
大型標準（A-2型） 縦16.0cm×横22.0cm A-2型

アイギョクシイタビ アワダン
アイビー アンズ
アイビーゼラニウム
アオオカメ(ｶﾅﾘｰｷﾂﾞﾀの別名) ｲｴﾛｰｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｸﾞﾜﾊﾞ(ﾃﾘﾊﾊﾞﾝｼﾞﾛｳの別名)
アオガシ（ﾎｿﾊﾞﾀﾌﾞの別名） イジュ
アオバナハイノキ イスノキ
アオバノキ イソフジ
アカギ イタジイ(ｽﾀﾞｼﾞｲの別名)
アカタコノキ(ﾌﾁﾍﾞﾆﾀｺﾉｷの別名) イタビカズラ
アカテツ イタヤカエデ
アカハダノキ イタリアサイプレス
アカバナイッペー イタリアンヤマナラシ オオバアコウ
アガパンサス イッペイ オオバイチジク
アガパンサスプラエコクス イトバショウ オオバイヌビワ
アカボゲットウ(ﾚｯﾄﾞｼﾞﾝｼﾞｬｰの別名) イヌガシ オオバギ
アカミズキ イヌシバ(ｾﾝﾄｵｰｶﾞｽﾁﾝの別名) オオバギボウシ
アカメイヌビワ（ｺｳﾄｳｲﾇﾋﾞﾜの別名） イヌツゲゴールデンジェム オオバジャカランダ
アカメガシワ イヌビワ オオバナアリアケカズラ
アカリファ イヌマキ オオバナカリッサ
アカンサス イボタクサギ オオバナサルスベリ
アキノワスレグサ イランイランノキ オオバナソシンカ
アグラオネマ イリオモテムラサキ オオバヒルギ(ﾔｴﾔﾏﾋﾙｷﾞの別名)
アコウ イロハモミジ オオハマボウ
アサイヤシ イワザンショウ(ﾋﾚｻﾞﾝｼｮｳの別名) オオバルリミノキ
アサガオガラクサ（ｱﾒﾘｶﾝﾌﾞﾙｰの別名） ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｱｲﾋﾞｰ(ﾍﾃﾞﾗﾍﾘｯｸｽの仲間) オオフクチク(ﾌﾞｯﾀﾞﾁｸの別名)
アサヒカズラ(ﾆﾄﾍﾞｶｽﾞﾗの別名) インドカリン(ｲﾝﾄﾞｼﾀﾝの別名) オオベニゴウカン
アジュガ インドキワタ オオマンネンラン(ﾓｰﾘｼｬｽﾍﾝﾌﾟの和名)
アセビ インドゴムノキ オオミノトケイソウ
アセローラ インドシタン オオムラサキシキブ
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アセローラ インドシタン オオムラサキシキブ
アダン インドソケイ オオムラサキツツジ
アツバチトセラン(ﾁﾄｾﾗﾝの別名) インドナツメ オーロラコンロンカ
アツバノボタン インドボダイジュ オガサワラタコノキ
アデク インパチエンス(ｱﾌﾘｶﾎｳｾﾝｶの別名) オキナヤシモドキ(ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼﾓﾄﾞｷの別名)
アデニウム オキナワウラジロガシ
アテモヤ ウェデリア オキナワウラボシ
アブラヤシ ウコン オキナワキョウチクトウ
アフリカシタキヅル ウコンラッパバナ オキナワサルトリイバラ
アフリカスミレ ウチワサボテン オキナワシャリンバイ
アフリカホウセンカ ウメ オキナワツゲ
アベマキ ウラジロアカメガシワ オキナワハイネズ
アベリア ウラジロエノキ オキナワマツ(ﾘｭｳｷｭｳﾏﾂの別名)
アベリアエドワードゴッチャー ウラジロカンコノキ オスベッキアアスペラ
アベリア・コンフェティ ウンブシ（ｼﾏﾐｻｵﾉｷの別名） オタフクナンテン
アボカド オニグルミ
アマゾンユリ エゴノキ オニヘゴ
アマミアラカシ エドヒガン オニヤブソテツ
アマミヅタ エニシダ オニユリ
アメダマノキ エビネ オヒルギ
アメランキエル エメラルド オリーブ
アメリカイワナンテン エリカ オリヅルラン
アメリカサトイモ オルドガキ
アメリカデイコ オイゲニア・パルンビス オンシジウム
アメリカデイゴ オウギバショウ
アメリカハマグルマ(ｳｪﾃﾞﾘｱの別名) オウギバショウモドキ カーブチー
アメリカハリモミ(ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽﾄｳﾋの別名) オウゴチョウ カイエンナッツ
アメリカフウ(ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳの別名) オウゴンガジュマル カイヅカイブキ
アメリカフヨウ オウゴンカズラ カイニット(ｽﾀｰｱｯﾌﾟﾙの別名)
アメリカヤマボウシ(ﾊﾅﾐｽﾞｷの別名) オウゴンモチ カエンカズラ
アメリカンブルー オオイタビ カエンボク
アヤメ オオイワガネ カカオ
アラカシ オオシイバモチ カカツガユ
アラマンダ オオシマコバンノキ カキバカンコノキ
アランダ オオシマザクラ ガクアジサイ
アリアケカズラ(ｱﾗﾏﾝﾀﾞの和名) オオタニワタリ カクレミノ
アレカヤシ オオバアカテツ ガザニア
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ガザニアリゲンス キンポウジュスプレンデンス
カジイチゴ キンマ
カジノキ ギンヨウセンネンボク(ｻﾝﾃﾞﾘｱﾅの和名)
カシュウナッツ キンレイジュ
ガジュマル キンレンカ
カシワバゴムノキ
カナメモチレッドロビン グアバ(ﾊﾞﾝｼﾞﾛｳの別名)
カナリーキヅタ クササンダンカ
カナリーヤシ クサトベラ
カニステル クジャクヤシ
カバレンゲツツジ クスノキ
カポック（ｲﾝﾄﾞｷﾜﾀの別名） クスノハガシワ コトネアスター
カポック(ﾔﾄﾞﾘﾌｶﾉｷの通称) クダモノタマゴ(ｶﾆｽﾃﾙの別名) コナラ
カユプテ クダモノトケイソウ コニシイヌビワ（ｷﾞﾗﾝｲﾇﾋﾞﾜの別名）
カラスザンショウ クチナシ コバテイシ
カラヒメツゲ クッカバラ コバノコバテイシ
カラマンシー(ｼｷｷﾂの別名) クヌギ コバノサンダンカ
カリッサ クフェア コバノセンナ
カリン クメジマツゲ(ｶﾗﾋﾒﾂｹﾞの別名) コバノナンヨウスギ
カロライナジャスミン グラジオラス コバノランタナ
カロリナポプラ クリ コバンモチ
カンコノキ クリスマスローズ コヒガンザクラ
カンツバキ クリヤシ(ﾍﾟｼﾞﾊﾞｴの別名) コブシ
カンツバキセトジロ グルミチャマ コマチフジ(ﾊｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｷﾞｱﾋﾞｵﾗｹｱの別名)
カンテンイタビ(ｱｲｷﾞｮｸｼｲﾀﾋﾞの別名) クレマチス コマルバガジュマル（ﾏﾙﾊﾞｶﾞｼﾞﾏﾙの別名）
カンノンチク クロガネモチ コミノクロツグ
カンヒザクラ クロキ ゴムノキ

クロツグ ゴモジュ
キイチゴ（外国イチゴ） クロツバラ コモチクジャクヤシ
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キイチゴ（外国イチゴ） クロツバラ コモチクジャクヤシ
ギーマ クロトン コモチケンチャヤシ
キームム クロバイ コルヌスコントラバーサバリエガータ
キールンカンコノキ クロヘゴ(ｵﾆﾍｺﾞの別名) コルムナリス
キウイフルーツ クロヨナ ゴレンシ
キジノオシダ クワズイモ コンロンカ
キダチアロエ クワノハエノキ
キダチベニノウゼン グワバ(ﾊﾞﾝｼﾞﾛｳの別名) サイハイデイゴ
キバタイワンレンギョウ ザイフリボク(ｱﾒﾗﾝｷｴﾙに含む)
キバナイッペー ケガキ サカキ
キバナイペー ゲッキツ サガリバナ
キバナキョウチクトウ ゲットウ サキシマスオウノキ
キバナランタナ ケツヨウボク サキシマツツジ
キフクリンアカリファ ケムリノキ サキシマハマボウ
ギボウシズイセン(ｱﾏｿﾞﾝﾕﾘの別名) ケヤキ サクヤカニユリ(ﾋﾒﾉｶﾘｽの別名)
キミノバンジロウ ケラマツツジ サクラツツジ
キャッサバ ケンチャヤシ サクララン
キャッスルウェランゴールド ザクロ
キャニモモ(ﾀﾏｺﾞﾉｷの別名) コウシュウウヤク サゴヤシ
キャノンボールツリー(ﾎｳｶﾞﾝﾉｷの別名) コウシュンカズラ サザンカ
ギュウシンリ コウスイガヤ(ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽの別名) サトウキビ
キョウチクトウ コウチニッケイ(ﾏﾙﾊﾞﾆｯｹｲの別名) サバルヤシ
ギョクシンカ コウトウイヌビワ サフィニア
ギョクラン コウライシバ サフランモドキ
ギョボク ゴータービン(ﾍﾋﾞｳﾘの別名) サポジラ
ギョリュウバイ コーヒーノキ ザボン
ギランイヌビワ ゴールデンシャワー サラカヤシ
ギリバヤシ(ｼﾞｮｵｳﾔｼの別名) ゴールデンツリー サルオガセモドキ
キワタノキ ゴールデントランペット(ｱﾗﾏﾝﾀﾞの英名) サルカケミカン
キングイヌビワ(ﾎｿﾊﾞﾑｸｲﾇﾋﾞﾜの別名) ゴールドクレスト サルココッカ
キングココヤシ コガネノーゼン(ｷﾊﾞﾅｲｯﾍﾟｰの別名) サルスベリ
キングプロテア コクチナシ サワグルミ
ギンコウボク(ｷﾞｮｸﾗﾝの別名) ゴクラクチョウカ サンカクサボテン（ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾙｰﾂの別名）
キンシチク ココスヤシ(ﾔﾀｲﾔｼの別名) サンゴアブラギリ
キントラノオ ココヤシ サンゴジュ
ギンバニクズク コショウ サンゴバナ
ギンボウシズイセン（ｱﾏｿﾞﾝﾕﾘの別名） コダチヤハズカズラ サンダンカ
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サンデリアナ スカイペンシル
サントール スカイロケット
サンユウカ スターアップル

スターフルーツ(ｺﾞﾚﾝｼの別名) 
シークワーシャー スダジイ
シウンボク ｽﾃﾚｵｽﾍﾟﾙﾊﾟﾑ(ｾﾝﾀﾞﾝｷｻｻｹﾞの異名) 
シキキツ 　
シキナリレモン ストローブマツ
シシアクチ ストロベリーグアバ(ﾃﾘﾊﾊﾞﾝｼﾞﾛｳの別名) 
シダレブラシノキ スパティフィルム
シダレラクウショウ(ﾎﾟﾝﾄﾞｻｲﾌﾟﾚｽの別名) スモークツリー(ｹﾑﾘﾉｷの別名)
シデコブシ スモモ タチバナアデク(ﾋﾟﾀﾝｶﾞの別名) 
シトロン スリナムチェリー(ﾋﾟﾀﾝｶﾞの別名) タチバナモドキ（ﾋﾟﾗｶﾝｻの別名）
シナノガキ(ﾏﾒｶﾞｷの別名) ダツラウェルシコロル
シナノキ セイシカ タニウツギ
シナノサツキ(ﾀｲﾜﾝﾔﾏﾂﾂｼﾞの別名) セイシボク タピアン
シナミザクラ セイバンナスビ タピオカ(ｷｬｯｻﾊﾞの別名)
シノブノキ ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝ(ｱﾒﾘｶｲﾜﾅﾝﾃﾝの別名) 　　　 タビビトノキ(ｵｳｷﾞﾊﾞｼｮｳの別名)
シノブヒバ ｾｲﾖｳｷﾂﾞﾀ(ｱｲﾋﾞｰ・ﾍﾃﾞﾗﾍﾘｯｸｽの別名) タブノキ
シバザクラ セイヨウキョウチクトウ タマゴノキ
シバニッケイ セイヨウコナスビ(ﾘｼﾏｷｱﾅﾝﾑﾗﾘｱの別名) タマシダ
シマアワイチゴ(ﾘｭｳｷｭｳｲﾁｺﾞの別名) セイヨウタマシダ タマスダレ
シマイズセンリョウ セイヨウツゲ タマモクマオウ
シマイヌツゲ(ﾑｯﾁｬｶﾞﾗの別名) セイヨウトチノキ(ﾏﾛﾆｴの別名) タマリュウ
シマウリノキ セイヨウハシバミ(ﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂの別名) タマリンド
シマオオタニワタリ セイロンマンリョウ タンカン
シマクロキ セコイアメスギ(ｾﾝﾍﾟﾙｾｺｲｱの別名) 
シマグワ ゼブリナペンデュラ チェリモヤ
シマサルスベリ セロウム チシャノキ
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シマサルスベリ セロウム チシャノキ
シマタコノキ センダン チトセラン
シマトネリコ センダンキササゲ チャノキ
シマナンヨウスギ(ｺﾊﾞﾉﾅﾝﾖｳｽｷﾞの別名) セントオーガスチン チャボトウジュロ
シマミサオノキ センネンボク チャボリュウノヒゲ(ﾀﾏﾘｭｳの別名)
シマヤマヒハツ センペルセコイア
シモツケ センリョウ ツゲ
シャガ ツゲモチ
シャカトウ ソウザンハイノキ(ｱｵﾊﾞﾅﾊｲﾉｷの別名) ツゲモドキ
ジャカランダ ソウシジュ ツタバゼラニウム(ｱｲﾋﾞｰｾﾞﾗﾆｳﾑの別名)
シャシャンボ ソーセージノキ ツバキ
ジャボチカバ ソシンカ ツルアダン
シャリンバイ ソテツ ツルグミ
ジャワサンダンカ ソテツヤシ ツルニチニチソウ(ﾋﾞﾝｶﾏｼﾞｮｰﾙの別名) 
ジャンボラン（ﾕｰｶﾘﾌﾄﾓﾓの別名） ソメイヨシノ ツルハナナス
ジュラン ツルラン
シュロガヤツリ ダイオウヤシ　　　　　　　　　　　　　　　　 ツルレイシ(ﾆｶﾞｳﾘの別名) 
ショウガ ダイサンチク　　　　　　　　　　　　　　　　 ツワブキ
ショウジョウボク(ﾎﾟｲﾝｾﾁｱの別名) タイサンボク
ショウベンノキ ダイダイ　　　　　　　 テイキンザクラ
ショウロウクサギ ダイトウビロウ デイゴ
ジョオウヤシ タイヘイヨウクルミ ディフェンバキア
ショクヨウカンナ タイミンタチバナ ティフォノドルム
シラカシ タイワンウオクサギ テーダマツ
シラタマカズラ タイワンオガタマ デコラゴムノキ
シラン タイワントウ テッポウユリ
シルバーキング タイワンハンノキ テランセラ
シロゴチョウ タイワンフウ デリス
シロサポテ タイワンモクゲンジ　　　　　　　　　　　　　 テリハクサトベラ
シロダモ タイワンモミジ テリハバンジロウ
シロドラ タイワンヤマツツジ テリハボク　　　　　　　　　　　
シロミミズ タイワンルリミノキ デンシンラン（ﾓﾝｽﾃﾗ+A579の俗称）
ジンチョウゲ タイワンレンギョウ
シンノウヤシ タケヤシ ドイツトウヒ

タコノキ トウカエデ　　　　　　　　　　　
スイートグラナデラ ダシカ（ｼﾏﾐｻｵﾉｷの別名） トウガラシ　　　　　　
スーパーキング タシロルリミノキ トウサツキ(ﾀｲﾜﾝﾔﾏﾂﾂｼﾞの別名)
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ドウダンツツジ バーベナテネラ
トウツルモドキ ハイトバ（ﾃﾞﾘｽの別名）
トーチジンジャー　　　　　　　 パイナップル
トキワガキ　　　　　　　　　　 ハイビスカス
トキワギョリュウ　　　　　　　 ハウチワカエデ
トゲナシニセアカシア バオバブ
トゲバンレイシ　　　　　　　　 パキスタス
トゲマサキ(ﾊﾘﾂﾙﾏｻｷの別名)　　　　 パキラ
トックリキワタ　　　　　　　　 ハクサンボク
トックリタケ　　　　　　　　　 バクチノキ
トックリヤシ　　　　　　　　　 ハクチョウゲ
トックリヤシモドキ　　　　　　 ハシカンボク ヒギリ
トックリラン バショウ ヒサカキ
トネリコバノカエデ(ﾈｸﾞﾝﾄﾞｶｴﾃﾞの別名) ハスノハギリ ヒサカキサザンカ
トベラ　　　　　　　　　　　　 ハゼノキ ビジンショウ
トマトノキ　　　　　　　　　　 パッションフルーツ（ｸﾀﾞﾓﾉﾄｹｲｿｳの別名） ヒスイカズラ
ドラゴンフルーツ ハナガサノキ ピタンガ
ドラセーナ　　　　　　　　　　 ハナカンナ ﾋﾄﾂﾊﾞﾏﾒ（ﾊｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｷﾞｱﾋﾞｵﾗｹｱの別名）
ドラセーナコンシンナ ハナキリン ヒトデカズラ
ドリビードリビー(ﾑﾗｻｷﾄﾞﾘﾋﾞｰの別名) ハナショウブ ヒノキバヤドリギ

ハナズオウ ヒハツモドキ
ナガバイヌツゲ ハナスベリヒユ ヒペリカム
ナガバコバンモチ ハナチョウジ ヒペリカムカリシナム
ナガボノアミガサノキ(ﾍﾞﾆﾋﾓﾉｷの別名) バナナ ヒペリカムヒデコート
ナガミボチョウジ　　　　　　　　 ハナノキ ヒマラヤユキノシタ
ナギ パナマソウ ヒメアリアケカズラ
ナツメヤシ ハナミズキ ヒメイタビ
ナナミノキ　　　　　　　　　　　 ハナミズキサンセット ヒメキランソウ
ナナメノキ(ﾅﾅﾐﾉｷの別名)　　　　　　 ハナモモ ヒメクマヤマギ
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ナナメノキ(ﾅﾅﾐﾉｷの別名)　　　　　　 ハナモモ ヒメクマヤマギ
ナンキンハゼ　　　　　　　　　　 ハナヤナギ（ｸﾌｪｱの別名） ヒメコブシ（ｼﾃﾞｺﾌﾞｼの別名）
ナンテン　　　　　　　　　　　　 ハネセンナ ヒメシャラ
ナンバンアワブキ　　　　　　　　 パパイア ヒメショウジョウヤシ
ナンバンサイカチ　　　　　　　　 ババコウ ヒメツバキ（ｲｼﾞｭの別名）
ナンヨウスギ　　　　　　　　　　 ハブカズラ ヒメツルニチニチソウ（ﾋﾞﾝｶﾐﾉｰﾙの別名）
ナンヨウリュウビンタイ　　　　　 ハマイヌビワ ヒメノウゼンカズラ

ハマオモト（ﾊﾏﾕｳの別名） ヒメノカリス
ニオイシュロラン　　　 ハマササゲ ヒメバショウ
ニオイバンマツリ　　　 ハマジンチョウ ヒメヒオウギズイセン
ニオイヒバ　　　　　　 ハマセンダン ヒメフヨウ
ニガウリ　　　　　　　 ハマヒサカキ ヒメモンステラ
ニガキ ハマビワ ヒメユズリハ
ニシキアカリファ　　　 ハマベブドウ ヒメランタナ
ニシキギ　　　　　　　 ハマユウ ヒュウガミズキ
ニチニチソウ　　　　　 パラナマツ ビヨウタコノキ
ニッコウヒバ（シノブヒバの別名） パラミツ ヒョウタンカズラ
ニッパヤシ　　　　　　 ハラン ビョウタコノキ
ニトベカズラ　　　　　 ハリツルマサキ ピラカンサ
ニンニクカズラ　　　　 バルサ ヒラドツツジ

ハルランシダ ヒラミカンコノキ
ネイハキンカン　　　　 ハンカチノキ ヒラミレモン
ネグンドカエデ　　　　 ハンギングヘリコニア ヒルギモドキ
ネグンドカエデフラミンゴ ハンゲショウ ピレアヌムラリフォリア
ネズミモチ バンジロウ ヒレザンショウ
ネッタイスイレン　　　 ハンノキ ビロウ
ネムノキ　　　　　　　 パンノキ ビロードシバ（ｺｳﾗｲｼﾊﾞの別名）

パンパスグラス ビワ
ノウゼンカズラ バンマツリ ビワモドキ
ノウゼンハレン（ｷﾝﾚﾝｶの別名） バンレイシ ビンカマジョール
ノーフォークマツ（ｺﾊﾞﾉﾅﾝﾖｳｽｷﾞの別名） バンレイシ（ｼｬｶﾄｳの別名） ビンカミノール
ノボタン ピンクボール
ノランティア・グイアネンシス ヒース（ｴﾘｶの英名） ピンポンノキ

ヒイラギズイナ ビンロウジュ
ハーゲンベルギアアイビー ヒカゲヘゴ
ハアザミ（ｱｶﾝｻｽの別名） ヒカンザクラ フィッカスティコワ
ハーデンベルギアビオラケア ヒガンザクラ（ｺﾋｶﾞﾝｻﾞｸﾗの別名） フィッカスハワイ

A-2-4



大型標準（A-2型） 縦16.0cm×横22.0cm A-2型

フイリイヌシバ ベンガルボダイジュ
フイリカナリーキヅタ ベンガルヤハズカズラ
フイリキャッサバ ベンジャミナ
フイリゲットウ
フイリソシンカ ポインセチア
フイリハイビスカス ホウオウボク
フイリヒヨクヒバ ホウガンノキ
フイリフェラオーレア ホウビカンジュ
フイリベンガルボダイジュ ホウライカガミ
フイリミズキ(ｺﾙﾇｽｺﾝﾄﾗﾊﾞｰｻﾊﾞﾘｴｶﾞｰﾀのホウライチク
フイリモーリシャスヘンプ ボウラン
フイリヤブラン ホコバテイキンザクラ ミズレモン
フイリリュウゼツラン（ﾘｭｳｾﾞﾂﾗﾝの別名） ホシダ ミズレンブ
フウ（ﾀｲﾜﾝﾌｳの別名） ホソバアカリファ ミツバツツジ
ブーゲンビレア ホソバシャリンバイ ミツヤヤシ
フウトウカズラ ホソバタブ ミドリサンゴ
フェイジｮア ホソバムクイヌビワ ミニサンダンカ
フカノキ ボチョウジ ミニダイアンサス
フクギ ボックスウッド ミフクラギ（ｵｷﾅﾜｷｮｳﾁｸﾄｳの別名）
フクベノキ ホテイアオイ ミミモチシダ
フクマンギ ホテイチク ミヤギノハギ
フサアカシア ポテンティーラアボッツウッド ミヤコジマソウ
フチベニタコノキ ポテンティラレクタ ミヤマシロバイ
ブッシュカン ポトス ミラクルフルーツ
ブッソウゲ ポプラ
ブッダチク ポポー ムクイヌビワ
ブッドレア ホラカグマ ムクゲ
フトモモ ホラシノブ ムッチャガラ
フヨウ ホルトカズラ ムラサキアメリカサトイモ
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フヨウ ホルトカズラ ムラサキアメリカサトイモ
ブラシノキ ホルトノキ ムラサキイッペー
ブラジルジャカランダ ボロボロノキ ムラサキオオツユクサ
ブラックベリー（ｷｲﾁｺﾞに含む） ホワイトジンジャー ムラサキオモト
ブルーセージ ポンカン ムラサキクンシラン（ｱｶﾞﾊﾟﾝｻｽの別名）
ブルーパシフィク ポンドアップル ムラサキソシンカ
ブルーヘブン ポンドサイプレス ムラサキツユクサ
ブルーベリー ムラサキドリビー
プルメリア マイソルヤハズカズラ
プンゲンストウヒ マカダミアナッツ メキシコハナヤナギ
ブンタン（ｻﾞﾎﾞﾝの別名） マキバブラシノキ メディニィラマグニフィカ

マグノリアサヨナラ メヒルギ
ヘーゼルナッツ マグノリアスーランジアナ メラノキシロンアカシア
ペカン マツリカ
ヘゴ マテバシイ モーリシャスヘンプ
ベゴニア マニラニッケイ（ｲﾇｶﾞｼの別名） モクセンナ
ペジバエ マニラヤシ モクタチバナ
ヘデラ マメガキ モクビャッコウ
ヘデラカナリエンシス マメツゲ モクマオウ
ヘデラグレイシャー マメ－リンゴ モクレイシ
ヘデラゴールドハート マルバガジュマル モスローズ（ﾊﾅｽﾍﾞﾘﾋﾕの別名）
ヘデラピッツバーグ マルバシャリンバイ モダマ
ヘデラヘリックス マルバデイゴ モチノキ
ベニチョウジ（ｸﾌｪｱの別名） マルバニッケイ モッコク
ベニデマリ マルバハイミズ モミジバヒルガオ
ベニノキ マルバルリミノキ モミジバフウ
ベニバナクササンダンカ マルメロ ﾓﾓｲﾛﾉｳｾﾞﾝ（ｷﾀﾞﾁﾍﾞﾆﾉｳｾﾞﾝの別名）
ベニバナトケイソウ マルヤマカンコノキ モモタマナ
ベニバナトチノキ（ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾏﾛﾆｴの別名） マレーフトモモ モモヤシ（ﾍﾟｼﾞﾊﾞｴの別名）
ベニバナマロニエ マロニエ モリシマアカシア
ベニヒモノキ マンゴ モリヘゴ（ﾋｶｹﾞﾍｺﾞの別名）
ヘビウリ マンネンロー（ﾛｰｽﾞﾏﾘｰの別名） モンステラ
ペペロミア マンリョウ モンタナマツ
ヘマトキシルム ﾓﾝﾄﾌﾞﾚﾁｱ（ﾋﾒﾋｵｳｷﾞｽﾞｲｾﾝの園芸名）
ヘメロカリス ミズイモ モンパノキ
ヘリコニアプシッタコルム ミズカンナ
ベルノニア ミズスギ ヤエヤマガシ（ｵｷﾅﾜｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼの別名）
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大型標準（A-2型） 縦16.0cm×横22.0cm A-2型

ヤエヤマコクタン リュウキュウヤツデ
ヤエヤマコンロンカ リュウゼツラン
ヤエヤマシタン（ｲﾝﾄﾞｼﾀﾝの別名） リュウノヒゲ
ヤエヤマネコノチチ リュウビンタイ
ヤエヤマヒルギ リュウホウボク
ヤエヤマヤシ リョウブ
ヤコウボク リョクチク
ヤタイヤシ
ヤドリフカノキ ルリハナガサ（ﾌﾞﾙｰｾｰｼﾞの別名）
ヤバネイモ（ｱﾒﾘｶｻﾄｲﾓの別名） ルリマツリ
ヤブツバキ
ヤブニッケイ レイシ
ヤブラン レイランディー
ヤマザクラ レインボーアカリファ
ヤマトゲバンレイシ レインボーコンシネ
ヤマドリヤシ（ｱﾚｶﾔｼの別名） レッドウッド（ｾﾝﾍﾟﾙｾｺｲｱの別名）
ヤマヒハツ レッドエッジ
ヤマブキ レッドジンジャー
ヤマボウシ レッドロビン
ヤマボウシミルキーウェイ  
ヤマモモ レモングラス
ヤングスタウン レンギョウ
ヤンバルアカメガシワ レンブ
ヤンバルアワブキ
ヤンバルミミズバイ ロウソクノキ

ローズマリー
ユーカリノキ ロッグウッド（ﾍﾏﾄｷｼﾙﾑの英名）
ユーカリフトモモ ロニセラニチダ
ユキヤナギ ロブスターコーヒー
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ユキヤナギ ロブスターコーヒー
ユスラウメ
ユスラヤシ ワイセイサルスベリサマー&サマー
ユズリハ ワイセイサルスベリパープルクイーン
ユニペルス・メディア ワイセイムラサキオモト
ユリオプス ワイセイランタナ
ユリノキ ワカバキャベツヤシ（ｱｻｲﾔｼの別名）

ワサビノキ
ヨウテイボク ワシントンヤシ
ヨーロッパゴールド ワシントンヤシモドキ
ヨーロッパトウヒ（ﾄﾞｲﾂﾄｳﾋの別名） ワラビ

ライム
ラズベリー（ｷｲﾁｺﾞに含む）
ラベンダー
ラベンダーセビリアンブルー
ラミウム
ランサ
ランタナ

リシマキア
リシマキアナンムラリア
リュウガン
リュウキュウアセビ
リュウキュウイチゴ
リュウキュウエノキ
リュウキュウガキ
リュウキュウコクタン
リュウキュウツワブキ
リュウキュウテイカカズラ
リュウキュウハイノキ
リュウキュウハギ
リュウキュウバショウ（ｲﾄﾊﾞｼｮｳの別名）
リュウキュウハリギリ
リュウキュウマツ
リュウキュウモクセイ
リュウキュウモチノキ
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