
西海国立公園　指定植物（案）
継続指定

掲載資料４

No. 科名 種名

1 マツバラン マツバラン

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 ヘゴ ヘゴ

5 シノブ シノブ

6 ホウライシダ ホウライシダ

7 チャセンシダ オオタニワタリ

8 チャセンシダ カミガモシダ

9 オシダ オリヅルシダ

10 イワデンダ ヒロハノコギリシダ

11 ツチトリモチ キイレツチトリモチ

12 キンポウゲ オキナグサ

13 ツヅラフジ ミヤコジマツヅラフジ

14 スイレン ヒツジグサ

15 ウマノスズクサ ウンゼンカンアオイ

16 ベンケイソウ ツメレンゲ

17 ユキノシタ ウメバチソウ

18 バラ イブキシモツケ

19 マメ ハカマカズラ

20 アオイ ハマボウ

21 スミレ ヒメミヤマスミレ

22 ノボタン ヒメノボタン

23 ツツジ シロドウダン

24 ツツジ ベニドウダン

25 サクラソウ リュウキュウコザクラ

26 リンドウ リンドウ

27 リンドウ センブリ

28 リンドウ ムラサキセンブリ

29 クマツヅラ トサムラサキ

30 クマツヅラ ダンギク

31 シソ ヒメキランソウ

32 シソ ナミキソウ

33 シソ イブキジャコウソウ

34 ゴマノハグサ ホソバヒメトラノオ

35 ゴマノハグサ ハマトラノオ

36 ゴマノハグサ トラノオスズカケ

37 イワタバコ イワタバコ

38 タヌキモ ミミカキグサ

39 タヌキモ ホザキノミミカキグサ
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40 ハマジンチョウ ハマジンチョウ

41 キキョウ シマシャジン

42 キキョウ サワギキョウ

43 キキョウ キキョウ

44 キク ハマベノギク

45 キク イソノギク

46 キク ダルマギク

47 キク ウラギク

48 キク モリアザミ

49 キク チョウセンノギク

50 キク コケセンボンギク

51 キク ヒメヒゴタイ

52 キク サワオグルマ

53 トチカガミ ヤマトウミヒルモ

54 ホロムイソウ シバナ

55 ホンゴウソウ ホンゴウソウ

56 ホンゴウソウ ウエマツソウ

57 ユリ イトラッキョウ

58 ユリ シライトソウ

59 ユリ ケイビラン

60 ユリ キキョウラン

61 ユリ ユウスゲ

62 ユリ カンザシギボウシ

63 ユリ カノコユリ

64 ヒナノシャクジョウ ヒナノシャクジョウ

65 ヒナノシャクジョウ シロシャクジョウ

66 ヒナノシャクジョウ キリシマシャクジョウ

67 タヌキアヤメ タヌキアヤメ

68 イネ ネズミシバ

69 イネ コウライシバ

70 サトイモ クワズイモ

71 サトイモ ヤマコンニャク

72 ラン ヒナラン

73 ラン ムギラン

74 ラン エビネ

75 ラン キエビネ

76 ラン ギンラン

77 ラン キンラン

78 ラン シュンラン

79 ラン カンラン

80 ラン ナギラン

81 ラン セッコク
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82 ラン カキラン

83 ラン ベニシュスラン

84 ラン アケボノシュスラン

85 ラン ミヤマウズラ

86 ラン シュスラン

87 ラン ダイサギソウ

88 ラン オオミズトンボ

89 ラン ミズトンボ

90 ラン ムカゴソウ

91 ラン ムヨウラン

92 ラン ギボウシラン

93 ラン ジガバチソウ

94 ラン クモキリソウ

95 ラン コクラン

96 ラン ヒメフタバラン

97 ラン ボウラン

98 ラン フウラン

99 ラン ヨウラクラン

100 ラン ウチョウラン

101 ラン ムカゴトンボ

102 ラン ツレサギソウ

103 ラン ノヤマトンボ

104 ラン カシノキラン

105 ラン マツラン

106 ラン ナゴラン

107 ラン クモラン

108 ラン ヒメトケンラン


