
科名 種名・和名など 学名

アオイ科 メギストステギウム　ミクロフィールム Megistostegium microphyllum 

アオイ科 ハイビスカスの一種 Hibiscus sp.

アオイ科 ハイビスカス　ボリヤヌス Hibiscus boryanus

アオイ科 ハイビスカス　ゲネヴィ hibiscus genevii

アオイ科 ハイビスカス　フラギリス Hibiscus fragilis

アオギリ科 ドンベヤ　アクタングラ Dombeya acutangula

アカテツ科 シデロキシロン　シネベウム Sideroxilon cineveum

アカネ科 ミョニマ　ビオロセア Myonima violacea

アカネ科 コーヒー Coffea arabica 

アロエ科 アロエ　バオンベ Aloe vaombe

アロエ科 アロエ　デバリカータ Aloe divaricata 

アロエ科 アロエ　バイネシィ Aloe bainesii  

アロエ科 アロエ　グラミニコラ Aloe graminicola 

アロエ科 ハオルチア レテキュラータ Haworthia reticulata

アロエ科 アロエ　ディコトマ Aloe dichotoma

アロエ科 アロエ　ベラ Aloe barbadensis

ウコギ科 テレベシア　パルマータ Trevisia palmata

ウコギ科 クッソニア　スピカタ Cussonia spicata

ウルシ科 マンゴー Mangifera indica 

ウルシ科 タマゴノキ Spondias dulcis 

オクナ科 ミッキーマウスプラント Ochna serrulata

カキノキ科 ディオスフィロス　エグレッタルム Diospyros egrettarum

カタバミ科 ゴレンシ Averrhoa carambola 

カンラン科 コミフォラ属 Commiphora sp.

カンラン科 オペルクリカリア　デカリィ Operculicarya decaryi

キョウチクトウ科 アデニウム　オベスム Adenium obesum

キョウチクトウ科 ニチニチソウ（日々草） Catharanthus roseus 

キョウチクトウ科 マダガスカルジャスミン Stephanotis floribunda

キョウチクトウ科 パキポディウム　ゲアイ Pachypodium geayi

キョウチクトウ科 パキポディウム　ブレビカウレ Pachypodium brevicaule

キョウチクトウ科 パキポディウム　デンシフローラム Pachypodium densiflorum 

キョウチクトウ科 パキポディウム　メリディオナレ Pachypodium meridionale

キョウチクトウ科 シナンクム　ペリエリ Cynanchum perrieri

キョウチクトウ科 パキポディウム　ラメレイ Pachypodium lamerei

キョウチクトウ科 クリプトステギアの一種 Cryptostegia  sp.

キョウチクトウ科 オウサイカク（王犀角） Stapelia gigantea

キョウチクトウ科 パキポディウム　ナマクアナム（光堂） Pachypodium namaquanum 

キワタ科 ディギタータ　バオバブ Adansonia digitata

キワタ科 グレゴリー　バオバブ Adansonia gregori

キワタ科 ザー　バオバブ Adansonia za

クワズイモ 科 クワズイモ Alocasia odora

ゴクラクチョウカ科 ゴクラクチョウカ Strelitzia reginae

ゴクラクチョウカ科 ストレリチア　パルヴィフォリア Strelitzia pravifolia

ゴクラクチョウカ科 ストレリチア　ユンケア Strelitzia juncea 

ゴマ科 ウンカリーナ　レプトカーパ Uncarina leptocarpa

ゴマ科 ウンカリーナ　ステルリフェラ Uncarina stellurifera

ゴマ科 ウンカリーナ　レアンドリイ Uncarina leandrii

ゴマ科 ウンカリーナ　グランディディエリ Uncarina grandidieri

ゴマ科 ウンカリーナ　レエスリアーナ Uncarina roeoesliana

ゴマ科 テングノゴマスリ Sesamothamus lugardii

サトイモ科 モンステラ Philodendron pertusum

サトイモ科 ヒトデカズラ（海星葛） Philodendron selloum

サボテン科 サクラキリン Pereskia grandifolia

サボテン科 竜神木（りゅうじんぼく） Myrtillocactas geometrigans

サボテン科 キリンウチワ Peireskiopsis velutina



サボテン科 銀世界（ぎんせかい） Opuntia leucotricha

サボテン科 金鯱（きんしゃち） Echinocactus grusonii

サボテン科 玉翁（たまおきな） Mammillaria hahniana

サボテン科 晃山（こうざん） Leuchtenbergia principis

サボテン科 パキセレウス属の一種 Pacycereua sp.

サボテン科 バーバンクウチワ Opuntia hybrida

サボテン科 月下美人（げっかびじん） Epiphylum oxypetalum

サボテン科 モクキリン Pereskia aculeata

ザミア科 レピドザミア　ペロフスキアナ Lepidozamia peroffskyana 

ザミア科 ムンクオニソテツ Encephalartos munchii

ザミア科 フェロックスオニソテツ Encephalartos ferox

ザミア科 レーマンオニソテツ Encephalartos lehmanii

ザミア科 ミツトゲオニソテツ Encephalartos trispinulosus

ザミア科 レボンボオニソテツ Encephalartos lebombensis

ザミア科 ナタールオニソテツ Encephalartos natalensis

ザミア科 ヒロハザミア Zamia furfuracea 

ストレリチア科 タビビトノキ（旅人の木） Ravenala Madagascariensis

ソテツ科 トゥアールソテツ Cycas thouarsii 

タコノキ科 ビョウタコノキ Pandanus utilis

タコノキ科 パンダナス　ディッキオイデス Pandanus dyckioides

タコノキ科 パンダヌス　アリドゥス Pandanus aridus  

タコノキ科 パンダナス　ヘテロカーパス Pandanus heterocarpus

タコノキ科 パンダナス　ヘテロカーパス Pandanus vandermeerschii

ツゲ科 ホホバ Simmondisia chinennsis

ディディエレア科 ディディエレア　マダガスカリエンシス Didierea madagascariensis

ディディエレア科 アルオウディア　モンタニヤッキィ Alluaudia motangnacii

ディディエレア科 アルオウディア　コモーサ Alluaudia comosa

ディディエレア科 アルオウディア　フンベルティ Alluaudia humbertii

ディディエレア科 アルオウディア　プロケラ Alluaudia procera

ディディエレア科 アルオウディア　アスケンデンス Alluaudia ascendens

ディディエレア科 ジグザグノキ Decaryia madagascariensis

ディディエレア科 ディディエレア　トロゥリー Didierea trolli

ディディエレア科 アルオルディア　ドゥモーサ Alluaudia dumosa

トウダイグサ科 ユーホルビア　レシニフェラ Euphorbia resinifera

トウダイグサ科 アオサンゴ Euphorbia tirucalli

トウダイグサ科 チュウテンカク Euphorbia ingens

トウダイグサ科 ユーホルビア　マカレンシス Euphorbia makallensis

トウダイグサ科 ハナキリン Euphorbia milli

トウダイグサ科 ユーフォルビア　エンテロフォラ Euphorbia enterophora

トウダイグサ科 ユーフォルビア　ディディエレオイデス Euphorbia didiereoides

トウダイグサ科 ユーフォルビア　レウコデンドロン Euphorbia leucodendoron

トウダイグサ科 ユーフォルビア　ディディエレオイデス Euphorbia didiereoides

トウダイグサ科 ユーフォルビア　アンバドフィナンドラナエ Euphorbia ambatofinandranae

トウダイグサ科 ユーフォルビア　デカリィ Euphorbia decaryi

トウダイグサ科 ユーフォルビア　ステノクラーダ Euphorbia stenoclada

トウダイグサ科 ユーフォルビア　インティシイ Euphorbia intisy

トウダイグサ科 ユーフォルビア　プラギアンタ Euphorbia plagiantha

トウダイグサ科 ユーフォルビア　クロイザティ Euphorbia croizatii

トウダイグサ科 ユーフォルビア　ビグエリィ Euphorbia vigueri

トウダイグサ科 ユーホルビア　エチヌス Euphorbia echinus

トウダイグサ科 ユーホルビア　ポイソニィ Euphorbia poissonii

トウダイグサ科 大鳳角（だいほうかく） Euphorbia coerulescens 

トウダイグサ科 瑠璃塔（るりとう） Euphorbia cooperi

トウダイグサ科 大歯麒麟（だいしきりん） Euphorbia grandidens 

トウダイグサ科 テッコウマル（鉄甲丸） Euphorbia bupleurifolia

トウダイグサ科 ユーフォルビア　オベサ Euphorbia obesa

トウダイグサ科 ユーホルビア　マンミラリス Euphorbia mammillaris



トウダイグサ科 スナバコノキ（砂箱の木） Hura crepitans 

トウダイグサ科 ナンヨウアブラギリ Jatropha curcas

トケイソウ科 アデニア　ペリエリ Adenia perrieri

トベラ科 ピットスポルム　セナシア Pittosporum senacia

ナンダス科 プリストレピス Pristolepis fasciata

ノウゼンカズラ科 ソーセージノキ Kigelia pinnata 

ノウゼンカズラ科 カエンボク Spathodea campanulata

ノウゼンカズラ科 ロウソクノキ（蝋燭の木） Parmentiera cereifera

ノウゼンカズラ科 フィラルトロン　アルティクラートゥム Phyllarthron articulatum

ノウゼンカズラ科 リゴズム　マダガスカリエンシス Rhigozum madagascariensis

ノウゼンカズラ科 キゲリアンテの一種 Kigelianthe sp.

バショウ科 ベルティナバナナ Musa velutina

バショウ科 ゼブリナバナナ Musa zebrina

バショウ科 千成バナナ Musa chiliocarpa

バショウ科 ビオレバナナ Musa violescens

バショウ科 エンセテ Ensete sp.

バショウ科 チユウキンレン　（地湧金蓮 / 地涌金蓮） Musella lasiocarpa

パンヤ科 パキラ Pachira glabra

ヒガンバナ科 クリヌム　モーリシアナム Crinum mauritianum

ブドウ科 キフォステマ　ユッタエ Cyphostemma juttae 

ブドウ科 キフォステンマ　ラザ Cyphostemma laza

ブドウ科 ブドウカズラ Tetrastigma voinierianum 

フトモモ科 ジャボチカバ Myrciaria cauliflora 

ベロジア科 キセロフィータ　ダシリリオイデス Xerophyta dasylirioides

ベンケイソウ科 カランコエ　ヒルデブランディ Kalanchoe hildebrandtii

ベンケイソウ科 カランコエ　ミロッティ Kalanchoe millotii

ベンケイソウ科 カランコエ　シンセパーラ Kalanchoe synsepala 

ベンケイソウ科 カランコエ　ルンボピロサ Kalanchoe rhombopilosa

ベンケイソウ科 ツキトジ（月兎耳） Kalanchoe tomentosa

ベンケイソウ科 カランコエ　オルギアリス Kalanchoe orgyalis

ベンケイソウ科 カランコエ　ガランビエンシス 　 Kalanchoe garambiensis

ベンケイソウ科 カランコエ　プベスセンス Kalanchoe pubescens

ベンケイソウ科 カランコエ　フェドチェアカイ Kalanchoe fedcheakai

ベンケイソウ科 カランコエ　プミラ Kalanchoe pumila

ベンケイソウ科 ツキトジ（月兎耳） Kalanchoe tomentosa

ベンケイソウ科 カランコエ　シンセパーラ Kalanchoe synsepala 

ベンケイソウ科 カランコエ　ガランビエンシス 　 Kalanchoe garambiensis

ベンケイソウ科 カランコエ　ベハレンシス　（仙女の舞） Kalanchoe beharensis

ベンケイソウ科 朧月（おぼろづき） Graptopetarum paraguayensis

ベンケイソウ科 高咲蓮華（たかさきれんげ） Echeveria glauca

ベンケイソウ科 金晃星（きんこうせい） Echeveria pulbinata

ベンケイソウ科 虹の玉（にじのたま） Sedum rubrotinctum

マメ科 ミモサアカシア Acacia decurrens

マメ科 サンカクバアカシア Acacia cultriformis

マメ科 コパイフェラ　プビフローラ Copaifera pubiflora

マメ科 コパイフェラ　オフィキナリス Copaifera officinalis

マメ科 ホウオウボク Delonix regia

マメ科 トックリホウオウボク Delonix adansonioides

マメ科 ヘマトキシルム Haematoxylum campechianum

ミソハギ科 ペンピス　マダガスカリエンシス Pempis madagascariensis

ムクロジ科 エリトゥロフィサ　エスクリナ Erythrophysa aesculina 

モニミア科 タンボウリッサの一種 Tambourissa sp.

モニミア科 タンボウリッサ シエベリ Tambourissa sieberi

ヤシ科 サンカクヤシ Dypsis decaryi 

ヤマモガシ科 マカダミア Macadamia ternifolia

ラン科 バニラ　デカリアナ Vanilla decaryana

ラン科 バニラ Vanilla planifolia



リュウゼツラン科 リュウケツジュ Dracaena draco

リュウゼツラン科 サイザル Agave sisalana

リュウゼツラン科 吹上（ふきあげ） Agave stricta

リュウゼツラン科 ナンバーワン Agave titanota

リュウゼツラン科 姫滝の白糸（ひめたきのしらいと） Agave filifera ssp.

リュウゼツラン科 ダシリリオン　ロンギシッシマ Dasylirion longissima

リュウゼツラン科 ボウカルネア　レクルヴァータ Beaucarnea recurvata

リュウゼツラン科 ドラセナ　レフレクサ Dracaena reflexa

リュウビンタイ科 リュウビンタイ（龍鱗） Angiopteris lygodiifolia
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