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マーガレット  (ｷｸ科)
開花期：11月～5月

ノースポール  (ｷｸ科)
開花期：12月～5月

ハクモクレン  (ﾓｸﾚﾝ科)
開花期：4月

ユキヤナギ  (ﾊﾞﾗ科)
開花期：4月

コブシ  (ﾓｸﾚﾝ科)
開花期：4月上旬

コデマリ  (ﾊﾞﾗ科)
開花期：4月～5月

カモミール  (ｷｸ科)
開花期：3月～5月

ハナニラ  (ｲﾌｪｲｵﾝ)  (ﾈｷﾞ科)
開花期：6月中旬～8月
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ヒメリュウキンカ  (ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ科)
開花期：3月～5月上旬

トサミズキ   (ﾏﾝｻｸ科)
開花期：3月下旬～4月

ギンヨウアカシア  (ﾏﾒ科)
開花期：3月～4月上旬

サンシュユ  (ﾐｽﾞｷ科)
開花期：3月～4月

宿根ブラキカム(ｲｴﾛｰ) (ｷｸ科)　
開花期：3月～11月

スィートアリッサム  (ｱﾌﾞﾗﾅ科)
一年草　開花期:3月～6月，9月～11月

モッコウバラ   (ﾊﾞﾗ科)
開花期：4月～5月

キバナイカリソウ  (ﾒｷﾞ科)
開花期：4月～5月

アブラチャン  (ｸｽﾉｷ科)
開花期：3月～4月

レンギョウ   (ﾓｸｾｲ科)
開花期：3月～4月

ミツマタ  (ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ科)
開花期：3月～4月

ヤマブキ  (ﾊﾞﾗ科)
開花期：4月～5月

オウバイ (ﾓｸｾｲ科)　
開花期：2月～4月

マンサク  (ﾏﾝｻｸ科)
開花期:2月～3月

クロモジ   (ｸｽﾉｷ科)
開花期：3月～4月

ダンコウバイ (ｸｽﾉｷ科)
開花期:3月～4月
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ライラック  (ﾓｸｾｲ科)
開花期：4月～5月

ヒラドツツジ  (ｼｿ科)
開花期：4月～5月

カルミア  (ﾂﾂｼﾞ科)
開花期：5月上旬～6月中旬

ｶﾝﾊﾟﾆｭﾗ・ﾒﾃﾞｨｳﾑ  (ｷｷｮｳ科)
開花期：5月～7月

サクラ　(ﾊﾞﾗ科)
開花期：3月中旬～4月中旬

ﾊﾞﾗ  ‘ﾋﾟｴｰﾙ・ﾄﾞ・ﾛﾝｻｰﾙ’ 
(ﾊﾞﾗ科)

開花期：5月

ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ  (ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ科)
開花期：3月～5月

ハナミズキ  (ﾐｽﾞｷ科)
開花期：4月中旬～5月中旬

　

パンジー　 (ｽﾐﾚ科)
開花期：10月下旬～5月中旬

ｼﾗｰ・ｶﾝﾊﾟﾆｭﾗｰﾀ(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾙ)
 (ｷｼﾞｶｸｼ科)

開花期：4月～5月

スカビオサ   (ｽｲｶｽﾞﾗ科)
開花期：4月～6月＆9月中旬～10月

クレマチス  (ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ科)
開花期：4月～10月中旬

クロッカス  (ｱﾔﾒ科)
開花期：2月～4月

ムスカリ (ﾕﾘ科)
開花期：3月～5月

ヤグルマギク  (ｷｸ科)
開花期：4月～5月

ヒヤシンス  (ﾕﾘ科)
開花期：3月～5月中旬
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ﾋﾞﾊﾞｰﾅﾑ・ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ  (ｽｲｶｽﾞﾗ科)
開花期：5月

ｱﾒﾘｶﾉﾘﾉｷ ‘ｱﾅﾍﾞﾙ’  (ｱｼﾞｻｲ科)
開花期：6月～7月

ﾕｰｺﾐｽ（ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙﾘﾘｰ）(ﾋｱｼﾝｽ科)
開花期：7月～8月

ｵﾚｶﾞﾉ ‘ｹﾝﾄﾋﾞｭｰﾃｨ’  (ｼｿ科)
開花期：5月下旬～7月，9月下旬～11月上旬

ﾕｰﾌｫﾙﾋﾞｱ’ｷｬﾗｼｱｽ’ (ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ科)
開花期：4月～7月

ｱﾙｹﾐﾗ・ﾓﾘｽ（ﾚﾃﾞｨｰｽﾏﾝﾄﾙ）
 (ﾊﾞﾗ科)

開花期：5月～7月

ｼﾞﾆｱ ‘ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ’ (ｷｸ科)
開花期：5月～11月上旬

ﾉﾘｳﾂｷﾞ (ｱｼﾞｻｲ科)
開花期：6月～8月

ﾗﾐｳﾑ・ｶﾞﾚｵﾌﾞﾄﾞﾛﾝ   (ｼｿ科)
開花期：5月～6月

ヤロウ  (ｷｸ科)
開花期：6月～9月

エキナセア  (ｷｸ科)
開花期：6月中旬～8月

カンナ  (ｶﾝﾅ科)
開花期：6月～10月

ヘメロカリス  (ﾕﾘ科)
開花期：5月中旬～8月

コレオプシス  (ｷｸ科)
開花期：5月～10月

ﾋﾍﾟﾘｶﾑ・ﾋﾄﾞｺｰﾄ   (ｵﾄｷﾞﾘｿｳ科)
開花期：6月～7月

黄花ランタナ  (ｸﾏﾂﾂﾞﾗ科)
開花期：5月～10月
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ナスタチウム (ｷﾝﾚﾝｶ) (ﾉｳｾﾞﾝﾊﾚﾝ科)
開花期:4月下旬～7月，9月～11月上旬

ノウゼンカズラ (ﾉｳｾﾞﾝｶｽﾞﾗ科)
開花期：7月～8月

ジニア (ﾋｬｸﾆﾁｿｳ) (ｷｸ科)
開花期：5月～11月上旬

ｼﾞｷﾀﾘｽ・ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝﾌﾚｲﾑ 
(ｵｵﾊﾞｺ科)

開花期:5月～6月　※耐暑性/弱

ギョリュウバイ  (ﾌﾄﾓﾓ科)
開花期:4月～6月

リコリス(ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ)  (ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ科)
開花期:7月中旬～10月中旬

サルビア(一年性)  (ｼｿ科)
開花期:6月～11月

ペチュニア (ﾅｽ科）
開花期:3月～11月

ラベンダー　 (ｼｿ科)
開花期：4月～7月

ｾｲﾖｳﾆﾝｼﾞﾝﾎﾞｸ(ｼｿ科/ｸﾏﾂﾂﾞﾗ科)
開花期：7月～9月

アゲラタム  (ｷｸ科)
開花期:5月～11月

ﾌﾞｯﾄﾞﾚｱ・ｴﾝﾊﾟｲｱﾌﾞﾙｰ 
(ｸﾏﾂﾂﾞﾗ科)　開花期：7月～10月

ﾙﾘﾏﾂﾘ (ﾌﾟﾙﾝﾊﾞﾊﾞｺﾞ)  (ｲｿﾏﾂ科)
開花期：5月～11月

ロシアンセージ (ｼｿ科)
開花期：7月～10月

ブルーサルビア  (ｼｿ科)
開花期：6月～11月

メドーセージ  (ｼｿ科)
開花期：6月～10月
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ﾌﾗﾝﾈﾙﾌﾗﾜｰ  (ｾﾘ科)
開花期:4月～6月、9月～12月

カラー(畑地性)  (ｻﾄｲﾓ科)
開花期：6月～7月

ハンゲショウ  (ﾄﾞｸﾀﾞﾐ科)
開花期：6月中旬～7月

イベリス  (ｱﾌﾞﾗﾅ科)
開花期:4月～6月

ﾆﾜﾅﾅｶﾏﾄﾞ(ﾎｻﾞｷﾅﾅｶﾏﾄﾞ) (ﾊﾞﾗ科)
開花期：6月～8月

温帯スイレン (ｽｲﾚﾝ科)
開花期：5月中旬～10月

ヤマボウシ (ﾐｽﾞｷ科)
開花期：6月中旬～7月中旬

ｾﾞﾌｨﾗﾝｻｽ（ﾀﾏｽﾀﾞﾚ）
(ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ科）開花期:5月下旬～10月

ｱｲﾋﾞｰｾﾞﾗﾆｳﾑ (ｾﾘ科)
開花期:4月～6月、9月～12月

ﾘｸﾆｽ・ﾌﾛｽｸｸﾘ (ﾅﾃﾞｼｺ科)
開花期：4月～7月

ﾘｸﾆｽ・ｺﾛﾅﾘｱ (ﾅﾃﾞｼｺ科)
開花期：5月～7月

ペンタス  (ｱｶﾈ科)
開花期:5月～10月

コスモス  (ｷｸ科)
開花期：6月～11月

ミソハギ  (ﾐｿﾊｷﾞ科)
開花期:7月～9月

センニチコウ (ﾋﾕ科)
開花期：5月～11月

ブーゲンビレア (ｵｼﾛｲﾊﾞﾅ科）
開花期:4月～5月、10月～11月
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ハナミズキ (ﾐｽﾞｷ科)
紅葉期:10月中旬～11月上旬

開花期:4月～5月

ニシキギ (ﾆｼｷｷﾞ科)
紅葉期:10月～11月
開花期：5月～6月

アカシデ (ｷｸ科)
紅葉期:

開花期：5月～11月上旬

ユキヤナギ (ﾊﾞﾗ科)
紅葉期:11月中旬(黄葉)～1月上旬

開花期:3月～4月

コハウチワカエデ (ｶｴﾃﾞ科)
開花期:5月

サルスベリ (ﾐｿﾊｷﾞ科)
紅葉期:11月～12月
開花期:7月～10月

ナンキンハゼ (ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ科)
紅葉期:11月～12月

開花期:7月

ドウダンツツジ (ﾂﾂｼﾞ科）
紅葉期:10月中旬～12月上旬
開花期:4月中旬～5月上旬

ミツバツツジ (ﾂﾂｼﾞ科)
紅葉期:10月中旬～12月上旬
開花期:4月中旬～5月上旬

オトコヨウゾメ (ｽｲｶｽﾞﾗ科)
紅葉期:9月下旬～11月

開花期：5月～6月

ブルーベリー (ﾂﾂｼﾞ科)
紅葉期:10月下旬～12月上旬

開花期：5月～６月

コバノズイナ (ﾕｷﾉｼﾀ科) 
※ﾍﾝﾘｰｶﾞｰﾈｯﾄ

紅葉期:11月～12月  開花期:5月～6月

ナツハゼ (ﾂﾂｼﾞ科)
紅葉期:10月～11月
開花期:5月～6月

マルバノキ (ﾏﾝｻｸ科)
紅葉期:10月～11月
開花期:10月～11月

オオデマリ (ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ(ｽｲｶｽﾞﾗ)科)
紅葉期:10月～12月
開花期:5月～6月

コマユミ (ﾆｼｷｷﾞ科）
紅葉期:10月～11月
開花期:5月～6月
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アズキナシ (ｶﾊﾞﾉｷ科)
紅葉期:11月～12月
開花期:5月～6月

ダンコウバイ (ｸｽﾉｷ科)
黄葉期:10月下旬～11月
開花期：3月下旬～4月

トサミズキ (ﾏﾝｻｸ科)
黄葉期:

開花期：5月～11月上旬

ヤマコウバシ (ｸｽﾉｷ科)
黄紅葉期:11月中旬(黄葉)～1月上旬

開花期:4月

クロモジ (ｸｽﾉｷ科)
黄葉期:10月下旬～12月

開花期:4月～5月

コムラサキ (ｸﾏﾂﾂﾞﾗ科)
黄葉期:11月～12月
開花期:6月～8月

シャラ(夏椿)  (ﾂﾊﾞｷ科)
黄紅葉期:10月下旬～12月上旬

開花期:6月～7月上旬

カツラ  (ｶﾂﾗ科）
黄葉期:10月中旬～12月上旬

開花期：4月～5月

クリスマスローズ  (ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ科)
開花期：1月～3月

ツバキ(侘助)  (ﾂﾊﾞｷ科)
開花期：11月～12月，2月～4月

ガーデンシクラメン  (ｻｸﾗｿｳ科)
開花期：10月～3月

ビオラ  (ｽﾐﾚ科)
開花期：10月下旬～5月中旬

ウメ  (ﾊﾞﾗ科)
開花期：1月～3月

スイセン  (ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ科)
開花期：11月中旬～4月

スノーフレーク  (ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ科)
開花期：3月～4月中旬

スノードロップ  (ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ科) 
 開花期：2月～3月
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モクビャッコウ  (ｷｸ科) 
耐寒性半常緑小低木
開花期:11月～3月

ラムズイヤー (ｼｿ科) 
耐寒性常緑多年草

開花期:5月中旬～7月

アサギリソウ  (ｷｸ科)
耐寒性多年草(冬期落葉種)

開花期:8月～9月上旬

サントリナ  (ｷｸ科) 
耐寒性常緑低木 

開花期:6月～7月　観賞期:周年

ｴﾓﾌｨﾗ ‘ﾆﾍﾞｱ’ (ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ科)
半耐寒性多年草(常緑低木)

 開花期:3月～6月

ﾍﾘｸﾘｻﾑ・ﾍﾟﾃｨｵﾗﾚ  (ｷｸ科)
半蔓性半耐寒性常緑亜低木

開花期:5月～9月

ｼﾛﾀｴｷﾞｸ (ﾀﾞｽﾃｨﾐﾗｰ) (ｷｸ科) 
耐寒性常緑多年草

開花期:6月～7月中旬

ディコンドラ  (ﾋﾙｶﾞｵ科)
耐寒性匍匐性多年草 冬期常緑～半常緑種

開花期:4月～8月

バーバスカム  (ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ科)
耐寒性多年草 開花期:6月～7月

ﾌﾞｯﾄﾞﾚｱ ‘ｼﾙﾊﾞｰｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ’ 
(ﾌｼﾞｳﾂｷﾞ科) 開花期:6月～11月

耐寒性半常緑～落葉低木

ﾍﾘｸﾘｻﾑ ‘ﾙﾋﾞｰｸﾗｽﾀｰ’  (ｷｸ科)
耐寒性多年草　開花期:3月～5月

シルバータイム  (ｼｿ科) 
耐寒性常緑小低木 開花期:5月～6月

カレープラント (ｷｸ科)
耐寒性多年草  開花期:7月～8月

ｼﾛﾀｴｷﾞｸ・ｼﾘｳｽ  (ｷｸ科)
耐寒性多年草　開花期:5月～9月

ﾍﾘｸﾘｻﾑ・ﾎﾜｲﾄﾌｪｱﾘｰ (ｷｸ科)
耐寒性多年草　開花期:4月～6月

イソギク (ｷｸ科)
耐寒性多年草 

 開花期:10月～12月上旬
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ｾﾗｽﾁｳﾑ  (ﾅﾃﾞｼｺ科)
耐寒性常緑多年草 

開花期:4月～6月　観賞期:周年/銀葉

ｵﾚｱﾘｱ ‘ｼﾙﾊﾞｰﾅｲﾄ’
(ｷｸ科)  耐寒性常緑小低木  

開花期:6月～7月 葉の観賞期:周年

ﾗﾐｳﾑ ‘ﾋﾞｰｺﾝｼﾙﾊﾞｰ’ (ｼｿ科) 
耐寒性常緑多年草
 開花期:5月～6月

ｼﾙﾊﾞｰﾚｰｽ  (ｷｸ科)
半耐寒性常緑多年草
開花期::晩春～晩秋

ｴﾘﾝｼﾞｳﾑ ・ﾌﾟﾗﾅﾑ  (ｾﾘ科)
耐寒性多年草/半常緑種　

開花期:初夏～盛夏

ﾌｪｽﾂｶｸﾞﾗｳｶ (ｲﾈ科)
耐寒性常緑多年草  開花期:5月～6月

ｺﾓﾝｾｰｼﾞ (ｼｿ科)
 耐寒性常緑小低木
開花期:5月～7月

ｺﾝﾎﾞﾙﾌﾞﾙｽ・ｸﾈｵﾙﾑ ’ｽﾉｰ・ｴﾝｼﾞｪﾙ’ 
(ﾋﾙｶﾞｵ科)  耐寒性常緑小低木

開花期::5月～7月

ﾋｭｰｹﾗ ‘ｼﾅﾊﾞｰｼﾙﾊﾞｰ' 
(ﾕｷﾉｼﾀ科) 耐寒性常緑(半常緑)多年草　

開花期:晩春～初夏  観賞期：周年

ｶﾛｹﾌｧﾙｽ ’ﾌﾟﾗﾁｰﾅ’ (ｸｯｼｮﾝﾌﾞｯｼｭ) 
(ｷｸ科)  半耐寒性常緑多年草 

開花期:5月～6月  葉の観賞期:周年

ﾆｼｷｼﾀﾞ  (ｲﾜﾃﾞﾝﾀﾞ科)
半耐寒性常緑多年草
開花期::晩春～晩秋

ﾊﾟｰﾌﾟﾙｾｰｼﾞ (ｼｿ科)
耐寒性多年草/半常緑種　

開花期:初夏～盛夏

ｷｬﾍﾞﾂ ‘ｶﾞｰﾃﾞﾝﾙﾋﾞｰ’ 
(ｱﾌﾞﾗﾅ科)  耐寒性多年草　

開花期:3月～5月

宿根ｶﾞｻﾞﾆｱ (ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞｶﾞｻﾞﾆｱ) 
(ｷｸ科)  耐寒性常緑多年草 

開花期:4月～10月

ｾﾈｼｵ・ｴﾝｼﾞｪﾙｳｨﾝｸﾞｽ
(ｷｸ科) 耐寒性常緑多年草

※主に葉を観賞

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ (ｼｿ科)  
耐寒性常緑小低木  開花期:5月～7月
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ｷﾞﾝﾖｳｱｶｼｱ ’ﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ’ (ﾏﾒ科)
常緑高木　開花期：3月～4月上旬

オリーブ(ﾓｸｾｲ科) 常緑高木
開花期：6月 収穫期：10月下旬～11月中旬

ギンドロ (ﾔﾅｷﾞ科) 落葉高木
開花期：5月

ユーカリ (ﾌﾄﾓﾓ科) 常緑高木
開花期:品種による

アキグミ  (ｸﾞﾐ科)  落葉低木
開花期：4月～6月

ｵﾚｱﾘｱ・ﾘﾄﾙｽﾓｰｷｰ  (ｷｸ科)
常緑低木　開花期：3月～6月

フェイジョア  (ﾌﾄﾓﾓ科) 常緑低木
開花期:10月下旬～12月中旬　
収穫期:10月中旬～12月中旬

ウエストリンギア (ｼｿ科) 常緑低木
開花期:4月～10月

ﾍﾟﾝｽﾃﾓﾝ・ﾊｽｶｰﾚｯﾄﾞ (ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ科)
耐寒性多年草(常緑～半常緑)

開花期:初夏

ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝ・ｱｷｼﾗﾘｽ (ﾂﾂｼﾞ科)
耐寒性常緑小低木 開花期:4月～5月

ﾄﾘﾌｫﾘｳﾑ・ﾚﾍﾞﾝｽｳｨﾘｱﾑ(銅葉ｸﾛｰﾊﾞｰ)
(ﾏﾒ科) 耐寒性1~2年草(冬期常緑～半常緑)

開花期:4月～6月

ｵｷｻﾞﾘｽ・ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾗﾘｽ
 (ｶﾀﾊﾞﾐ科)  耐寒性球根植物

開花期:6月～10月

 

銅葉ﾀﾞﾘｱ ‘ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾑｰﾝ’ 
 (ｷｸ科) 耐寒性球根植物 
開花期:6月中旬～11月

ｱﾙﾃﾗﾅﾝﾃﾗ・ﾎﾟﾘｺﾞﾉｲﾃﾞｽ  (ﾋﾕ科)
非耐寒性多年草　開花期:10月～11月

葉の観賞期:ほぼ周年

ﾕｰﾊﾟﾄﾘｳﾑ・ﾁｮｺﾗｰﾀ (銅葉ﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ） 
(ｷｸ科) 耐寒性多年草(冬期落葉種)

開花期:7月～10月

銅葉ﾘｼﾏｷｱ・ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄｻﾝ
 (ｻｸﾗｿｳ科)  耐寒性多年草

開花期:5月～6月
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ｶﾝﾅ‘ﾌﾞﾛﾝｽﾞｽｶｰﾚｯﾄ’ (ｶﾝﾅ科)
宿根草(球根植物)　開花期:夏

ｾｲﾖｳﾆﾜﾄｺ ‘ﾌﾞﾗｯｸﾚｰｽ’ (ｽｲｶｽﾞﾗ科)
落葉中低木  開花期:5月～6月

銅葉ｹﾞﾗﾆｳﾑ (ﾌｳﾛｿｳ科) 
耐寒性多年草  開花期:5月～10月

ｷﾐｷﾌｶﾞ・ﾗﾓｰｻ  ‘ｱﾄﾛﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ’
 (ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ科)

耐寒性多年草(冬期落葉種)　開花期:夏～秋

ﾋｭｰｹﾗ ‘ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾗｯﾌﾙｽﾞ’ 
(ﾕｷﾉｼﾀ科) 常緑～半常緑宿根草

開花期:晩春～初夏

ｹｰﾙ ‘ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾎﾟｯﾌﾟ’  (ｱﾌﾞﾗﾅ科)
二年草  開花期：4月　

ﾊﾎﾞﾀﾝ ‘ｹﾞﾌﾞﾗﾅｶﾞﾄﾖ’ (ｱﾌﾞﾗﾅ科)
耐寒性多年草　開花期:11月～2月

ｱｼﾞｭｶﾞ ’ﾌﾞﾗｯｸｽｶﾛｯﾌﾟ’ (ｼｿ科)  
耐寒性多年草(匍匐常緑)  開花期：春

銅葉ﾙﾒｯｸｽ・ﾌﾚｸｻｽ (ﾀﾃﾞ科)
多年草　開花期:春

ﾘｸﾞﾗﾘｱ ’ﾌﾞﾘｯﾄﾏﾘｰｸﾛﾌｫｰﾄﾞ’
(ｷｸ科)  耐寒性多年草 

開花期:7月～8月

ﾕｰﾌｫﾙﾋﾞｱ ‘ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｰﾄﾞ’
 (ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ科)  耐寒性多年草 
冬期常緑～半常緑種  開花期:春

ﾋﾞｰﾄ・ﾌﾞﾙｽﾞﾌﾞﾗｯﾄﾞ
 (ｱｶｻﾞ科)  耐寒性常緑多年草(二年草)　

開花期:春　※主に葉を観賞

ﾍﾞﾛﾆｶ・ｸﾞﾚｰｽ  (ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ科)
 耐寒性常緑多年草

開花期:春～秋(（6月～10月）

ﾜｲﾙﾄﾞﾁｬｰﾋﾞﾙ ‘ﾚｲｳﾞｧﾝｽﾞｳｲﾝｸﾞ’  
(ｾﾘ科) 多年草(冬期常緑～半常緑種)

開花期：初夏　

ｱｽﾁﾙﾍﾞ’ﾁｮｺﾚｰﾄｼｮｰｸﾞﾝ’ 
(ﾕｷﾉｼﾀ科)  耐寒性宿根草(冬期落葉)

開花期:6月～8月

ｶﾗｽﾊﾞﾐｾﾊﾞﾔ (ﾍﾞﾝｹｲｿｳ科) 銅葉ｾﾀﾞﾑ　
耐寒性多年草 ※冬期古葉落葉

開花期：8月～9月
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ｺｸﾘｭｳ (ﾕﾘ/ｷｼﾞｶｸｼ科)
常緑性多年草　開花期:7月～8月

銅葉ｷﾝｷﾞｮｿｳ ‘ﾌﾞﾛﾝｽﾞﾄﾞﾗｺﾞﾝ’
(ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ科)  耐寒性多年草 

開花期:4月～6月　観賞期:周年

銅葉ﾊｲﾋﾞｽｶｽ・ｱｹﾄｾﾗ (ｱｵｲ科) 
 亜低木～多年草／常緑 

開花期:11月～12月

黒法師 (ｻﾝｼﾓﾝ)  (ﾍﾞﾝｹｲｿｳ科)  
多肉植物 常緑多年草 ※耐寒性:弱　耐暑性:弱

開花期:2月～6月

ﾆｭｰｻｲﾗﾝ・ﾊﾟｰﾌﾟﾚｱ  
(ﾘｭｳｾﾂﾗﾝ科/ｷｼﾞｶｸｼ科)  常緑性多年草

開花期：6月下旬～8月初旬 ※主に葉を観賞　

黒葉ﾐﾂﾊﾞ(ﾑﾗｻｷﾐﾂﾊﾞ) (ｾﾘ科) 
耐寒性多年草 (冬期半常緑～落葉種)

開花期:初夏

ﾋﾞﾊﾞｰﾅﾑ・ﾊﾘｱﾅﾑ  (ｽｲｶｽﾞﾗ科)
耐寒性常緑低木　開花期：春～初夏

ﾍﾞｺﾞﾆｱ・ｾﾝﾊﾟﾌﾛｰﾚﾝｽ
(ｼｭｳｶｲﾄﾞｳ科)  一年草

開花期：4月～11月

ｱﾒﾘｶﾊﾅｽﾞｵｳ  ‘ﾌｫﾚｽﾄﾊﾟﾝｼｰ’
(ﾏﾒ科)  耐寒性落葉小高木

開花期:4月～5月

ｱﾒﾘｶｼﾓﾂｹ ‘ﾃﾞｨｱﾎﾞﾛ’ (ﾊﾞﾗ科)
耐寒性落葉低木  開花期:5月中旬～6月

ﾍﾞﾆﾊﾞｽﾓﾓ  (ﾊﾞﾗ科)
耐寒性落葉小高木 開花期:3月～4月

メギ  (ﾒｷﾞ科)
耐寒性落葉低木  開花期:春～初夏

ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾄｷﾜﾏﾝｻｸ  (ﾏﾝｻｸ科)
耐寒性常緑小高木
開花期:4月～5月

ｽﾓｰｸﾂﾘｰ ‘ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰﾌﾟﾙ’  
(ｳﾙｼ科)  耐寒性落葉小高木 

 開花期:5月～6月

ﾈﾑﾉｷ ’ｻﾏｰﾁｮｺﾚｰﾄ ‘ (ﾏﾒ科)
耐寒性落葉高木  開花期:6月～8月

ｵｵﾃﾞﾏﾘ (ﾋﾞﾊﾞｰﾅﾑ) ‘ﾒﾘｰﾐﾙﾄﾝ’ 
(ｽｲｶｽﾞﾗ科)  耐寒性落葉低木 
 開花期：5月中旬～6月上旬
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ﾙﾌﾞｽ ‘ｻﾝｼｬｲﾝｽﾌﾟﾚｰﾀﾞｰ’ (ﾊﾞﾗ科)　
耐寒性半蔓性低木 常緑～半常緑樹

開花期:春～初夏

ﾐﾆﾍﾘｸﾘｻﾑ・ﾌﾟﾚｺｽﾀｷｽ ’ﾐｸﾛﾌｨﾗ’
(ｷｸ科)  半蔓性半耐寒性常緑亜低木

開花期:5月～6月

ｷｬｯﾄﾐﾝﾄ ’ﾗｲﾑﾗｲﾄ’ (ｼｿ科) 
耐寒性多年草(冬期常緑～半常緑種) 

開花期:初夏～秋

ﾍﾞﾛﾆｶ ‘ｱｽﾞﾃｯｸｺﾞｰﾙﾄﾞ’
(ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ科) 耐寒性多年草  

開花期:初夏

ｱｻｷﾞﾘｿｳ・ｵｰﾚｱ (ｷｸ科) 
耐寒性多年草(冬期落葉種)

開花期:8月～9月上旬

ﾘｼﾏｷｱ・ﾇﾝﾑﾗﾘｱ・ｵｰﾚｱ
(ｻｸﾗｿｳ科)  耐寒性多年草(冬期落葉種)

開花期:初夏

ﾛﾆｾﾗ ‘ﾚﾓﾝﾋﾞｭｰﾃｨｰ’ (ｽｲｶｽﾞﾗ科) 
 耐寒性低木  常緑～半常緑種樹

開花期:5月～10月

ﾌﾟﾘﾑﾛｰｽﾞｼﾞｬｽﾐﾝ・ｵｰﾚｱ
(ﾓｸｾｲ科)  半耐寒性常緑低木 

開花期:春～夏

ﾌｨﾘﾍﾟﾝﾃﾞｭﾗ・ｳﾙﾏﾘｱ・ｵｰﾚｱ 
(ﾒﾄﾞｩｽｲｰﾄ・ｵｰﾚｱ)  (ﾊﾞﾗ科)

耐寒性多年草  開花期:6月～8月

ｾﾀﾞﾑ・黄金ﾏﾙﾊﾞﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ
 (ﾍﾞﾝｹｲｿｳ科)  常緑多年草

開花期:4月～11月  ※主に葉を観賞

ｾﾀﾞﾑ ‘銘月’ 
(ﾍﾞﾝｹｲｿｳ科)  常緑多年草

開花期:4月～11月 ※主に葉を観賞

ﾀｲﾑ・ﾌｫｯｸｽﾘｰ  (ｼｿ科)
耐寒性常緑亜低木

開花期:4月～6月 ※主に葉を観賞

ｶﾘｵﾌﾟﾃﾘｽ ‘ｻﾏｰｿﾙﾍﾞｯﾄ’  (ｸﾏﾂﾂﾞﾗ科)
耐寒性多年草 　冬期落葉種

 開花期:初夏～秋

ﾌﾟﾚｸﾄﾗﾝｻｽ・ﾃﾞｨｽｶﾗｰ
(ｽｳｪｰﾃﾞﾝｱｲﾋﾞｰ )  (ｼｿ科)

非耐寒性多年草　開花期:５月～11月

 

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾚﾓﾝﾀｲﾑ  (ｼｿ科)
耐寒性常緑亜低木　
開花期:主に4月～6月

ｾﾀﾞﾑ・ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｶｰﾍﾟｯﾄ
 (ﾍﾞﾝｹｲｿｳ科)  常緑多年草

開花期:4月～11月　※主に葉を観賞
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ｶﾚｯｸｽ ’ｴﾊﾞｰｺﾞｰﾙﾄﾞ’ (ﾍﾞｱｸﾞﾗｽ)
 (ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ科)  耐寒性常緑多年草

開花期:4月～6月中旬

ﾋｭｰｹﾗ ’ｴﾚｸﾄﾗ’  (ﾕｷﾉｼﾀ科)
耐寒性常緑(半常緑)多年草　

開花期:晩春～初夏  観賞期：周年

ｷﾞﾎﾞｳｼ(ﾎｽﾀ) ‘ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸｨｰﾝ’ 
(ﾕﾘ科)  耐寒性多年草  冬期落葉種 

開花期:夏

ﾒｷｼｺﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ  (ﾍﾞﾝｹｲｿｳ科)
耐寒性～半耐寒性常緑多年草/ｾﾀﾞﾑ　

開花期:5月～6月

ﾛｰﾀｽ・ﾌﾞﾘﾑｽﾄｰﾝ  (ﾏﾒ科)
耐寒性常緑性亜低木
開花期:6月～8月

ｸﾛﾄﾝ・ｷﾗｾﾝ (ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ科)
非耐寒性常緑低木  
開花期:7月～8月

ｺﾘｳｽ ‘ﾑｰﾝﾗｲﾄ’  (ｼｿ科)
非耐寒性1～2年草　
開花期:6月～11月

黄金葉ﾌｳﾁｿｳ (ｲﾈ科)　
夏緑性多年草

開花期:8月～10月

黄金葉ﾕｷﾔﾅｷﾞ (ﾊﾞﾗ科) 
耐寒性落葉低木

開花期:3月～4月上旬

ﾆｾｱｶｼｱ・ﾛﾋﾞﾆｱ (ﾏﾒ科)  
耐寒性落葉高木  開花期:5月～6月

ﾒﾗﾚｳｶ ‘ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ’
(ﾚﾓﾝﾃｨｰﾂﾘｰ)  (ﾌﾄﾓﾓ科)  

非耐寒性常緑低木  開花期:4月下旬～6月上旬

黄金ｼﾓﾂｹ  (ﾊﾞﾗ科)
耐寒性落葉低木
開花期:初夏～夏

黄金葉ﾀﾆｳﾂｷﾞ (ｽｲｶｽﾞﾗ科)
耐寒性落葉低木
開花期:5月～6月

黄金葉ｲﾘｼｳﾑ  (ｼｷﾐ科)  
半耐寒性常緑低木 
開花期:晩春～初夏

朱金ﾊｷﾞ (ﾍﾞﾝｹｲｿｳ科)  
耐寒性落葉低木  開花期:夏～秋

ｲｷﾞﾘｽﾅﾗ ’ｺﾝｺﾙﾃﾞｨｱ’ 
(ﾖｰﾛｯﾊﾟﾅﾗ黄金葉）(ﾌﾞﾅ科) 

 耐寒性落葉高木　観賞期:4月～11月下旬
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黄金葉ｶｼﾜﾊﾞｱｼﾞｻｲ 
(ﾕｷﾉｼﾀ科/ｱｼﾞｻｲ科)  耐寒性落葉低木

開花期:6月～７月

ｴｽｶﾛﾆｱ・ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｶｰｰﾍﾟｯﾄ
(ﾕｷﾉｼﾀ科)  耐寒性常緑低木

  開花期:8月～9月

黄金葉ﾄｻﾐｽﾞｷ ’ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾞｰﾙﾄﾞ’ 
(ﾏﾝｻｸ科) 耐寒性落葉低木 

 開花期:早春

黄金ﾋｲﾗｷﾞ  (ﾓｸｾｲ科)
耐寒性落葉中低木
開花期:3月～5月

ﾌｨﾘﾌｪﾗｵｰﾚｱ  (ﾋﾉｷ科)
耐寒性常緑針葉樹 (低木～中高木)

※主に葉を観賞

黄金葉ﾓｯｺｸ  (ﾂﾊﾞｷ科)  
耐寒性常緑中高木 
開花期:6月～7月

金ﾒｷﾞ・ｵｰﾚｱ (ﾊﾞｰﾍﾞﾘｽ)
(ﾒｷﾞ科)  耐寒性落葉低木  

開花期:春～初夏

黄金ﾏｻｷ (ﾆｼｷｷﾞ科) 
 耐寒性常緑低木

開花期:６月～７月


