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本資料で用いた名称 類でまとめたもの及び標準和名で統一したもの 
アオキ  ピィリアオキ,フイリアオキ,フェリアオキ,ヤナギバアオキ 
アオギリ  アオギリ類不明 
アカエゾマツ アカエゾ松 
アカシア類 アカシア,アカシアフリーシア,ア,カシア類不明,アカシヤ,ギンアカシア,ギンアカシヤ,ギンヨウア 

カシア,ソウジュ,トゲナシアカシア,ハナアカシア,ハナアカシア,フサアカシア,ベニアカシア,ミモ

ザ,ミモザアカシヤ,メラノキシロン,モミザアカシア,モリシマアカシア 
アカテツ      オオバアカテツ 
アカマツ･クロマツ類 アカマツ,アカマツ・クロマツ 不明,アカマツ類不明,ウツクシマツ,クロマツ,クロマツ（球）,タ

ギョウショウ,ダギョウショウ,ナンブアカマツ,赤松 
アカメガシ  アカメカシ 
アカメガシワ アカメカシワ,アカメガシア,アカメガワシワ 
アカリファ  アカリア,アカリハ,アカリファレインボー,ニシキアカリファ 
アキニレ あきにれ,アキギレ,アキレイ（ニレケヤキ）,アニキレ,ニレケヤキ,ニレ科アキニレ 
アケビ ツタ類アケビ 
アザレア アザリア,アザレア類不明,アゼリア 
アジサイ類  アジサイ,アジサイ類不明,アジサイ類シチヘンゲ,カクアジサイ,エゾアジサイ,ガクアジサイ,ガク

ジサイ,クヨウアジサイ,コアジサイ,シキザキアジサイ,セイヨウアジサイ,タマアジサイ,ツルアジ

サイ,ヤマアジサイ 
アズキナシ  アヅキナシ 
アセビ  アシブ,アヤビ,ツツジ科アセビ,マセビ 
アセロ－ラ  アセロラ 
アベリア類 アベリア, アベリアエドクードゴーチャ,アベリアエドワード,アベリアエンドウトゴーチャ,アベ

リアエドワードゴーチャ, アベリアエドワードゴーチャー,アベリア類アベリア,アベリア類アベリ

アエドワードゴーチャ,アベリア類エドワードゴーチャ,アベリア類エドワードゴーチャー,アベリ

ア類エドワードゴチャー,アベリア類ハナゾノツクバネウツギ,アベリア類フランシスメイスン,ア
ベリア類不明,アベリヤ,アベリヤ類アベリア,アベリラ,エドワードゴーチャ,エドワードゴーチャー, 
エドワードゴーヂャ,エドワードマーチェ,カベリア,スイカズラ科アベリア,ハナウツギ,ハナゾノツ

クバネウツギ,ハナツクバネツツキ,不明 アベリア 
アメリカイワナンテン  アキシラリス 
アメリカシモツケ アメリカテマリシモツケ,アメリカテモリシモツケ 
アメリカツルマサキ アメリアメガマサイキ,アメリカルムマサ 
アメリカデイゴ アメリカディゴ,アメリカデイコ,アメリカンディエゴ,アメリカンディゴ,カイコウ,カイコウジュ,

カイコウズ,マメ科アメリカデイゴ 
アメリカハイネズ バーハーバー,ホリゾンタリス,ホリゾンタリスバーハーバー,ヤングスタウン 
アメリカハマグルマ ウェデリア,ウエデリア 
アメリカヒイラギ アマリカヒイラギ 
アメリカネムノキ サマネアサマン 
アラカシ  アラガシ,ホウカシ,ホウガシ,ボウカシ,ボウガシ,棒ガシ 
アリアケカヅラ アラマンダ,アラマンダー,アリアケカズラ,アリアスカズラ,オオバナアリアケカズラ 
アレカヤシ  アデカヤシ,アリカヤシ 
イスノキ  イス,ヒョンノキ,ユス,ユスの木,ユスノキ 
イタビカヅラ イタビカズラ,イタビラカズラ 
イチイ  アララギ,イチイ類,イチイ類イチイ,イチイ類不明,オンコ,ヘダ 
イチョウ  ギンナン,銀杏 
イッペイ  イッペー 
イヌコリヤナギ いこりやなぎ 
イヌツゲ類 イヌツケ,イヌツゲ,イヌツゲタマ,イヌツゲヒラリー,イヌツゲ類ゴールデンジェム,イヌツゲ類不
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明,ゴールデンジャム,スカイペンシル,タマツゲ,ツゲ（玉）,ツゲタマ,ツゲダマ,ツゲ玉（タマツゲ）,
ホンツゲ類マメツゲ,マメイヌツゲ,マメイマツゲ,マメタマツゲ,マメツグ,マメツゲ,マルバイヌ

ツゲ,モチツキ科マメツゲ、王ツゲ,玉ツゲ 
イヌマキ類  イヌマキ,いぬまき類,ラカンマキ 
イヌブナ  イナブナ 
イヌマキ類 イスマキ,イヌマキ,イヌマキ類不明,クサマキ,テカンマキ,マキ類ラカンマキ,マキ類イヌマキ,ラカ

ンマキ 
イブキジャコウソウ イブキジャコウ 
イブキ類 イブキイブキダマ,イブキ類不明,オウイブキ,オオゴンソナレ,カイスガイブキ,カイズカ,カイズカ

イブキ,カイズカイブキ（玉物）,カイヅカ,カイヅカイブキ,カイブカイブキ,コガネイブキ,シンパク,
セイヨウビャクシン,ソナレ,タチビャクシン,タマイブキ,タマイブキ類不明,タマカイズカ,タマシ

ンパク,タマイブキ,ハイビシャクシン,ハイビャクシン,ハイビャクシン類ブリーパシフィック,ヒノ

キ類ミヤマビャクシン,ヒメソナレ,ビャクシン,ビャクシン類不明,ミヤマビャクシン,モロ 
イボタノキ  イボタ,イボタノキ類,オオバイボタ 
インドソケイ プリメリア,プルメリア 
インペディダム インペチディタム 
ウツギ  ウツキ,ウツギ類,ウツギ類不明,ウノハナ 
ウバメガシ  ウバメカシ,カシ類ウバメガシ,チリメンガシワ,バベ 
ウメ類 うめ,ウメ,ウメ（白）,ウメノキ,ウメ類不明,ハナウメ,ウンナンコウバイ,カゴシマコウバイ,ゲッカ

セイ,コウバイ,シダレウメ,シロカガ,ハクバイ,バラ科ウメ,ブンゴウメ,ブンボウメ,紅白梅,梅 
ウラジロガシ ウラジロカシ 
ウルシ  ウルシ属 
ウワミズザクラ イワミズザクラ,ウワズミザクラ 
ウンリュウヤナギ 雲竜柳 
エゴノキ アカバナエゴ,アカバナエゴノキ,エコツキ,エコノキ,エゴ,エゴツキ,エゴニキ,エブノキ,ベニバナエゴ

ノキ,紅花エゴノキ 
エゾニワトコ エゾノニワトコ 
エゾマツ  エゾマツ類 
エニシダ  エニシダパーニー,ヒメエニシダ 
エノキ  ニレ類エノキ 
エリカ  アルバモリス 
エンジュ  エンジエ,エンジュ類不明,シダレエンジュ 
オウゴンシノブヒバ オーゴンヒバ,オウゴシノブヒバ,オウゴンシグヒバ,オウゴンヒバ,オウダンシノブヒバ,オオゴン

シノブヒバ,コガネヒバ,ニッコウヒバ 
オウゴンヒヨクヒバ ヒィリヒェラ,フィフェラオーレア,フィリアフェラオーレア,フィリエラオーレア,フィリフィラオ

ーレ,フィリフィラオーレア,フィリフェアオレア,フィフェアオレア,フィリフェフコレアヒバ,フィ

リフェラオーシア,フィリフェラオーレ,フィリフェラオーレア（オウゴンワイセイスイリュウヒ

バ）、フィリフェラオーレイ,フィリフェラオーレラ,フィリフェラオレ,フィリフェラオウレア,フィ

リヘラオレ,フィリフィラオーレ,フイリフィラオーレア,フェリエフェラオーレア,フェリフェラオ

ーレア 
オウシュウアカマツ ヨーロッパアカマツ,欧州アカマツ 
オウシュウクロマツ ヨーロッパクロマツ 
オオイタビ  オオイタビカズラ 
オオカナメモチ オオカナメ,オオカナメモチ類,オオバベニカナメモチ,カナメモチ類オオカナメモチ 
オオデマリ  オオテマリ 
オオバボダイジュ リンデンバウム 
オオベニゴウカン レッドパウダーパフ 
オガサワラエノキ クワノハエノキ 
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オガタマノキ オガタマ,オダカマ,ニオイオガタマ 
オカメヅタ  オカメツタ 
オタフクナンテン オタフクナテ,メギ類オタフクナンテン,地被類オタフクナンテン 
カイドウ  カイドウザクラ,カイドウ類,カイドウ類不明,ノカイドウ,リンゴカイトウ 
カエデ類  カエデ,カエデ不明,カエデ類不明,カナコギカエデ,コミネカエデ,ヒトツバカエデ 
カキノキ  かき,カキ,カキ類不明,シナノカキ,シブガキ,マメガキ,柿の木 
カクレミノ  カクケミノ 
カジュマル類 オウゴンカジュマル,オオゴンカジュマル,カジュマル,コバカジュマル 
カシワ  アメリカカシワ,カシワ類不明 
カシ類  カシ,カシノキ,カシの木,カシ類,カシ類不明 
カツラ  カツラ類不明,シダレカツラ 
カナダトウヒ エキニフォルミス 
カナメモチ類 アカメ,カナメモチ,カナメモチ類不明,バラ類ベニカナメ,ベニカナメ,ベニカナメモチ,ベニカモメ

モチ,ベニヤナメモチ 
カナリーヤシ カナーリヤシ,カナリヤシ,フェニックス,フェニックス（カナリヤシ）,フェニックスカナリエンシ

ス,フェニックスココア,フェニックスロベレニー,ヤシ科カナリーヤシ,ヤシ類カナリーヤシ、ヤシ

類フェニックスロベレニー 
ガマズミ  カマズミ,ガマミズ,ニオイガマズミ,ヨシズミ 
カラタネオガタマ カラタネオガタマノキ,カラタチオガタマ,トウガタマ,トウオガダマ,トウガタマ  
カリン  バラ類カリン,花梨 
カルーナ  カルーナゴールドヘイズ 
カルミヤ  アメリカシャクナゲ,カルシア,カルミア,ツツジ類カルミヤ 
カロライナジャスミン カロナイナジャスミン,カロリナジャスミン,マチン科カロライナジャスミン 
カンツバキ  シシガシラ 
カンボク類  カンボク、カンボク類不明 
カンレンボク カレンボク 
キウイ  キウイフルーツ,キュウイ 
キササゲ類  キササギ,キササゲ,キササゲ類不明,ハナキササゲ 
キソケイ  キンケイ 
キタカミハクヨウ キタカミハクチョウ 
キタコブシ  モクレン類キタコブシ 
キタゴヨウ･ヒメコマツ類 キタゴヨウ・ヒメコマツ類不明,キタゴヨウマツ,ヒメコマツ,宮島五葉,五葉松,日高ゴヨウ,日

高五葉 
キダチベニノウゼン ピンクテコマ 
キヅタ  キズタ,キッタ 
キャラボク イチイ科キャラボク,オウゴンキャラボク,キャラ,キャラ（玉）,キャラダマ,キャラノキ,キャラ玉,

キンキャラ,玉キャラ 
ギョイコウ ギョウイコウ 
キョウチクトウ キバナキョウチクトウ,キョウチク,キョウチクトウ科キョウチクトウ,キヨウチクトウ,クサキョウ 

チクトウ,ヤエキョウチクトウ,ワイセイキョウチクトウ 
ギョリュウバイ キョリョウバイ 
キリ  キリノキ,桐 
キワタ  インドキワタ,キワタノキ 
ギンカエデ  カエデ類ギンヨウカエデ,カナダギンカエデ,カナダギンカエデ（ピラミダレ）,キンカエデ 
キングサリ  キングサリー,キングサリボッシイ 
ギンドロ  キンドロ 
キンモクセイ キモクセイ,キンモキセイ,キンモクセイ類,キンモクセイ類不明,モクセイ類キンモクセイ 
ギンモクセイ モクセイ科ギンモクセイ 
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キンロバイ  オオバナキンロウバイ,キンロウバイ,キンロバイ類 
ギンロバイ  オオバナギンロウバイ,ギンロウバイ 
グァバ  グアバ,ストロベリーグァバ 
クジャクヒバ おうごうくじゃくひば,オウゴンクジャクヒバ 
クスノキ  クス 
クチナシ類 オオバクチナシ,ククチナシ,クチナシ,クチナシ類ヤエクチナシ,クチナシ類不明,クチナシ類クチ

ナシ,クチナシ類コクチナシ,クチナシ類ヒメクチナシ,コクチナシ,チクナシ類不明,ヒメクチナシ,
ヤエクチナシ 

クヌギ  クスギ,櫟 
グミ類 アキグミ,イワシグミ,グミ,グミノキ,グミ科ナワシログミ,ナワシログミアキグミ,グミ類不明,シ

ロナワグミ,タワラグミ,トウグミ,ナウシログミ,ナクシログミ,ナツグミ,ナニワシログミ,ナワシ

ログミ,ナワシログミ（斑入り含む）,ハマグミ,フィリナワシログミ,マルバグミ 
クリ  クリノキ,ブナ科クリ,ヤマグリ,栗の木 
グルーテンドルスト ＦＪグルーテンドルスト 
クルミ類 オニグルミ,カシグルミ,クルミ,クルミ（オニグルミ）,クルミ類不明,セイヨウクルミ,セイヨウタ

ルミ,マルバアキグミ 
クロガネモチ くろがねもち 
クロトン  トウダイグサ科クロトン 
クロバナロウバイ クロバナローバイ 
クロベ  ネズコ 
クロモジ  クロモシ 
クワ  アメリカクワ,クワノキ,クワ類クワ,シダレグワ 
ゲッケイジュ ゲッケイシュ 
ケヤキ けやき,ケヤキ（ムサシノ１号）,ケヤキムサシノ,ケヤキ類ムサシケヤキ,ムサシケヤキノ,ムサシ

ノケヤキ,ユーゼンケヤキ 
ケヤマハンノキ ハンノキ類ケヤマハンノキ 
ココメウツギ コゴメウツギ 
コデマリ  コマデリ,ゴテマリ,ゴデマリ 
コトネアスター類 コトネアスター,コトネアスターダメリー,コトネアステルダメリ,ダンメリー,ベニシタン 
コナラ  コナシ,コナラ類 
コニファー類 イトスギ類ゴールドクレスト,グリーンコーン,グレイオール,コニファ,コニファー,コニファーヒバ,

コニファー類樹種不明,グラウカ,コニファー類フィリフェラオーレア,コニファー類ブルーパシフ

ィック,コロラドビャクシン,コロラドビャクシンブルーヘブン,ゴールドクエスト,ゴールドクレス

ト,ゴールドスパングル,ゴルドクレスト,サルゲンティ,サンキスト,スエシカ,スパルタン,スワンゴ

ールド,ハニーブローキー,ヒノキ科グリーン・コーン,ヒノキ科キャッスルウエラン,ヒバ類ライン

ゴールド,ブルーエンジェル,ブルーチップ,ブルーバード,ブルパシフィック,ブルーヘブン,ブルー

チップ,ブルパシフック,ブルヘブ,ボールバード,ボルバード,ボルバド,ユニファーピラミダミス,ヨ
ーロッパゴールド,ヨーロピアンゴールド,ラインゴールド,レッドスター 

コノテガシワ エレガンテシマア,エレガンテシマ,オウゴコノテ,オウゴンコノテ,オウゴンコノテガシワ,オオゴン

コノテ,カシワ類コノテガシワ,コウノテガシワ,コガネコノテガシワ,コノチガシ,コノチガシワ,コ
ノチヒバ,コノテ,コノテカシワ,コノテカワシ,コノテガシ,コノテガシク,コノテガノワ,コノテガワ

シ,コノテヒバ,コノデカシワ,コノデガシワ,センジュ,センジュ（コノテガシワ）,ヒノキ科エレガン

ティシマ,ヒノキ科コノテガシワ,ユノテガシワ,ユノテヒバ 
コノテヒバ  ヒバ類コノテヒバ 
コバノランタナ コバナランタナ,ランタナ類コバノランタナ 
ゴハンノキ  セイヨウゴハンノキ 
コマユミ  ユマユミ 
コメツガ  マツ類コメツガ 
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コメツツジ  ツツジ類コメツツジ 
ゴヨウマツ・ヒメコマツ類 ゴヨウマツ（ヒメコマツ）,ヒダカゴヨウマツ 
コンコロールモミ コンコロール樅 
コンシンナ  コンシンネ,コンチネ 
サイカチ  サイカチサンバースト 
ザイフリボク アメリカザイフリボク,アメリカザイフリボック 
サカキ  ホンサカキ 
サガリバナ  サガリハナ（サワフジ）,サワフジ 
サキシマスオウノキ サキシマスオノキ 
サキシマハマボウ サキシハマボウ 
サクラ類 さくら類サトザクラ,さくら類不明,アマノガワ,アンザンサクラ,イキカマザクラ,ウコン,ウコン

ザクラ,ウスズミサクラ,ウスズミザクラ,エゾヤマザクラ,エドヒガシ,エドヒガン,エドヒガンザ

クラ,オオシマザクラ,オオムラザクラ,オオヤマサクラ,オオヤマザクラ,オカメザクラ,オモイガ

ワザクラ,カスミザクラ,カワヅザクラ,カンザクラ,カンザン,カンザンザクラ,カンヒザクラ,キク

ザクラ,キザクラ,クシロヤエザクラ,コヒガンサクラ,コヒガンザクラ,サクラ,サクラ不明,サクラ

ソメイヨシノ,サクラ（サトザクラ）,サクラ（思川）,サクラ『クマガイ』,サクランボ,サクラ系

サトザクラ,カンヒ桜,サクラ類その他,イキザクラ,ウコンサクラ,エドザクラ,エドヒガンサクラ,
カスミサクラ,カワズサクラ,カマミズザクラ,カンピサクラ,カンヒザクラ,ヒカンザクラ,ケンロ

クエンキクザクラ,コシノヒガン,サトサクラ（八重種）,サトザクラフゲンソウ,シキサキサクラ,
シナミザクラ,ジュウガツザクラ,セイヨウザクラ,センダイザクラ,,ツクシヤマザクラ,ヒカンザ

クラ,フユザクラ,ベニオオシマ,ベニシダレヤエザクラ,ベニフゲン,ベニヤマザクラ,ミヤマサク

ラ,ミヤマザクラ,ヤエザクラ関山,ヤエザクラ御衣黄,十月桜,サクラ類不明,陽光桜,コヒダン,サク

ラ類（不明）、サクラ類（名前不明）サクラ類アーモンド,サクラ,サトザクラ“天の川”,ニワザ

クラ,サトサクラ,サトザクラ,サトザクラ（ヤエザクラ）,サトザクラ類,サトザクラ類不明,サドザ

クラ,シキザクラ,シダレザクラ,シベリアザクラ,シュウガツザクラ,ショウワザクラ,ショワザク

ラ,シロザクラ,ジュウガツサクラ,ジュウガツザクラ,ジュガツサクラ,スルガダイニオイ,セイヨ

ウミザクラ,ソメイヨシノ,チシマザクラ,チュウショウヒガンザクラ,ナラヤエザクラ,ニワザクラ,
ハツユキザクラ,バラ類サトザクラ,ヒカンザクラ,ヒガン,ヒガンザクラ,ヒマラヤザクラ,ヒメザ

クラ,フゲンソウ,ベニガサ,ベニザクラ,ボタンザクラ,ポルトガルサクラ,ママヤマザクラハマナ

ス,ヤエサクラ,ヤエザクラ,ヤマザクラ,ヨウキヒ,ヨウコウ,ヨウコウサクラ,ヨウコウザクラ,ヨウ

ユウザクラ,ヨシノザクラ,佐渡桜,桜,中木 ヒマラヤザクラ 
ザクロ  ハナザクロ 
ササバヒイラギナンテン ササバヒイラギナン 
サザンカ類 さざんか類不明,オトメサザンカ,カンッツバキ,カンツバキ,サザンカ,サザンカベニキリン,サザ

ンカ類不明,シシガシラ,サザンカ,サマービーナス,タチカンツバキ,シシガラシ,タチカンツバキ,
ツバキ科ツバキ属カンツバキ,ツバキ類カンツバキ,ツバキ類サザンカ,ツバキ類ハイカンツバキ,
ハイカンツバキ,寒椿 

ササ類 おかめ笹,ささ類,アズマネザサ,イネ科クマザサ,イネ科コグマザサ,オオメカザサ,オオメササ,オ
カメカササ,オカメササ,オカメザサ,オカメサザ,カムロザサ,クマザサ,コクマササ,コクマザサ,コ
グマササ,コグマサザ,コグマザサ,ゴクマササ,ササ,ササ不明,オロシマチク,チコザサ,チゴササ,チ
ゴザサ,ネザサ,ヒメザサ,ヒメシノ,フイリチゴザサ,ヤマザサ,ユグマザサ,小グマザサ 

サトウカエデ カエデ類サトウカエデ 
サポジラ  サボジラ 
サボテン  ウチワサボテン,ニショクバナウチワサボテン,,ハシラサボテン 
サルココッカ サルカコッカ 
サルスベリ類 イッサイサルスベリ,オオバサルスベリ,オオバナサルスベリ,サマーアンドサマー,サマーサマー,サ

マービーナス,サマーファンタジー,サルスベリ,サルスベリ類サマーアンドサマー,サルスベリ類サ

ルスベリ,サルスベリ類不明,シマサルスベリ,ミソハギ類サルスベリ,ワイセイサルスベリ,一才サル
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スベリ,百日紅 
サルナシ  ツタ類コクワ 
サワグルミ  サワクルミ 
サワシバ  サワシバ類,ソロ,ソロノキ 
サワラ  サワラ類 
サンゴシトウ サンゴシドウ,マメ科サンゴシトウ 
サンゴジュ サンゴジェ,サンゴジュ（中木）,サンゴジュ（低木）,サンゴジョ,,サンゴ樹,スイカズラ類サンゴ

ジュ 
サンシュユ サンシー,サンシイ,サンシュ,サンシュウ,サンシュウユ,サンシュシュ,サンシユ 
サンショウ  サンショ 
サンダンカ  サンダンカスーパーキング,スーパーキング,ヒメサンダンカ,ミニサンダンカ 
シイ類 コジイ,シイ,シイガシ,シイノキ,シイ類シイ（ツブラジイ、コジイ）,,ダジイ（イタジイ）,シイ類不

明,スタジイ,スダシイ,スダジイ,ツブラジイ,ブナ類ツブラジイ 
シウリザクラ サクラ類シウリザクラ 
シジミバナ  しじみばら 
シダレヤナギ シダレヤナギ（イトヤナギ）,シダレヤナギ類,ハンシダレヤナギ,ヤナギ,ヤナギ科ヤナギ,ヤナギ類

シダレヤナギ,柳,柳の木 
シデコブシ  ヒメシデコブシ 
シデ類 アカシデ,イヌシデ,イネシデ,クマシデ,クマシデ類,シデ,シデノキ,シデ類イヌシデ,シデ類不明,セイ

ヨウシデ,ソネ 
シナノキ  オオバシナノキ 
シナヒイラギ シナノヒイラギ,チャイニーズホーリー,ヒイラギモドキ 
シバザクラ  ダニエルクッション 
シマトネリコ シマトトネリコ,シマトリネコ,シマネトリコ,トリネコ類シマトネリコ 
シモツケ  シモック,シモツク,シモツケゴールゴフレーム,シモツゲ,シモユゲ,ツモツケ 
ジャカランダ シウンボク,ジャカランタ 
シャクナゲ しゃくなげ,キバナシャクナゲ,ツクシシヤクナゲ,ツツジ類シャクナゲ,ツツジ類シャクナゲツツジ,

ナガバハナガシャクナゲ,ニッコウシャクナゲ,ハクサンシャクナゲ,パキグシャクナゲ 
シャシャンボ シャシャジャンボ,シャシャブ,シャンシャンボ 
シャリンバイ類 アカバナシャリンバイ,シカリンバイ,シャリンバイ類不明,シャリンバイ,タチシャリンバイ,シャ

リンバン,シヤリンバイ,シヤリンバイ類不明,チャリンバイ類不明,ヒメシャリンバイ,ベニバナシ

ャリンバイ,マハシャリンバイ,マルシャリンバイ,マルバシャリバイ,マルバシャリンバイ 
シュロ類 しゅろ,シューロ,シュウロ,シュラ,シュロ,シュロノキ,シュロ類不明,ショロ,トウシュウロウ,トウ

シュロ,トウジュロ,トウジュロウ,トウジユロ,トウジロ,ヤシ科シュロ,ワジュロ 
ジョオウヤシ ジョウオウヤシ,ヤシ類ジョウオウヤシ,女王ヤシ 
シラカシ  カシ類シラカシ,シラカシ（生垣）,シラカス,シラカン 
シラカンバ  オオゴンシラカンバ,シダレシラカバ,シラカバ,白樺 
シラビソ  シラベ 
シロヤマブキ しろやまぶき 
シンジュ  シンジュ（ニワウルシ）,ニガキ類シンジュ,ニワウルシ 
ジンチョウゲ シチョウゲ,チンチョウゲ 
シンノウヤシ シンノウ,ヤシ科シンノウヤシ 
スイカヅラ  スイカズラ,スイカズラ類 
スイリュウヒバ イトヒバ,スイリョウヒバ,ヒヨクヒバ,ミクロビオタデクサーカ,ミクロビオタデクサータ,ミクロ

  ビタオ 
スオウ  ベニスオウ 
スギ類 アシュウスギ,キタヤマスギ,サンコウスギ,スギ,スギ科スギ,スギ類不明,オビスギ,ダイスギ,ハイス

ギ,ホウライジスギ,ヤクスギ,ヨシノスギ,杉 
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スグリ  エゾスグリ 
ストローブマツ ストロープマツ 
スモモ類 シュガープルン,スモモ,スモモ類ベニスモモ,スモモ類不明,ハタンキョプラム,ベニスモモ,ベニハ

ンスモモ,赤スモモ 
セイヨウイボタ シルバープリペット,セイヨウイボタノキ,プリベットプリペート,プリペット,プレペット,西洋イボ

タ 
セイヨウイワナンテン セイヨウイワナテ,セイヨウイワナン,セイヨウイワナンキン,セイヨウイワナンテンレインボ

ー,セイヨウワナンテン 
セイヨウカナメモチ アカメモチ,オオカナメモチ類レッドロビン,カナメモチ類セイヨウカナメモチ,セイヨウカナ

メ,セイヨウカナメモチ不明,セイヨウカナメモチ類セイヨウカナメモチ,セイヨウベニカナメ,
セイヨウベニカナメモチ,セイヨウベニカナモチ,セイヨウベニナネモチ,セイヨウヘビカナメ

モチ,レシドロビン,レットロビン,レッドロビ 
セイヨウキヅタ ウコギ科アイビ 
セイヨウサンザシ ホウソン 
セイヨウシャクナゲ セイオウシャクナゲ,ツツジ科セイヨウシャクナゲ 
セイヨウスグリ グズベリ,マルスグリ 
セイヨウナンテン セイヨウネンテン 
セイヨウヒイラギ 西洋ヒイラギ 
センペルセコイア セコイアセンペルビレンス,センパルセコイヤセンベルセコイア,センペルセコイヤ,レッドウッ

ド 
ソウ ムラサキツユクサ 
ソシンカ  オオバナソシンカ,ムラサキソシンカ,ヨウテイボク 
ソテツ  ソテツ科ソテツ 
ソヨゴ  ソヨギ,ソヨゴウ,ヨソゴ 
タイサンボク タイサクボク,タイサボク,タイサン木,タイザンボク,タイセンボク,ホソバタイサンボウ,ホソバ

イサンボク,モクレン科,タイサンボク,モクレン類タイサンボク 
タイワンカエデ 台湾カエデ 
タイワンレンギョウ キバタイワンレンギョ,キバタイワンレンギョウ,キバノタイワンレンギョウ,クマズラ科キバタ

イワンレンギョウ,クマヅラ類キバノタイワンレンギョウ,タイワンレンジョ 
ガケカンバ  タケカンバ 
タケ類 オロシマチク,カンチク,キシコウ竹,キンメイタケ,キンメイモウソウチク,キンメチク,クロチク,

クロ竹,シホウチク,シホウ竹,スズコナリヒラダケ,タケ,タケ類クロチク,ダイミョウチク,ダイミ

ョウ竹,マタケ,マダケ,モウソウチク,モウソウ竹,竹類 
タコノキ  オガサワラタコノキ,トゲナシタコノキ 
タチバナアディク ピタンガ 
タニウツギ  suikazurarui-taniutugi,タニウサギタニウズキ,タニウツキ 
タブノキ  シダレタブノキ,タブ,ベニタブ 
タムシバ  ニオイコブシ 
チャノキ  お茶,オチャ,オチャノキ,チャ,ツバキ類オチャノキ,茶,茶の木 
チャボヒバ  ちゃぼひば,カマクラヒバ,チャポヒバ,チョボヒバ 
チャンチンモドキ カナメノキ 
チョウジガマズミ チョウジマズミ 
チョウセンゴヨウ チョウセンゴヨウマツ 
チョウセンレンギョウ ちょうせんれんぎょう 
ツタ  つた 
ツツジ類 おおさかづきさつき,おんつつじ,くるめつつじ,さつき,さつき類不明,つつじ,つつじ類,つつじ類不

明,みつばつつじ,りゅうきゅうつつじ,アケボノツツジ,アブラツツジ,アメリカツツジ,エクスバリ

ーツツジ,エゾムラサキツツジ,エゾムラサキツツジ,エゾヤマツツジ,エドガワツツジ,オオサカサツ
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キ,オオサカズキ,オオサカズキツツジ,オオサカヅキ,オオバサツキ,オオムラサキ,オオムラサキツ

ツジ,オオムラツツジ,オトメツツジ,カヌマサツキ,キシツツジ,キリシマ,キリシマツツジ,キリヤマ

ツツジ,キンメツツジ,クシロベニツツジ,クマノサツキ,クルメ,クルメツツジ,クルメツヅジ,クロフ

ネツツジ,クロメツツジ,ケラマツツジ,ゲンカイツツジ,コバノミツツジ,コバノミツバツツジ,コム

ラサキツツジ,ゴヨウツツジ,サザンカ類ミツバツツジ,サシキ,サツキ,サツキダマ,サツキツツジ,サ
ツキ類オオサカヅキ,サツキ類不明,サツマベニ,サツマベニサツキ,サツマベニツツジ,シロリュウキ

ュウツツジ,ジングウツツジ,チョウセンヤマツツジ,ツツギ類,ツツジ,ツツジ科,ツツジ不明,ツツジ

類不明,ツツジ類樹種不明,クマノツツジ,ツツジ類その他,エサンツツジ,エゾヤマツツジ,オオサカ

ヅキツツジ,カヌマツツジ,ガツキツツジ,サツマベニ,サツマベニツツジ,ツツジ,トウサツツジ,フル

ネツツジ,ボタンツツジ,マルバサツキ,ミツベツツジ,ヨドカワツツジ,ヒノデ,ツバキ類ブンゴツツ

ジ,ツバキ類ミツバツツジ,トキワシロツツジ,ナツツツジ,ハカタハク,ハクリュウキュウツツジ,ヒ
ノデキリシマ,ヒノデツツジ,ヒラツツジ,ヒラド,ヒラドツツジ,ヒラド玉,ベニキリシマ,ベニギリツ

ツジ,ベニサツキ,ベニサツマ,ベニツツジ,マルバツツジ,ミツバツツジ,ミツバツツジ類不明,ミヤマ

キリシマ,ミヤマキリシマツツジ,ムラサキツツジ,ムラサキヤシオ,モチツツジ,ヤシオ,ヤシオツツ

ジ,ヤブツツジ,ヤマツツジ,ユウギリツツジ,ヨシノツツジ,ヨドガワ,ヨドガワツツジ,リューキュー

ツツジ,リュウキュウツツジ,五月つつじ,平戸ツツジ 
ツバキ類 tubakirui-yukitubaki,つばき,オトメツバキ,カタギ,サザンカ類ヒメツバキ,サツキツバキ,シロワ

ビスケ,タマツバキ,タロウガシャ,ツバキ,ツバキ不明,ツバキ類不明,ツバキ類その他,キリシマツバ

キ,ツバキ類サツキ,タマツバキ,ツバキ,ユキツバキ,ヒゴツバキ,ベニツバキ,ヤブツバキ,ヤマツバキ,
ユキツバキ,リンゴツバキ,ワビスケ,ワビスケツバキ,椿類不明,不明ツバキ 

ツリガネツツジ ウラジロヨウラク 
ツリバナ  ツソバナ 
ツルウメモドキ ツタ類ツルウメモドキ 
ツルニチニチソウ ビカマジョル,ビンカ,ビンカマジョール,ビンカミノール,ビンカシノール,ビンカビノール,ビンカ

マジュール,ビンカマジョーウル,ビンカマジョール,ビンカミノール,ビンカ類ビンカマジョール,ビ
ンカ類ミノール,ビンカマジュル,ビンヤミノール,フクリンツルニチニチソウ 

テイカカズラ キョウチクトウ科テイカカズラ,ティカカズラ,テイカカズラ,テイカカヅラ,トウテイカカズラ,ニシ

キテイカカズラ,ニシキテイカカヅラ,ハツユキカズラ 
デイゴ  テイゴ,ディゴ,デイゴウ,マルバデイゴ 
テマリカンボク ステリーテテマリカンボク 
デュランタイム デュランタライム 
トウカエデ  ツーテン 
ドイツトウヒ トウヒ類ドイツトウヒドイツトーヒ,マツ類ドイツトウヒ,ヨーロッパトウヒ 
ドウダンツツジ類 サラサドウダシ,サラサドウダン,シロドウダン,タマドウタン,タマドウダン,タマドウタンツツジ,

タマドウダン,タマドウダンツツジ,ツツジ類タマドウダン,ツツジ類ドウタンツツジ,ツツジ類ドウ

ダンツツジ,ドウタン,ドウダツツジ,ドウダツツジ類不明,ドウダン,ドウダンタマ,ドウダンツツジ

ダマ,ドウダンツツジ類不明,ドウダン丸玉,ベニドウダン,ベニドウダンツツジ,玉ドウダン 
トウヒ  トウヒ不明,トウヒ類不明,ヤツガタケトウヒ 
トキワギョリュウ タマモクマオウ,モクマオウ 
トキワマンサク アカバトキワマンサク,ベニバナトキワマンサク 
トサシモツケ トサシモツケソウ 
トサミズキ  とさみずき,トサミズギ,トサミゾキ,トサミツギ 
トチノキ  アカバナトチノキ,トチトチノキ（紅花）,トチノキ類ベニバナトチノキ,ベニバナトチノキ 
トックリヤシ ノリナ（トックリヤシ） 
トックリヤシモドキ ヤシモドキ 
トックリラン ノリナ 
トドマツ  アオモリトドマツ 
トネリコ アメリカトネリコ,ジャスピディアトネリコ,タモギ,タモノキ,トリネコ,ホソバトネリコ,モクセイ
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科トネリコ属シマトネリコ 
トベラ  ドベラ類,トベラ類不明 
ナギ  マキ科ナギ 
ナギイカダ  ナギノイカダ 
ナシ  なし,ナシノキ,ナシ類不明 
ナツヅタ  ナツジタ,ナツスズタ,ナツズタ,ナツツダ,ブドウ類ナツヅタ 
ナツツバキ サザンカ類ナツツバキ,シャラ,シャラノキ,シヤラ,ツツジ類ナツツバキ,ツバキ類ヒメシャラ,ナツ

ツドキ,夏つばき 
ナツメヤシ  ヤシ類ナツメヤシ 
 
ナナカマド  シロミナナカマド,ニワナナカマド 
ナラ  ナテ,ナラノキ 
ナンキンハゼ ナンキン, 
ナンテン なんてん,アカナンテン,ゴシキナンテン,シナナンテン,ナンテン類,ナンテン類オカメナンテン,ナ

ンテン類オタフクナンテン,ナンテン類ナンテン,ニシキナンテン 
ナンバンサイカチ ゴールデンシャワー 
ナンヨウスギ シマナンヨウスギ,ナンヨウスギ類不明 
ニイタカビャクシン ブルーカーペット,ブルスタ 
ニオイシュロラン トラセナ,ドラセナ,ドラセラ 
ニオイヒバ エメラルドニオイヒバ,ニオイヒダ,ニオイヒバ・スマトラグド,ニオイヒバエメラルドニオイヒバ

類エメラルド,ヒバ類黄金ニオイヒバ,ビャクシンゴールドコースト,モントレーイトスギゴール

ドクレスト,倭性ニオイヒバ 
ニシキギ  ニシキギ（不明）,ニシキ類ギニシキギ,ニシチギ 
ニシキテイカ ニキキテイカ 
ニセアカシア ゴールデンニセアカシア,トゲナシニセアカシア,トゲナシニセアカシヤ,ニセアカシヤ,ハリエン 

ジュ 
ニレ  ニレノキ,ニレ類 
ニワトコ  キバノニワトコ 
ネグンドカエデ カエデ類ネグンドカエデ,ネクンドカエデ,ネグントカエデ,ネグンドンンカエデ,ネフンドカエデ,フ

ラミンゴカエデ 
ネズミサシ  ネズ,ネズミマツ 
ネズミモチ類 トウネズオチ,トウネズミ,トウネズミモチ,ネズミモチ,ネズミモチ類トウネズミモチ,ネズミモチ類

ネズミモチ,ネズミモチ類不明 
ネムノキ  ネヌノキ,ネム,ネムの木,ネモノキ,ムネノキ,合歓木 
ノウゼンカズラ ノウセカズラ,ノウゼカカヅラ,ノウゼンカツラ,ノウゼンカヅラ 
ノニレ  マンシュウニレ 
ノボタン  シコンノボタン 
ノルウェーカエデ ムラサキバノルウェーカエデ,ヨーロッパカエデ 
バイカウツギ ウツギ類バイカイウツギ,セイヨウバイカウツギ 
ハイネズ  ハイネズブルーパシフィック 
ハギ類 イタチハギ,ハギ,ハギ類不明,ハギ類リュウキュウハギ,ハギ類イタチハギ,ハギ類シラハギ,ハギ類

ハギ,ハギ類ミヤギノハギ,ハギ類ヤマハギ,ミヤキツハギ,ミヤギノハギ,ミヤノハギ,ヤマハギ,リュ

ウキュウハギ,宮城野萩 
ハクウンボク ハクウンボウ,ハクウンボウク 
ハクサンボク ハクセンボク 
ハクチョウゲ ハクチョウゲシステム,フイリハクチョウゲ 
ハコネウツギ スイカズラ類ハコネウツギ,ハコネウズキ,ハコネウツキ 
ハゴロモマツ グレビアゴールデンデュロ,グレビアムーライト 
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ハゼノキ  ウルシ科ハゼノキ,ハゼ 
ハナカイドウ ナハカイドウ,ハナセイドウ,バラ科リンゴ属ハナカイドウ,バラ類ハナカイドウ,花カイドウ 
ハナズオウ アメリカハナズオウフォレストバンシシ,ハナスオウ,ハナズホウ,ハナズヲウ,ハンズオウ,マメ科ハ

ナズオウ 
ハナセンナ  ハンセンナ 
ハナミズキ アメリカヤマボウシ,アメリカハナブキ,アメリカミズキ,アメリカハナミヅキ,アメリカンハナミズ

キ,ハナミヅキ,ベニハナミスキ,ベニハナミズキ,ミズキ科ハナミズキ,ミズキ類ハナミズキ,花ミズ

キ 
ハマナス  ハナマス,ハマナシ,ヤエハマナス 
ハマヒサカキ ヤマヒサカキ 
ハマボウ  ハマボー 
パラソルアカシア パラレルアカシア 
バラ類 イザヨバラ,ツツバラ,ノアトラム,ノバラ,バラ,バラＨ・Ｔ,バラ類ミヤコバラ,バラ類ターボ,バラ類

ハイウェイローズ,バラ類ハルカゼ,バラ類ボニカ,バラ類不明,ミニバラ,モッコウバラ,修景バラ,野
バラ 

ハリギリ  リュウキュウハリギリ 
ハリモミ  バリモミ 
ハンカチツリー ダビィディア,ダビディア,ハンカチノキ 
バンクシャーマツ バンクスマツ,バングスマツ 
パンマツリ  モオイパンマツリ 
バンレイシ  シャカトウ 
ヒイラギ  ひいらぎ,オウゴンヒイラギ,ヒイラギ類不明,ホソバヒイラギ 
ヒイラギナンテン ヒイラキナテ 
ヒイラギモクセイ ヒイラギキンモクセイ,ヒイラゴモクセイ,ヒメラギモクセイ 
ビクノニア  ビクノニヤ,ビクニア,ビグノニア,ピグノニア 
ヒサカキ  ヒカサキ,ヒソカキ,ビシャコ 
ピッアナオーレア ピッツェリャーナオーレア,フィゼリアナオーレア 
ヒトツバタゴ ナンジャモンジャ,ヒイラギ科ヒトツバタコ,ヒイラギ科ヒトツバタゴ,ヒトツバタコ,ヒトツバダコ,

ヒトツバダゴ 
ヒノキ  檜,桧 
ヒバ  ヒノキアスナロ,ヒノキ類ヒバ,ヒバノキ,ヒバ類,ヒバ類不明,ヒバ類（オオゴンヒバ、チャボヒバ）,
  玉ヒバ 
ヒペリカム類 カリシナム,キシバイ,キシンバイ,セイヨウキンシバイ,ヒペリカム,ヒペリカムカリシナム,ヒペリ

カム類カリシナム,ヒペリカムカリシマム,ヒペリカムヒデコート,ヒペリカムリシナム,ヒペリカム

類ヒデコート,ヒペリカム類カリシナス,ヒペリカム類不明,ヒペリカムカナシス,ヒペリカムカリシ

ナ,ヒペリカムカリシナム,ピヘリカムシナム,ヒペリカムヒデコト,ヒペリカム類オトギリソウ,ヒペ

リカム類キンシバイ,ビョウナギ,ビヨウヤナギ,不明ヒペリカム 
ヒマラヤスギ ひまらやすぎ,スギ類ヒマラヤスギ,ヒマラヤシーダ,ヒマラヤ,ヒマラヤシー,ヒマラヤシーダー,ヒ

マラヤシィーダー,ヒマラヤシダ,ヒマラヤズギ,マツ科ヒマラヤスギ 
ヒムロ  ヒムロスギ,ヒムロヒバ 
ヒメイタビ  ヒメイタビカズラ 
ヒメシャラ  ヒメシヤラ 
ヒメフヨウ  ウナズキヒメフヨウ,マルバビスカス 
ヒメユズリハ ヒメユズリバ,ヒメユヅリハ 
ヒメリンゴ アルプスオトメ,アルプスオトメリンゴ,アルプス乙女,エゾノコリンゴ,コリンゴ,リンゴ類ヒメリ

ンゴ,ヒメリンゴ（エゾノコリンゴ） 
ヒュウガミズキ ヒューガミズキ,ヒュウガミズキ類不明,ヒユウガミズキ,ヒョウガミズキ 
ビヨウタコノキ アカタコ,アカダコ,フチベニタコノキ 
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ピラカンサ タチバナモドキ,トキワサンザシ,トキワサンザン,ビラカンサ,ビラカンザス,ビラサンカ,ピラカ

ンサス,ピラカンサ類不明,ピラカンサ類トキワサンザシ,ピラカンス 
ヒラミレモン シークワーサー 
ビロウ  クバ,ビローヤシ,ビロー,ビロウヤシ,ヤシ科ビロウ,ヤシ類ビロウ,ヤシ類ビロ 
ビワ  バラ科ビワ,ビワ類 
フウ  タイワンコウ,タイワンフー,タイワンフウ 
ブーゲンビリア ブーゲンビレア 
フェイジョア フィジョア,フェイッジョア,フエイジョア 
フサスグリ  フクサグリ 
フジ  シロフジ,ノダノガフジ,ノダフジ,フジノキ,フジノキ（ヤマフジ）,フジ棚,藤 
ブッソウゲ  ハイビスカス,フイリハイビスカス 
ブナ  アカバヨーロッパブナ,ソバノキ,ブナピンオーク,ブナ類,ブナ類不明 
フヨウ  アオイ科スイフヨウ,シマフヨウ,スイフヨウ,ニホンフヨウ,モクフヨウ 
ブラシノキ  カリステモン,キンポウジュ,シダレブラシ,シダレブラシノキ,マルバブラシノキ 
プラタナス類 アメリカスズカケノキ,スズカケ,スズカケの木,スズカケキノ,スズカケノキ類プラタナス,プラタ

ナス,プラタナス類（樹種不明）,プラタナス類不明,モミジバスズカケノキ 
プンゲンストウヒ ブウゲンストウヒ,プンゲンス,ブンゲンドウヒ 
ヘゴ  ヘゴノキ 
ヘデラ類  アイビ,アイビー,アイビー地被,ウコギ科ヘデラカナリエンシス,カナリアンシス,カナリエンシス,
  セイヨウキズタ,ヘテラゴウルドハート,ヘテラヘリラックス,へデラ,ヘテラカナリエンシス,ヘデ

  ラゴールドハート,ヘデラカナリシェンシス,ヘデラカナリエン,ヘデラカナリエンンシス,ヘデラ

  カナリヘンシス,ヘデラカリアンシス,ヘデラグレイシャー,ヘデラグレシャー,ヘデラダレーシャ,
  ヘデラフェリックス,ヘデラヘリックス 
ベニアセビ  アカバナアセビ 
ベニウツギ  ウツギ類ベニバナウツギ,オオベニウツギ,ベニウツギ類,ベニバナウツギ 
ベニエニシダ オオベニエニシダ 
ベンジャミナ ベンジャミン 
ポインセチア ショウジョウボク,ポイセチア 
ポーチュリカ ハナスベリ,ハナスベリヒユ 
ホオノキ  ホーノキ,ホウノキ,ホオの木 
ボケ  ぼけ,バラ科ボケ,ボケ類,ボケ（バラ科） 
ボダイジュ  ボダイジ,モイワボダイジュ 
ポテンティラ ポテンチラ 
ポトス  オウゴンカズラ,オオゴンカズラ 
ホルトノキ  フォルト,ホルト,ホルトの木,ホルトノキ（Ｐ） 
ホンコンカポック カボック,カポック,フィリホンコンカポック 
ホンツゲ類 hontugerui-tuge,つげ,アメリカツゲ,オキナワツゲ,カラヒメツゲ,キメツゲ,キュウケイスドウツ

ゲ,キンマツゲ,キンメツク,キンメツゲ,キンツゲ,クサツゲ,クメジマツゲ,スドウッゲ,スドウツグ,
スドウツゲ,ズドウツゲ,セイヨウツゲ,ダンツゲ,チョウセンヒメツゲ,ツゲ類,ツゲ類不明,ツゲ類

ツゲ,ハマツゲ,ヒメオオツゲヒメツゲ,ヒメツグ,ボックスウッド,ボックスウット,ボックンスウ

ッド,ボツクスウツド,ホンツゲ,ホンツゲ類不明,メリカツゲ,朝鮮ヒメツゲ 
マキ類  マキ,マキノキ,マキノキ類不明,マキ類不明 
マサキ  オウゴンマサキ,キンヌナサキ,キンマサキ,ニシキギ類マサキ,フイリマサキ,マサキ類 
マツ類  まつ（鉢植）,スーパーマツ,ハゴロモマツ,マツ,マツ不明,マツ類,マツ類不明,リキダマツ,松 
マテバシイ  アテバシイ,シイ類マテバシイ,マツバシイ,マテイバシ,マテシバシ,マテバ,マテバシイ（Ｐ） 
マユミ  エリマキ 
マルバヒイラギ マルハヒイラギ 
マロニエ  セイヨウトチノキ,ベニバナマロニエ,西洋トチノキ,紅花トチノキ（マロニエ） 
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マンサク  マルバマンサク,マンサク類 
マンリョウ  セイロンマンリョウ 
ミカン類 ウンシュウミカン,カボス,カンキツルイ,カンキツ類,キンカン,タンカン,ダイダイ,ナツカン,ナツミ

カン,ネーブル,ヒュウガナツ,ヒュウガナツミカン,ブンタン,ボンタン,ミカン,ミカン類不明 
ミズキ類 オウゴンミズキ,キンフミスギ,キンフミズキ,キンポージュ,ギンフミズキ,サンゴミズキ,シベリア

ミズキ,ミズキ,バリエガータ,ミヅキ類不明 
ミツヤヤシ  ミエミツヤシ 
ムクゲ  アオイ科フヨウ属ムクゲ,アオイ類ムクゲ,ハチス,ムクゲ類パープルクィーン,ムクデ 
ムクノキ  ムク 
ムラサキシキブ類 コムサキシキブ,コムラサキ,コムラサキシキブ,ミラサキシキブ,ムラサキシキグ,ムラサキシキ,ム

 ラサキシブ 
ムラサキハシドイ ウラサキハシドイ,ヒメライラック,ムラサキハシトイ,ムラサキハシドリ,ライラック,ライラツク 
メキシコハナヤナギ クフェア 
メギ類  アカバメギ,アカメギ,ベニメギ,メギ,メギ類不明,紅メギ 
メグスリノキ ミツバナ 
メタセコイア アケボノスギ,オウゴンメタセコイア,メタセコイヤ,スギ類メタセコイヤア,スギ科メタセコイヤ 
モクゲンジ  オオモクゲンジ 
モクセイ  もくせい,モクセイ類 
モクセンナ  モクセンカ 
モクビャッコウ モクビャクコウ 
モクレン類 コブシ類ワグノリア・ワダスメモリー,シクモクレン,ジナモクレン,シモクレ,シモクレン,シロモク

レン,ハクモクレン,ハナモクレン,ツモクレン,ニシキモクレン,ムラサキモクレン,モクレン,モクレ

ン科,モクレン類不明,ワダスメモリ,ワダスメモリー 
モチノキ  モチ,モチノ木,モチノキ類 
モッコク  もっこく,ツバキ科モックク,ツバキ類モックク,モッコウ,モツコク 
モミ  モミノキ 
モミジバフウ アフリカフウ,アマリカフウ,アメリカフウ,アメリカカエデ,アメリカコウ,アメリカウ,アメリカフ

ー,アメリカフウカエデ,アメリカモミジバフウ,アメリカフラ,アメリカ楓,モミジフウ 
モモタマナ  コバテイシ 
モモ類 アカモモ,オウトウ,オウレイ,サクラ類ハナモモ,シダレモモ,ハナモモ,ホウキハナモモ,モモ,モモ 

ノキ,モモ類不明,桃 
モンタナマツ モンタナハイマツ,モンタナイマツ,モンタナハイマツ,モンタナマツ類,モンタナマツ類不明 
モンパノキ  ムラサキ科モンパノキ 
ヤエヤマガシ ヤエヤマカシ 
ヤシャブシ  ヒマラヤシャブシ,ヤシャブキ,ヤシヤブシ 
ヤシ類 セネガルヤシ,パーム,モミジバサンゴアブラヤシ,ヤシブラジルヤシ,ヤシ類不明,ヤハズヤシ,ヤマ

ドリヤシ 
ヤタイヤシ ココスヤシ,ココスヤタイヤシ,ココヤシ,ココヤスシ,ヤシ科ヤタイヤシ,ヤシ類ヤタイヤシ,ヤシ類

ココスヤシ 
ヤナギ類 カワラヤナギ,タチヤナギ,ハッコウヤナギ,ヤエヤナギヤナギ（不明）,ヤナギ,ヤナギ類不明,ヤマヤ

ナギ,ヤンギ類 
ヤブコウジ  ヤブコウシ 
ヤブニッケイ ヤブニッケ 
ヤマナラシ類 ドラヤナギ,ドロノキ,ドロヤナギ,ヤマナラシ,ヤマナラシ類不明 
ヤマハンノキ ヤマンハンノキ 
ヤマブキ  カエヤマブキ,バラ科ヤマブキ,ヤエヤマブキ 
ヤマブドウ  ツタ類ヤマブドウ 
ヤマボウシ ヒマラヤヤマボウシ,ベニバナヤマボウシ,ベニバナヤマボウシサトミ,ベニヤマボウシ,ヤマガ,ヤマ
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ボーシ,ヤマボウシサトミ,ヤマボウシミルキーウェイ 
ヤマモモ  シブキ,ヤマモモトネルラジオ,ヨウバイ 
ユーカリ  ユーカリグニー,ユーカリノキ,ユーカリフトモモ,ユーカリ類不明,ユウカリ 
ユキヤナギ  コキヤナギ 
ユズリハ  ユズ,ユズスハ,ユズリハ類不明,ユヅリハ 
ユッカ類 アツバキミガヨラン,アツバキミヨガヨウラン,アメリカキミガヨラン,キミガヨラン,ユッカ,ユッカ

ラン,ユッカ類不明,ユツカラン 
ユリノキ  シューリップツリー,ハンテンボク,ユリノハ,ユリノ木 
ラクウショウ ラクショウ 
ラベンダー  ラベンダードリーム,ラヴェンダー 
ランシンボク カイノキ 
ランタナ  キバナランタナ,シロランタナ,ヒメランタナ,ムラサキランタナ,ランタナ類,ワイセイランタナ 
リンゴ類  オウリン,クラブアップル,コウギョク,シナノスイート,バラ科リンゴ,リンゴ,リンゴ不明,リンゴ類

  不明 
ルブラカエデ アカカエデ,アメリカハナノキ,ベニカエデ,レッドサンセット,ルブラムカエデ,ルブルムカエデ,レ

ッドメープル 
レイランドヒノキ キャッスルウェランゴールド,ゴールドライダー,レーランディー,レイランディ,レイダンディー,レ

イラディ,レイランディー, 
レンギョウ類 キバタイレンギョウ,シナレンギョウ,チョウセンレンギョウ,レンギョ,レンギョウ,レンギョウ類不

明,ヤマトレンギョウ 
レンゲツツジ類 カバレンゲ,カバレンゲツツジ,キレンゲ,キレンゲツツジ,レンゲツツジ,レゲツツジ,レンゲツツジ

類不明 
ロウバイ  アカハナロウバイ,ソシンロウバイ,ベニバナロウバイ,ローバイ,ロバイ 
ローズマリー ローズマリー類 
ロニセラ  ゴールドフレーム 
ロニセラニティダ ロニセダニチダ,ロニセラニチダ 
ワシントンヤシ オキナヤシ,ヤシ科ワシントンヤシ,ワシントニアバーム,ワシントニアヤシ,ワシントニアパーム,ワ

シントンバーム,ワジトヤシ 
外来ポプラ類 アメリカヤマナラシ,イタリアサイプレス,イタリアポプラ,カロリナポプラ,クロポプラ,セイヨウハ

コヤナギ,ホーキポプラ,ホウキポプラ,ポプラ類不明,ポプラ,ポプラ不明,外来ポプラ,外来ポプラ改

良ポプラ 
地被類 その他地被類,地被,エビネ,ジャノヒゲ,セダム,セダムメキシカン,セダム類,キリンソウ,タマリュー

ノヒゲ,タマリュウ,タマリュウノヒゲ,タマリユウ,ノシラン,リュウニヒゲ, 
日本産カエデ類 kaederui-nomuramomiji,やまもみじ,アオシダレ,イタヤ,イタヤカエデ,イタヤモミジ,イロハカエ

デ,イロハモミジ,ウラハダカエデ,ウリハダカエデ,エゾイタカエデ,エゾメイゲツカエデ,オウゴン

イタヤ,オオモミジ,ノムラモミジ,ハウチワカエデ,ミツデカエデ,メイゲツカエデ,ヤマモミジ,クサ

モミジ,クレナイモミジ,クロビイタヤ,コハウチハカエデ,コハウチワカエデ,コハクチョウカエデ,
サンゴカウモミジ,シダレモミジ,ショウジョウモミジ,チシオモミジ,デショウジョウ,トネリコバノ

カエデ,ノムラカエデ,ノムラモミジ,ハクチョウカエデ,ハナチルサト,ハナノキ,ベニシダレカエデ,
ミツバカエデ,メイゲツカエデ,モミジ,モミジ類,モミジ類不明,ヤマモミジ,紅葉,枝垂モミジ,日本産

カエデ類不明,日本産カエデ,日本産カエデその他,モミジ不明 
不明  Ｓリーフ,その他,その他（各種混合）,その他つる物,その他樹種不明,各種混合,混植,不明木,不明 
草本 しば,その他草物,アークトセカ,アイランドホビー,アイリス,アオイ,アカパンサス,アカンサス,アガ

パンサス,アガパンサスバーベナ,アカネ類,アシズリノギク,アシュガ,アジュカ,アジュガ,アスチル

ベ,アマリリス,アヤメ,アリッサム,アロエ,イカリソウ,イモカタバミ,インパチェンス,エリオゲン,オ
オキンケイギク,オオキンゲイキク,オオハマモト,オオバギボウシ,オキタンポポ,オステオスペルマ

ム,オモト,カキツバタ,カンナ,ガサニア,ガザニア,ガザニアクィーン,ガザニアン,ガザニア類,キスゲ,
キダチロカイ,キチジョウソウ,キボウシ,キリンソウ,キンギョソウ,ギボウシ,クサソテツ,クジャク



 
国土交通省、都道府県、市町村、地方道路公社、道路関係公団が管理する道路（高木・中低木） 

 - 112 -

アスター,クズ,クリスマスローズ,クレマチス,クローバ,ゲラニュウム,コウカ,コウライシバ,コスモ

ス,コマユリ,コレオプシスムーンビーム,ゴクラクチョウカ,サフランモドキ,サルビア,サルビアレ

ウカンサ,ザクロソウ類マツバギク,シオン,クサソテツ,タマシダ,シバ,シバサクラ,シバザクラ,シバ

ザキラ,シバフ,シマカンスゲ,シマザサ,シャースターデージー,シャガ,シャスターデージ,シュウメ

イギク,シュッコンバーベナ,シュクネバーベナ,シュンラン,シラン,シロタエギク,ジャーマンアイ

リス,ジューマンアイリス,スイセン,スカシユリ,スズラン,ステラ・デ・オロ,ステラデオド,ステラデ

オロ,ステラデオロー,ストロベリー,スパイダーリリー,スミレ,セキショウ,セキチク,セギショウ,セ
ラチウム,セントオーガスチン,センパフローレンス,タチアオイ,タビアン,タピアン,タマシダ,タマ

スタレ,タマスダレ,タマシバダイアンサス,タツノナデシコ,チェリーセージ,チガヤ,チシャ,チャボ

リュウ,チャメロップス,テッセン,ツフフキ,ツボサンゴ,ツワブキ,チューリップ,デージー,デモルホ

セカ,トールフェスク,トクサ,ドイツスズラン,ドクダミ.,ナデシコ,ナルコユリ,ネリネ,ノースボール,
ノシバ,ハナカタバミ,ハナカンナ,ハナガサ,ハナノシブ類,ハナショウブ,ハナデマリ,ハナニラ,ハボ

タン,ハマオモト,ハマカンゾウ,ハマユー,ハマユウ,ハラン,バーベナ,バーバナ,バーベナ類,タピアン,
バネナパルビナ,パンジー,,パンパグラス,パンパスグラス,ヒガンバナ,ヒマラヤユキノシタ,ヒマワ

リ,ヒメキランソウ,ヒメシャガ,ヒメツルソバ,ヒメナデシコ,ヒメノカリス,フイリヤブラン,フイリ

ヤブ,フィリカンスゲ,フィリギボウシ,フィリシャガ,フィリナルコユリ,フィリヤブラシ,フキ,フジ

アザミ,フランスギク,フロックス,ブルースター,プリムローズビューティー,ヘメロカリス,ヘメリ

カス,ベコニア,ホウズキ,ホウセンカ,ホトトギス,ホワイトクローバー,ホワイトジンジャー,ポピー,
マシバギク,マツハギク,マツバギクレイコー,マツバボタン,マツヨウギク,マリーゴールド,マンネ

ングサ,ミソハギ,ミツハギ,ミヤギノギク,ミヤコザサ,ミョウガ,ムシカリ,ムスカリ,ムラサキオモト,
ムラサキカタバミ,ムラサキクンシラン,ムラサキシクラメン,メキシコマンネングサ,メキシコマン

メングサ,メランポディウム,モスフロックス,モスフロックスピンク,モスフロックスブルー,モスフ

ロックスホワイト,モスフロックスローズ,ヤエベニトラノオ,ヤフラン,ヤブカンゾウ,ヤブラシ,ヤ
ブラン,ヤマユリ,ユーリーオプスデイジー,ユーリーオプスデージー,ユウライシバ,ユキノシタ,ユ
リ,ユーリーオプスデイジー,ユーリオプスデージー,ユリオプスデージー,ユウライシバ,ユリ,ヨウ

シバ,ヨウジロ,ライオンロック,ラウライ芝,ラナンキュラス,ラミューム,ラン,リキマキシアオーレ

ア,リコリス,リコルス,リシマキア,ルピナス,レッドエース,レモングラス,ワイセイムラサキオモト,
芝類,芝生,宿根バーベナ,宿根バーベナー,西洋ミヤコグサ,張芝 




