカメザサ キササゲ
オキナヤシ(ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼの別名) キジュ(ｶﾝﾚﾝﾎﾞｸの別名) 
オクチョウジザクラ キショウブ
オタフクナンテン キソケイ
オトコヨウゾメ キタコブシ
オトメツバキ キタゴヨウ クルメツツジ
オニイタヤ キダチチョウセンアサガオ クロウメモドキ
オニグルミ キタヤマスギ クロガネモチ
オニシバリ キチジソウ(ﾌｯｷｿｳの別名) クロキ
オニモミジ(ｶｼﾞｶｴﾃﾞの別名) キチジョウソウ クロチク
オニヤブソテツ キッコウチク クロバイ
オノエヤナギ キヅタ クロビイタヤ
オノオレカンバ キハギ クロベ
オヒョウ キバコデマリ クロマツ
オロシマチク キハダ クロモジ
オンコ(ｲﾁｲの別名) キヒヨドリジョウゴ(ﾔﾌﾞｻﾝｻﾞｼの別名) クロヤマナラシ(ｱﾒﾘｶﾔﾏﾅﾗｼの別名)　　　　
オンツツジ キブシ クワ

ギボウシ
カイコウズ キモクレン ケキブシ
カイヅカイブキ キモクレン・キンジュ ゲッケイジュ
カイドウ キャラボク ケヤキ
カイノキ キョウチクトウ ケヤマハンノキ
カキツバタ キョウマイコ ケラマツツジ

2

カキツバタ キョウマイコ ケラマツツジ
カキノキ ギョリュウ ゲンカイツツジ
カギリニシキ キリ ケンポナシ
ガクアジサイ キリシマ
ガクウツギ キリシマツツジ コアジサイ
カクレミノ キリンソウ コウゾ
カゴノキ キレンゲツツジ コウホネ
カジイチゴ ギンカエデ コウヤボウキ
カジカエデ キンカン コウヤマキ　　　　　　　　　　　　　　　　　
カシグルミ キンギンカ(ｽｲｶｽﾞﾗの別名) コウヨウザン
カシワ キンギンボク(ﾋｮｳﾀﾝﾎﾞｸの別名） コウライシバ　　　　　　　　　　　　　　　　
カシワナラ キングサリ コガクウツギ
カタクリ キンシバイ コクサギ
カタスギ ギンドロ コクチナシ
カツラ ギンバイカ コクマザサ
カナクギノキ キンマサキ コクワ
カナメモチ キンメイモウソウ コゴミ(ｸｻｿﾃﾂの別名)
カナリーキヅタ キンモクセイ コゴメウツギ
カナリーヤシ ギンモクセイ コゴメヤナギ
カノコユリ ギンヨウアカシア コシアブラ
カバレンゲツツジ ギンヨウカエデ（ｷﾞﾝｶｴﾃﾞの別名） コジイ(ﾂﾌﾞﾗｼﾞｲの別名)　　
カマクラヒバ(ﾁｬﾎﾞﾋﾊﾞの別名) キンロバイ コデマリ
ガマズミ コナラ
カマツカ クサギ コノテガシワ
カムロザサ クサソテツ コハウチワカエデ
カヤ クサツゲ コハクウンボク
カラコギカエデ クサボケ コバノガマズミ
カラスザンショウ クサリスギ コバノトネリコ(ｱｵﾀﾞﾓの別名) 
カラタチ　　　　　　　 クジャクヒバ コバノミツバツツジ
カラタネオガタマ クスノキ コバブナ（ﾌｼﾞﾌﾞﾅの一つ）
カラマツ クチナシ コブシ
カリン クヌギ コブニレ
カルミア クマザサ ゴマギ
カワヤナギ クマシデ コマユミ
カンザンチク クマノミズキ コミネカエデ
カンツバキ クマヤナギ コムラサキ
カントウマユミ クリ コメツガ
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大型標準（A-1型） 縦16.0cm×横22.0cm A-1型

コリンゴ（ズミの別名） シマサルスベリ
ゴヨウツツジ(ｼﾛﾔｼｵの別名) シマダケ（ﾁｺﾞｻﾞｻの別名）
ゴヨウマツ シモクレン
コヨウラクツツジ シモツケ
ゴンズイ シャガ
ゴンゼツ(ｺｼｱﾌﾞﾗの別名) シャクナゲ

シャクヤク
サイカチ シャシャンボ
ザイフリボク ジャノヒゲ
サカキ シャリンバイ
サクランボ(ｾｲﾖｳﾐｻﾞｸﾗの通称) シュウカイドウ
ザクロ シュッコンバーベナ セキショウ
サザンカ シュロ セラスチウム
サツキ シュロチク センダン
サツキギョリュウ(ｷﾞｮﾘｭｳに含む) シュンラン ゼンテイカ（ﾆｯｺｳｷｽｹﾞの別名）
サツキツツジ ショウブ センノキ
サツキツツジ（赤） シラカシ センリョウ
サツキツツジ（白） シラカンバ
サツマベニサツキ シラキ ソウタンムクゲ
サネカズラ シラビソ ソシンロウバイ
サビタ(ﾉﾘｳﾂｷﾞの別名) シラベ ソテツ
サラサドウダン シラン ソメイヨシノ
ザリコミ シリブカカシ ソヨゴ
サルスベリ シロタエギク ソロ
サルスベリ（紅） シロダモ
サルスベリサマー＆サマー シロバナサギゴケ ダイオウグミ（ﾋﾞｯｸﾘｸﾞﾐの別名）
サルナシ シロモジ ダイオウショウ
サワアジサイ(ﾔﾏｱｼﾞｻｲの別名) シロヤシオ タイサンボク
サワギキョウ シロヤナギ ダイスギ
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サワギキョウ シロヤナギ ダイスギ
サワグルミ シロヤマブキ ダイセンキャラボク
サワシバ シロリュウキュウ（ﾘｭｳｷｭｳﾂﾂｼﾞの別名） ダイミョウチク（ﾄｳﾁｸの別名）
サワフタギ シンジュ タイミンタチバナ
サワラ ジンチョウゲ タイワンフウ
サンゴシトウ タカオモミジ
サンゴジュ スイカズラ タカクマミツバツツジ
サンシュユ スイセン タカネザクラ
サンショウ スイリュウヒバ タカノツメ
サンショウバラ　 スイレン タギョウショウ

スカシユリ ダグラスファー（ﾍﾞｲﾏﾂの別名）
シイノキ　　　　　　　　　　 スギ ダケカンバ
シウリザクラ スギゴケ タチカンツバキ
シオジ　　　　　　　　　　　 スグリ タチショウビャクシン
シオデ　　　　　　　　　　　 スジギボウシ タチバナ
シキミ　　　　　　　　　　　 スズタケ タツタナデシコ
シジミバナ スズラン タニウツギ
シダレウメ　　　　　　　　　 スズランノキ タニガワハンノキ
シダレウメ（紅）　　　　　　 スダジイ タニワタリ
シダレウメ（白）　　　　　　 スダチ タブノキ
シダレモミジ　　　　　　　　 スノキ タマアジサイ
シダレモモ　　　　　　　　　 ズミ タマイブキ
シダレヤナギ　　　　　　　　 スモモ タマシダ
シデコブシ　　　　　　　　　 タマシンパク
シデザクラ(ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸの別名) 　　　 セイヨウアジサイ タマスダレ
シナアブラギリ　　　　　　　 セイヨウイワナンテン タマツゲ
シナサワグルミ　　　　　　　 セイヨウカナメモチ タマドウダン
ｼﾅﾉｶﾞｷ(ﾏﾒｶﾞｷ・ﾘｭｳｷｭｳﾏﾒｶﾞｷの別名) 　　　　セイヨウキヅタ タマミズキ
シナノキ　　　　　　　　　　 セイヨウサンザシ タマリュウ
シナマンサク セイヨウシャクナゲ タムケヤマ
シナレンギョウ セイヨウツゲ タムシバ
シバ セイヨウバクチノキ タラノキ
シバザクラ セイヨウヒイラギ タラヨウ
シバヤナギ セイヨウミザクラ ダンコウバイ
シブカワツツジ セイヨウモクレン ダンチク
シホウチク セイヨウヤマナラシ（ｱﾒﾘｶﾔﾏﾅﾗｼの別名） タンナサワフタギ
シマウリノキ セイヨウリンゴ（ﾘﾝｺﾞの別名）
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大型標準（A-1型） 縦16.0cm×横22.0cm A-1型

チゴザサ トベラ
チシオモミジ ドロノキ
チチブドウダン（ﾍﾞﾆﾄﾞｳﾀﾞﾝの別名）
チドリノキ ナガイハナショウブ
チャ ナギ
チャカイドウ（ﾂｸｼｶｲﾄﾞｳの別名） ナギイカダ
チャボジャノヒゲ（ﾀﾏﾘｭｳの別名） ナシ
チャボスギ ナツグミ
チャボヒバ ナツヅタ
チャボリュウノヒゲ（ﾀﾏﾘｭｳの別名） ナツツバキ
チャンチン ナツハゼ
チョウジザクラ ナツボウズ（ｵﾆｼﾊﾞﾘの別名） バイカウツギ
チョウセンゴヨウ ナツミカン バイカシモツケ（ﾘｷｭｳﾊﾞｲの別名）
チョウセンモミ ナツメ バイカツツジ
チョウセンレンギョウ ナツメヤシ パイナップルグアバ（ﾌｪｲｼﾞｮｱの別名）

ナナカマド ハイネズ
ツガ ナラガシワ ハイビャクシン
ツキヌキニンドウ ナリヒラダケ ハイマツ
ツクシアカツツジ（ｵﾝﾂﾂｼﾞの別名） ナワシログミ ハウチワカエデ
ツクシカイドウ ナンキンハゼ ハギ
ツクシシャクナゲ ナンジャモンジャ（ﾋﾄﾂﾊﾞﾀｺﾞの別名） ハクウンボク
ツクシハギ ナンテン ハクサンシャクナゲ
ツクバネ ナンバンキブシ ハクサンボク
ツクバネウツギ バクチノキ
ツクバネガシ ニオイシュロラン ハクチョウゲ
ツゲ ニガキ ハクモクレン
ツタウルシ ニシキウツギ ハクヨウ（ｷﾞﾝﾄﾞﾛの別名）
ツツジ ニシキギ ハコネウツギ
ツノハシバミ ニシキテイカカズラ ハシドイ
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ツノハシバミ ニシキテイカカズラ ハシドイ
ツバキ ニシゴリ（ｻﾜﾌﾀｷﾞの別名） ハシバミ
ツブラジイ ニセアカシア ハゼノキ
ツリバナ ニッケイ ハチク
ツルアジサイ ニッコウキスゲ ハチジョウキブシ
ツルウメモドキ ニッコウヒバ バッコヤナギ
ツルグミ ニレ ハッサク
ツルシキミ ニワアジサイ（ﾋﾒｱｼﾞｻｲの別名） ハツユキカズラ
ツルバラ ニワウメ ハナアカシア
ツルマサキ ニワウルシ ハナイカダ

ニワザクラ ハナカイドウ
テイカカズラ ニワトコ ハナガガシ
デイゴ ニワフジ ハナズオウ
テウチグルミ ニンドウ（ｽｲｶｽﾞﾗの別名） ハナツメクサ（ｼﾊﾞｻﾞｸﾗの別名）
デショウジョウ（ﾁｼｵﾓﾐｼﾞの別名） ハナデマリ
テツカエデ ヌマスギ（ﾗｸｳｼｮｳの別名） ハナニラ
テッセン ヌルデ ハナノキ
テマリカンボク ハナヒリノキ
テンダイウヤク ネコヤナギ ハナミズキ

ネジキ ハナミズキ（白）
トウオガタマ（ｶﾗﾀﾈｵｶﾞﾀﾏの別名） ネジレスギ（ｸｻﾘｽｷﾞの別名） ハナミズキ（紅）
トウカエデ ネズ（ﾈｽﾞﾐｻｼの別名） ハナモモ
トウゴクミツバツツジ ネズコ（ｸﾛﾍﾞの別名） ハナモモテルテ
トウジュロ ネズミサシ ハナユズ（ﾋﾒﾕｽﾞの和名）
ドウダンツツジ ネズミモチ ハマオモト（ﾊﾏﾕｳの別名）
トウチク ネムノキ ハマギク
トウネズミモチ ハマナス
トウヒ ノイバラ ハマヒサカキ
トキワガキ ノウゼンカズラ ハマボウ
トキワサンザシ ノグルミ ハマユウ
トキワマンサク ノシラン バラ
トクサ ノダフジ ハリエンジュ
トケイソウ ノムラモミジ ハリギリ
トサミズキ ノリウツギ バリバリノキ
トチノキ ノルウェーカエデ ハリモミ
トドマツ ハルニレ
トネリコ ハイイヌガヤ バンダイスギ（ﾁｬﾎﾞｽｷﾞの別名）
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大型標準（A-1型） 縦16.0cm×横22.0cm A-1型

ハンテンボク フジキ
ハンノキ フジブナ

フッキソウ
ヒイラギ フトイ
ヒイラギナンテン ブドウ
ヒイラギモクセイ ブナ
ヒカゲツツジ フヨウ
ヒカゲノカズラ プラタナス
ヒカンザクラ ブンゴウメ
ヒガンバナ
ヒコサンヒメシャラ ベイマツ
ヒゴハナショウブ ペカン マルバマンサク
ヒサカキ ヘデラカナリエンシス マルバモクゲンジ（ｵｵﾓｸｹﾞﾝｼﾞの別名）
ヒゼンマユミ ベニウツギ マルバヤナギ
ビックリグミ ベニカナメモチ マンサク
ヒツジグサ ベニコブシ マンリョウ
ヒトツバ ベニサラサドウダン
ヒトツバカエデ ベニシダ ミキスジホウオウ
ヒトツバタゴ ベニシダレ（ﾀﾑｹﾔﾏの別名） ミショウミカン
ヒナウチワカエデ ベニシタン ミズキ
ビナンカズラ（ｻﾈｶｽﾞﾗの別名） ベニドウダン ミズナ（ｳﾜﾊﾞﾐｿｳの別名）
ヒノキ ベニバスモモ ミズナラ
ヒノキアスナロ（ﾋﾊﾞの別名） ベニバナエゴノキ ミズバショウ
ヒノデキリシマ ベニバナシャリンバイ ミズメ
ヒバ ベニバナトキワマンサク ミソハギ
ヒマラヤスギ ベニバナトチノキ ミツガシワ
ヒムロ ベンジャミン ミツデカエデ
ヒメアオキ ミツバウツギ
ヒメアジサイ ホウキモモ ミツバツツジ
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ヒメアジサイ ホウキモモ ミツバツツジ
ヒメイチゴノキ ホウライチク ミツマタ
ヒメウツギ ホオノキ ミナヅキ
ヒメコウゾ ボケ ミネカエデ
ヒメコブシ（ｼﾃﾞｺﾌﾞｼの別名） ホザキシモツケ ミミズバイ
ヒメシャガ ホザキナナカマド ミヤギノハギ
ヒメシャラ ホソエウリハダ（ﾎｿｴｶｴﾃﾞの別名） ミヤコザサ
ヒメツゲ（ｸｻﾂｹﾞの別名） ホソエカエデ ミヤサマカエデ
ヒメツバキ ホソバイヌビワ ミヤマイボタ
ヒメモチ ホソバシャクナゲ ミヤマガマズミ
ヒメヤシャブシ ホソバタイサンボク ミヤマキリシマ
ヒメユズ ホソバムクイヌビワ ミヤマザクラ
ヒメユズリハ ボダイジュ ミヤマシキミ
ヒメリンゴ ボタンツツジ（ﾖﾄﾞｶﾞﾜﾂﾂｼﾞの別名） ミヤマツツジ
ビャクシン ホツツジ ミヤマハハソ
ビャクダン ホテイチク ミヤマハンノキ
ヒュウガミズキ ポプラ ミヤマフジキ（ﾕｸﾉｷの別名）
ヒョウタンボク ホルトノキ ミヤマヤナギ
ビヨウヤナギ ホンシャクナゲ
ヒヨクヒバ（ｲﾄﾋﾊﾞの別名） ムクゲ
ヒラドツツジ マキバブラシノキ ムクノキ
ビロウ マサキ ムクロジ
ビロウドスギ（ﾁｬﾎﾞｽｷﾞの別名） マダケ ムサシノケヤキ
ヒロハツリバナ マタタビ ムシカリ（ｵｵｶﾒﾉｷの別名）
ビワ マツバギク ムペ

マテバシイ ムラサキシキブ
フイリアオキ マメガキ ムラサキハシドイ（ﾗｲﾗｯｸの別名）
フイリアマドコロ マメグミ ムラサキヤシオツツジ
フイリギボウシ マメツゲ ムレスズメ
フイリマサキ マユミ
フイリヤブラン マルバアオダモ メイゲツカエデ
フウ マルバウツギ メギ
フサアカシア（ハナアカシアの別名） マルバカエデ（ﾋﾄﾂﾊﾞｶｴﾃﾞの別名） メグスリノキ
フサザクラ マルバサツキ メダケ
フサスグリ マルバシャリンバイ メタセコイア
フジ マルバノキ メマツ（ｱｶﾏﾂの別名）
フジウツギ マルバハギ
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大型標準（A-1型） 縦16.0cm×横22.0cm A-1型

モウセン（ﾁｼｵﾓﾐｼﾞの別名） ユキツバキ
モウソウチク ユキノシタ
モクゲンジ ユキヤナギ
モクレイシ ユクノキ
モクレン ユズ
モチツツジ ユスラウメ
モチノキ ユズリハ
モッコウバラ ユリノキ
モッコク
モニワザクラ ヨウシュイボタノキ
モミ ヨーロッパアカマツ
モミジイチゴ ヨーロッパカエデ（ﾉﾙｳｪｰｶｴﾃﾞの別名）
モミジバスズカケノキ ヨグソミネバリ（ｱｽﾞｻ・ﾐｽﾞﾒの別名）
モミジバフウ ヨシノスギ
モモ ヨツミゾガキ
モリシマアカシア ヨドガワツツジ

ヨレスギ
ヤエクチナシ
ヤエヤマブキ ライラック
ヤクタネゴヨウ ラカンマキ
ヤシャブシ ラクウショウ
ヤダケ ラセイタソウ
ヤチダモ ラッキョウヤダケ
ヤチハンノキ ランシンボク（ｶｲﾉｷの台湾名）
ヤツデ
ヤナギラン リキュウバイ
ヤブウツギ リュウキュウツツジ
ヤブカンゾウ リュウキュウハゼ（ﾊｾﾞﾉｷの別名）
ヤブコウジ リュウキュウマメガキ
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ヤブコウジ リュウキュウマメガキ
ヤブサンザシ リュウキンカ
ヤブツバキ リュウゼツラン
ヤブデマリ リュウノヒゲ
ヤブニッケイ リョウブ
ヤブムラサキ リラ（ﾗｲﾗｯｸの別名）
ヤブラン リンゴ
ヤブレガサ リンボク
ヤマアジサイ
ヤマウコギ レンギョウ
ヤマウルシ レンゲツツジ
ヤマガキ
ヤマグリ ロウバイ
ヤマグルマ ワイセイサルスベリ
ヤマグワ ワシントンヤシ
ヤマコウバシ
ヤマシバカエデ（ﾁﾄﾞﾘﾉｷの別名）
ヤマツツジ
ヤマツバキ
ヤマトアオダモ
ヤマナシ
ヤマナラシ
ヤマネコヤナギ（ﾊﾞｯｺﾔﾅｷﾞの別名）
ヤマハギ
ヤマハゼ
ヤマハンノキ
ヤマビワ
ヤマブキ
ヤマフジ
ヤマブドウ
ヤマボウシ
ヤマボウシミルキーウェイ
ヤマモガシ
ヤマモミジ
ヤマモモ

ユキグニミツバツツジ

6



7

) 　　　　
) 　

) 

7


