
霧島錦江湾国立公園　指定植物（案）

新規指定
別紙１

No. 科名 種名

1 ヒカゲノカズラ スギラン

2 イワヒバ ヒメムカデクラマゴケ

3 コバノイシカグマ ユノミネシダ

4 コバノイシカグマ フジシダ

5 シシラン ナカミシシラン

6 オシダ キリシマイワヘゴ

7 オシダ チャボイノデ

8 オシダ アイアスカイノデ

9 ウラボシ アオネカズラ

10 ヒメウラボシ ヒメウラボシ

11 ツチトリモチ ヤクシマツチトリモチ

12 モクレン オオヤマレンゲ

13 キンポウゲ ヤマオダマキ

14 マンサク キリシマミズキ

15 ユキノシタ ヤシャビシャク

16 バラ クサボケ

17 ミカン タチバナ

18 スミレ サクラスミレ

19 スミレ ホソバシロスミレ

20 イチャクソウ ベニバナギンリョウソウ

21 ツツジ バイカツツジ

22 ツツジ ウンゼンツツジ

23 モクセイ ミヤマイボタ

24 ガガイモ ナンゴクカモメヅル

25 スイカズラ ニシキウツギ

26 キク ホソバノヤマハハコ

27 キク キリシマアザミ

28 ユリ サイコクイワギボウシ

29 ユリ マイヅルソウ

30 アヤメ ノハナショウブ

31 ホシクサ クロイヌノヒゲモドキ

32 イネ カリヤスモドキ

33 サトイモ マイヅルテンナンショウ

34 ラン アキザキナギラン

35 ラン ベニシュスラン



霧島錦江湾国立公園　指定植物（案）

新規指定
別紙１

36 ラン ダイサギソウ



屋久島国立公園　指定植物（案）

新規指定
別紙２

No. 科名 種名

1 ヒカゲノカズラ スギラン

2 イワヒバ ヒメムカデクラマゴケ

3 ハナヤスリ ホウライハナワラビ

4 キジノオシダ ヒメキジノオ

5 キジノオシダ ヤクシマキジノオ

6 コケシノブ シノブホラゴケ

7 ホングウシダ サタケホングウシダ

8 ホングウシダ マルバホングウシダ

9 ホングウシダ ウチワホングウシダ

10 シノブ キクシノブ

11 ミズワラビ オキナワジャク

12 シシラン タキミシダ

13 シシラン オオバシシラン

14 イノモトソウ カワバタハチジョウシダ

15 イノモトソウ トゲハチジョウシダ

16 チャセンシダ シマオオタニワタリ

17 オシダ タイワンヒメワラビ

18 オシダ ヤクシマカナワラビ

19 オシダ リュウキュウシダ

20 オシダ シノブカグマ

21 オシダ ホソバヌカイタチシダ

22 オシダ タイトウベニシダ

23 オシダ コスギイタチシダ

24 オシダ ナンゴクナライシダ

25 ヒメシダ オオバショリマ

26 ヒメシダ ミヤマワラビ

27 ヒメシダ ミミガタシダ

28 ヒメシダ タイヨウシダ

29 ヒメシダ シマヤワラシダ

30 ヒメシダ タイワンハリガネワラビ

31 イワデンダ ウスヒメワラビ

32 イワデンダ ホウライウスヒメワラビ

33 イワデンダ タイワンアリサンイヌワラビ

34 イワデンダ シビイヌワラビ

35 イワデンダ ヤクイヌワラビ



屋久島国立公園　指定植物（案）

新規指定
別紙２

36 イワデンダ ヒメホウビシダ

37 イワデンダ サカバサトメシダ

38 イワデンダ サカバイヌワラビ

39 イワデンダ タカサゴイヌワラビ

40 イワデンダ コモチイヌワラビ

41 イワデンダ ヤクシマタニイヌワラビ

42 イワデンダ ナンゴクシケチシダ

43 イワデンダ ヒメシケシダ

44 イワデンダ イブキダケキノボリシダ

45 イワデンダ キレハキノボリシダ

46 イワデンダ ハンコクシダ

47 イワデンダ ヒメノコギリシダ

48 イワデンダ モッチョムシダ

49 ウラボシ ヤクシマウラボシ

50 ウラボシ タイワンアオネカズラ

51 ヒメウラボシ ヒメウラボシ

52 ヒメウラボシ ヒロハヒメウラボシ

53 ヒメウラボシ ナガバコウラボシ

54 イラクサ ヒメトキホコリ

55 ナデシコ ヤクシマサワハコベ

56 モクレン オオヤマレンゲ

57 キンポウゲ ヒメキツネノボタン

58 バラ ヤマブキショウマ

59 ニシキギ アオツリバナ

60 ジンチョウゲ シャクナンガンピ

61 グミ ヤクシマグミ

62 セリ ヤクシマトウキ

63 ツツジ アクシバモドキ

64 ヤブコウジ ツルマンリョウ

65 イソマツ イソマツ

66 モクセイ オオモクセイ

67 リンドウ ハナヤマツルリンドウ

68 シソ ヤクシマシソバタツナミ

69 キク ヤクシマノギク

70 キク シマコウヤボウキ

71 キク ヤクシマトウヒレン



屋久島国立公園　指定植物（案）

新規指定
別紙２

72 ユリ ヤクシマイトラッキョウ

73 ユリ ヤクシマシライトソウ

74 ユリ ヒメカカラ

75 ラン アキザキナギラン

76 ラン ダイサギソウ

77 ラン タイワンショウキラン

78 ラン ツユクサシュスラン

79 ラン カゲロウラン

80 ラン ヤクムヨウラン

81 ラン アワムヨウラン

82 ラン ミドリムヨウラン

83 ラン キバナコクラン

84 ラン ムカゴサイシン

85 ラン ヤクシマトンボ

86 ラン ヤクシマモジズリ

87 ラン コオロギラン

88 ラン イシガキキヌラン



霧島錦江湾国立公園及び屋久島国立公園　指定植物（案）

指定解除
別紙３

No. 科名 種名

1 ヒカゲノカズラ ホソヒモヨウラクヒバ

2 リュウビンタイ リュウビンタイ

3 ゼンマイ シロヤマゼンマイ

4 ミズワラビ スキヤクジャク

5 ホングウシダ ヒメホングウシダ

6 コバノイシカグマ ウスバイシカグマ

7 ホングウシダ ハマホラシノブ

8 ヒメシダ コウモリシダ

9 ヒメシダ テツホシダ

10 メシダ キノボリシダ

11 メシダ ヤクシマワラビ

12 オシダ オリヅルシダ

13 オシダ シマジュウモンジシダ

14 シシガシラ ヒリュウシダ

15 チャセンシダ ヤクシマシダ

16 キンポウゲ ハナカズラ（ハナヅル）

17 キンポウゲ ウンゼントリカブト

18 ツヅラフジ ミヤコジマツヅラフジ

19 オトギリソウ ヤクシマコオトギリ

20 ケシ ホザキキケマン

21 ユキノシタ ヒメチャルメルソウ

22 ユキノシタ オオチャルメルソウ

23 ユキノシタ ツクシチャルメルソウ

24 ユキノシタ チャルメルソウ

25 ユキノシタ ヤクシマダイモンジソウ

26 バラ アカバナシモツケソウ

27 イワウメ コイワカガミ

28 イワウメ オオイワカガミ

29 イチヤクソウ ギンリョウソウモドキ（アキノギンリョウソウ）

30 イチヤクソウ ギンリョウソウ

31 ツツジ ヤクシマヒカゲツツジ

32 ツツジ サクラツツジ

33 リンドウ キリシマリンドウ

34 リンドウ イヌセンブリ

35 アカネ サツマイナモリ



霧島錦江湾国立公園及び屋久島国立公園　指定植物（案）

指定解除
別紙３

36 アカネ シラタマカズラ

37 シソ

ヒロハテンニンソウ

（オオマルバノテンニンソウ、ツクシミカエリソウ、

トサミカエリソウ）

38 タヌキモ ホザキノミミカキグサ

39 マツムシソウ マツムシソウ

40 キキョウ キキョウ

41 キク リュウキュウハグマ（モミジキッコウハグマ）

42 キク ハマベノギク（イソノギク）

43 キク シオン

44 キク ノジギク

45 キク オイランアザミ

46 キク コケセンボンギク

47 キク オオハマグルマ

48 ユリ キキョウラン

49 ユリ ヤクシマショウジョウバカマ

50 ユリ ノヒメユリ（スゲユリ）

51 ユリ コオニユリ

52 ユリ タマガワホトトギス

53 ビャクブ ヒメナベワリ

54 ヒガンバナ ハマオモト（ハマユウ）

55 ホシクサ タンナイヌノヒゲ

56 イネ コオニシバ

57 カヤツリグサ ツルカミカワスゲ

58 カヤツリグサ イヌノハナヒゲ

59 カヤツリグサ マネキシンジュガヤ

60 カヤツリグサ オオシンジュガヤ

61 ラン タカネエビネ

62 ラン ビゼンエビネ

63 ラン ユウヅルエビネ

64 ラン オオダルマエビネ

65 ラン リュウキュウエビネ

66 ラン オオエビネ

67 ラン サツマエビネ

68 ラン ヒゴエビネ

69 ラン カキラン



霧島錦江湾国立公園及び屋久島国立公園　指定植物（案）

指定解除
別紙３

70 ラン ヤツシロラン（アキザキヤツシロラン）

71 ラン オニノヤガラ

72 ラン カゴメラン

73 ラン シライトシュスラン

74 ラン ヤクシマシュスラン

75 ラン リュウキュウシュスラン

76 ラン ミヤマウズラ

77 ラン シュスラン

78 ラン タカサゴサギソウ

79 ラン コクラン

80 ラン ホシケイラン

81 ラン オオバノトンボソウ

82 ラン キソチドリ

83 ラン トキソウ

84 ラン イイヌマムカゴ



霧島錦江湾国立公園　指定植物（案）

継続指定
別紙４

No. 科名 種名
備考

（科名、種名変更等）

1 ミズゴケ ミズゴケ属

2 マツバラン マツバラン

3 ヒカゲノカズラ ヒメスギラン

4 ヒカゲノカズラ マンネンスギ

5 ヒカゲノカズラ ヨウラクヒバ

6 ヒカゲノカズラ ヒモラン

7 ハナヤスリ サクラジマハナヤスリ

8 シノブ シノブ

9 ヘゴ ヘゴ

10 イワデンダ キリシマヘビノネゴザ オシダ科からイワデンダ科へ科名変更

11 イワデンダ シマイヌワラビ（ホウライイヌワラビ） オシダ科からイワデンダ科へ科名変更

12 ヒメシダ アミシダ

13 オシダ ツクシイワヘゴ

14 オシダ オオヤグルマシダ（マキヒレシダ）

15 オシダ サクラジマイノデ

16 チャセンシダ オオタニワタリ

17 ウラボシ イワオモダカ

18 ソテツ ソテツ

19 ヒノキ ミヤマビャクシン（ミヤマハイビャクシン）

20 ツチトリモチ ツチトリモチ

21 ツチトリモチ ミヤマツチトリモチ

22 ツチトリモチ キイレツチトリモチ

23 ナデシコ フジナデシコ（ハマナデシコ）

24 ナデシコ ヒメハマナデシコ

25 キンポウゲ タンナトリカブト

26 キンポウゲ タカネハンショウヅル

27 キンポウゲ オキナグサ

28 コショウ サダソウ

29 ラフレシア ヤッコソウ

30 モウセンゴケ モウセンゴケ

31 ベンケイソウ ツメレンゲ

32 ユキノシタ ダイモンジソウ

33 ユキノシタ ウチワダイモンジソウ

34 バラ シモツケソウ



霧島錦江湾国立公園　指定植物（案）

継続指定
別紙４

35 バラ イワキンバイ

36 マメ ハカマカズラ

37 カタバミ コミヤマカタバミ

38 アオイ ハマボウ

39 スミレ ヒメミヤマスミレ

40 スミレ キスミレ

41 スミレ シコクスミレ（ハコネスミレ）

42 セリ ヒナボウフウ

43 イワウメ イワカガミ

44 イチヤクソウ ウメガサソウ

45 イチヤクソウ シャクジョウソウ

46 ツツジ ヒカゲツツジ（ハイヒカケツツジを含む）

47 ツツジ ミヤマキリシマ

48 ツツジ キリシマミツバツツジ サイコクミツバツツジから種名変更

49 ツツジ ツクシコバノミツバツツジ コバノミツバツツジから種名変更

50 ツツジ サタツツジ

51 ツツジ シロドウダン

52 ツツジ ベニドウダン

53 リンドウ リンドウ キリシマリンドウをリンドウに統合

54 リンドウ ハルリンドウ

55 リンドウ センブリ

56 リンドウ ムラサキセンブリ

57 リンドウ ヘツカリンドウ

58 ゴマノハグサ クモイコゴメグサ

59 ゴマノハグサ シコクママコナ

60 ゴマノハグサ ツクシシオガマ

61 ゴマノハグサ トラノオスズカケ

62 イワタバコ イワタバコ

63 イワタバコ シシンラン

64 イワタバコ タマザキヤマビワソウ

65 ハマウツボ キヨスミウツボ

66 タヌキモ ミミカキグサ

67 タヌキモ ムラサキミミカキグサ

68 キキョウ サワギキョウ

69 キク ウラギク（ハマシオン）

70 キク ツクシコウモリソウ



霧島錦江湾国立公園　指定植物（案）

継続指定
別紙４

71 キク ハンカイソウ

72 キク キリシマヒゴタイ

73 ホンゴウソウ ホンゴウソウ

74 ユリ ヤマラッキョウ

75 ユリ シライトソウ

76 ユリ ツクシショウジョウバカマ

77 ユリ キスゲ（ユウスゲ）

78 ユリ ハマカンゾウ

79 ヒナノシャクジョウ ヒナノシャクジョウ

80 ヒナノシャクジョウ シロシャクジョウ

81 ヒナノシャクジョウ キリシマシャクジョウ

82 ヒナノシャクジョウ タヌキノショクダイ

83 ヒナノシャクジョウ キリシマタヌキノショクダイ

84 ホシクサ ツクシクロイヌノヒゲ

85 イネ キリシマノガリヤス ｼﾏﾉｶﾞﾘﾔｽから種名変更

86 サトイモ キリシマテンナンショウ ﾋﾒﾃﾝﾅﾝｼｮｳから種名変更

87 サトイモ シコクヒロハテンナンショウ

88 カヤツリグサ コイワカンスゲ

89 カヤツリグサ ヤチカワズスゲ

90 カヤツリグサ ツクシテンツキ

91 カヤツリグサ ミカヅキグサ

92 ラン ナゴラン

93 ラン マメヅタラン（マメラン）

94 ラン ムギラン

95 ラン キリシマエビネ

96 ラン エビネ

97 ラン ツルラン（カラン）

98 ラン サクラジマエビネ

99 ラン ナツエビネ

100 ラン キエビネ

101 ラン サルメンエビネ

102 ラン ヒメノヤガラ

103 ラン ミヤマムギラン

104 ラン サイハイラン

105 ラン ヘツカラン

106 ラン シュンラン（ホクロ）



霧島錦江湾国立公園　指定植物（案）

継続指定
別紙４

107 ラン カンラン

108 ラン ナギラン

109 ラン マヤラン（サガミラン）

110 ラン クマガイソウ

111 ラン セッコク

112 ラン キバナノセッコク

113 ラン アオスズラン（エゾスズラン）

114 ラン タシロラン

115 ラン オサラン

116 ラン ツチアケビ

117 ラン ハルザキヤツシロラン

118 ラン アケボノシュスラン

119 ラン ハチジョウシュスラン

120 ラン ツリシュスラン

121 ラン ムカゴソウ

122 ラン ヤクシマアカシュスラン

123 ラン ムヨウラン

124 ラン クロムヨウラン（ムラサキムヨウラン）

125 ラン ギボウシラン

126 ラン ユウコクラン

127 ラン クモキリソウ

128 ラン アオフタバラン

129 ラン ボウラン

130 ラン ニラバラン

131 ラン ツクシアリドオシラン

132 ラン フウラン

133 ラン ヨウラクラン

134 ラン オオバヨウラクラン

135 ラン ウチョウラン

136 ラン コケイラン

137 ラン ガンゼキラン

138 ラン ニイタカチドリ（ツクシチドリ）

139 ラン ジンバイソウ

140 ラン ヤマサギソウ

141 ラン マイサギソウ

142 ラン ヤマトキソウ



霧島錦江湾国立公園　指定植物（案）

継続指定
別紙４

143 ラン カシノキラン

144 ラン カヤラン

145 ラン ヒトツボクロ

146 ラン キヌラン



屋久島国立公園　指定植物（案）

継続指定
別紙5

No. 科名 種名
備考

（科名、種名変更等）

1 ミズゴケ ミズゴケ属

2 マツバラン マツバラン

3 ヒカゲノカズラ ヒモヅル

4 ヒカゲノカズラ ヒメスギラン

5 ヒカゲノカズラ ヒモスギラン ホソヒモヨウラクヒバをヒモスギランに統合

6 ヒカゲノカズラ マンネンスギ

7 ヒカゲノカズラ ヨウラクヒバ

8 ヒカゲノカズラ コスギラン

9 ヒカゲノカズラ ヒモラン

10 ヒカゲノカズラ タカネヒカゲノカズラ

11 ヒカゲノカズラ コスギトウゲシバ

12 ハナヤスリ コブラン

13 ウラジロ カネコシダ

14 コケシノブ キクモバホラゴケ

15 コケシノブ リュウキュウコケシノブ

16 ホングウシダ シノブホングウシダ イノモトソウ科から科名変更

17 コバノイシカグマ ホソバコウシュンシダ
イノモトソウ科から科名変更

コウシュンシダから種名変更

18 コバノイシカグマ コウシュンシダ
イノモトソウ科から科名変更

ヤクシマカグマから種名変更

19 イノモトソウ カワリバアマクサシダ

20 イノモトソウ アシガタシダ

21 イノモトソウ ヒカゲアマクサシダ

22 シノブ シノブ

23 キジノオシダ ヤマソテツ

24 キジノオシダ シマヤマソテツ

25 ヘゴ クサマルハチ

26 ヘゴ チャボヘゴ

27 ヘゴ ヘゴ

28 メシダ キリシマヘビノネゴザ

29 メシダ  シマイヌワラビ（ホウライイヌワラビ）

30 イワデンダ  ホソバシケチシダ（オオバミヤマイヌワラビ） オシダ科から科名変更

31 イワデンダ コバザケシダ オシダ科から科名変更

32 イワデンダ ジャコウシダ
オシダ科から科名変更

ジャコウシダに種名変更

33 イワデンダ アオイガワラビ オシダ科から科名変更

34 ヒメシダ アミシダ オシダ科から科名変更
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35 オシダ ホウライヒメワラビ

36 オシダ ホオノカワシダ

37 オシダ コモチイノデ

38 ツルキジノオ ヒロハアツイタ オシダ科から科名変更

39 ツルキジノオ アツイタ オシダ科から科名変更

40 シシガシラ オオギミシダ

41 シシガシラ ホソバオオカグマ

42 チャセンシダ オオタニワタリ

43 チャセンシダ ウスバクジャク

44 チャセンシダ フササジラン

45 チャセンシダ カミガモシダ

46 ウラボシ タイワンクリハラン

47 ウラボシ ヒメタカノハウラボシ

48 ウラボシ オニマメヅタ

49 ヒノキ  ミヤマビャクシン（ミヤマハイビャクシン）

50 ツチトリモチ ツチトリモチ

51 ツチトリモチ キイレツチトリモチ

52 ナデシコ ヒメハマナデシコ

53 ナデシコ ワチガイソウ

54 キンポウゲ オオゴカヨウオウレン

55 キンポウゲ ヒメウマノアシガタ

56 コショウ サダソウ

57 ウマノスズクサ クワイバカンアオイ

58 ウマノスズクサ ヤクシマアオイ

59 ラフレシア ヤッコソウ ヤッコソウ科から科名変更

60 モウセンゴケ モウセンゴケ

61 モウセンゴケ コモウセンゴケ

62 ユキノシタ ヤクシマショウマ

63 ユキノシタ ヤクシマウメバチソウ ウメバチソウから種名変更

64 ユキノシタ ダイモンジソウ

65 ユキノシタ ウチワダイモンジソウ

66 バラ ヤクシマシロバナノヘビイチゴ シロバナノヘビイチゴから種名変更

67 バラ イワキンバイ

68 マメ ハカマカズラ

69 カワゴケソウ ヤクシマカワゴロモ

70 カタバミ コミヤマカタバミ
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71 フウロソウ ヤクシマフウロ

72 スミレ キバナノコマノツメ

73 スミレ ヤクシマミヤマスミレ ヒメミヤマスミレから種名変更

74 スミレ ヤクシマスミレ

75 スミレ コケスミレ

76 ノボタン ミヤマハシカンボク

77 ノボタン  ヒメノボタン（クサノボタン）

78 セリ ヒナボウフウ ツクシゼリから種名変更

79 セリ ヤクシマノダケ

80 イワウメ ヒメコイワカガミ

81 イチヤクソウ ウメガサソウ

82 イチヤクソウ シャクジョウソウ

83 ツツジ ヤクシマヨウラクツツジ ヨウラクツツジから種名変更

84 ツツジ  サツキ（サツキツツジ）

85 ツツジ ヒカゲツツジ（ハイヒカケツツジを含む）

86 ツツジ ミヤマキリシマ

87 ツツジ ヤクシマシャクナゲ

88 ツツジ ヤクシマミツバツツジ

89 ツツジ マルバサツキ

90 ツツジ ヤクシマヤマツツジ ヤクシマツツジから種名変更

91 サクラソウ シマギンレイソウ

92 サクラソウ ホザキザクラ

93 リンドウ  シマセンブリ（ホウライセンブリ）

94 リンドウ ヤクシマリンドウ

95 リンドウ センブリ

96 リンドウ ヘツカリンドウ

97 アカネ  チャボイナモリ（ヤエヤマイナモリ）

98 クマツヅラ トサムラサキ（ヤクシマコムラサキを含む） ヤクシマコムラサキをトサムラサキに統合

99 ゴマノハグサ ヤクシマママコナ

100 ゴマノハグサ ヤクシマシオガマ

101 イワタバコ ヤクシマイワタバコ イワタバコから種名変更

102 イワタバコ シシンラン

103 イワタバコ タマザキヤマビワソウ

104 タヌキモ ミミカキグサ

105 タヌキモ ムラサキミミカキグサ

106 キク ホソバハグマ
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107 キク ヤクシマウスユキソウ タンナヤハズハハコから種名変更

108 キク ヤクシマコウモリソウ ツクシコウモリソウから種名変更

109 キク ヤクシマアザミ

110 キク ヤクシマヒヨドリ

111 キク カンツワブキ

112 キク ヒメキクタビラコ

113 キク イッスンキンカ

114 ホンゴウソウ ホンゴウソウ

115 ユリ ケイビラン

116 ユリ ヤクシマケイビラン

117 ユリ ヤクシマノギラン

118 ユリ シライトソウ

119 ユリ  チャボシライトソウ（ヒナシライトソウ）

120 ユリ ツクシショウジョウバカマ

121 ユリ  ハナゼキショウ（イワゼキショウ、ヤクシマチャボゼキショウ）

122 ユリ チャボホトトギス

123 ヒナノシャクジョウ ヒナノシャクジョウ

124 ヒナノシャクジョウ シロシャクジョウ

125 ヒナノシャクジョウ ルリシャクジョウ

126 ヒナノシャクジョウ タヌキノショクダイ

127 ヒナノシャクジョウ キリシマタヌキノショクダイ

128 ホシクサ ヤクシマホシクサ

129 ホシクサ ツクシクロイヌノヒゲ

130 イネ ヤクシマノガリヤス ヤクシノノガリヤスから種名変更

131 イネ コメススキ

132 サトイモ キリシマテンナンショウ

133 サトイモ ヤクシマヒロハテンナンショウ ヤクシマヒロハテンナンショウから種名変更

134 カヤツリグサ ヤクシマスゲ

135 カヤツリグサ コイワカンスゲ

136 カヤツリグサ  ハナビスゲ（ジュウモンジスゲ）

137 カヤツリグサ コタヌキラン

138 カヤツリグサ  チャボカワズスゲ（ヤクシマカワズスゲ）

139 ラン タイワンアオイラン

140 ラン ナゴラン

141 ラン オキナワチドリ

142 ラン タネガシマムヨウラン
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143 ラン ヤクシマラン

144 ラン  マメヅタラン（マメラン）

145 ラン ムギラン

146 ラン タネガシマシコウラン シコウランから種名変更

147 ラン キリシマエビネ

148 ラン レンギョウエビネ

149 ラン  ヒロハノカラン（ダルマエビネ）

150 ラン ツルラン（カラン）

151 ラン オナガエビネ

152 ラン トクサラン

153 ラン タネガシマカイロラン リュウキュウカイロランから種名変更

154 ラン ミヤマムギラン

155 ラン シュンラン（ホクロ）

156 ラン カンラン

157 ラン ナギラン

158 ラン マヤラン（サガミラン）

159 ラン ホウサイ

160 ラン セッコク

161 ラン キバナノセッコク

162 ラン コカゲラン

163 ラン タシロラン

164 ラン オオオサラン（ホザキオサラン）

165 ラン オサラン

166 ラン イモネヤガラ

167 ラン ツチアケビ

168 ラン ハルザキヤツシロラン

169 ラン アケボノシュスラン

170 ラン ハチジョウシュスラン ヤクシマシュスランをハチジョウシュスランに統合

171 ラン シマシュスラン

172 ラン ツリシュスラン

173 ラン キンギンソウ

174 ラン ムカゴトンボ

175 ラン ヒメクリソラン

176 ラン ムカゴソウ

177 ラン ヤクシマアカシュスラン

178 ラン ムヨウラン
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179 ラン クロムヨウラン（ムラサキムヨウラン）

180 ラン ギボウシラン

181 ラン ユウコクラン

182 ラン ジガバチソウ

183 ラン ササバラン

184 ラン チケイラン

185 ラン ヒメフタバラン

186 ラン アオフタバラン

187 ラン ボウラン

188 ラン ニラバラン

189 ラン ツクシアリドオシラン

190 ラン フウラン

191 ラン ヨウラクラン

192 ラン オオバヨウラクラン

193 ラン イナバラン

194 ラン ガンゼキラン

195 ラン カクラン（カクチヨウラン）

196 ラン  ニイタカチドリ（ツクシチドリ）

197 ラン ナガバトンボソウ コバノトンボソウから種名変更

198 ラン ヤクシマチドリ

199 ラン ヤマトキソウ

200 ラン マツゲカヤラン

201 ラン カシノキラン

202 ラン  ベニカヤラン（マツラン）

203 ラン カヤラン

204 ラン ヒメトケンラン

205 ラン ヒトツボクロ

206 ラン ヤクシマネッタイラン

207 ラン ヤクシマヒメアリドオシラン

208 ラン ショウキラン

209 ラン キヌラン


