
小型標準（B-1型） 縦10.5cm×横14.4cm B-1型

アークトセカ アブラチャン
アイグロマツ アフリカホウセンカ(ｲﾝﾊﾟﾁｴﾝｽの別名)
アイスバーグ（バラ） アプリコーラ（バラ）
アイスランドポピー アベマキ
アイビー(ｾｲﾖｳｷﾂﾞﾀ・ｶﾅﾘｰｷﾂﾞﾀの別名) アベリア
アオオカメ（ｶﾅﾘｰｷﾂﾞﾀの別名） アベリアエドワードゴッチャー
アオガシ(ﾎｿﾊﾞﾀﾌﾞの別名) アベリアコンフェティ
アオキ アベリアサンライズ
アオギリ アベリアフランシスメイソン
アオシダレ（カエデ） アマギシャクナゲ
アオダモ アマギツツジ イッサイサルスベリ
アオハダ アマツオトメ「天津乙女」（バラ） イッペイ
アオモジ アマドコロ イトザクラ(ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗの別名) 
アカエゾマツ アマナツミカン イトスギ
アカガシ アマノガワ（サクラ） イトバショウ
アカガシワ アマミセイシカ イトヒバ
アカギ アメリカ（サクラ） イヌエンジュ
アカクロマツ(ｱｲｸﾞﾛﾏﾂの別名) アメリカイワナンテン(ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝの別名) イヌガヤ
アカシデ アメリカザイフリボク イヌコリヤナギ
アカバザクラ（ﾍﾞﾆﾊﾞｽﾓﾓの別名） アメリカシャクナゲ(ｶﾙﾐｱに含む) イヌコリヤナギ（白露錦）
アカバナイッぺー アメリカシラカバ イヌザクラ
アカバナマンサク アメリカデイゴ イヌザンショウ
アカバナヤマボウシ アメリカトネリコ イヌシデ
アカバメギ アメリカノウゼンカズラ イヌツゲ
アガパンサス アメリカハイネズ イヌツゲゴールデンジェム
アカマツ アメリカヒトツバタゴ イヌツゲヒレリー
アカメガシワ アメリカフウ イヌビワ
アカメモチ(ﾍﾞﾆｶﾅﾒﾓﾁ・ｶﾅﾒﾓﾁの別名) アメリカフヨウ イヌブナ
アカメヤナギ(ﾏﾙﾊﾞﾔﾅｷﾞの別名) アメリカヤマボウシ(ｱﾒﾘｶﾊﾅﾐｽﾞｷの別名) イヌマキ
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アカメヤナギ(ﾏﾙﾊﾞﾔﾅｷﾞの別名) アメリカヤマボウシ(ｱﾒﾘｶﾊﾅﾐｽﾞｷの別名) イヌマキ
アカヤシオ アメリカンブルー イブキ
アカリファ アモアオ イベリス
アカンサス アヤメ イボタノキ
アキグミ アラカシ イモカタバミ
アキニレ アララギ(ｲﾁｲの別名) イモノキ(ﾀｶﾉﾂﾒの別名)
アキノキリンソウ アリッサム イロハカエデ
アケビ アリドオシ イロハモミジ
アケボノアセビ(ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｱｾﾋﾞの紅色品) アルテルナンセラ イロハモミジ（手向山）
アケボノマユミ アルメリア　　　　　　　　　　　　　　　　　 イワガラミ
アゲラツム アレカヤシ イワタバコ
アコウ アロエ イワダレソウ
アコンガワメセン アワブキ イワナンテン
アサガオ アンズ イングリッシュアイビー(ｾｲﾖｳｷﾂﾞﾀの別名)
アサガオガラクサ（ｱﾒﾘｶﾝﾌﾞﾙｰの和名） イングリッシュガーデン（バラ）
アサダ イイギリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 インパチエンス
アサノハカエデ イカリソウ
アジサイ イグサ ウィチタブルー
アシタカツツジ イジュ ウィリアムシェークスピア2000（バラ）
アシタバ イズアカガシ ウィンショッテン（バラ）
アジュガ イズセンリョウ ウエスターランド（バラ）
アズキナシ イズタガアカ（サクラ） ウェデリア
アズサ(ﾐｽﾞﾒの別名) イスノキ ウケザキオオヤマレンゲ
アスター イソギク ウコン
アスチルベ イソノキ ウスギモクセイ
ｱｽﾄﾘｯﾄｸﾞﾚｰﾌｨﾝﾌｫﾝﾊｲﾃﾞﾝﾍﾞﾙｸ（ﾊﾞﾗ） イタジイ ウスノキ
アスナロ イタビカズラ ウダイカンバ
アスパラガス イタヤカエデ　　　　　　　　　　　　　　　　 ウタゲ「宴」（バラ）
アズマギク イタリアンサイプレス　　　　　　　　　　　　　 ウツギ
アセビ イタリアンパセリ ウツクシマツ
アタミザクラ イタリアンヤマナラシ（ﾎﾟﾌﾟﾗ+A162の別名） ウノハナ(ｳﾂｷﾞの別名)
アダン イチイ ウバメガシ
アツバキミガヨラン イチイガシ ウバユリ
アップルマンゴウ イチゴノキ(ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾂﾘｰの別名） ウメ
アップルミント イチジク ウメ（紅梅）
アテ(ｱｽﾅﾛの別名) イチョウ ウメ（白梅）
アブラギリ イチヨウ ウメモドキ
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小型標準（B-1型） 縦10.5cm×横14.4cm B-1型

ウラクツバキ(ﾀﾛｳｶｼﾞｬの別名) オオバボダイジュ
ウラシマソウ オオハマボウ
ウラジロガシ オオバヤシャブシ
ウラジロノキ オオフサモ
ウラジロハコヤナギ（ｷﾞﾝﾄﾞﾛの別名） オオムラサキ
ウラジロモミ オオムラサキツツジ
ウリカエデ オオモクゲンジ
ウリノキ オオモミジ
ウリハダカエデ オオヤマザクラ
ウルシ オオヤマレンゲ
ウワミズザクラ オガサワラビロウ カタクリ
ウンシュウミカン オガタマノキ カッコアザミ(ｱｹﾞﾗﾂﾑに含む)
ウンナンオガタマノキ オカトラノオ カツラ
ウンリュウヤナギ オカメザクラ カナクギノキ

オカメザサ カナメモチ
エキザカム オカメナンテン カナリーキヅタ
エクスバリーツツジ オキザリス カナリーヤシ
エゴノキ オキナグサ カバレンゲツツジ
エスメラルダ（バラ） オキナヤシモドキ（ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼﾓﾄﾞｷの別名） カビサンヤマボウシ（ﾄｷﾜﾔﾏﾎﾞｳｼの別名）
エゾイタヤ オキナワキョウチクトウ カボス
エゾザクラ（ｵｵﾔﾏｻﾞｸﾗの別名） オキナワシャリンバイ ガマ
エゾヒナノウスツボ オクラホマ（バラ） カマクラヒバ
エゾムラサキツツジ　　　　　　　　　　　　　 オケラ ガマズミ
エゾヤマザクラ　　　　　　　　　　　　　　　 オタフクナンテン カマツカ
エドヒガン オトコヨウゾメ カムロザサ
エニシダ オトメツバキ カヤ
エノキ オニグルミ カラー
エヒガサ「絵日傘」（バラ） オニモミジ(ｶｼﾞｶｴﾃﾞの別名) カラコギカエデ
エビネ オニヤブソテツ カラスザンショウ　　　　　　　　　　　　　　
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エビネ オニヤブソテツ カラスザンショウ　　　　　　　　　　　　　　
エメラルド（コニファー） オノマンネングサ カラタチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
エリカ オヒョウ カラタネオガタマ
エルトロ（シバ） オミナエシ カラナデシコ(ｾｷﾁｸの別名) 
エレガンテシマ（コニファー） オモイガワ（サクラ） カラマツ
エレンウィルモット（バラ） オモダカ カラメラ（バラ）
エンコウカエデ オランダカイウ(ｶﾗｰの別名) カリーナ
エンジュ オランダゼリ(ﾊﾟｾﾘの別名) カリン
エンシュウシャクナゲ(ﾎｿﾊﾞｼｬｸﾅｹﾞの別名) オリーブ カルポブロタス（サボテン）
エンピツビャクシン オリエンタリス カルミア

オリヅルラン カロライナジャスミン
オウゴンガジュマル オレガノ（ハーブ） カロリナポプラ
オウゴンガシワ　　　　　　　　　　　　　　　 オロシマチク カワヅザクラ
オウゴンキャラ　　　　　　　　　　　　　　　 オンコ（イチイ） カワヤナギ
オウゴンコノテガシワ オンツツジ カワラナデシコ
オウゴンシノブヒバ カンガレイ
オウゴンマサキ カーディナル（バラ） カンザクラ
オウシュウアカマツ カイコウズ カンザフロウノキ
オウトウ(ｾｲﾖｳﾐｻﾞｸﾗの別名) カイヅカイブキ カンザン（関山）
オウバイ(ｼﾞｬｽﾐﾝに含む) カイノキ(ﾗﾝｼﾝﾎﾞｸの別名) カンザンチク
オオイタビ カイモンサツキ カンツバキ
オオイタヤメイゲツ カキツバタ カンツバキ瀬戸白
オオウラジロノキ カキノキ カントウミヤマカタバミ
オオカナメモチ ガクアジサイ ガンピ
オオカメノキ ガクウツギ カンヒザクラ
オオカンザクラ カクトラノオ カンボク
オオキンケイギク カクレミノ カンレンボク
オオシマザクラ　　　　　　　　　　　　　　　 カゴノキ
オオデマリ カサスゲ キイチゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
オオバアサガラ　　　　　　　　　　　　　　　 ガザニア ギィドゥモーパッサン（バラ）
オオバイボタ カサバルピナス キウイフルーツ
オオバギ カジカエデ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ギオンシダレザクラ
オオバギボウシ ガジュマル　　　　　　　　　　　　　　　　　 キキョウ
オオバナアリアケカズラ カシワ キクザキイチゲ
オオバナサルスベリ カシワバアジサイ キササゲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
オオバノイノモトソウ カスミザクラ キジュ(ｶﾝﾚﾝﾎﾞｸの別名) 
オオバベニガシワ カスミソウ キショウブ
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小型標準（B-1型） 縦10.5cm×横14.4cm B-1型

キソケイ クサソテツ
キダチアロエ(ｱﾛｴの通称名) クサツゲ
キダチベニノウゼン(ﾋﾟﾝｸﾃｺﾏの別名) クサボケ
キタヤマスギ クジャクソウ(ｼｭｯｺﾝｱｽﾀｰの園芸名) 
キチジソウ(ﾌｯｷｿｳの別名) クジャクツバキ
キチジョウソウ クジャクヒバ
キッコウチク クスノキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
キヅタ クスノハカエデ
キハギ クチナシ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
キバコデマリ クヌギ
キハダ クマイチゴ コウチニッケイ（ﾏﾙﾊﾞﾆｯｹｲの別名）
キバタイワンレンギョウ クマガイザクラ コウバイ
キバナイペー クマガイソウ コウヤボウキ
キバナキョウチクトウ クマザサ コウヤマキ
キバナルピナス クマシデ コウヨウザン
キフゲットウ クマノミズキ コウライシバ
キブシ グミ コエビソウ
キボウ「希望」（バラ） グミモドキ ゴールデンシャワー
ギボウシ クリ ゴールデンタッチ（バラ）
キミノガマズミ グリーンコーン（コニファー） ゴールデンボーダー（バラ）
キモクレン クリサンセマムノースポール ゴールデンメダリヨン（バラ）
キャラボク クリサンセマムムルチコーレ ゴールドクレスト（コニファー）
キャンドルライト（バラ） クリスマスホーリー（ｾｲﾖｳﾋｲﾗｷﾞの別名） ゴールドバニー（バラ）
ギョイコウ（サクラ） クリスマスローズ コガネノーゼン
キョウチクトウ クリプシー（コニファー） コクチナシ
ギョクシンカ クリンソウ コクマザサ
キヨスミミツバツツジ クルメツツジ ココスヤシ
ギョリュウ クレオメ コゴミ（ｸｻｿﾃﾂの別名）
ギョリュウバイ クレマチス コゴメウツギ
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ギョリュウバイ クレマチス コゴメウツギ
キリ クレマチスモンタナルーベンス コゴメヤナギ
キリシマツツジ クロウメモドキ コシアブラ
キリンソウ クロガネモチ コジイ（ﾂﾌﾞﾗｼﾞｲの別名）
キレニシキ(ﾁﾘﾒﾝｶｴﾃﾞに含む) クロキ コジキイチゴ
キレンゲツツジ クロチク ゴシキトウガラシ
キンカチャ クロッカス ゴシキドクダミ
キンカン クロツグ コシノヒガンザクラ
キンギョソウ クロバイ コスモス
キンギンカ(ｽｲｶｽﾞﾗの別名)　　　　　　　　　　　　クロバナロウバイ コチャルメルソウ
キングサリ　　　　　　　　　　　　　　　　　 クロフネツツジ コティヨン（バラ）
ギンサカズキ(ｷﾞﾝﾊﾟｲｿｳの別名) グロボーサ（コニファー） コデマリ
キンシバイ クロマツ コトネアスター
ギンドロ クロモジ コトネアスターオータムファイヤー
ギンパイソウ クロヨナ コトネアスターダメリ
ギンフミズキ クワ コトノイト
キンポウジュ クワズイモ コナラ
キンマサキ クワノハカエデ コノテガシワ
キンメイモウソウ コノテガシワエレガンティシマ
キンメツゲ ゲイシャ（バラ） コバイケイソウ
キンモクセイ ケイトウ コハウチワカエデ
ギンモクセイ ケショウザクラ（ﾌﾟﾘﾑﾗﾏﾗｺｲﾃﾞｽの別名） コバギボウシ
ギンヨウアカシア ゲッキツ コバテイシ
キンレンカ ゲッケイジュ コバノガマズミ
キンロバイ ゲットウ コバノズイナ
ギンロバイ ケヤキ コバノセンナ
キンロバイアボッツウッド ケヤキ（むさしの1号） コバノトネリコ
キンロバイゴールドスター ケヤマハンノキ コバノミツバツツジ
キンロバイタンジェリン ケラマツツジ コバノランタナ
キンロバイピンククイーン ゲンカイツツジ コバンモチ

原種チューリップ コヒガン（サクラ）
グアバ（ﾊﾞﾝｼﾞﾛｳの別名） ケンポナシ コブシ
クイーンエリザベス（バラ） コマユミ
クコ コアジサイ コミネカエデ
クサイチゴ コウオトメツバキ コムラサキ
クサギ コウキ「香貴」（バラ） コメツガ
クサキョウチクトウ(ﾌﾛｯｸｽに含む) コウゾ ゴモジュ
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小型標準（B-1型） 縦10.5cm×横14.4cm B-1型

ゴヨウツツジ（ｼﾛﾔｼｵの別名） サンシキスミレ（ﾊﾟﾝｼﾞｰの別名）
ゴヨウマツ サンジャクバーベナ
コリウス サンジャクバナナ
コリヤナギ サンシュユ
コリンゴ（ｽﾞﾐの別名） サンショウ
コルクガシ サンショウバラ
コルチカム サンセット（ハナミズキ）
ゴルデルゼ（バラ） サンダンカ
コレオプシスムーンビーム
ゴンズイ シークワーシャー
ゴンゼツ（ｺｼｱﾌﾞﾗの別名） シイノキ シャリファアスマ（バラ）

シウン「紫雲」（バラ） シャリンバイ
ザイフリボク シェネーヴィッチェン（ｱｲｽﾊﾞｰｸﾞの別名） ジュウガツザクラ
サカキ シオジ シュウメイギク
サガリバナ シキミ ジュウモンジシダ
サギソウ シクラメン シュゼンジザクラ
サクラバハンノキ シシガシラ シュッコンアスター
サクランボ（ｾｲﾖｳﾐｻﾞｸﾗの通称） シシガシラ（カエデ） シュッコンバーベナ（宿根）
サクランボ佐藤錦 シダレウメ シュロ
サクランボナポレオン シダレウメ司 シュロチク
ザクロ シダレウメ曙 シュンラン
サザンカ シダレエンジュ ショウゲツ
サザンカ（白花） シダレカツラ ショウジマツ
サザンカ（初光） シダレザクラ ショウジョウ
サジバモヨウビユ（ｱﾙﾃﾙﾅﾝｾﾗに含む） シダレモミジ ショウブ
ザダークレディ（バラ） シダレモモ ショカッサイ（ﾑﾗｻｷﾊﾅﾅの別名）
サタツツジ シダレヤナギ ジョンクレアー（ﾊﾞﾗ）
サツキ シダレラクウショウ（ﾎﾟﾝﾄﾞｻｲﾌﾟﾚｽの別名） シラカシ
サツキツツジ シティオブヨーク（ﾊﾞﾗ） シラカバジャコモンティー
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サツキツツジ シティオブヨーク（ﾊﾞﾗ） シラカバジャコモンティー
サツキナガサキクマノ シデコブシ シラカンバ
サツマベニサツキ シデザクラ（ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸの別名） シラキ
サトウカエデ シナアブラギリ シラン
サトザクラ シナサワグルミ シリブカガシ
サトザクラ普賢象 シナノガキ（ﾏﾒｶﾞｷ・ﾘｭｳｷｭｳﾏﾒｶﾞｷの別名） シルバープリペット
サトザクラ牡丹 シナノキ ジロウガキ
サネカズラ シナマンサク シロシキブ
サフランモドキ シノブヒバ シロタエギク
ザプリンス（バラ） シバ シロダモ
ザボン シバザクラ シロバナハマナス
サマー&サマー（サルスベリ） シブカワツツジ シロモジ
サマースノー（バラ） シホウチク シロヤエザクラ
サミダレ（ツツジ） シマウリノキ シロヤシオ
サラサウツギ シマカンスゲ シロヤマブキ
サラサドウダン シマグワ シロリュウキュウ（ﾘｭｳｷｭｳﾂﾂｼﾞの別名）
サラサモクレン シマサルスベリ シンジュ
サラサレンゲ（ｻﾗｻﾓｸﾚﾝの別名） シマダケ（ﾁｺﾞｻﾞｻの別名） ジンチョウゲ
サラシナショウマ シマトネリコ シンパク
サラバンド（バラ） シメノウチ
サルココッカ シモクレン スイカズラ
サルジェンティグラウカ（コニファー） シモツケ スイセン
サルスベリ シモツケアルピナ スイフヨウ
サルスベリ（紅） シモツケゴールドフレーム スイリュウヒバ
サルスベリサマー&サマー シモツケゴールドマウンド スイレン
サルナシ ジャーマンアイリス スーパースター（バラ）
サルビア ジャーマンカモマイル スカーレットクイーンエリザベス（バラ）
サルビアグアラニティカ シャガ スカイペンシル（コニファー）
サワアジサイ（ﾔﾏｱｼﾞｻｲの別名） ジャカランダ スカイロケット（コニファー）
サワグルミ シャクナゲ スカシユリ
サワシバ シャクヤク スギ
サワフタギ シャシャンボ スギゴケ
サワラ シャスターデージー スズカケノキ
サンカクイ ジャスミン スズコナリヒラ
サンカクバアカシア ジャノヒゲ スズタケ
サンゴカク（イロハモミジ） ジャノメエリカ スターチス（ﾊﾅﾊﾏｻｼﾞの別名）
サンゴジュ シャラノキ スターリング89（バラ）
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小型標準（B-1型） 縦10.5cm×横14.4cm B-1型

スターリングシルバー（バラ） ダイオウグミ（ﾋﾞｯｸﾘｸﾞﾐの別名）
スダジイ ダイオウショウ
ｽﾃﾚｵｽﾍﾟﾙﾏﾑ（ｾﾝﾀﾞﾝｷｻｻｹﾞの流通名） ダイサンチク
ストック タイサンボク
ストレリチア ダイスギ
ストローブマツ ダイダイ
ストロベリーツリー タイトゴメ
スパニッシュビューティ（バラ） ダイミョウチク
スパルタン（コニファー） タイミンタチバナ
スホウチク タイム（ハーブ）
スマラグ（コニファー） タイムレス（バラ） チョウジガマズミ
ズミ ダイモンジソウ チョウセンゴヨウ
スモークツリー タイリョウザクラ チョウセンマキ
スモモ タイワンフウ チョウセンヤマツツジ

タカオカエデ チョウセンレンギョウ
セイカ「聖火」（バラ） タカネバラ チョマ
セイヨウアジサイ タカノツメ チリメンカエデ
セイヨウイワナンテン タギョウショウ
セイヨウイワナンテンレインボー ダケカンバ ツガ
セイヨウオダマキ タケニグサ ツキヌキニンドウ
セイヨウカナメモチ タコノアシ ツクシアカツツジ（ｵﾝﾂﾂｼﾞの別名）
セイヨウキヅタ ダスキーメイデン（バラ） ツクシハギ
セイヨウキランソウ ダスティミラー（ｼﾛﾀｴｷﾞｸの英名） ツクバネ
セイヨウシャクナゲ タチカンツバキ ツクバネガシ
セイヨウスモモ（ﾌﾟﾙｰﾝの別名） タチショウビャクシン ツゲ
セイヨウツゲ（ﾎﾞｯｸｽｳｯﾄﾞの別名） タチバナ ツタ（ﾅﾂﾂﾞﾀの別名）
セイヨウツバキ タチバナモドキ（ﾋﾟﾗｶﾝｻに含む） ツタウルシ
セイヨウトチノキ（ﾏﾛﾆｴの別名） タチヤナギ ツツジ
セイヨウトネリコ タツナミソウ ツツジ吉野
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セイヨウトネリコ タツナミソウ ツツジ吉野
セイヨウノコギリソウ タニウツギ ツバキ
セイヨウバクチノキ タピアン（バーベナ） ツバキ（白玉）
セイヨウヒイラギ タブノキ ツバキ（侘助）
セイヨウフウチョウソウ（ｸﾚｵﾒの和名） ダブルデライト（バラ） ツブラジイ
セイヨウベニカナメモチ タマイブキ ツリガネカズラ
セイヨウミザクラ タマスダレ ツリバナ
セイヨウヤマハッカ（ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑの別名） タマツゲ ツルアジサイ
セイヨウリンゴ タマミズキ ツルウメモドキ
セキショウ タマリュウ ツルギキョウ（ﾂﾙﾆﾁﾆﾁｿｳの別名）
セキチク タムケヤマ（イロハモミジ） ツルグミ
セキヤマ（ｶﾝｻﾞﾝの別名） タムラソウ ツルニチニチソウ
セトクレアセア タラノキ ツルバラ
ゼフィランサス・キャンディダ タラヨウ ツルボ
ゼラニウム ダリア ツルマサキ
センジュ タロウカジャ（ウラクツバキ） ツルマサキエメラルドゴールド
センジュギク（ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞに含む） ダンコウバイ ツルマンネングサ
センダン ダンチオウトウ「暖地桜桃」 ツワブキ
センダンキササゲ タンナサワフタギ
ゼンテイカ（ﾆｯｺｳｷｽｹﾞの別名） テイカカズラ
センテッドゼラニウム チェリーセージ テイキンザクラ
セントオーガスチン チガヤ デイゴ
センニチコウ チゴザサ ティファニー（バラ）
センペルセコイア チシオモミジ ティフトン419（シバ）
ゼンマイ チチブドウダン（ﾍﾞﾆﾄﾞｳﾀﾞﾝの別名） テウチグルミ
センリョウ チトニア デージー

チドリノキ テーダマツ
ソウシジュ チャールズレニーマッキントッシュ（バラ） デグルートスパイアー
ソシンロウバイ チャイブ デショウジョウ（イロハモミジ）
ソテツ チャツバキ テツカエデ
ソトベニハクモクレン（ﾆｼｷﾓｸﾚﾝの別名） チャノキ テッポウユリ
ソメイヨシノ チャボジャノヒゲ（ﾀﾏﾘｭｳの別名） テマリカンボク
ソヨゴ チャボヒバ テランセラ（ｱﾙﾃﾙﾅﾝｾﾗの園芸名）
ソロ チャボリュウノヒゲ（ﾀﾏﾘｭｳの別名） テルテモモ「照手桃」（白）

チャンチン テルテモモ「照手桃」（紅）
ダイアナプリンセスオブウェールズ（バラ） チャンバギク（ﾀｹﾆｸﾞｻの別名） デルフィニウム
ダイアンサス チューリップ テロペア
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小型標準（B-1型） 縦10.5cm×横14.4cm B-1型

テンジクアオイ ナンキンナナカマド
テンダイウヤク ナンキンハゼ

ナンジャモンジャ
ドイツスズラン ナンテン
ドイツトウヒ ナンテンギリ
トウオガタマ ナンヨウザクラ（ﾃｲｷﾝｻﾞｸﾗ+A1014の別名）
トウカエデ
トウカエデ花散里 ニオイシュロラン
トウゴクミツバツツジ ニオイバンマツリ
トウゴマ ニオイヒバ
トウジュロ ニオイヒバサンキスト バーベナテネラ
ドウダンツツジ ニオイヒバピラミダリスコンパクタ パーマネントウェーブ（バラ）
トウツバキ ニガキ バイカウツギ
トウネズミモチ ニコル（バラ） パイナップルセージ（ハーブ）
トウヒ ニシオコマチ（バラ） ハイネズ
トキワガキ ニシキウツギ ハイノキ
トキワザクラ（ﾌﾟﾘﾑﾗｵﾌﾞｺﾆｶの別名） ニシキギ ハイビスカス
トキワサンザシ ニシキテイカカズラ ハイビャクシン
トキワツユクサ ニシキマツ ハウチワカエデ
トキワネム ニシキモクレン ハギ
トキワマンサク ニシゴリ（ｻﾜﾌﾀｷﾞの別名） ハクウンボク
トキワヤマボウシ ニセアカシア ハクサンボク
トクサ ニチニチソウ バクチノキ
ドクダミ ニッケイ ハクチョウゲ
トゲナシニセアカシア ニッコウキスゲ ハクヒショウ
トゲマサキ（ﾊﾘﾂﾙﾏｻｷの別名） ニッコウヒバ ハクボタン
トサミズキ ニュース（バラ） ハクモクレン
トショウ ニュードーン（バラ） ハクヨウ（ｷﾞﾝﾄﾞﾛの別名）
トチノキ ニリンソウ ハゲイトウ
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トチノキ ニリンソウ ハゲイトウ
トチバニンジン ニワウメ ハコネウツギ
トックリキワタ ニワウルシ（ｼﾝｼﾞｭの別名） バコパ
トックリヤシ ニワザクラ ハゴロモジャスミン
トドマツ ニワトコ ハシドイ
ドナルドプライア（バラ） ニンドウ ハシバミ
トネリコ バジル
トネリコバノカエデ（ﾈｸﾞﾝﾄﾞｶｴﾃﾞの別名） ヌマスギ（ﾗｸｳｼｮｳの別名） バスイボク（ｱｾﾋﾞの別名）
トベラ ヌルデ ハゼノキ
ドラセーナ パセリ
ドラセーナコンシンナ ネグンドカエデ ハチスカザクラ「蜂須賀桜」
トレニア ネコノチチ バッコヤナギ
ドロノキ（ﾄﾞﾛﾔﾅｷﾞの別名） ネコヤナギ ハッサク
ドロヤナギ ネザサ ハツユキカズラ

ネジキ ハツユキソウ
ナガバノコウヤボウキ ネズ（ﾄｼｮｳの別名） ハナイカダ
ナカフキンマサキ（ﾍﾞｯｺｳﾏｻｷの別名） ネズ（ﾈｽﾞﾐｻｼの別名） ハナカイドウ
ナガミボチョウジ ネズミサシ ハナガサシャクナゲ（ｶﾙﾐｱに含む）
ナギ ネズミモチ ハナカタバミ
ナギイカダ ネムノキ ハナショウブ
ナシ ネリネ ハナズオウ
ナツグミ ハナスグリ
ナツヅタ ノウゼンカズラ ハナスベリヒユ
ナツツバキ ノウゼンハレン（ｷﾝﾚﾝｶの別名） ハナダイコン（ﾑﾗｻｷﾊﾅﾅ+A1113の別名）
ナツハゼ ノカンゾウ ハナタバコ
ナツミカン ノシバ ハナツクバネウツギ（ｱﾍﾞﾘｱに含む）
ナツメ ノシラン ハナツメクサ（ｼﾊﾞｻﾞｸﾗの別名）
ナツメヤシ ノダフジ ハナツルソウ
ナナ（ｼﾓﾂｹｱﾙﾋﾟﾅの別名） ノハカタカラクサ（ﾄｷﾜﾂﾕｸｻ+A1063の別名）ハナデマリ
ナナカマド ノハナショウブ バナナ
ナナミノキ ノボリフジ（ｷﾊﾞﾅﾙﾋﾟﾅｽの別名） ハナニラ
ナナメノキ（ﾅﾅﾐﾉｷの別名） ノムラモミジ ハナノキ
ナベワリ ノリウツギ ハナハッカ（ｵﾚｶﾞﾉの別名）
ナラガシワ ノルウェーカエデ ハナハマサジ
ナリヒラダケ ハナミズキ
ナルコユリ バーハーバー ハナミズキ（白）
ナワシログミ バーベナ ハナミズキ（紅）
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小型標準（B-1型） 縦10.5cm×横14.4cm B-1型

ハナミズキホワイトラブ ヒペリカム・カリシナム
ハナモモ ヒペリカム・ヒデコート
ハナリンゴアメリカンビューティー ヒマラヤスギ
パパイア ヒマラヤユキノシタ
パパメイアン（バラ） ヒムロ
ハボタン ヒメアスナロ
ハマイヌビワ ヒメイタビ
ハマオモト ヒメイチゴノキ
ハマギク ヒメウツギ
ハマセンダン ヒメウワバミソウ
ハマナス ヒメガマ フェイジョア
ハマヒサカキ ヒメクチナシ フェニックス
ハマボウ ヒメコウゾ フェリーポルシェ（バラ）
ハマユウ ヒメコブシ（ｼﾃﾞｺﾌﾞｼの別名） フキ
バラ ヒメザクロ フクギ
ハラン ヒメシャガ フゲンゾウ「普賢象」
ハリエンジュ（ﾆｾｱｶｼｱの別名） ヒメシャクナゲ フサアカシア
ハリギリ ヒメシャラ フサザキスイセン
ハリツルマサキ ヒメシャリンバイ フジ
バリバリノキ ヒメタイサンボク フジアザミ
ハルイチバン「春一番」(ツツジ) ヒメツゲ（ｸｻﾂｹﾞの別名） フジウツギ
ハルニレ ヒメツバキ（ｲｼﾞｭの別名） フジキ
パルメンガルテンフランクフルト（バラ） ヒメツルソバ フジザクラ
バレンシア（バラ） ヒメツルニチニチソウ フジタイゲキ
ハンカチノキ ヒメヒオウギズイセン（ﾓﾝﾄﾌﾞﾚﾁｱの別名） フジツツジ
バンクスマツ ヒメユズリハ フタバアオイ
ハンゲショウ ヒメリンゴ フタリシズカ
パンジー ビャクシン フッキソウ
バンジロウ ヒャクダン（ｾﾝｼﾞｭの別名） ブッドレア
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バンジロウ ヒャクダン（ｾﾝｼﾞｭの別名） ブッドレア
ハンテンボク（ﾕﾘﾉｷの別名） ヒャクニチソウ ブドウ
ハンノキ ヒュウガミズキ ブナ
パンノキ ビヨウヤナギ フユウガキ
パンパスグラス ヒヨクヒバ（ｲﾄﾋﾊﾞの別名） フユヅタ（ｷﾂﾞﾀの別名）
バンマツリ ヒョンノキ（ｲｽﾉｷの別名） フヨウ

ピラカンサ プラタナス
ヒース（ｴﾘｶの英名） ヒラドツツジ ブラックベリー
ヒイラギ ヒラミレモン（ｼｰｸﾜｰｼｬｰの別名） ブラッシノキ
ヒイラギナンテン ヒルザキツキミソウ フランスカイガンショウ
ヒイラギナンテンチャリティ ビロウ フリージア
ヒイラギモクセイ ヒロオツツジ フリージア（バラ）
ヒイラギモチ ビワ プリベット（イボタノキ）
ヒオウギ ビンカマジョール プリムラオブコニカ
ヒカゲツツジ ビンカミノール プリムラジュリアン
ヒカゲヘゴ ピンクザクラ プリムラポリアンサ
ヒカンザクラ ピンクサラバンド（バラ） プリムラマラコイデス
ヒガンザクラ（ｺﾋｶﾞﾝの別名） ピンクテコマ プリムローズビューティ
ヒガンバナ プリンセスドゥモナコ（バラ）
ビクトール（シバ） ファーストプライズ（バラ） プリンセスミチコ（バラ）
ビグノニア フイリアオキ ブルーエンジェル（コニファー）
ヒゴロモソウ（ｻﾙﾋﾞｱの別名） フイリアマドコロ ブルーカーペット（コニファー）
ヒサカキ フイリカンスゲ（ｼﾏｶﾝｽｹﾞの別名） ブルースター
ビジョザクラ（ﾊﾞｰﾍﾞﾅの別名） フイリギンバイカ ブルーデージー
ビックリグミ フイリケヤキ ブルーパシフィク（コニファー）
ヒツジグサ フイリサカキ ブルーヘブン（コニファー）
ヒデリソウ（マツバボタン） フイリソシンカ ブルーベリー
ヒトツバタゴ フイリヒイラギ ブルームーン（つる性）（バラ）
ヒナウチワカエデ フイリビンカマジョール ブルームーン（バラ）
ヒナギク（ﾃﾞｰｼﾞｰの別名） フイリフェラオーレア プルーン
ビナンカズラ（ｻﾈｶｽﾞﾗの別名） フイリマサキ フロックス
ヒノキ フイリヤブラン ブロワリア
ヒノキアスナロ（ﾋﾊﾞの別名） フイリユリノキ プンゲンストウヒ
ヒノデキリシマ フウ（ﾀｲﾜﾝﾌｳの別名） ブンゴウメ
ヒバ フウトウカズラ ブンタン（ｻﾞﾎﾞﾝの別名）
ビバーナムティヌス ブーゲンビレア
ヒペリカム フェアビアンカ（バラ） ペカン
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小型標準（B-1型） 縦10.5cm×横14.4cm B-1型

ベゴニアセンパフローレンス ホテイチク
ペチュニア ポテンティラ
ベッコウマサキ ホトトギス
ヘッツィー（コニファー） ポプラ
ヘデラ ポポー
ヘデラカナリエンシス ホルトノキ
ヘデラカナリエンシスコモン ホワイトウィングス（バラ）
ヘデラカナリエンシスバリエガータ ホワイトクリスマス（バラ）
ヘデラグレイシャー ホワイトマスターピース（バラ）
ヘデラゴールドハート ホワイトラブ（ハナミズキ）
ヘデラコルシカ ホンシャクナゲ（ｼｬｸﾅｹﾞの別名） ミツデカエデ
ヘデラピッツバーグ ポンデローザマツ ミツバカイドウ
ヘデラヘリックス ポンドサイプレス ミツバツツジ
ヘデラヘリックスコモン ミツマタ
ペニーロイヤルミント マーガレット ミネカエデ
ベニカナメモチ マキ ミミズバイ
ベニシダ マグノリアアレキサンドリーナ ミムルス
ベニシダレ マグノリア・アン ミヤギノハギ
ベニシダレ（ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ手向山の別名） マグノリアエリザベス ミヤコジマソウ
ベニシタン マグワ ミヤコワスレ
ベニドウダン マザーローデ（バラ） ミヤマイボタ
ベニバスモモ マサキ ミヤマオダマキ
ベニバナアセビ マダケ ミヤマガマズミ
ベニバナエゴノキ マツカゼソウ ミヤマザクラ
ベニバナシャリンバイ マツバギク ミヤマシキミ
ベニバナトキワマンサク マツバボタン（ﾋﾃﾞﾘｿｳの別名） ミヤマツツジ
ベニバナトチノキ マツムシソウ ミヤマハンノキ
ﾍﾞﾆﾌｸﾘﾝｾﾝﾈﾝﾎﾞｸ（ﾄﾞﾗｾｰﾅｺﾝｼﾝﾅの和名） マツリカ（ｼﾞｬｽﾐﾝに含む） ミヤマビャクシン（ｼﾝﾊﾟｸの別名）
ベニヤマザクラ（ｵｵﾔﾏｻﾞｸﾗの別名） マテバシイ ミヤマフジキ（ﾕｸﾉｷの別名）
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ベニヤマザクラ（ｵｵﾔﾏｻﾞｸﾗの別名） マテバシイ ミヤマフジキ（ﾕｸﾉｷの別名）
ペパーミント マホニア・コンフーサ ミラベラ（バラ）
ヘメロカリス マメガキ ミント（ハーブ）
ヘメロカリスステラデオロ マメザクラ
ヘラノキ マメツゲ ムーンスプライト（バラ）
ヘルムットシュミット（バラ） マユミ ムクゲ
ベロニカ マリアカラス（つる性）（バラ） ムクノキ
ベロニカオックスフォードブルー マリアカラス（バラ） ムクロジ
ベンガルボダイジュ マリーゴールド ムシカリ（ｵｵｶﾒﾉｷの別名）
ベンケイノチカラシバ（ﾅｷﾞの別名） マルキンカン ムスカリ

マルコポーロ（バラ） ムベ
ポインセチア マルバアオダモ ムラサキオモト
ホウオウチク マルバサツキ ムラサキカッコアザミ（ｱｹﾞﾗﾂﾑに含む）
ホウオウボク マルバシャリンバイ ムラサキシキブ
ボウガシ マルバチシャノキ ムラサキソシンカ
ホウキギ マルバニッケイ ムラサキツユクサ
ホウキグサ（ﾎｳｷｷﾞの別名） マルバヒイラギ ムラサキハシドイ（ﾗｲﾗｯｸの別名）
ホウチャクソウ マルバマンネングサ ムラサキハナナ
ホウビカンジュ マルバヤナギ ムラサキヤシオツツジ
ホウライチク マロニエ
ボウルバード（コニファー） マンゴスチン メアリーマグダリン（バラ）
ホオノキ マンサク メイゲツカエデ
ボケ マンジュギク（ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞに含む） メギ
ホソエウリハダ（ﾎｿｴｶｴﾃﾞの別名） マンジュシャゲ（ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ別名） メギオーレア
ホソエカエデ マンリョウ メキシコヒマワリ（ﾁﾄﾆｱの一品）
ホソバシャクナゲ メキシコマンネングサ
ホソバタイサンボク ミカン メグスリノキ
ホソバタブ ミサオノキ メタセコイア
ホソバヒイラギナンテン ミズキ メマツ（ｱｶﾏﾂの別名）
ホソバムクイヌビワ ミスサトミ（ｱｶﾊﾞﾅﾔﾏﾎﾞｳｼに含む） メラノキシロンアカシア
ボダイジュ ミズナラ メランポジウム
ホタルイ ミズバショウ メンツツジ（フジツツジの別名）
ホタルブクロ ミズヒキ
ボタン ミスミソウ モイワボダイジュ
ボタンキョウ ミズメ モウソウチク
ボックスウッド ミセスピエールエスデュポン（バラ） モクタチバナ
ホテイアオイ ミソハギ モクレン
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小型標準（B-1型） 縦10.5cm×横14.4cm B-1型

モスフロックス ヤマボウシサトミ
モスローズ（ﾊﾅｽﾍﾞﾘﾋﾕの別名） ヤマボウシ紅富士
モチツツジ ヤマボウシミルキーウェイ
モチノキ ヤマモミジ
モッコク ヤマモモ
モミ ヤマモモ（瑞光）
モミジ ヤマユリ
モミジイチゴ（ｷｲﾁｺﾞの別名） ヤングスタウン（コニファー）
モミジガサ
モミジバフウ ユーカリノキ
モモ ユキノシタ
モモイロウツギ ユキヤナギ リンドウ
モモタマナ（ｺﾊﾞﾃｲｼの別名） ユクノキ リンボク
モヨウビユ（ｱﾙﾃﾙﾅﾝｾﾗに含む） ユズ
モリヘゴ（ﾋｶｹﾞﾍｺﾞの別名） ユスラウメ ルイドゥフューネ（バラ）
モリムラマンネングサ ユズリハ ルリヒナギク（ﾌﾞﾙｰﾃﾞｰｼﾞｰの別名）
モンタナマツ ユリ ルリミゾカクシ（ﾛﾍﾞﾘｱｴﾘﾇｽの和名）
モントブレチア ユリオプスデージー
モントレーサイプレス ユリツバキ レイランディー（コニファー）
モンパノキ ユリノキ レイランディーヒバ（コニファー）

ユリノキオーレオマルギナータム レジノサアカマツ
ヤエクチナシ レッドウッド（ｾﾝﾍﾟﾙｾｺｲｱの別名）
ヤエベニオオシマ ヨウコウザクラ レッドサンセット
ヤエベニシダレ ヨーロッパアカマツ レッドライオン（バラ）
ヤエヤマブキ ヨーロッパカエデ（ﾉﾙｳｪｰｶｴﾃﾞの別名） レッドロビン
ヤグルマソウ ヨーロッパゴールド（コニファー） レディヒリンドン（バラ）
ヤシャブシ ヨーロッパトウヒ（ﾄﾞｲﾂﾄｳﾋの別名） レプトスペルマム
ヤタイヤシ ヨグソミネバリ（ﾐｽﾞﾒの別名） レモン
ヤダケ ヨコグラノキ レモンバーム
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ヤダケ ヨコグラノキ レモンバーム
ヤチダモ ヨコハマヒザクラ  
ヤツデ ヨドガワツツジ レンギョウ
ヤドリフカノキ ヨハンシュトラウス（バラ） レンギョウクリーピングゴールド
ヤブカンゾウ レンゲショウマ
ヤブコウジ ライラック レンゲツツジ
ヤブツバキ ライラックローズ（バラ）
ヤブニッケイ ラインゴールド（コニファー） ロウバイ
ヤブミョウガ ラカンマキ ローズマリー（ハーブ）
ヤブムラサキ ラクウショウ ローソンヒノキ
ヤブラン ラズベリー ローラ（バラ）
ヤブレガサ ラセイタソウ ロニセラニティダ
ヤマアジサイ ラバーグルト（バラ） ロベリアエリヌス
ヤマウルシ ラベンダー
ヤマガキ ラベンダーセビリアンブルー ワイセイスイセン
ヤマグリ ラミウム ワイヤープランツ
ヤマグルマ ランシンボク ワシントンヤシ
ヤマグワ ランタナ ワシントンヤシモドキ
ヤマコウバシ ワスレナグサ
ヤマザクラ リーガースベゴニア ワタ
ヤマシバカエデ（ﾁﾄﾞﾘﾉｷの別名） リキダマツ ワタチョロギ
ヤマシャクヤク リシマキア ワレモコウ
ヤマツツジ リシマキアヌンムラリア
ヤマツバキ リビングストンデージー
ヤマトリカブト リュウキュウガキ
ヤマドリヤシ（ｱﾚｶﾔｼの別名） リュウキュウコクタン
ヤマナシ リュウキュウツツジ
ヤマナラシ リュウキュウバショウ（ｲﾄﾊﾞｼｮｳの別名）
ヤマネコノメソウ リュウキュウハゼ（ﾊｾﾞﾉｷの別名）
ヤマネコヤナギ（ﾊﾞｯｺﾔﾅｷﾞの別名） リュウキュウマツ
ヤマハギ リュウキュウマメガキ
ヤマハゼ リュウゼツラン
ヤマハンノキ リュウノヒゲ
ヤマビワ リョウブ
ヤマブキ リョウメンシダ
ヤマフジ リラ（ﾗｲﾗｯｸの別名）
ヤマボウシ リンゴ
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