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W4 冷温帯 アマギツツジ［つぼみ］ キリンソウ［つぼみ］ サルビア（セイジ）各種 A サバンナ アメリカハマグルマ ペンタス

オニシモツケ［つぼみ］ クサスギカズラ セイヨウアサツキ（チャイブ） アロエ各種 ミッキーマウス・プラント
ムラサキシキブ［つぼみ］ テイカカズラ セイヨウニワトコ‘ブラックレース’ ウエストリンギア・フルティコサ ラン各種
ムラサキマユミ［つぼみ］ テリハノイバラ［つぼみ］ 大輪レッドクローバー ウンカリナ・グランディディエリ リュウキュウイトバショウ

W3 暖温帯 エゴノキ トビシマカンゾウ ドワーフ・コンフリー ウンカリナ・ロエオエスリアナ ルリハナガサ
ソヨゴ［つぼみ］ ハマダイコン ナワシロイチゴ エウフォルビア各種 レモン‘ポンデローザ’［花・果実］

マサキ［つぼみ］ ハマナシ（ハマナス） ニオイイリス エウロフィラ・スペクタビリス B 熱帯雨林(低) アグラオネマ・クリスプム［果実］
ムラサキシキブ［つぼみ］ ハマヒルガオ バルサムギク（コストマリー） エリカ各種 アコウ

W2 温帯性針葉樹林 マルバチシャノキ［つぼみ］ W13 水生植物 オオツクバネウツギ ヒメノコギリソウ［つぼみ］ エリツリナ・ヘルバケア アルピニア・プルプラタ
W1 常緑樹林 アリドオシ［花・果実］ オゼコウホネ ブルー・トードフラックス オステオスペルムム・種名不詳 インドソテツ

イイギリ カンガレイ フレンチラベンダー‘アルバ’ オトンナ2種 ウラムラサキ
スダジイ クロバナロウゲ ヘンルーダ（ルー） オルトシフォン・ラビアトゥス クロバナタシロイモ［花・果実］
ヤブレガサ［つぼみ］ コウホネ ワイルドストロベリー［花・果実］ カリステモン・キトリヌス コガネタケヤシ

W5 低木林(高) イワガラミ サイハイラン ワタチョロギ（ラムズイヤー） カリステモン・ピニフォリウス サガリバナ
サルナシ サワオグルマ H3 温帯資源西 アジサイ各種［つぼみ］ クサントロエア・グラウカ シンビジウム各種
ゼンテイカ（ニッコウキスゲ） ミゾコウジュ アメリカシャクナゲ グレビレア・ラバンドゥラケア スキスマトグロッティス・オカダエ
ツルアジサイ ヤマアジサイ［つぼみ］ アリウム・トリクエトルム サボテン各種 ストロビランテス
ヤマボウシ ヤマグルマ イタチハギ サルビア・ディスコロル セイシボク
リョウブ［つぼみ］ W11岩礫地(海) イヨカズラ カラタネオガタマ スカエボラ・アエムラ セロジネ・アスペラタ

W6 低木林(低) ウツギ エゴノキ キウイフルーツ2品種 ディアネラ・カエルレア ゾウコンニャク
オオバイボタ［つぼみ］ エゾオオバコ［つぼみ］ キシュウミカン ディエテス・グランディフロラ タラウマ・ビラリアナ
ガマズミ ガクアジサイ［つぼみ］ ザクロ ディオーン・エドゥレ ツルラン
ゴンズイ トベラ シャクヤク各種［つぼみ］ テイキンザクラ ディスキディア・プラティペタラ
サラサウツギ？ ヤブレガサ［つぼみ］ シャリンバイ ドリミオプシス・マクラタ デンドロビウム各種
シャリンバイ W12 岩礫地(山) イブキシモツケ タイサンボク［つぼみ］ ニシキサンゴ トーチジンジャー［つぼみ］
タニウツギ イブキジャコウソウ ハリグワ パキポディウム・ブレビカウレ トラフバショウ［花・果実］
ネジキ［つぼみ］ イワシモツケ ユズ ハワーシア・クーペリ ネフティティス・ポイソニイ［花・果実］

マルバウツギ キリンソウ H3 春の小路 キソケイ ピクノソルス・グロボスス バイケイラン
モチツツジ サンショウバラ 桃葉キキョウ フィロテカ・ディフォルミス パキケントリア・グラウカ
ヤマアジサイ［つぼみ］ シナノナデシコ［つぼみ］ プロムナード 該当なし フィロテカ・ディフォルミス パフィオペディルム・グラウコフィルム

W9 山地草原(高) アヤメ タカネナデシコ 教育棟 アメリカシャクナゲ ブラキスコメ・イベリティフォリア パフィオペディルム・リーミアヌム
イブキトラノオ タカネマツムシソウ シダレグリ フランネルフラワー バンドプシス・リッソキロイデス［つぼみ］

エゴノキ ナツハゼ セイヨウシナノキ［つぼみ］ ブルーデージー ヒスイカズラ［つぼみ］
オオコメツツジ ヤグルマソウ ナカハラツツジ ペラルゴニウム各種 ピナンガヤシ
オニグルミ［雌花］ ヤマボウシ ニワウルシ（シンジュ） マンフレダ・バリエガタ ブルボフィルム・オルトグロッスム
カイジンドウ ユキノシタ マルバサツキ ミメテス ベゴニア各種
ガマズミ クレマチス園 クレマチス各種 園内各地 イヌツゲ モンソニア・ウェンドレイティ ホヤ各種
クマノミズキ［つぼみ］ H6 シダ園 カナメモチ イボタノキ ユリオプスデージー マクロピペル・ラティフォリウム
ゼンテイカ（ニッコウキスゲ） H5 筑波山の植物 オモト［つぼみ］ コゴメウツギ ラン各種 ミフクラギ
テイカカズラ ナルコユリ シモツケ レデボウリア・ペリオラタ ムラサキモクワンジュ
ナワシロイチゴ ホシザキユキノシタ ナンテン［つぼみ］ ロウソクノキ B 熱帯雨林(山) イジュ
ネジキ H4 絶滅危惧植物 コガクウツギ ノリウツギ［つぼみ］ ローダンテムム・フルテスケンス オッテリア・コルダタ
ノイバラ ツクシタチドコロ ハコネウツギ ロマンドラ・ロンギフォリア キキョウラン［果実］
ハナヒリノキ ヒキノカサ 園内自生 ドクダミ［つぼみ］ D 熱帯資源 アカバナナ［花・果実］ キンギンソウ
マタタビ［つぼみ］ ヒメタツナミソウ［つぼみ］ 資源東 アニソドンテア・マルバストロイデス アフェランドラ・シンクライリアナ コウトウシュウカイドウ
ミゾコウジュ 中央広場 アイリス・オクロレウカ アリステア・エックロニイ アメダマノキ［果実］ ツルラン
ミヤマヨメナ アメリカシャクナゲ エリカモドキ アルピニア・プルプラタ ニワトコ
リョウブ［つぼみ］ オゼコウホネ キク科各種 アンスリウム各種 バナナ［果実］

W10 山地草原(低) エゴノキ オランダカイウ ギョリュウバイ ウラベニショウ マレーシアシャクナゲ
オオバイボタ［つぼみ］ オロンティウム・アクアティクム グレビレア・アルピナ オドントネマ・カリスタキウム メディニラ・スペキオサ［花・果実］

オヘビイチゴ キショウブ ゲイッソリザ・インブリカタ カンキチク メディニラ・マグニフィカ［つぼみ］

キランソウ シャリンバイ ツルバギア属の一種 キキョウラン［果実］ ヤエヤマウツギ
キンポウゲ ツルマサキ ワトソニア・マルギナタ キバナトケイソウ リュウキュウコンテリギ
クララ トベラ サバンナ西 サルビア（セイジ）各種 コエビソウ C 水生植物温室 アフリカミズオオバコ
ゴンズイ ヒツジグサ ジギタリス各種 ココヤシ［つぼみ・果実］ エイクホルニア・アズレア
シチトウエビヅル［つぼみ］ ホザキキカシグサ 雨林南 アマナシラン コショウ エキノドルス・アルゼンチネンシス
シラン ホソナガバミズアオイ イテア・イリキフォリア［つぼみ］ コストゥス・クルビブラクティアトゥス エゲリア・ナヤス
チョウジソウ メンデルのブドウ イリキウム・ヘンリイ コバナクマデヤシ［果実］ オキナワギク
ツルマサキ［つぼみ］ ヤマボウシ イリキウム・ランケオラタ サンジャクバナナ オッテリア・コルダタ
ノアザミ ワスレナグサ キンナモムム・ポレクトゥム シコンノボタンの一種 ガガブタ
ノイバラ H1 温帯資源東 カラタネオガタマ シノカリカンツス・キネンシス ジャコビニア・コロラタ キバナオモダカ［つぼみ］
ホタルカズラ サルナシ スティラクス・フォルモサヌス スパティフィルム‘メリー’ キルトスペルマ・ジョンストニイ
マサキ［つぼみ］ スノキ属（Vaccinium）各種［花・果実］ タチテンノウメ センナリバナナ［花・果実］ サギッタリア・ランキフォリア・メディア

ムサシノキスゲ マサキ［つぼみ］ チユウキンレン チャラン ハマボッス
ヤマホタルブクロ［つぼみ］ ミカン属の一種 バショウ ツルイランイラン
ヤマユリ［つぼみ］ ムラサキツメクサ ピットスポルム・ヘテロフィルム ティランジア各種

W7 砂礫地(山) ウツギ H2 温帯資源中央 アリウム・トリクエトルム ヒドランゲア・セラティフォリア［つぼみ］ トックリヤシ
カワラマツバ［つぼみ］ イタチハギ パキラ・グラブラ
キレンゲショウマ［つぼみ］ カラタネオガタマ ハナソウカ
クサノオウ［花・果実］ キソケイ バナナ‘仙人蕉’［花・果実］
クリンソウ クスノキ バニラ［花・果実］
ゴンズイ コデマリ ハメリア・パテンス［花・果実］
サイカチ［つぼみ］ コルヌス・フォエミナ パリソタ・バーテリ［果実］
サツキ センダン ヒビスクス・アーノッティアヌス
ソヨゴ［つぼみ］ ニオイシュロラン ヒポエステス・アリスタタ
ノイバラ ニオイロウバイ‘アテネ’ フィロデンドロンの一種
ハナウド バラ各種 ブッソウゲ
ワタナベソウ［つぼみ］ ユリノキ ベゴニア各種

W8 砂礫地(海) イズカモメヅル［つぼみ］ H2 香りのコーナー アルカネット ベニヒモノキ
イヌビワ イブキジャコウソウ ヘリコニア・ビハイ
カワラマツバ［つぼみ］ コガネバナ ヘリコニア・ロストラタ
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