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W4 冷温帯 オミナエシ H6 シダ園 キヅタ［つぼみ］ A サバンナ ウェルウィッチア・ミラビリス（奇想天外） B 熱帯雨林(山) イジュ

ナガボノシロワレモコウ H5 筑波山の植物 キバナアキギリ エウフォルビア各種 エスキナンツス
W3 暖温帯 該当なし H4 絶滅危惧植物 タイワンツクバネウツギ エリカ各種 オッテリア・コルダタ
W2 温帯性針葉樹林 該当なし フジバカマ オキナワシントンヤシ キンカチャ
W1 常緑樹林 アシタバ［つぼみ］ 中央広場 ウォーターバコパ オルトシフォン・ラビアトゥス コウトウシュウカイドウ

イヌビワ ウォーターポピー ガステリア各種 コンロンカ
W5 低木林(高) オニドコロ ウォーターミント ゴクラクチョウカ ツルラン

タマアジサイ エキノドルス・グランディフロルス・アウレウス サボテン各種 マレーシアシャクナゲ各種
W6 低木林(低) オニドコロ［花・果実］ タイリンオモダカ スカエボラ・アエムラ メディニラ・スペキオサ［花・果実］

ヤブミョウガ［花・果実］ ヒツジグサ テイキンザクラ C 水生植物温室 アフリカミズオオバコ
W9 山地草原(高) アキカラマツ ミズアオイ ティネア・バルバタ エイクホルニア・アズレア

アサマフウロ ミズカンナ［花・果実］ トックリアブラギリ エキノドルス・アルゼンチネンシス
イタドリ［花・果実］ ミズトラノオ トックリラン エゲリア・ナヤス
イヌヨモギ ワスレナグサ ドリティス・プルケリス オッテリア・コルダタ
オグルマ H1 温帯資源東 アベリア（ハナゾノツクバネウツギ） ドリミオプシス・マクラタ ガガブタ
オミナエシ イヌビワ［花・果実］ バルレリア・アルボステラタ キバナオモダカ
カライトソウ ウド［花・果実］ ハワーシア各種 キルトスペルマ・ジョンストニイ
キンミズヒキ ステビア ヒメフヨウ サガリバナ
クサボタン ナンテンハギ ブーゲンビレア ハマボッス
クロバナヒキオコシ ハゼラン［花・果実］ フランネルフラワー モンパノキ
シラヤマギク H2 温帯資源中央 サルスベリ フルクラエア［つぼみ］
ススキ ダリア各種 プルメリア・プディカ
ツリガネニンジン バラ数品種 D 熱帯資源 アカバナナ［花・果実］
ノコギリソウ フサフジウツギ アルピニア・プルプラタ
ノダケ H2 香りのコーナー カリガネソウ アンスリウム各種
ビッチュウフウロ サルビア（セイジ）各種 カカオ
ホツツジ シソ各種 カンキチク
マツムシソウ チョコレートコスモス キバナトケイソウ
ヤマハッカ ラベンダー各種 ココヤシ［つぼみ・果実］
ワレモコウ レッサーカラミント コショウ［果実］

W10 山地草原(低) アキカラマツ H3 温帯資源西 イヌサフラン コストゥス・クルビブラクテアトゥス

イガアザミ ウスギモクセイ コバナクマデヤシ［果実］
イタドリ キンモクセイ サンジャクバナナ
ウド［花・果実］ ギンモクセイ シコンノボタンの一種
オミナエシ シロバナマンジュシャゲ スパティフィルム‘メリー’
シモバシラ ステルンベルギア・ルテア スパティフィルム・コクレアリスパトゥム

ススキ タマスダレ ティランジア各種
センボンヤリ［閉鎖花］ ハナシュクシャ トックリヤシ
ナンテンハギ ムクゲ‘ホワイトシフォン’ ハナショウガ
フジバカマ ムラサキ バニラ［花・果実］
マルバハギ H3 春の小路 ギボウシ‘ボルケーノアイランド’ パリソタ・バーテリ［果実］
ワレモコウ シクラメン2種 フィロデンドロンの一種

W7 砂礫地(山) ノブドウ［花・果実］ プロムナード 該当なし ブッソウゲ
メドハギ 教育棟 該当なし ベゴニア各種
ヤブミョウガ［花・果実］ 園内各地 ヤブラン ベニヒモノキ

W8 砂礫地(海) アカバナ ヤマハギ ヘリコニア・ビハイ
イヌビワ 園内自生 キツネノマゴ ヘリコニア・ロストラタ
クコ ツユクサ ペンタス
ソナレマツムシソウ ヘクソカズラ［花・果実］ マニラアサ
タコノアシ［花・果実］ ミズヒキ ラン各種
ツリガネニンジン 資源東 エリカモドキ レモン‘ポンデローザ’［花・果実］

ナミキソウ キク科各種 B 熱帯雨林(低) アグラオネマ・クリスプム［果実］
ノシラン グレビレア・アルピナ ウチワヤシ
ハチジョウススキ セイヨウニンジンボク エリデス・オドラタ
ハッカ ツルバギア属の一種 カナリウム・オバトゥム
ハマアザミ ヒポクシス・デクンベンス クロバナタシロイモ［花・果実］
ハマカンゾウ ルリマツリ コウシュンカズラ
ハマゼリ ロドフィアラ・アドベナ コガネタケヤシ
ハマツルボ サバンナ西 サルビア（セイジ）各種 サガリバナ
ハマトラノオ ローズマリー ジョウゴバナ

W13 水生植物 イボクサ 雨林南 カンプシス・タグリアブアナ‘マダム・ガレン’ シンビジウム各種
オクトリカブト［つぼみ］ チユウキンレン スキスマトグロッティス・オカダエ
オニバス バウヒニア・ユンナネンシス［花・果実］ ストロビランテス
コウホネ セイシボク
コヒガンバナ ツルラン
シロネ ディスキディア・プラティペタラ
ツリフネソウ テコマンテ・デンドロフィラ
ナガボノシロワレモコウ デンドロビウム各種
ヒガンバナ トラフバショウ［花・果実］
ヒツジグサ ネフティティス・ポイソニイ［花・果実］

ヒメシロネ パキケントリア・グラウカ
リュウキンカ パフィオペディルム・グラウコフィルム

W11岩礫地(海) イワダレソウ パフィオペディルム・リーミアヌム
ナンバンギセル ピナンガヤシ
ハチジョウギボウシ フィロデンドロン・スクァミフェルム［つぼみ］

ハマアザミ ブルボフィルム・オルトグロッスム
ハマタカトウダイ［花・果実］ ベゴニア各種

W12 岩礫地(山) ノコンギク ホヤ各種
ヒダカミセバヤ［つぼみ］ マクロピペル・ラティフォリウム

クレマチス園 クサボタン ミフクラギ
クレマチス・セラティフォリア ムニンセンニンソウ
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