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W4 冷温帯 ノハナショウブ エチゴトラノオ ヘンルーダ（ルー） A サバンナ アガベ・フィリフェラ（乱れ雪） スキスマトグロッティス・オカダエ

ムラサキシキブ ガクアジサイ マルバノヒゴタイサイコ‘フルエラ’ ウナズキヒメフヨウ ストロビランテス
ムラサキマユミ スカシユリ［つぼみ］ ラベンダー各種 ウンカリナ・グランディディエリ ツルラン

W3 暖温帯 マサキ［つぼみ］ ハマタカトウダイ レディプリマスゼラニウム ウンカリナ・ロエオエスリアナ ディスキディア・プラティペタラ
ムラサキシキブ ハママンネングサ ローマカミツレ エウフォルビア各種 デンドロビウム各種

W2 温帯性針葉樹林 該当なし ミヤコグサ ワイルドストロベリー［花・果実］ エリカ各種 トーチジンジャー
W1 常緑樹林 テイカカズラ ヤブレガサ ワタチョロギ（ラムズイヤー） エリツリナ・ヘルバケア トラフバショウ［花・果実］

ヤブレガサ W12 岩礫地(山) オオバギボウシ［つぼみ］ H3 温帯資源西 アカショウマ オルトシフォン・ラビアトゥス ネフティティス・ポイソニイ［花・果実］

W5 低木林(高) アカメガシワ キリンソウ アガパンツス・オリエンタリス［つぼみ］ ガステリア各種 バイケイラン
イワガラミ サツキ アジサイ各種 カリステモン・キトリヌス パキケントリア・グラウカ
ウツボグサ シナノナデシコ アスチルベ各種 カリステモン・ピニフォリウス パフィオペディルム・グラウコフィルム

ガクアジサイ ダイセンクワガタ アルストロエメリア‘ササブネ’ グレビレア・ラニゲラ パフィオペディルム・リーミアヌム
タケニグサ［つぼみ］ タカネマツムシソウ アワモリショウマ サボテン各種 バンドプシス・リッソキロイデス［つぼみ］

ナツツバキ ナメルギボウシ オクサリス サルビア・ディスコロル ピナンガヤシ
ヤマアジサイ メイゲツソウ キササゲ スカエボラ・アエムラ プロイフィス・アンボイネンシス
リョウブ［つぼみ］ ユキノシタ キョウチクトウ ディアネラ・カエルレア ベゴニア各種

W6 低木林(低) オオバイボタ クレマチス園 クレマチス各種 ザクロ ディオーン・エドゥレ ホヤ各種
サラサウツギ？ H6 シダ園 アジサイ［つぼみ］ サネブトナツメ テイキンザクラ マクロピペル・ラティフォリウム
シャシャンボ［つぼみ］ オオバジャノヒゲ タイサンボク ディクリプテラ・スベレクタ ミフクラギ
ヤマアジサイ ガクアジサイ ナツメ ディッキア・イビラメンシス近似種 B 熱帯雨林(山) イジュ
リョウブ［つぼみ］ クマノミズキ ニッケイ ドリミオプシス・マクラタ オッテリア・コルダタ

W9 山地草原(高) ウツボグサ サカキ パイナップルリリー［つぼみ］ ニシキサンゴ キキョウラン［果実］
オオコメツツジ ネズミモチ ヒメザクロ ハワーシア各種 コウトウシュウカイドウ
クマノミズキ ムクロジ フィジョア ヒポクシス・デクンベンス コンロンカ
クロバナヒキオコシ H5 筑波山の植物 オオバノトンボソウ［つぼみ］ ムラサキ フィロテカ・ディフォルミス ツルラン
コマツナギ バイカツツジ H3 春の小路 該当なし ブーゲンビレア ニワトコ
コムラサキ ホシザキユキノシタ プロムナード 該当なし ブラキスコメ・イベリティフォリア バナナ［果実］
シナノナデシコ H4 絶滅危惧植物 オオツルコウジ［つぼみ］ 教育棟 アオギリ［つぼみ］ ブルビネ・フルテスケンス マレーシアシャクナゲ
スズサイコ ノジトラノオ［つぼみ］ アジサイ［つぼみ］ ペラルゴニウム各種 メディニラ・スペキオサ［花・果実］

タケニグサ［つぼみ］ ヒュウガタイゲキ［つぼみ］ イトラン メトロシデス・エクスケルサ メディニラ・マグニフィカ［つぼみ］

ビッチュウフウロ ミズキンバイ サツキ モンソニア・ウェンドレイティ リュウキュウコンテリギ
ホザキシモツケ 中央広場 アスチルベ各種 セイヨウシナノキ レデボウリア・ペリオラタ C 水生植物温室 エイクホルニア・アズレア
ミヤマヨメナ エキノドルス・グランディフロルス・アウレウス タイサンボク ロウソクノキ エキノドルス・アルゼンチネンシス
ムシャリンドウ オゼコウホネ ナカハラツツジ ローダンテムム・フルテスケンス エゲリア・ナヤス
リョウブ キンシバイ マキバブラシノキ ロマンドラ・ロンギフォリア オキナワギク

W10 山地草原(低) オオバイボタ サジオモダカ マルバサツキ D 熱帯資源 アカバナナ［花・果実］ オッテリア・コルダタ
オオムラサキシキブ ヒツジグサ ヤエクチナシ［つぼみ］ アメダマノキ［果実］ ガガブタ
オカトラノオ ヒメシャラ ヤマハギ アルピニア・プルプラタ キバナオモダカ
キランソウ ビヨウヤナギ 園内各地 イヌツゲ アンスリウム各種 キルトスペルマ・ジョンストニイ
シチトウエビヅル［つぼみ］ ホザキキカシグサ シモツケ カンキチク サギッタリア・ランキフォリア・メディア

ツルマサキ ホソナガバミズアオイ ナンテン キバナトケイソウ ハマボッス
ハエドクソウ マルナガバミズアオイ ネムノキ［つぼみ］ ギンコウボク
マサキ ミズカンナ［つぼみ］ ノリウツギ クルシア・ヒラリアナ
ヤマホタルブクロ ヤマツツジ系 ‘天城見染’ 園内自生 ツユクサ コエビソウ
ヤマユリ［つぼみ］ ワスレナグサ ドクダミ ココヤシ［つぼみ・果実］

W7 砂礫地(山) ウツギ H1 温帯資源東 アベリア（ハナゾノツクバネウツギ）［つぼみ］ ニワゼキショウ コショウ［果実］
ガクアジサイ ウド［つぼみ］ ネジバナ コバナクマデヤシ［果実］
カワラサイコ カラタチバナ［つぼみ］ ヘラオオバコ サンジャクバナナ
カワラナデシコ サカキ 資源東 アカンツス・カロリアレクサンドリ シコンノボタンの一種
カワラマツバ センリョウ アマナシラン スパティフィルム‘メリー’
キレンゲショウマ［つぼみ］ トウネズミモチ［つぼみ］ アヤメ科各種 ソブラリア・クサントレウカ
クサノオウ［花・果実］ ドクダミ アルストロエメリア チャラン
サツキ トリアシショウマ［つぼみ］ エリカモドキ ツルイランイラン
ハナウド ナツメ キク科各種 ティランジア各種
ワタナベソウ ハエドクソウ グレビレア・アルピナ トックリヤシ

W8 砂礫地(海) イズカモメヅル ブラックベリー［花・果実］ ツルバギア属の一種 パキラ・グラブラ
カワラマツバ マサキ［つぼみ］ フィゲリウス・アエクアリス‘レッドエンペラー’ バナナ‘仙人蕉’［花・果実］
キリンソウ ミツバ ルリトウワタ バニラ［花・果実］
クサスギカズラ ムラサキツメクサ ワイヤープラント パリソタ・バーテリ［果実］
ケカモノハシ H2 温帯資源中央 カラタネオガタマ‘パープル・クイーン’ サバンナ西 サルビア（セイジ）各種 ヒビスクス・アーノッティアヌス
シマヤマブキショウマ バラ各種 ジギタリス・タプシ ビンロウ
スカシユリ［つぼみ］ ヒマラヤヤマボウシ 雨林南 アマナシラン フィロデンドロンの一種
テイカカズラ ヒメタイサンボク イテア・イリキフォリア フリワケサンゴバナ
テリハノイバラ ヒューケラ各種 イリキウム・ランケオラトゥム ベゴニア各種
ナミキソウ マキバブラシノキ エラエオカルプス・シルベルトリス［つぼみ］ ベニヒモノキ
ハチジョウショウマ［つぼみ］ H2 香りのコーナー アルカネット キバナノカワラマツバ ヘリコニア・カリバエア
ハマダイコン イブキジャコウソウ スティラクス・スベリフォリウム ヘリコニア・ビハイ
ハマナシ（ハマナス）［花・果実］ ウスベニアオイ チユウキンレン ヘリコニア・ロストラタ
ハマヒルガオ カレープラント［つぼみ］ バウヒニア・ユンナネンシス ペンタス
ハマホタルブクロ クチナシ バショウ［花・果実］ ラン各種
フチナシガクアジサイ コガネバナ ルリマツリ

W13 水生植物 オオバギボウシ［つぼみ］ サルビア（セイジ）各種 レモン‘ポンデローザ’［花・果実］

オオバコ セイヨウニワトコ‘ブラックレース’ B 熱帯雨林(低) アカテツ
オゼコウホネ セイヨウニンジンボク［つぼみ］ アグラオネマ・クリスプム［果実］
カンガレイ セイヨウノコギリソウ アコウ
コウホネ 大輪レッドクローバー アルピニア・プルプラタ
ハンゲショウ ドワーフ・コンフリー インドソテツ
ヒツジグサ ナワシロイチゴ カキバカンコノキ［果実］
ミクリ ヒソップ クロバナタシロイモ［花・果実］
ヤマアジサイ ヒメノコギリソウ コガネタケヤシ

W11岩礫地(海) イヨカズラ ブルー・トードフラックス シンビジウム各種
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