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農作物語彙体系 
 
フードチェーンでの⾷の安全性を確保するには、⽣産から消費に⾄る農産物の履歴デー

タを辿り、農薬等の基準値と照合する必要があります。しかし、データの管理組織が異な
ると同じ農作物のデータでも異なる名称で管理されることがあり、コンピュータがデータ
⽐較などの処理を適切にできない原因となります。この際、例えば“胡⽠”と“キュウリ”が
同じ意味と定義する語彙体系が、情報基準として整備されていれば、データを連携し解析
することが可能となります。我々は、⾷⽤農作物を対象とした機械可読の語彙体系を初め
て構築し、農作物語彙体系 Crop Vocabulary（CVO）として公開してきました
（http://www.cavoc.org/cvo/）。本印刷物は、農作物語彙体系の内容を⼿にとって確認
し、活⽤していただくために作成しました。 

CVO は、参考⽂献1や有識者の意⾒を参考に作成したもので、農作物ごとに農作物名、同
義語名、英名、学名の情報を持ちます。農作物名のほとんどは、植物学的分類に基づく名称
ですが（例 “キュウリ”）、⼀部は部位等の属性で分類した名称です（例 “キュウリ（葉）”）。
CVO は、農薬適⽤や残留農薬基準のデータ名を中⼼に 1,249 の農作物名を含みます。本印
刷物に付属の学名インデックスを利⽤することで農作物の基本情報を簡単に確認できます。 

CVO は内閣官房が「IT システムで⽤いる農作物の名称に関する個別ガイドライン」で
優先使⽤を推奨した農作物名リスト、その他政府発⾏語彙リスト、国際的語彙リストと連
携しており、CVO を基準とした相互参照が可能となっています。例えば、フードチェー
ンの農作物データ名（例；“胡⽠”）を CVO 農作物（例；“キュウリ”）に対応付けて、該
当する農薬基準におけるデータ名（例；“きゅうり”、“きゅうり（花）”）を参照すれば、
農薬基準値の検索が容易になります。本印刷物には、CVO に連携する外部語彙情報は収
録していませんが、CVO 公開ページのリンクをたどることで外部語彙の詳細情報を得る
ことができます。例えば、“キュウリ”では NCBI Taxonomy ID のリンクによりキュウリの
遺伝的背景が確認できます。是⾮公開ページもご訪問ください。 

CVO の公開ページでは、農作物名から、その同義語となる CVO の農作物名を返すサー
ビスを提供しています。本サービスを利⽤することで、既存データの名称を変更すること
なく、CVO を情報基準としたデータの統合表⽰や解析が容易となります。例えば、農作
物の栽培や経営等の指標となる、農林⽔産省の統計データを⽤いた検証では、情報基準と
なる CVO の農作物名にデータ名を対応付けることで、統合表⽰が可能になることを確認
しています。 

CVO は，内閣府〜農⽔省予算により⽣研センターが管理運営する「SIP（戦略的イノベ
ーション創造プログラム）次世代農林⽔産業創造技術(2014-2018)」の助成を受けて構築

                                         
1 参考⽂献⽬録 : http://www.cavoc.org/cavoc.php 
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しました。CVO のデータは農業データ連携基盤（WAGRI）に実装されており、今後は
WAGRI に集積するデータの連携に CVO が活⽤される予定です。なお、CVO のデータは
不定期に更新していますので、最新版は公開ページでご確認ください。 
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⽬次 
 
 

1. 農作物⽤語集 ………………………………………………5 
農作物語彙体系(ver 1.52)に収録されている農作物名の⽤語集です。 

科名、学名、英名、同義語の基本情報と対応する農林⽔産省が発⾏している「農薬登録に
おける適⽤作物名」2の作物名が記載されています。 

(英):英名 (同):同義語 (適): 「農薬登録における適⽤作物名」の作物名 
 
 
 
 

2. ひらがなインデックス …………………………………151 
農作物の様々な同義語に対応する代表表記を調べることができるひらがなインデックスで

す。５０⾳順から同義語と代表表記を調べることができます。 
 
 
 

3. 学名インデックス ………………………………………215 
農作物の学名から代表表記がわかる学名のインデックスです。 

 
 
 

4. 農作物名称サーチ ………………………………………261 
農作物名とその同義語が検索できる農作物名称サーチについて 

 

  

                                         
2 H29.3.31改正版 
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あ 
アイスプラント あいすぷらんと 
科名:ハマミズナ科   学名:Mesembryanthemum crystallinum  
(英)Iceplant     (適)アイスプラント  
 
会津茎⽴菜 あいずくきたちな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica spp.   (適)くきたちな  
 
葵ししとう あおいししとう 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum   (適)ししとう  
 
⻘縞 あおしま 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo (Conmon Group)   (適)しろうり  
 
⻘パパイア あおぱぱいあ 
科名:パパイア科   学名:Carica papaya  
(英)Young papaya     (適)⻘パパイヤ  
 
⻘ミツバ あおみつば 
科名:セリ科   学名:Cryptotaenia canadensis   (適)みつば  
(同)⽷ミツバ  
 
⾚かぶ あかかぶ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
アカクローバー あかくろーばー 
科名:マメ科   学名:Trifolium pratense  
(英)Red clover     (適)まめ科牧草  
(同)ムラサキツメクサ  
 
⾚⽑うり あかげうり 
科名:ウリ科   学名:Cucumis sativus   (適)⾚⽑うり  
 
⾚菜 あかな 
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科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)かぶ  
 
あかふだんそう あかふだんそう 
科名:ヒユ科   学名:Beta vulgaris   (適)ふだんそう  
 
秋ウコン あきうこん 
科名:ショウガ科   学名:Curcuma longa  
(英)Common turmeric    
 
秋ウコン(根茎) あきうこん(こんけい) 
科名:ショウガ科   学名:Curcuma longa  
(英)Common turmeric(rhizomes)     (適)うこん  
 
安芸クイーン あきくいーん 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Aki Queen     (適)ぶどう  
 
安芸シードレス あきしーどれす 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Aki Seedless     (適)ぶどう  
 
アケビ あけび 
科名:アケビ科   学名:Akebia quinata  
(英)Akebia    
 
アケビ(果実) あけび(かじつ) 
科名:アケビ科   学名:Akebia quinata  
(英)Akebia(fruits)     (適)あけび(果実)  
 
アケビ(茎葉) あけび(けいよう) 
科名:アケビ科   学名:Akebia quinata  
(英)Akebia(stems and leaves)      (適)あけび(茎葉)  
 
アサツキ あさつき 
科名:ユリ科   学名:Allium schoenoprasum  
(英)Chive     (適)あさつき, チャイブ  
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(同)エゾネギ, チャイブ, セイヨウアサツキ, イトネギ, センポウワケギ, シブレット  
 
朝熊⼩菜 あさまこな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica spp.   (適)あさまこな  
 
あざみな あざみな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)あざみな  
(同)チリメンカラシ, ハゴロモカラシナ  
 
アシタバ あしたば 
科名:セリ科   学名:Angelica keiskei  
(英)Ashitaba     (適)あしたば  
(同)アシタグサ, ハチジョウソウ  
 
アジアンタム あじあんたむ 
科名:ワラビ科   学名:Adiantum spp.  
(英)Maidenhair fern    
(同)アディアンタム  
 
味美 あじみ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)あじみな  
 
アジロンダック あじろんだっく 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.  
(英)Adirondack     (適)ぶどう  
 
アスター あすたー 
科名:キク科   学名:Callistephus chinensis  
(英)China aster    
(同)エゾギク  
 
あすっこ あすっこ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa x Brassica oleracea   (適)あすっこ  
 
アスパラガス あすぱらがす 
科名:ユリ科   学名:Asparagus officinalis  
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(英)Asparagus     (適)アスパラガス  
 
アズキ あずき 
科名:マメ科   学名:Vigna angularis  
(英)Adzuki bean     (適)あずき  
 
アセロラ あせろら 
科名:キントラノオ科   学名:Malpighia glabra  
(英)Acerola     (適)アセロラ  
(同)バルバトスザクラ, バルバドスチェリー  
 
アップルミント あっぷるみんと 
科名:シソ科   学名:Mentha suaveolens  
(英)Apple mint     (適)はっか  
(同)マルバハッカ  
 
温海 あつみ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
アテモヤ あてもや 
科名:バンレイシ科   学名:Annona x atemoya  
(英)Atemoya     (適)アテモヤ  
 
あでやかつぼみ菜 あでやかつぼみな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica napus   (適)つぼみな  
 
アボカド あぼかど 
科名:クスノキ科   学名:Persea americana  
(英)Avocado     (適)アボカド  
(同)ワニナシ, アボガド  
 
アマ あま 
科名:アマ科   学名:Linum usitatissimum  
(英)Flax    
 
天草 あまくさ 
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科名:ミカン科   学名:Citrus spp.  
(英)Amakusa     (適)天草  
 
アマチャ あまちゃ 
科名:ユキノシタ科   学名:Hydrangea serrata   (適)あまちゃ  
 
アマドコロ あまどころ 
科名:ユリ科   学名:Polygonatum odoratum  
(英)Angular Solomon's seal, Scented Solomon's seal    
(同)イズイ, ギョクチク  
 
⽢⻑トウガラシ あまながとうがらし 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum   (適)⽢⻑とうがらし  
 
⽢夏 あまなつ 
科名:ミカン科   学名:Citrus natsudaidai  
(英)Amanatsu     (適)なつみかん  
 
アマランサス あまらんさす 
科名:ヒユ科   学名:Amaranthus spp.  
(英)Amaranth, Amaranthus    
 
アマランサス(茎葉) あまらんさす(けいよう) 
科名:ヒユ科   学名:Amaranthus spp.  
(英)Amaranth(stems and leaves), Amaranthus(stems and leaves)     (適)アマランサス(茎
葉)  
(同)ヒユナ  
 
アマランサス(種⼦) あまらんさす(しゅし) 
科名:ヒユ科   学名:Amaranthus spp.  
(英)Grain amaranth, Grain amaranthus     (適)アマランサス(種⼦)  
 
アムス あむす 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo   (適)メロン  
 
アメリカホドイモ あめりかほどいも 
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科名:マメ科   学名:Apios americana  
(英)Apios     (適)アメリカホドイモ  
(同)アピオス  
 
アメリカマコモ あめりかまこも 
科名:イネ科   学名:Zizania aquatica  
(英)Wildrice    
(同)ワイルドライス  
 
アリサ ありさ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.  
(英)Aklisa     (適)ぶどう  
 
アルファルファ あるふぁるふぁ 
科名:マメ科   学名:Medicago sativa  
(英)Alfalfa    
(同)ムラサキウマゴヤシ  
 
アルファルファモヤシ あるふぁるふぁもやし 
科名:マメ科   学名:Medicago sativa  
(英)Alfalfa sprouts    
 
アルフォンスラバレー あるふぉんすらばれー 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.  
(英)Alphonse Lavalee     (適)ぶどう  
 
アレッタ あれった 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea   (適)アレッタ  
 
アロエ あろえ 
科名:ユリ科   学名:Aloe spp.  
(英)Aloe    
 
アロエベラ あろえべら 
科名:ユリ科   学名:Aloe vera  
(英)Aloe vera    
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(同)キュラソーアロエ  
 
アロニア あろにあ 
科名:バラ科   学名:Aronia spp.  
(英)Chokeberry     (適)アロニア  
(同)セイヨウカマツカ, チョコベリー, チョークベリー  
 
アワ あわ 
科名:イネ科   学名:Setaria italica  
(英)Foxtail millet, Italian millet, German millet     (適)あわ  
 
アンコール あんこーる 
科名:ミカン科   学名:Citrus spp.  
(英)Encore     (適)アンコール  
 
アンズ あんず 
科名:バラ科   学名:Prunus armeniaca  
(英)Apricot     (適)あんず  
(同)アプリコット  
 
アンズタケ あんずたけ 
科名:アンズタケ科   学名:Cantharellus cibarius  
(英)Chanterelle    
(同)ジロル  
 
アンデス あんです 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo   (適)メロン  
 
アーティチョーク あーてぃちょーく 
科名:キク科   学名:Cynara scolymus  
(英)Globe artichoke     (適)アーティチョーク  
(同)朝鮮アザミ  
 
アーモンド あーもんど 
科名:バラ科   学名:Prunus dulcis  
(英)Almond     (適)アーモンド  
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アールス系メロン あーるすけいめろん 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo (Reticulatus Group)  
(英)Netted melon     (適)メロン  
 
いがむらさき いがむらさき 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)さんとうさい  
 

い 

イグサ いぐさ 
科名:イグサ科   学名:Juncus effusus (var. decipens)  
(英)Mat rush     (適)いぐさ  
(同)藺  
 
移植⽔稲 いしょくすいとう 
科名:イネ科   学名:Oryza sativa  
(英)Transplanting rice     (適)稲  
 
伊⾖錦 いずにしき 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
出雲クイーン いずもくいーん 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Izumo Queen     (適)ぶどう  
 
伊勢いも いせいも 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea polystachya  
 
伊勢いも(塊茎) いせいも(かいけい) 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea polystachya   (適)やまのいも  
 
イタドリ いたどり 
科名:タデ科   学名:Fallopia japonica  
(英)Japanese knotweed     (適)いたどり  
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イタリア いたりあ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Italia     (適)ぶどう  
 
イタリアウイキョウ いたりあういきょう 
科名:セリ科   学名:Foeniculum vulgare (var. dulce)  
(英)Florence fennel     (適)フローレンスフェンネル  
(同)フローレンスフェンネル, アマウイキョウ  
 
イタリアンパセリ いたりあんぱせり 
科名:セリ科   学名:Petroselinum neapolitanum  
(英)Italian parsley    
 
イタリアンパセリ(茎葉) いたりあんぱせり(けいよう) 
科名:セリ科   学名:Petroselinum neapolitanum  
(英)Italian parsley(stems and leaves)     (適)パセリ  
 
イタリアンライグラス いたりあんらいぐらす 
科名:イネ科   学名:Lolium multiflorum  
(英)Italian ryegrass     (適)いね科牧草  
(同)ネズミムギ  
 
イチキマール いちきまーる 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Itchkimar     (適)ぶどう  
 
イチゴ いちご 
科名:バラ科   学名:Fragaria x ananassa  
(英)Strawberry     (適)いちご  
(同)オランダイチゴ  
 
イチジク いちじく 
科名:クワ科   学名:Ficus carica  
(英)Fig, Common fig     (適)いちじく  
 



 16 

イチョウ いちょう 
科名:イチョウ科   学名:Ginkgo biloba  
(英)Ginkgo, Maidenhair tree    
 
イチョウ(葉) いちょう(は) 
科名:イチョウ科   学名:Ginkgo biloba  
(英)Ginkgo(leaves), Maidenhair tree(leaves)     (適)いちょう(葉)  
 
イチョウイモ いちょういも 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea polystachya  
 
イチョウイモ(塊茎) いちょういも(かいけい) 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea polystachya   (適)やまのいも  
 
イネ いね 
科名:イネ科   学名:Oryza sativa  
(英)Rice, Rice plant     (適)稲  
 
稲核菜 いねこきな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
イヨ いよ 
科名:ミカン科   学名:Citrus iyo  
(英)Iyo     (適)伊予柑  
(同)イヨカン  
 
インゲンマメ いんげんまめ 
科名:マメ科   学名:Phaseolus vulgaris  
(英)Kidney bean, Snap bean    
(同)インゲン, サイトウ, サンドマメ, ゴガツササゲ  
 
インドナツメ いんどなつめ 
科名:クロウメモドキ科   学名:Ziziphus mauritiana  
(英)Indian jujube    
 
インパチェンス いんぱちぇんす 
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科名:ツリフネソウ科   学名:Impatiens walleriana  
(英)Busy lizzie, Patience plant, Sultana    
(同)アフリカホウセンカ  
 

う 

ウエハラ５４０号 うえはら 540 ごう 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Uehara540     (適)ぶどう  
 
ウコギ うこぎ 
科名:ウコギ科   学名:Eleutherococcus sieboldianus  
(英)Eleuthero, Siberian ginseng     (適)うこぎ  
(同)ヒメウコギ  
 
ウコン うこん 
科名:ショウガ科   学名:Curcuma longa, Curcuma aromatica  
(英)Turmeric    
(同)ターメリック  
 
ウコン(根茎) うこん(こんけい) 
科名:ショウガ科   学名:Curcuma longa, Curcuma aromatica  
(英)Turmeric(rhizomes)     (適)うこん  
 
ウスイ うすい 
科名:マメ科   学名:Pisum sativum   (適)実えんどう  
(同)ウスイエンドウ  
 
ウスバサイシン うすばさいしん 
科名:ウマノスズクサ科   学名:Asarum sieboldii  
(英)Siebold's wild ginger     (適)うすばさいしん  
(同)ニッポンサイシン  
 
うずら うずら 
科名:マメ科   学名:Phaseolus vulgaris   (適)いんげんまめ  
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(同)ウズラマメ  
 
ウド うど 
科名:ウコギ科   学名:Aralia cordata  
(英)Spikenard, Herbal aralia, Udo, Japanese spikenard, Mountain asparagus     (適)うど  
 
海野 うみの 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea  
(同)ミウラーゼ  
 
海野(茎葉) うみの(けいよう) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)海野(茎葉)  
 
海野(肥⼤茎) うみの(ひだいけい) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)ザーサイ  
 
ウメ うめ 
科名:バラ科   学名:Prunus mume  
(英)Mume, Japanese apricot     (適)うめ  
 
ウラルカンゾウ うらるかんぞう 
科名:マメ科   学名:Glycyrrhiza uralensis   (適)⽢草  
(同)⽢草  
 
ウルバナ うるばな 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Urbana     (適)ぶどう  
 
ウンシュウミカン うんしゅうみかん 
科名:ミカン科   学名:Citrus unshiu, Citrus reticulata  
(英)Satsuma mandarin     (適)みかん  
(同)サツママンダリン  
 

え 
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エキザカム えきざかむ 
科名:リンドウ科   学名:Exacum affine  
(英)German violet, Persian violet    
 
エゴマ えごま 
科名:シソ科   学名:Perilla frutescens (var. frutescens)  
(英)Egoma, Perilla    
(同)アブラエ  
 
エゴマ(種⼦) えごま(しゅし) 
科名:シソ科   学名:Perilla frutescens  
(英)Egoma(seeds), Perilla(seeds)     (適)えごま(種⼦)  
 
エゴマ(葉) えごま(は) 
科名:シソ科   学名:Perilla frutescens (var. frutescens)  
(英)Egoma(leaves), Perilla(leaves)     (適)えごま(葉)  
 
エシャレット えしゃれっと 
科名:ユリ科   学名:Allium chinense  
(英)Eschalot     (適)らっきょう  
(同)エシャ  
 
エダマメ えだまめ 
科名:マメ科   学名:Glycine max  
(英)Green soybean     (適)えだまめ  
 
エノキタケ えのきたけ 
科名:キシメジ科   学名:Flammulina velutipes  
(英)Enokitake mushroom, Velvet shank, Winter mushroom     (適)えのきたけ  
(同)ナメタケ  
 
海⽼芋 えびいも 
科名:サトイモ科   学名:Colocasia esculenta   (適)さといも  
 
エビスグサ えびすぐさ 
科名:マメ科   学名:Senna obtusifolia  
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(同)ロッカクソウ  
 
エビスグサ(茎葉) えびすぐさ(けいよう) 
科名:マメ科   学名:Senna obtusifolia   (適)えびすぐさ(茎葉)  
 
エビスグサ(種⼦) えびすぐさ(しゅし) 
科名:マメ科   学名:Senna obtusifolia   (適)えびすぐさ(種⼦)  
 
エリザベス えりざべす 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo   (適)メロン  
 
エリンギ えりんぎ 
科名:ヒラタケ科   学名:Pleurotus eryngii  
(英)King oyster mushroom     (適)エリンギ  
(同)カオリヒラタケ  
 
エンサイ えんさい 
科名:ヒルガオ科   学名:Ipomoea aquatica  
(英)Water convolvulus     (適)エンサイ  
(同)ヨウサイ, クウシンサイ, アサガオナ  
 
エンダイブ えんだいぶ 
科名:キク科   学名:Cichorium endivia  
(英)Endive, Escarole     (適)エンダイブ  
(同)キクチシャ, ニガチシャ  
 
エンドウマメ えんどうまめ 
科名:マメ科   学名:Pisum sativum  
(英)Pea, Garden pea    
(同)ガーデンピー  
 
エンバク えんばく 
科名:イネ科   学名:Avena sativa  
(英)Oat     (適)えんばく  
(同)オートムギ  
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お 
⻩華 おうか 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
⻩⽟ おうぎょく 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Ougyoku     (適)ぶどう  
 
オウトウ おうとう 
科名:バラ科   学名:Prunus avium  
(英)Sweet cherry     (適)おうとう  
(同)サクランボ, セイヨウミザクラ  
 
オウレン おうれん 
科名:キンポウゲ科   学名:Coptis japonica  
(同)セリバオウレン, キクバオウレン, コセリバオウレン  
 
オウレン(根茎) おうれん(こんけい) 
科名:キンポウゲ科   学名:Coptis japonica   (適)おうれん  
 
オウレン(葉) おうれん(は) 
科名:キンポウゲ科   学名:Coptis japonica  
 
⼤かぶ おおかぶ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
⼤阪しろな おおさかしろな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)しろな  
 
⼤崎菜 おおさきな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)おおさきな  
 
⼤獅⼦ おおじし 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum   (適)ピーマン  
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太⽥かぶ おおたかぶ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica spp.   (適)太⽥かぶ  
 
⼤⾼菜 おおだかな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica spp.   (適)⼤⾼菜  
 
⼤野菜 おおのな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica spp.   (適)⼤野菜  
 
オオバキボウシ おおばぎぼうし 
科名:ユリ科   学名:Hosta sieboldiana  
(英)Tall cluster, Plantain lily     (適)ぎぼうし  
(同)ウルイ  
 
オオバコ おおばこ 
科名:オオバコ科   学名:Plantago asiatica  
(同)シャゼンソウ  
 
オオバナオケラ おおばなおけら 
科名:キク科   学名:Atractylodes macrocephala   (適)おけら  
 
オオブドウホオズキ おおぶどうほおずき 
科名:ナス科   学名:Physalis ixocarpa  
(英)Tomatillo, Jamberberry, Mexican groundcherry     (適)しょくようほおずき  
(同)トマティロ, グランドチェリー, ⻘トマト  
 
オオベニミカン おおべにみかん 
科名:ミカン科   学名:Citrus tangerina  
(英)Dancy tangerine     (適)⼤紅みかん  
 
オオムギ おおむぎ 
科名:イネ科   学名:Hordeum vulgare  
(英)Barley     (適)⼤⻨  
 
⼤⼭そだち おおやまそだち 
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科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)⼤⼭そだち  
 
オオヨモギ おおよもぎ 
科名:キク科   学名:Artemisia montana  
(英)Japanese mugwort    
 
オカノリ おかのり 
科名:アオイ科   学名:Malva verticillata  
(英)Curly mallow     (適)おかのり  
(同)フユアオイ  
 
オカヒジキ おかひじき 
科名:ヒユ科   学名:Salsola komarovii  
(英)Salt wort     (適)おかひじき  
(同)ミルナ, オカミル  
 
オクラ おくら 
科名:アオイ科   学名:Abelmoschus esculentus  
(英)Okra, Gumbo, lady finger    
(同)アメリカネリ  
 
オクラ(果実) おくら(かじつ) 
科名:アオイ科   学名:Abelmoschus esculentus  
(英)Okra(fruits), Gumbo(fruits), lady finger(fruits)     (適)オクラ  
 
オクラ(花) おくら(はな) 
科名:アオイ科   学名:Abelmoschus esculentus  
(英)Okra(flowers), Gumbo(flowers), lady finger(flowers)     (適)花オクラ  
 
⼩倉はくさい菜 おぐらはくさいな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Pekinensis Group)   (適)⼩倉はくさい菜  
 
オケラ おけら 
科名:キク科   学名:Atractylodes japonica   (適)おけら  
 
オタネニンジン おたねにんじん 
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科名:ウコギ科   学名:Panax ginseng  
(英)Chinese ginseng     (適)薬⽤にんじん  
(同)チョウセンニンジン, コウライニンジン  
 
⻤⾸菜 おにこうべな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
オランダパプリカ おらんだぱぷりか 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum   (適)ピーマン  
 
オリンピア おりんぴあ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Olympia     (適)ぶどう  
 
オリーブ おりーぶ 
科名:モクセイ科   学名:Olea europaea  
(英)Olive    
 
オリーブ(果実) おりーぶ(かじつ) 
科名:モクセイ科   学名:Olea europaea  
(英)Olive(fruits)     (適)オリーブ  
 
オリーブ(葉) おりーぶ(は) 
科名:モクセイ科   学名:Olea europaea  
(英)Olive(leaves)     (適)オリーブ(葉)  
 
オレガノ おれがの 
科名:シソ科   学名:Origanum vulgare  
(英)Oregano, Wild marjoram     (適)オレガノ  
(同)ハナハッカ, ワイルドマジョラム  
 
オレンジ おれんじ 
科名:ミカン科   学名:Citrus spp., Citrus interspecific crossing  
(英)Oranges     (適)オレンジ  
 
オレンジタイム おれんじたいむ 
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科名:シソ科   学名:Thymus pulegioides   (適)タイム  
 
オークリーフ おーくりーふ 
科名:キク科   学名:Lactuca sativa (Crispa group)   (適)リーフレタス  
 
オータムポエム おーたむぽえむ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)オータムポエム  
 
オーチャードグラス おーちゃーどぐらす 
科名:イネ科   学名:Dactylis glomerata  
(英)Orchard grass     (適)いね科牧草  
(同)カモガヤ  
 
オーロラブラック おーろらぶらっく 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 

か 
甲斐⼄⼥ かいおとめ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Kaiotome     (適)ぶどう  
 
甲斐路 かいじ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Kaiji     (適)ぶどう  
 
カイトウメン かいとうめん 
科名:アオイ科   学名:Gossypium barbadense  
(同)ペルー綿, シーアイランド綿, エジプト綿, スーダン綿  
 
甲斐美嶺 かいみれい 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
カイラン かいらん 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea (Alboglabra Group)  
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(英)Chinese kale     (適)かいらん  
 
加賀 かが 
科名:ユリ科   学名:Allium fistulosum   (適)ねぎ  
 
カキ かき 
科名:カキノキ科   学名:Diospyros kaki  
(英)Japanese persimmon, Kaki, Oriental persimmon     (適)かき  
 
カキ(葉) かき(は) 
科名:カキノキ科   学名:Diospyros kaki  
(英)Japanese persimmon(leaves), Kaki(leaves), Oriental persimmon(leaves)     (適)かき
(葉)  
 
カキチシャ かきちしゃ 
科名:キク科   学名:Lactuca sativa (Angustana Group)  
(英)Sang-chu lettuce, Cutting lettuce     (適)かきちしゃ  
(同)サンチュ  
 
かきな かきな 
科名:アブラナ類   学名:Brassica spp.   (適)かきな  
 
カグラナンバン かぐらなんばん 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum   (適)かぐらなんばん  
 
カシューナッツ かしゅーなっつ 
科名:ウルシ科   学名:Anacardium occidentale  
(英)Cashew, Cashew nut    
(同)マガタマノキ  
 
カッタクルガン かったくるがん 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
かつお菜 かつおな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)たかな  
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勝⼭⽔菜 かつやまみずな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)勝⼭⽔菜  
 
桂 かつら 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo (Conmon Group)   (適)しろうり  
 
カニステル かにすてる 
科名:アカテツ科   学名:Pouteria campechiana  
(英)Canistel, Egg fruit     (適)カニステル  
(同)クダモノタマゴ, エッグフルーツ  
 
カノコソウ かのこそう 
科名:オミナエシ科   学名:Valeriana fauriei   (適)かのこそう  
(同)ハルオミナエシ, エゾカノコソウ  
 
カブ かぶ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)  
(英)Turnip     (適)かぶ  
(同)カブラ, スズナ  
 
カブ(根) かぶ(ね) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)  
(英)Turnip(roots)     (適)かぶ  
 
カブ(葉) かぶ(は) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)  
(英)Turnip(leaves)     (適)かぶ  
 
カブチー かぶちー 
科名:ミカン科   学名:Citrus keraji  
(英)Kabuchii     (適)カーブチー  
(同)カーブチー  
 
かぶれな かぶれな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica napus   (適)くきたちな  
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カベルネソービニヨン かべるねそーびによん 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Cabernet Sauvignon     (適)ぶどう  
 
カボス かぼす 
科名:ミカン科   学名:Citrus sphaerocarpa  
(英)Kabosu     (適)かぼす  
(同)カボスユ, シャンス  
 
カボチャ かぼちゃ 
科名:ウリ科   学名:Cucurbita spp.  
(英)Pumpkin     (適)かぼちゃ  
 
カモミール かもみーる 
科名:キク科   学名:Matricaria recutita, Chamaemelum nobile  
(英)Chamomile     (適)カモミール  
(同)カミツレ, カモマイル  
 
カラシナ からしな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea (Cernua Group)  
(英)Leaf mustard, Mustard, Mustard seed    
 
カラシナ(茎) からしな(くき) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea (Cernua Group)  
(英)Leaf mustard(stalks)     (適)からしな  
 
カラシナ(種⼦) からしな(しゅし) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea (Cernua Group)  
(英)Mustard seed     (適)からしな(種⼦)  
 
カラシナ(葉) からしな(は) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea (Cernua Group)  
(英)Leaf mustard(leaves)     (適)からしな  
 
カラスムギ からすむぎ 
科名:イネ科   学名:Avena fatua   (適)えんばく  
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カラマンダリン からまんだりん 
科名:ミカン科   学名:Citrus spp.  
(英)Kara mandarin     (適)カラ  
(同)カラ  
 
カラーピーマン からーぴーまん 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum   (適)ピーマン  
(同)パプリカ, ピメント, ジャンボピーマン  
 
カリフォルニアワンダー かりふぉるにあわんだー 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum   (適)ピーマン  
 
カリフラワー かりふらわー 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea (Botrytis Group)  
(英)Cauliflower     (適)カリフラワー  
(同)ハナヤサイ, ハナカンラン  
 
かりもり かりもり 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo (Conmon Group)   (適)しろうり  
 
カリン かりん 
科名:バラ科   学名:Pseudocydonia sinensis  
(英)Chinese quince, Flowering quince     (適)かりん  
 
カレープラント かれーぷらんと 
科名:キク科   学名:Helichrysum italicum  
(英)Curry plant, White leaf everlasting     (適)カレープラント  
 
河北 かわきた 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)かほくな  
 
河内晩柑 かわちばんかん 
科名:ミカン科   学名:Citrus maxima  
(英)Kawachibankan     (適)河内晩柑  
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川流れ かわながれ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica napus   (適)かきな  
 
カワノナツダイダイ かわのなつだいだい 
科名:ミカン科   学名:Citrus natsudaidai  
 
カワラケツメイ かわらけつめい 
科名:マメ科   学名:Chamaecrista nomame   (適)かわらけつめい  
(同)ネムチャ, マメチャ, ハマチャ  
 
カワラヨモギ かわらよもぎ 
科名:キク科   学名:Artemisia capillaris  
(英)Fragrant wormwood     (適)いんちんこう  
 
観賞⽤アジアンタム かんしょうようあじあんたむ 
科名:ワラビ科   学名:Adiantum spp.  
(英)Ornamental maidenhair fern     (適)アジアンタム  
 
観賞⽤アスター かんしょうようあすたー 
科名:キク科   学名:Callistephus chinensis  
(英)Ornamental china aster     (適)アスター  
 
観賞⽤アマドコロ かんしょうようあまどころ 
科名:ユリ科   学名:Polygonatum odoratum  
(英)Ornamental angular Solomon's seal, Ornamental scented Solomon's seal     (適)アマド
コロ  
 
観賞⽤アロエ かんしょうようあろえ 
科名:ユリ科   学名:Aloe spp.  
(英)Ornamental aloe     (適)アロエ  
 
観賞⽤イチョウ かんしょうよういちょう 
科名:イチョウ科   学名:Ginkgo biloba  
(英)Ornamental ginkgo, Ornamental maidenhair tree     (適)いちょう  
 
観賞⽤インパチェンス かんしょうよういんぱちぇんす 
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科名:ツリフネソウ科   学名:Impatiens walleriana  
(英)Ornamental busy lizzie, Ornamental patience plant, Ornamental sultana     (適)インパ
チェンス  
 
観賞⽤エキザカム かんしょうようえきざかむ 
科名:リンドウ科   学名:Exacum affine  
(英)Ornamental German violet, Ornamental Persian violet     (適)エキザカム  
 
観賞⽤カーネーション かんしょうようかーねーしょん 
科名:ナデシコ科   学名:Dianthus caryophyllus  
(英)Ornamental carnation     (適)カーネーション  
 
観賞⽤キンギョソウ かんしょうようきんぎょそう 
科名:ゴマノハグサ科   学名:Antirrhinum majus  
(英)Ornamental snapdragon     (適)⾦⿂草  
 
観賞⽤キンセンカ かんしょうようきんせんか 
科名:キク科   学名:Calendula officinalis  
(英)Ornamental pot marigold, Ornamental ruddles     (適)きんせんか  
 
観賞⽤キンレンカ かんしょうようきんれんか 
科名:ノウゼンハレン科   学名:Tropaeolum majus  
(英)Ornamental nasturtium, Ornamental Indian cress     (適)ナスタチウム  
 
観賞⽤ギク かんしょうようぎく 
科名:キク科   学名:Chrysanthemum morifolium  
(英)Ornamental Chrysanthemum     (適)きく  
 
観賞⽤コスモス かんしょうようこすもす 
科名:キク科   学名:Cosmos bipinnatus  
(英)Ornamental cosmos     (適)コスモス  
 
観賞⽤サザンカ かんしょうようさざんか 
科名:ツバキ科   学名:Camellia sasanqua  
(英)Ornamental sasanqua camellia     (適)さざんか  
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観賞⽤サンザシ かんしょうようさんざし 
科名:バラ科   学名:Crataegus spp.  
(英)Ornamental hawthorn     (適)さんざし  
 
観賞⽤シネラリア かんしょうようしねらりあ 
科名:キク科   学名:Pericallis spp.  
(英)Ornamental cineraria     (適)シネラリア  
 
観賞⽤シャクヤク かんしょうようしゃくやく 
科名:ボタン科   学名:Paeonia lactiflora  
(英)Ornamental Chinese paeony     (適)しゃくやく  
 
観賞⽤ストック かんしょうようすとっく 
科名:アブラナ科   学名:Matthiola incana  
(英)Ornamental stock, Ornamental brompton stock     (適)ストック  
 
観賞⽤センニチコウ かんしょうようせんにちこう 
科名:ヒユ科   学名:Gomphrena globosa  
(英)Ornamental glove amaranth, Ornamental bachelor's button     (適)せんにちこう  
 
観賞⽤ツバキ かんしょうようつばき 
科名:ツバキ科   学名:Camellia spp.  
(英)Ornamental camellia     (適)つばき類  
 
観賞⽤トウツバキ かんしょうようとうつばき 
科名:ツバキ科   学名:Camellia reticulata  
(英)Ornamental netvein camellia     (適)とうつばき  
 
観賞⽤トリカブト かんしょうようとりかぶと 
科名:キンポウゲ科   学名:Aconitum carmichaelii  
(英)Ornamental aconite     (適)とりかぶと  
 
観賞⽤トレニア かんしょうようとれにあ 
科名:ゴマノハグサ科   学名:Torenia fournieri  
(英)Ornamental wishbone flower, Ornamental bluewings     (適)トレニア  
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観賞⽤ナデシコ かんしょうようなでしこ 
科名:ナデシコ科   学名:Dianthus spp.   (適)なでしこ  
 
観賞⽤ナンテン かんしょうようなんてん 
科名:メギ科   学名:Nandina domestica  
(英)Ornamental nandina, Ornamental heavenly bamboo     (適)なんてん  
 
観賞⽤バラ かんしょうようばら 
科名:バラ科   学名:Rosa spp.  
(英)Ornamental rose     (適)ばら  
 
観賞⽤パンジー かんしょうようぱんじー 
科名:スミレ科   学名:Viola x wittrockiana  
(英)Ornamental pansy     (適)パンジー  
 
観賞⽤ヒマワリ かんしょうようひまわり 
科名:キク科   学名:Helianthus annuus  
(英)Ornamental common sunflower     (適)ひまわり  
 
観賞⽤プリムラ かんしょうようぷりむら 
科名:サクラソウ科   学名:Primula spp.  
(英)Ornamental primula     (適)プリムラ  
 
観賞⽤ベニバナ かんしょうようべにばな 
科名:キク科   学名:Carthamus tinctorius  
(英)Ornamental safflower, Ornamental false saffron     (適)べにばな  
 
観賞⽤ペチュニア かんしょうようぺちゅにあ 
科名:ナス科   学名:Petunia spp.  
(英)Ornamental petunia     (適)ペチュニア  
 
観賞⽤ホオズキ かんしょうようほおずき 
科名:ナス科   学名:Physalis spp.   (適)ほおずき  
 
観賞⽤ヤグルマギク かんしょうようやぐるまぎく 
科名:キク科   学名:Centaurea cyanus  
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(英)Ornamental cornflower     (適)やぐるまぎく  
 
観賞⽤ヤブツバキ かんしょうようやぶつばき 
科名:ツバキ科   学名:Camellia japonica  
(英)Ornamental camellia     (適)やぶつばき  
 
観賞⽤ユキツバキ かんしょうようゆきつばき 
科名:ツバキ科   学名:Camellia rusticana  
(英)Ornamental snow camellia     (適)ゆきつばき  
 
観賞⽤ユリ かんしょうようゆり 
科名:ユリ科   学名:Lilium spp.  
(英)Ornamental lily     (適)ゆり  
 
観賞⽤ラベンダー かんしょうようらべんだー 
科名:シソ科   学名:Lavandula angustifolia  
(英)Ornamental English lavender     (適)ラベンダー  
 
観賞⽤ルドベキア かんしょうようるどべきあ 
科名:キク科   学名:Rudbeckia spp.  
(英)Ornamental coneflower     (適)ルドベキア  
 
カンゾウ かんぞう 
科名:ユリ科   学名:Hemerocallis fulva  
(同)ヤブカンゾウ, ワスレグサ, オニカンゾウ, ノカンゾウ, ホンカンゾウ, シナカンゾウ, 
ヒトエノヤブカンソﾞウ  
 
カンゾウ(花) かんぞう(はな) 
科名:ユリ科   学名:Hemerocallis fulva  
(英)Tawny day-lily, Orange day-lily     (適)かんぞう(花)  
(同)キンシンサイ  
 
カンタロープ かんたろーぷ 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo (Cantalupensis Group)  
(英)Cantaloupe    
 



 35 

カンピョウ かんぴょう 
科名:ウリ科   学名:Lagenaria siceraria (var. hispida)  
(英)Kanpyo, Dried shavings of edible bottle gourd     (適)ゆうがお  
 
カーネーション かーねーしょん 
科名:ナデシコ科   学名:Dianthus caryophyllus  
(英)Carnation    
 
カーボロネロ かーぼろねろ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea   (適)カーボロネロ  
 
ガジュツ がじゅつ 
科名:ショウガ科   学名:Curcuma zedoaria  
(英)Zedoary    
(同)紫ウコン  
 
ガジュツ(根茎) がじゅつ(こんけい) 
科名:ショウガ科   学名:Curcuma zedoaria  
(英)Zedoary(rhizomes)     (適)紫うこん  
 
ガジュツ(根) がじゅつ(ね) 
科名:ショウガ科   学名:Curcuma zedoaria  
(英)Zedoary(roots)    
 
ガマズミ がまずみ 
科名:スイカズラ科   学名:Viburnum dilatatum  
(英)Linden arrowwood     (適)がまずみ  
(同)ジョミ  
 
ガーデンクレス がーでんくれす 
科名:アブラナ科   学名:Lepidium sativum  
(英)Garden cress, Pepperweed    
(同)コショウソウ  
 

き 
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キウイフルーツ きういふるーつ 
科名:マタタビ科   学名:Actinidia deliciosa, Actinidia chinensis  
(英)Kiwifruit     (適)キウイフルーツ  
(同)キウイ  
 
⻩がらし菜 きがらしな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)からしな  
 
キク きく 
科名:キク科   学名:Chrysanthemum morifolium  
(英)Chrysanthemum    
 
キクイモ きくいも 
科名:キク科   学名:Helianthus tuberosus  
(英)Jerusalem artichoke     (適)きくいも  
(同)ブタイモ  
 
菊メロン きくめろん 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo   (適)まくわうり  
 
キクラゲ きくらげ 
科名:キクラゲ科   学名:Auricularia auricula  
(英)Jew's ear    
 
如⽉菜 きさらぎな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)タアサイ  
 
紀州ミカン きしゅうみかん 
科名:ミカン科   学名:Citrus kinokuni, Citrus reticulata  
(英)Kishu, Kinokuni     (適)みかん  
(同)⼩ミカン  
 
⽊曽菜 きそな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)⽊曽菜  
 
北市⽔菜 きたいちみずな 
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科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)勝⼭⽔菜  
 
キダチアロエ きだちあろえ 
科名:ユリ科   学名:Aloe arborescens  
(英)Krantz aloe, Andelabra aloe    
 
キダチトウガラシ きだちとうがらし 
科名:ナス科   学名:Capsicum frutescens   (適)きだちとうがらし  
 
キダチワタ きだちわた 
科名:アオイ科   学名:Gossypium arboreum  
(英)Tree cotton    
 
⻩ニラ(葉) きにら(は) 
科名:ユリ科   学名:Allium tuberosum   (適)にら  
 
絹さや きぬさや 
科名:マメ科   学名:Pisum sativum   (適)さやえんどう  
(同)キヌサヤエンドウ  
 
キノア きのあ 
科名:ヒユ科   学名:Chenopodium quinoa  
(英)Quinoa     (適)キノア  
 
キビ きび 
科名:イネ科   学名:Panicum miliaceum  
(英)Proso millet, Common millet     (適)きび  
(同)イナキビ, コキビ  
 
キマメ きまめ 
科名:マメ科   学名:Cajanus cajan  
(英)Pigeon pea    
 
キャベツ きゃべつ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea (Capitata Group)  
(英)Cabbage     (適)キャベツ  
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(同)カンラン, タマナ  
 
キャラウェイ きゃらうぇい 
科名:セリ科   学名:Carum carvi  
(英)Caraway    
(同)キャラウェー, カルム, ヒメウイキョウ  
 
キャラウェイ(果実) きゃらうぇい(かじつ) 
科名:セリ科   学名:Carum carvi  
(英)Caraway(fruits)     (適)キャラウェイ(果実)  
 
キャラウェイ(茎) きゃらうぇい(くき) 
科名:セリ科   学名:Carum carvi  
(英)Caraway(stems)    
 
キャラウェイ(茎葉) きゃらうぇい(けいよう) 
科名:セリ科   学名:Carum carvi  
(英)Caraway(stems and leaves)     (適)キャラウェイ(葉)  
 
キャラウェイ(葉) きゃらうぇい(は) 
科名:セリ科   学名:Carum carvi  
(英)Caraway(leaves)    
 
キャンベル きゃんべる 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Campbell     (適)ぶどう  
 
キャンベルアーリー きゃんべるあーりー 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Campbell Early     (適)ぶどう  
 
キュウリ きゅうり 
科名:ウリ科   学名:Cucumis sativus  
 
キュウリ(果実) きゅうり(かじつ) 
科名:ウリ科   学名:Cucumis sativus  
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(英)Cucumber(fruits)     (適)きゅうり  
 
キュウリ(葉) きゅうり(は) 
科名:ウリ科   学名:Cucumis sativus  
(英)Cucumber(leaves)     (適)きゅうり(葉)  
 
キュウリ(花) きゅうり(はな) 
科名:ウリ科   学名:Cucumis sativus  
(英)Cucumber(flowers)     (適)きゅうり(花)  
 
京の⾥しろな きょうのさとしろな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)しろな  
 
京⽔菜 きょうみずな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Japonica Group)   (適)みずな  
 
巨峰 きょほう 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Kyoho     (適)ぶどう  
 
清⾒ きよみ 
科名:ミカン科   学名:Citrus unshiu x Citrus sinensis  
(英)Kiyomi     (適)清⾒  
 
切りミツバ きりみつば 
科名:セリ科   学名:Cryptotaenia canadensis   (適)みつば  
 
キンカン きんかん 
科名:ミカン科   学名:Citrus japonica  
(英)Kumquats     (適)きんかん  
(同)マルミキンカン, マルキンカン  
 
キンギョソウ きんぎょそう 
科名:ゴマノハグサ科   学名:Antirrhinum majus  
(英)Snapdragon    
(同)スナップドラゴン  



 40 

 
キングデラ きんぐでら 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)King Delaware     (適)ぶどう  
 
キンサイ きんさい 
科名:セリ科   学名:Apium graveolens (var. secalinum)  
(英)Leaf celery, Chinese celery     (適)きんさい  
(同)スープセロリ, 中国セロリ, リーフセルリ, キンツァイ  
 
キンショウ きんしょう 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo   (適)メロン  
 
キンセンカ きんせんか 
科名:キク科   学名:Calendula officinalis  
(英)Pot marigold, Ruddles    
 
⾦時(ニンジン) きんとき 
科名:セリ科   学名:Daucus carota   (適)にんじん  
 
⾦時(インゲンマメ) きんとき 
科名:マメ科   学名:Phaseolus vulgaris   (適)いんげんまめ  
 
⾦俵 きんぴょう 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo   (適)まくわうり  
 
キンレンカ きんれんか 
科名:ノウゼンハレン科   学名:Tropaeolum majus  
(英)Nasturtium, Indian cress    
(同)ナスタチウム  
 
ギョウジャニンニク ぎょうじゃにんにく 
科名:ユリ科   学名:Allium victorialis  
(英)Victory onion, Siberian onion     (適)ぎょうじゃにんにく  
 
銀泉 ぎんせん 
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科名:ウリ科   学名:Cucumis melo   (適)まくわうり  
 
ギンナン ぎんなん 
科名:イチョウ科   学名:Ginkgo biloba  
(英)Ginkgo seeds     (適)いちょう(種⼦)  
 

く 
クインシー くいんしー 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo   (適)メロン  
 
茎⽴菜 くきたちな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica spp.   (適)くきたちな  
 
クキチシャ くきちしゃ 
科名:キク科   学名:Lactuca sativa (Angustana Group)  
(英)Stem lettuce     (適)くきちしゃ  
(同)ステムレタス, ヤマクラゲ, セルタス, チシャトウ, クキレタス  
 
茎ブロッコリー くきぶろっこりー 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea (Italica Group)  
(英)Tender stem broccoli     (適)茎ブロッコリー  
 
クコ くこ 
科名:ナス科   学名:Lycium chinense  
(英)Chinese matrimony vine, Chinese wolfberry    
 
クコ(果実) くこ(かじつ) 
科名:ナス科   学名:Lycium chinense  
(英)Chinese matrimony vine(fruits), Chinese wolfberry(fruits)     (適)くこ(果実)  
(同)クコシ  
 
クコ(葉) くこ(は) 
科名:ナス科   学名:Lycium chinense  
(英)Chinese matrimony vine(leaves), Chinese wolfberry(leaves)     (適)くこ(葉)  
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クサボケ くさぼけ 
科名:バラ科   学名:Chaenomeles japonica  
(英)Japanese flowering quince, Maule's quince     (適)くさぼけ  
(同)シドミ, ノボケ, コボケ, スドメ  
 
九条 くじょう 
科名:ユリ科   学名:Allium fistulosum   (適)ねぎ  
 
クリ くり 
科名:ブナ科   学名:Castanea crenata, Castanea mollissima  
(英)Chestnut     (適)くり  
 
クリーピングタイム くりーぴんぐたいむ 
科名:シソ科   学名:Thymus serpyllum  
(英)Creeping thyme     (適)タイム  
(同)ヨウシュイブキジャコウソウ  
 
クルガンローズ くるがんろーず 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Kourgan Rose     (適)ぶどう  
 
クルミ類 くるみるい 
科名:クルミ科   学名:Juglans spp.  
(英)Walnut     (適)くるみ  
 
クレソン くれそん 
科名:アブラナ科   学名:Nasturtium Officinale  
(英)Watercress     (適)クレソン  
(同)オランダガラシ, ウォータークレス, オランダミズガラシ  
 
クレメンティン くれめんてぃん 
科名:ミカン科   学名:Citrus clementina  
(英)Clementine, Clemetine mandatin, Algerian clementine    
(同)クレメンタイン  
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くろうり くろうり 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo (Conmon Group)   (適)しろうり  
 
クロマメノキ(果実) くろまめのき(かじつ) 
科名:ツツジ科   学名:Vaccinium uliginosum  
(英)Bog bilberry(fruits)    
(同)アサマブドウ(果実), アサマベリー(果実)  
 
クワ くわ 
科名:クワ科   学名:Morus spp.  
(英)Mulberry     (適)桑  
 
クワイ くわい 
科名:オモダカ科   学名:Sagittaria trifolia (var. edule)  
(英)Arrowhead     (適)くわい  
 
桑の⽊⾖ くわのきまめ 
科名:マメ科   学名:Vigna unguiculata   (適)未成熟ささげ  
(同)アキシマササゲ, クワノキマメ  
 
グアバ ぐあば 
科名:フトモモ科   学名:Psidium guajava  
(英)Guava    
(同)バンジロウ, バンザクロ, グァバ  
 
グアバ(果実) ぐあば(かじつ) 
科名:フトモモ科   学名:Psidium guajava  
(英)Guava(fruits)     (適)グアバ(果実)  
 
グアバ(葉) ぐあば(は) 
科名:フトモモ科   学名:Psidium guajava  
(英)Guava(leaves)     (適)グアバ(葉)  
 
グリーンサマー ぐりーんさまー 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Green Summer     (適)ぶどう  
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グリーンマスタード ぐりーんますたーど 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)からしな  
(同)マスタードグリーン  
 
グレートヘッドガーリック ぐれーとへっどがーりっく 
科名:ユリ科   学名:Allium ampeloprasum (Ampeloprasum group)  
(英)Greathead garlic, Elephant garlic     (適)にんにく  
(同)エレファントガーリック, ジャンボニンニク, 無臭ニンニク  
 
グレープフルーツ ぐれーぷふるーつ 
科名:ミカン科   学名:Citrus paradisi  
(英)Grapefruit     (適)グレープフルーツ  
 

け 
結球メキャベツ けっきゅうめきゃべつ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea (Gemmifera Group)  
(英)Heading brussels sprouts     (適)メキャベツ  
 
ケツルアズキ けつるあずき 
科名:マメ科   学名:Vigna mungo  
(英)Black matpe, Blackgram    
(同)ブラックマッペ  
 
ケニギンデルワインガルデン けにぎんでるわいんがるでん 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Koenigin Der Weingaerten     (適)ぶどう  
 
ケープアロエ けーぷあろえ 
科名:ユリ科   学名:Aloe ferox  
(英)Cape aloe, Bitter aloe    
 
ケール けーる 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea (Acephala Group)  
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(英)Kale, Collard     (適)ケール  
(同)ハキャベツ, ハゴロモカンラン, コラード, リョクヨウカンラン  
 
源助 げんすけ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
ゲンノショウコ げんのしょうこ 
科名:フウロウソウ科   学名:Geranium thunbergii   (適)げんのしょうこ  
(同)ミコシグサ  
 

こ 
コウキ こうき 
科名:クルミ科   学名:Engelhardtia chrysolepis  
(同)アマチャ  
 
コウサイタイ こうさいたい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Parachinensis Group)   (適)こうさいたい  
 
甲州 こうしゅう 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Koshu     (適)ぶどう  
 
甲州三尺 こうしゅうさんじゃく 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Koshu Sanjaku     (適)ぶどう  
 
⾹粋 こうすい 
科名:マタタビ科   学名:Actinidia arguta   (適)さるなし  
 
コオニタビラコ こおにたびらこ 
科名:キク科   学名:Lapsanastrum apogonoides  
(英)Japanese nipplewort     (適)こおにたびらこ  
(同)タビラコ, ホトケノザ  
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郡⽔菜 こおりみずな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)勝⼭⽔菜  
 
こかぶ こかぶ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
コガネヤナギ こがねやなぎ 
科名:シソ科   学名:Scutellaria baicalensis   (適)こがねばな  
(同)コガネバナ, オウゴン  
 
⿊王 こくおう 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
コケモモ こけもも 
科名:ツツジ科   学名:Vaccinium vitis-idaea  
(英)Cowberry, Lingonberry    
(同)リンガンベリー  
 
コケモモ(果実) こけもも(かじつ) 
科名:ツツジ科   学名:Vaccinium vitis-idaea  
(英)Cowberry(fruits), Lingonberry(fruits)    
 
⼩⽜⽥菜 こごたな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)かぶ  
 
コゴミ こごみ 
科名:イワデンダ科   学名:Matteuccia struthiopteris  
(英)Ostrich-feather fern     (適)くさそてつ  
(同)クサソテツ, コゴメ, ガンソク, クグミ, ニワソテツ  
 
コスモス こすもす 
科名:キク科   学名:Cosmos bipinnatus  
(英)Cosmos    
 
コマツナ こまつな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Perviridis Group)  
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(英)Komatsuna, Tendergreen mustard     (適)こまつな  
 
コマツナ(ナバナ) こまつな(なばな) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Perviridis Group)  
(英)Komatsuna(nabana), Tender green mustard(nabana)     (適)こまつな(なばな的栽培)  
 
コムギ こむぎ 
科名:イネ科   学名:Triticum aestivum, Triticum durum  
(英)Wheat     (適)⼩⻨  
(同)パンコムギ, フツウコムギ  
 
⽶ こめ 
科名:イネ科   学名:Oryza sativa  
(英)Rice    
 
⼦持たかな こもちたかな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)四川児菜  
 
コリアンダー こりあんだー 
科名:セリ科   学名:Coriandrum sativum  
(英)Coriander    
(同)コエンドロ, コウサイ, シャンサイ, パクチー  
 
コリアンダー(果実) こりあんだー(かじつ) 
科名:セリ科   学名:Coriandrum sativum  
(英)Coriander(fruits)     (適)コリアンダー(果実)  
 
コリアンダー(茎) こりあんだー(くき) 
科名:セリ科   学名:Coriandrum sativum  
(英)Coriander(stems)    
 
コリアンダー(茎葉) こりあんだー(けいよう) 
科名:セリ科   学名:Coriandrum sativum  
(英)Coriander(stems and leaves)     (適)コリアンダー(葉)  
 
コリアンダー(葉) こりあんだー(は) 
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科名:セリ科   学名:Coriandrum sativum  
(英)Coriander(leaves)    
 
コンニャク こんにゃく 
科名:サトイモ科   学名:Amorphophallus rivieri  
(英)Konjak, Devilʼs tongue, Snake palm, Elephant foot yam     (適)こんにゃく  
 
コンフリー こんふりー 
科名:ムラサキ科   学名:Symphytum officinale  
(英)Comfrey     (適)コンフリー  
(同)ヒレハリソウ  
 
コールラビ こーるらび 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea (Gongylodes Group)  
(英)Kohlrabi     (適)コールラビ  
(同)キュウケイカンラン, カブカンラン, カブタマナ  
 
五⽉菜 ごがつな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica napus   (適)かきな  
 
ゴボウ ごぼう 
科名:キク科   学名:Arctium lappa  
(英)Edible burdock     (適)ごぼう  
 
ゴマ ごま 
科名:ゴマ科   学名:Sesamum orientale  
(英)Sesame     (適)ごま  
 
ゴルビー ごるびー 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Gorby     (適)ぶどう  
 
ゴールデンピタヤ ごーるでんぴたや 
科名:サボテン科   学名:Hylocereus undatus   (適)ピタヤ  
 
ゴールデンベリー ごーるでんべりー 
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科名:ナス科   学名:Physalis peruviana  
(英)Goldenberry     (適)しょくようほおずき  
(同)ブドウホオズキ, ケオホオズキ, シマホオズキ  
 
ゴールデンマジョラム ごーるでんまじょらむ 
科名:シソ科   学名:Origanum vulgare   (適)マジョラム  
 
ゴールド ごーるど 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Gold     (適)ぶどう  
 
ゴールドフィンガー ごーるどふぃんがー 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Gold Finger     (適)ぶどう  
 

さ 
サイシン さいしん 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa  
(英)Mock pak choy, Choy sum     (適)さいしん  
 
サガマンダリン さがまんだりん 
科名:ミカン科   学名:Citrus spp.  
(英)Saga mandarin     (適)サガマンダリン  
 
さがみ さがみ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Sagami     (適)ぶどう  
 
さがみグリーン さがみぐりーん 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)さがみグリーン  
 
サクラ さくら 
科名:バラ科   学名:Prunus spp.  
(英)Flowering cherries    
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ササゲ ささげ 
科名:マメ科   学名:Vigna unguiculata  
(英)Cowpea, Black-eyed pea, Southern pea    
 
札幌⼤⻑なんばん さっぽろおおながなんばん 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum   (適)とうがらし  
 
サツマイモ さつまいも 
科名:ヒルガオ科   学名:Ipomoea batatas  
(英)Sweet potato    
(同)カンショ  
 
サツマイモ(塊根) さつまいも(かいこん) 
科名:ヒルガオ科   学名:Ipomoea batatas  
(英)Sweet potato(rhizomes)     (適)かんしょ  
 
サツマイモ(茎葉) さつまいも(けいよう) 
科名:ヒルガオ科   学名:Ipomoea batatas  
(英)Sweet potato(stems and leaves)     (適)かんしょ(茎葉)  
 
サトイモ さといも 
科名:サトイモ科   学名:Colocasia esculenta  
(英)Taro, Dasheen    
 
サトイモ(塊茎) さといも(かいけい) 
科名:サトイモ科   学名:Colocasia esculenta  
(英)Taro(tuber), Dasheen(tuber)     (適)さといも  
 
サトイモ(葉柄) さといも(ようへい) 
科名:サトイモ科   学名:Colocasia esculenta  
(英)Taro(petiole), Dasheen(petiole)     (適)さといも(葉柄)  
 
砂糖えんどう さとうえんどう 
科名:マメ科   学名:Pisum sativum   (適)さやえんどう  
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サトウキビ さとうきび 
科名:イネ科   学名:Saccharum officinarum, Saccharum sinense  
(英)Sugar cane     (適)さとうきび  
 
サニールージュ さにーるーじゅ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Sunny Rouge     (適)ぶどう  
 
サニーレタス さにーれたす 
科名:キク科   学名:Lactuca sativa (Crispa group)   (適)リーフレタス  
(同)アカチリメンチシャ  
 
さぬきな さぬきな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)さぬきな  
 
サフラン さふらん 
科名:アヤメ科   学名:Crocus sativus  
(英)Saffron    
 
サフラン(雌しべ) さふらん(めしべ) 
科名:アヤメ科   学名:Crocus sativus  
(英)Saffron(pistil)     (適)サフラン  
 
サボイキャベツ さぼいきゃべつ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea (Savoy Cabbage Group)  
(英)Savoy cabbage     (適)キャベツ  
(同)チリメンキャベツ  
 
サポジラ さぽじら 
科名:アカテツ科   学名:Manilkara zapota  
(英)Sapodilla     (適)サポジラ  
 
サマーフレッシュ さまーふれっしゅ 
科名:ミカン科   学名:Citrus tangerina x Citrus grandis  
(英)Summer flesh     (適)サマーフレッシュ  
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サマーブラック さまーぶらっく 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Summer Black     (適)ぶどう  
 
サヤインゲン さやいんげん 
科名:マメ科   学名:Phaseolus vulgaris  
(英)String bean     (適)さやいんげん  
 
サヤエンドウ さやえんどう 
科名:マメ科   学名:Pisum sativum  
(英)Podded pea     (適)さやえんどう  
 
サラダ菜 さらだな 
科名:キク科   学名:Lactuca sativa (Capitata Group)  
(英)Head lettuce, butter type     (適)サラダ菜  
 
サラダバーネット さらだばーねっと 
科名:バラ科   学名:Sanguisorba minor  
(英)Garden burnet, Salad burnet, Small burnet     (適)おらんだわれもこう  
(同)オランダワレモコウ  
 
サルナシ さるなし 
科名:マタタビ科   学名:Actinidia arguta  
(英)Bower actinidia     (適)さるなし  
(同)コクワ, シラクチカズラ, シラクチヅル, ミニキウイ  
 
三景雪菜 さんけいゆきな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica spp.   (適)三景雪菜  
 
サンザシ さんざし 
科名:バラ科   学名:Crataegus spp.  
(英)Hawthorn    
 
サンショウ さんしょう 
科名:ミカン科   学名:Zanthoxylum piperitum  
(英)Japanese pepper    
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サンショウ(果実) さんしょう(かじつ) 
科名:ミカン科   学名:Zanthoxylum piperitum  
(英)Japanese pepper(fruits)     (適)さんしょう(果実)  
 
サンショウ(葉) さんしょう(は) 
科名:ミカン科   学名:Zanthoxylum piperitum  
(英)Japanese pepper(leaves)     (適)さんしょう(葉)  
 
⼭東菜 さんとうさい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)さんとうさい  
 
サンボウカン さんぼうかん 
科名:ミカン科   学名:Citrus sulcata  
 
三宝 さんぽう 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum   (適)⽢⻑とうがらし  
 
さんまい⽔菜 さんまいみずな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)勝⼭⽔菜  
 
三陸つぼみ菜 さんりくつぼみな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica napus   (適)つぼみな  
 
ザクロ ざくろ 
科名:ザクロ科   学名:Punica granatum  
(英)Pomegranate     (適)ざくろ  
(同)セキリュウ  
 
ザバルカンスキー ざばるかんすきー 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Zabalkanskii     (適)ぶどう 
 
ザーサイ ざーさい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea  
(英)Stem mustard    
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(同)クキタカナ  
 
ザーサイ(茎葉) ざーさい(けいよう) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea  
(英)Stem mustard(stems and leaves)    
 
ザーサイ(肥⼤茎) ざーさい(ひだいけい) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)ザーサイ  
 

し 
シィクワーサー しぃくわーさー 
科名:ミカン科   学名:Citrus depressa  
(英)Shiikuwasha     (適)シークヮーサー  
(同)ヒラミレモン  
 
シイタケ しいたけ 
科名:キシメジ科   学名:Lentinula edodes  
(英)Shiitake mushroom     (適)しいたけ  
 
紫苑 しえん 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Shien     (適)ぶどう  
 
シカクマメ しかくまめ 
科名:マメ科   学名:Psophocarpus tetragonolobus  
(英)Winged bean    
(同)トウサイ, ハネミササゲ, ウリズン  
 
シキキツ しききつ 
科名:ミカン科   学名:Citrus madurensis  
(英)Calamondin, Shikikitsu    
(同)カラモンディン, カラマンディン, トウキンカン  
 
紫⽟ しぎょく 
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科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Shigyoku     (適)ぶどう  
 
シシトウ ししとう 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum  
(英)Shishito    
 
シシトウ(果実) ししとう(かじつ) 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum  
(英)Shishito(fruits)     (適)ししとう  
 
四川児菜 しせんあーさい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)四川児菜  
 
四川搾菜 しせんざーさい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea  
(同)タケノコタカナ  
 
四川搾菜(茎葉) しせんざーさい(けいよう) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)四川搾菜(茎葉)  
 
四川搾菜(肥⼤茎) しせんざーさい(ひだいけい) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)ザーサイ  
 
シソ しそ 
科名:シソ科   学名:Perilla frutescens (var. crispa)  
(英)Perilla    
 
シソ(果実) しそ(かじつ) 
科名:シソ科   学名:Perilla frutescens (var. crispa)  
(英)Perilla(fruits)    
 
シソ(花穂) しそ(かすい) 
科名:シソ科   学名:Perilla frutescens (var. crispa)  
(英)Perilla(spikes)     (適)しそ(花穂)  
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シソ(茎) しそ(くき) 
科名:シソ科   学名:Perilla frutescens (var. crispa)  
(英)Perilla(stems)     (適)しそ  
 
シソ(種⼦) しそ(しゅし) 
科名:シソ科   学名:Perilla frutescens (var. crispa)  
(英)Perilla(seeds)     (適)しそ(種⼦)  
 
シソ(葉) しそ(は) 
科名:シソ科   学名:Perilla frutescens (var. crispa)  
(英)Perilla(leaves)     (適)しそ  
 
シトロン しとろん 
科名:ミカン科   学名:Citrus medica  
(英)Citron    
 
シトロンネル しとろんねる 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Citronelle     (適)ぶどう  
 
シナノスマイル しなのすまいる 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Shinano Smile     (適)ぶどう  
 
シネラリア しねらりあ 
科名:キク科   学名:Pericallis spp.  
(英)Cineraria     (適)シネラリア  
(同)サイネリア, フウキギク, フウキザクラ, フキザクラ  
 
シマツナソ しまつなそ 
科名:アオイ科   学名:Corchorus aestuans   (適)モロヘイヤ  
(同)トガリバツナソ  
 
島にんじん しまにんじん 
科名:セリ科   学名:Daucus carota   (適)にんじん  
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下北春まな しもきたはるまな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica spp.   (適)たいさい  
 
下仁⽥ しもにた 
科名:ユリ科   学名:Allium fistulosum   (適)ねぎ  
 
シモンイモ しもんいも 
科名:ヒルガオ科   学名:Ipomoea batatas  
 
シモンイモ(塊根) しもんいも(かいこん) 
科名:ヒルガオ科   学名:Ipomoea batatas   (適)かんしょ  
 
シモンイモ(根茎) しもんいも(こんけい) 
科名:ヒルガオ科   学名:Ipomoea batatas  
 
シャインマスカット しゃいんますかっと 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Shine Muscat     (適)ぶどう  
 
シャクヤク しゃくやく 
科名:ボタン科   学名:Paeonia lactiflora  
(英)Chinese paeony    
 
シャルドネ しゃるどね 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Chardonney     (適)ぶどう  
 
祝蕾 しゅくらい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica spp.   (適)四川児菜  
 
シュンギク しゅんぎく 
科名:キク科   学名:Chrysanthemum coronarium  
(英)Garland chrysanthemum     (適)しゅんぎく  
(同)キクナ  
 
ショウガ しょうが 
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科名:ショウガ科   学名:Zingiber officinale  
(英)Ginger    
 
ショウガ(根茎) しょうが(こんけい) 
科名:ショウガ科   学名:Zingiber officinale  
(英)Ginger(rhizomes)     (適)しょうが  
 
正⽉菜 しょうがつな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)餅菜  
(同)モチナ  
 
⾷⽤キダチアロエ しょうくようきだちあろえ 
科名:ユリ科   学名:Aloe arborescens  
(英)Edible krantz aloe, Edible andelabra aloe     (適)⾷⽤アロエ  
 
聖護院⼤蕪 しょうごいんおおかぶ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
⾷⽤アジアンタム しょくようあじあんたむ 
科名:ワラビ科   学名:Adiantum spp.  
(英)Edible maidenhair fern     (適)⾷⽤アジアンタム  
 
⾷⽤アスター しょくようあすたー 
科名:キク科   学名:Callistephus chinensis  
(英)Edible china aster     (適)⾷⽤アスター  
 
⾷⽤アマ しょくようあま 
科名:アマ科   学名:Linum usitatissimum  
(英)Linseed     (適)⾷⽤亜⿇  
(同)アマニ  
 
⾷⽤アマドコロ しょくようあまどころ 
科名:ユリ科   学名:Polygonatum odoratum  
(英)Edible angular Solomon's seal, Edible scented Solomon's seal     (適)⾷⽤あまどころ  
 
⾷⽤アロエ しょくようあろえ 
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科名:ユリ科   学名:Aloe spp.  
(英)Edible aloe     (適)⾷⽤アロエ  
 
⾷⽤アロエベラ しょくようあろえべら 
科名:ユリ科   学名:Aloe vera  
(英)Edible aloe vera     (適)⾷⽤アロエ  
 
⾷⽤インパチェンス しょくよういんぱちぇんす 
科名:ツリフネソウ科   学名:Impatiens walleriana  
(英)Edible busy lizzie, Edible patience plant, Edible sultana     (適)⾷⽤インパチェンス  
 
⾷⽤エキザカム しょくようえきざかむ 
科名:リンドウ科   学名:Exacum affine  
(英)Edible German violet, Edible Persian violet     (適)⾷⽤エキザカム  
 
⾷⽤オオサンザシ(果実) しょくようおおさんざし(かじつ) 
科名:バラ科   学名:Crataegus pinnatifida   (適)さんざし(果実)  
 
⾷⽤オオバコ(種⼦) しょくようおおばこ(しゅし) 
科名:オオバコ科   学名:Plantago asiatica   (適)⾷⽤おおばこ(種⼦)  
 
⾷⽤オオバコ(葉) しょくようおおばこ(は) 
科名:オオバコ科   学名:Plantago asiatica  
 
⾷⽤オオミサンザシ(果実) しょくようおおみさんざし(かじつ) 
科名:バラ科   学名:Crataegus pinnatifida   (適)さんざし(果実)  
 
⾷⽤カエデ(葉) しょくようかえで(は) 
科名:カエデ科   学名:Acer spp.   (適)⾷⽤かえで(葉)  
 
⾷⽤カレンジュラ属 しょくようかれんじゅらぞく 
科名:キク科   学名:Calendula   (適)⾷⽤きんせんか  
 
⾷⽤カーネーション しょくようかーねーしょん 
科名:ナデシコ科   学名:Dianthus caryophyllus  
(英)Edible carnation     (適)⾷⽤カーネーション  
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⾷⽤キンギョソウ しょくようきんぎょそう 
科名:ゴマノハグサ科   学名:Antirrhinum majus  
(英)Edible snapdragon     (適)⾷⽤⾦⿂草  
 
⾷⽤キンセンカ しょくようきんせんか 
科名:キク科   学名:Calendula officinalis  
(英)Edible pot marigold, Edible ruddles     (適)⾷⽤きんせんか  
 
⾷⽤キンレンカ しょくようきんれんか 
科名:ノウゼンハレン科   学名:Tropaeolum majus  
(英)Edible nasturtium, Edible Indian cress    
 
⾷⽤キンレンカ(莢) しょくようきんれんか(さや) 
科名:ノウゼンハレン科   学名:Tropaeolum majus  
(英)Edible nasturtium(pods), Edible Indian cress(pods)    
 
⾷⽤キンレンカ(葉) しょくようきんれんか(は) 
科名:ノウゼンハレン科   学名:Tropaeolum majus  
(英)Edible nasturtium(leaves), Edible Indian cress(leaves)    
 
⾷⽤キンレンカ(花) しょくようきんれんか(はな) 
科名:ノウゼンハレン科   学名:Tropaeolum majus  
(英)Edible nasturtium(flowers), Edible Indian cress(flowers)     (適)⾷⽤ナスタチウム  
 
⾷⽤ギク しょくようぎく 
科名:キク科   学名:Chrysanthemum morifolium  
(英)Edible Chrysanthemum    
 
⾷⽤ギク(葉) しょくようぎく(は) 
科名:キク科   学名:Chrysanthemum morifolium  
(英)Edible chrysanthemum(leaves)     (適)きく(葉)  
 
⾷⽤ギク(花) しょくようぎく(はな) 
科名:キク科   学名:Chrysanthemum morifolium  
(英)Edible Chrysanthemum(flowers)     (適)⾷⽤ぎく  
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⾷⽤桑(果実) しょくようぐわ(かじつ) 
科名:クワ科   学名:Morus spp.  
(英)Edible mulberry(fruits)     (適)⾷⽤桑(果実)  
 
⾷⽤桑(葉) しょくようぐわ(は) 
科名:クワ科   学名:Morus spp.  
(英)Edible mulberry(leaves)     (適)⾷⽤桑(葉)  
 
⾷⽤ケープアロエ しょくようけーぷあろえ 
科名:ユリ科   学名:Aloe ferox  
(英)Edible cape aloe, Edible bitter aloe     (適)⾷⽤アロエ  
 
⾷⽤コスモス しょくようこすもす 
科名:キク科   学名:Cosmos bipinnatus  
(英)Edible cosmos     (適)⾷⽤コスモス  
 
⾷⽤サクラ(葉) しょくようさくら(は) 
科名:バラ科   学名:Prunus spp.  
(英)Edible flowering cherries(leaves)     (適)⾷⽤さくら(葉)  
 
⾷⽤サクラ(花) しょくようさくら(はな) 
科名:バラ科   学名:Prunus spp.  
(英)Edible flowering cherries(flowers)    
 
⾷⽤サンザシ(果実) しょくようさんざし(かじつ) 
科名:バラ科   学名:Crataegus spp.  
(英)Edible hawthorn(fruits)     (適)さんざし(果実)  
 
⾷⽤シネラリア しょくようしねらりあ 
科名:キク科   学名:Pericallis spp.  
(英)Edible cineraria     (適)⾷⽤シネラリア  
 
⾷⽤ストック しょくようすとっく 
科名:アブラナ科   学名:Matthiola incana  
(英)Edible stock, Edible brompton stock     (適)⾷⽤ストック  
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⾷⽤⻄洋タンポポ しょくようせいようたんぽぽ 
科名:キク科   学名:Taraxacum officinale  
(英)Edible Dandelion     (適)⾷⽤⻄洋たんぽぽ  
 
⾷⽤センニチコウ しょくようせんにちこう 
科名:ヒユ科   学名:Gomphrena globosa  
(英)Edible glove amaranth, Edible bachelor's button     (適)⾷⽤せんにちこう  
 
⾷⽤ソルガム しょくようそるがむ 
科名:イネ科   学名:Sorghum bicolor  
(英)Edible sorghum     (適)⾷⽤ソルガム  
 
⾷⽤ツバキ(種⼦) しょくようつばき(しゅし) 
科名:ツバキ科   学名:Camellia spp.  
(英)Edible camellia(seeds)     (適)⾷⽤つばき(種⼦)  
 
⾷⽤トレニア しょくようとれにあ 
科名:ゴマノハグサ科   学名:Torenia fournieri  
(英)Edible wishbone flower, Edible bluewings     (適)⾷⽤トレニア  
 
⾷⽤ナデシコ しょくようなでしこ 
科名:ナデシコ科   学名:Dianthus spp.   (適)⾷⽤なでしこ  
 
⾷⽤ナンテン(葉) しょくようなんてん(は) 
科名:メギ科   学名:Nandina domestica  
(英)Edible nandina(leaves), Edible heavenly bamboo(leaves)     (適)なんてん(葉)  
 
⾷⽤ノウゼンハレン しょくようのうぜんはれん 
科名:ノウゼンハレン科   学名:Tropaeolaceae  
 
⾷⽤ノウゼンハレン(莢) しょくようのうぜんはれん(さや) 
科名:ノウゼンハレン科   学名:Tropaeolaceae  
 
⾷⽤ノウゼンハレン(葉) しょくようのうぜんはれん(は) 
科名:ノウゼンハレン科   学名:Tropaeolaceae  
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⾷⽤ノウゼンハレン(花) しょくようのうぜんはれん(はな) 
科名:ノウゼンハレン科   学名:Tropaeolaceae   (適)⾷⽤ナスタチウム  
 
⾷⽤バラ(果実) しょくようばら(かじつ) 
科名:バラ科   学名:Rosa spp.  
(英)Edible rose(fruits)    
(同)ローズヒップ  
 
⾷⽤バラ(花) しょくようばら(はな) 
科名:バラ科   学名:Rosa spp.  
(英)Edible rose(flowers)    
 
⾷⽤パンジー しょくようぱんじー 
科名:スミレ科   学名:Viola×wittrockiana  
(英)Edible pansy     (適)⾷⽤パンジー  
 
⾷⽤ヒマワリ(種⼦) しょくようひまわり(しゅし) 
科名:キク科   学名:Helianthus annuus  
(英)Edible common sunflower(seeds)     (適)ひまわり(種⼦)  
 
⾷⽤プリムラ しょくようぷりむら 
科名:サクラソウ科   学名:Primula spp.  
(英)Edible primula     (適)⾷⽤プリムラ  
 
⾷⽤ヘチマ しょくようへちま 
科名:ウリ科   学名:Luffa aegyptiaca   
(英)Edible sponge gourd     (適)⾷⽤へちま  
 
⾷⽤ベニバナ(種⼦) しょくようべにばな(しゅし) 
科名:キク科   学名:Carthamus tinctorius  
(英)Edible safflower(seeds), Edible false saffron(seeds)     (適)⾷⽤べにばな(種⼦)  
 
⾷⽤ベニバナ(花) しょくようべにばな(はな) 
科名:キク科   学名:Carthamus tinctorius  
(英)Edible safflower(flowers), Edible false saffron(flowers)     (適)⾷⽤べにばな(花)  
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⾷⽤ペチュニア しょくようぺちゅにあ 
科名:ナス科   学名:Petunia spp.  
(英)Edible petunia     (適)⾷⽤ペチュニア  
 
ショクヨウホオズキ しょくようほおずき 
科名:ナス科   学名:Physalis grisea  
(英)Cape gooseberry     (適)しょくようほおずき  
 
⾷⽤ホオズキ しょくようほおずき 
科名:ナス科   学名:Physalis spp.   (適)しょくようほおずき  
 
⾷⽤ホオノキ(葉) しょくようほおのき(は) 
科名:モクレン科   学名:Magnolia obovata   (適)⾷⽤ホオノキ(葉)  
 
⾷⽤マグワ(果実) しょくようまぐわ(かじつ) 
科名:クワ科   学名:Morus alba  
(英)White mulberry(fruits)     (適)⾷⽤桑(果実)  
 
⾷⽤ミニバラ しょくようみにばら 
科名:バラ科   学名:Rosa spp.  
(英)Edible miniature rose     (適)⾷⽤ミニバラ  
 
⾷⽤綿実 しょくようめんじつ 
科名:アオイ科   学名:Gossypium arboreum, Gossypium herbaceum, Gossypium barbadense, 
Gossypium hirsutum  
(英)Edible cotton     (適)⾷⽤綿実  
 
⾷⽤ヤグルマギク しょくようやぐるまぎく 
科名:キク科   学名:Centaurea cyanus  
(英)Edible cornflower     (適)⾷⽤やぐるまぎく  
 
⾷⽤ヤマグワ(果実) しょくようやまぐわ(かじつ) 
科名:クワ科   学名:Morus australis  
(英)Edible mulberry(fruits)     (適)⾷⽤桑(果実)  
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⾷⽤ユウガオ しょくようゆうがお 
科名:ウリ科   学名:Lagenaria siceraria (var. hispida)  
(英)Edible bottle gourd     (適)⾷⽤ひょうたん, ゆうがお  
 
⾷⽤ラベンダー しょくようらべんだー 
科名:シソ科   学名:Lavandula angustifolia  
(英)Edible English lavender     (適)⾷⽤ラベンダー  
 
⾷⽤ルドベキア しょくようるどべきあ 
科名:キク科   学名:Rudbeckia spp.  
(英)Edible coneflower     (適)⾷⽤ルドベキア  
 
⾷⽤ローレル しょくようろーれる 
科名:クスノキ科   学名:Laurus nobilis  
(英)Edible Bay, Edible sweet bay     (適)⾷⽤⽉桂樹  
 
シラガブドウ しらがぶどう 
科名:ブドウ科   学名:Vitis amurensis   (適)ぶどう  
 
不知⽕ しらぬひ 
科名:ミカン科   学名:Citrus spp.  
(英)Shiranuhi     (適)不知⽕  
 
飼料⽤アルファルファ しりょうようあるふぁるふぁ 
科名:マメ科   学名:Medicago sativa  
(英)Forage alfalfa     (適)まめ科牧草  
 
飼料⽤エンバク しりょうようえんばく 
科名:イネ科   学名:Avena sativa  
(英)Forage oat     (適)飼料⽤えんばく  
 
飼料⽤サトウキビ しりょうようさとうきび 
科名:イネ科   学名:Saccharum officinarum, Saccharum sinense  
(英)Forage sugar cane     (適)飼料⽤サトウキビ  
 
飼料⽤ソルガム しりょうようそるがむ 
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科名:イネ科   学名:Sorghum spp.  
(英)Forage sorghum, Forage grass sorghum     (適)ソルガム  
 
飼料⽤トウモロコシ しりょうようとうもろこし 
科名:イネ科   学名:Zea mays  
(英)Field maize     (適)飼料⽤とうもろこし  
 
シルクレタス しるくれたす 
科名:キク科   (適)リーフレタス  
 
シロウリ しろうり 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo (Conmon Group)  
(英)Oriental pickling melon     (適)しろうり  
 
シロキクラゲ しろきくらげ 
科名:シロキクラゲ科   学名:Tremella fuciformis  
(英)White tremella    
 
シロクローバー しろくろーばー 
科名:マメ科   学名:Trifolium repens  
(英)White clover     (適)まめ科牧草  
(同)シロツメグサ  
 
しろな しろな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)しろな  
 
⽩フサスグリ しろふさすぐり 
科名:スグリ科   学名:Ribes rubrum  
(英)Whitecurrant    
(同)ホワイトカラント, ホワイトカランツ  
 
信州⼤⻩ しんしゅうだいおう 
科名:タデ科   学名:Rheum spp.   (適)だいおう  
 
シンフィツム属 しんふぃつむぞく 
科名:ムラサキ科   学名:Symphytum   (適)コンフリー  



 67 

 
CO しーおー 
科名:アブラナ科   学名:Brassica napus   (適)かきな  
 
CG88435 しーじー88435 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.  
(英)CG 88435     (適)ぶどう  
 
シーベリー しーべりー 
科名:グミ科   学名:Hippophae rhamnoides  
(英)Sea buckthorn, Sallow thorn     (適)シーベリー  
(同)スナヂグミ, オビルピーハ, サジー, サージ  
 
ジオウ じおう 
科名:ゴマノハグサ科   学名:Rehmannia glutinosa   (適)じおう  
(同)アカヤジオウ  
 
直播⽔稲 じかまきすいとう|ちょくはすいとう 
科名:イネ科   学名:Oryza sativa  
(英)Rice sown directly into the field     (適)稲  
 
ジネンジョ じねんじょ 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea japonica  
(英)Japanese yam    
 
ジネンジョ(塊茎) じねんじょ(かいけい) 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea japonica  
(英)Japanese yam(tubers)     (適)やまのいも  
 
ジネンジョムカゴ じねんじょむかご 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea japonica  
(英)Japanese yam(bulbils)     (適)やまのいも(むかご)  
 
ジャガイモ じゃがいも 
科名:ナス科   学名:Solanum tuberosum  
(英)Potato     (適)ばれいしょ  
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(同)バレイショ  
 
ジャスミン じゃすみん 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Jasmine     (適)ぶどう  
 
じゃばら じゃばら 
科名:ミカン科   学名:Citrus jabara  
(英)Jabara     (適)じゃばら  
(同)ジャバラ  
 
ジャボチカバ じゃぼちかば 
科名:フトモモ科   学名:Plinia cauliflora  
(英)Jaboticaba    
 
ジャボチカバ(果実) じゃぼちかば(かじつ) 
科名:フトモモ科   学名:Plinia cauliflora  
(英)Jaboticaba(fruits)     (適)ジャボチカバ  
 
ジャーマンカモミール じゃーまんかもみーる 
科名:キク科   学名:Matricaria recutita  
(英)German chamomile, Sweet false chamomile, Common chamomile     (適)カモミール  
(同)ドイツカミツレ  
 
⼗六ささげ じゅうろくささげ 
科名:マメ科   学名:Vigna unguiculata (var. sesquipedalis)  
(英)Yardlong bean, Asparagus bean     (適)未成熟ささげ  
(同)ナガササゲ, 三尺ササゲ  
 
ジュズダマ じゅずだま 
科名:イネ科   学名:Coix lacryma-jobi  
 
ジュンサイ じゅんさい 
科名:スイレン科   学名:Brasenia schreberi  
(英)Water shield     (適)じゅんさい  
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ジューンベリー じゅーんべりー 
科名:バラ科   学名:Amelancher spp.  
(英)Serviceberry, Juneberry    
(同)ザイフリボク, サービスベリー  
 

す 
スイカ すいか 
科名:ウリ科   学名:Citrullus lanatus  
(英)Watermelon     (適)すいか  
 
スイゼンジナ すいぜんじな 
科名:キク科   学名:Gynura bicolor   (適)すいぜんじな  
 
⽔稲 すいとう 
科名:イネ科   学名:Oryza sativa  
(英)Lowland rice     (適)稲  
 
翠峰 すいほう 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Siuho     (適)ぶどう  
 
スイートオレンジ すいーとおれんじ 
科名:ミカン科   学名:Citrus sinensis  
(英)Sweet orange     (適)オレンジ  
 
スイートコーン すいーとこーん 
科名:イネ科   学名:Zea mays  
(英)Sweetcorn     (適)未成熟とうもろこし  
 
スギモリゲイトウ すぎもりげいとう 
科名:ヒユ科   学名:Amaranthus cruentus  
(同)スギモリケイトウ, フジゲイトウ  
 
スギモリゲイトウ(茎葉) すぎもりげいとう(けいよう) 
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科名:ヒユ科   学名:Amaranthus cruentus   (適)アマランサス(茎葉)  
 
スギモリゲイトウ(種⼦) すぎもりげいとう(しゅし) 
科名:ヒユ科   学名:Amaranthus cruentus   (適)アマランサス(種⼦)  
 
酢茎菜 すぐきな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
スグリ すぐり 
科名:スグリ科   学名:Ribes spp.  
(英)Gooseberry     (適)すぐり  
(同)グースベリー  
 
スターフルーツ すたーふるーつ 
科名:カタバミ科   学名:Averrhoa carambola  
(英)Star fruit, Carambola, Caramba     (適)ゴレンシ  
(同)ゴレンシ  
 
スダチ すだち 
科名:ミカン科   学名:Citrus sudachi  
(英)Sudachi     (適)すだち  
 
スチューベン すちゅーべん 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Steuben     (適)ぶどう  
 
スティクシュンギク すてぃっくしゅんぎく 
科名:キク科   学名:Chrysanthemum coronarium   (適)しゅんぎく  
 
スティックセニョール すてぃっくせにょーる 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea (Italica Group)   (適)茎ブロッコリー  
 
ストック すとっく 
科名:アブラナ科   学名:Matthiola incana  
(英)Stock, Brompton stock    
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ストロベリーグアバ すとろべりーぐあば 
科名:フトモモ科   学名:Psidium cattleianum  
(英)Strawberry guava     (適)ストロベリーグアバ  
(同)イチゴグアバ, テリハバンジロウ  
 
スナップ すなっぷ 
科名:マメ科   学名:Pisum sativum   (適)さやえんどう  
(同)スナップエンドウ  
 
スペアミント すぺあみんと 
科名:シソ科   学名:Mentha spicata  
(英)Mint spear     (適)はっか  
(同)ミドリハッカ  
 
スペインカンゾウ すぺいんかんぞう 
科名:マメ科   学名:Glycyrrhiza glabra   (適)⽢草  
(同)⽢草  
 
スモモ すもも 
科名:バラ科   学名:Prunus salicina, Prunus domestica  
(英)Plums     (適)すもも  
 
スーダングラス すーだんぐらす 
科名:イネ科   学名:Sorghum sudanense  
(英)Sudan grass     (適)ソルガム  
 
ズッキーニ ずっきーに 
科名:ウリ科   学名:Cucurbita pepo (Melopepo Group)  
(英)Zucchini, Vegetable marrow     (適)ズッキーニ  
 
ズッキーニ(花) ずっきーに(はな) 
科名:ウリ科   学名:Cucurbita pepo (Melopepo Group)  
(英)Zucchini(flowers), Vegetable marrow(flowers)     (適)ズッキーニ(花)  
 

せ 
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⻘菜 せいさい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)たかな  
(同)セイサイ  
 
成熟インゲンマメ せいじゅくいんげんまめ 
科名:マメ科   学名:Phaseolus vulgaris  
(英)Kidney bean, Snap bean     (適)いんげんまめ  
 
成熟エンドウマメ せいじゅくえんどうまめ 
科名:マメ科   学名:Pisum sativum  
(英)Matured pea, Matured garden pea     (適)えんどうまめ  
 
成熟ササゲ せいじゅくささげ 
科名:マメ科   学名:Vigna unguiculata  
(英)Matured cowpea, Matured black-eyed pea, Matured southern pea     (適)ささげ  
 
成熟千⽯⾖ せいじゅくせんごくまめ 
科名:マメ科   学名:Lablab purpureus   (適)ふじまめ  
 
成熟ソラマメ せいじゅくそらまめ 
科名:マメ科   学名:Vicia faba  
(英)Matured broad bean, Matured horsebean     (適)そらまめ  
 
成熟タチナタマメ せいじゅくたちなたまめ 
科名:マメ科   学名:Canavalia ensiformis  
(英)matured Jack-bean    
 
成熟ダイズ せいじゅくだいず 
科名:マメ科   学名:Glycine max  
(英)Matured soybean     (適)だいず  
 
成熟トウモロコシ せいじゅくとうもろこし 
科名:イネ科   学名:Zea mays  
(英)Matured corn     (適)とうもろこし(⼦実)  
 
成熟ナタマメ せいじゅくなたまめ 



 73 

科名:マメ科   学名:Canavalia gladiata  
(英)Matured sword bean     (適)なたまめ  
 
成熟ヒラマメ せいじゅくひらまめ 
科名:マメ科   学名:Lens culinaris  
(英)Matured lentil    
 
成熟フジマメ せいじゅくふじまめ 
科名:マメ科   学名:Lablab purpureus  
(英)Matured hyacinth bean     (適)ふじまめ  
 
成熟ライマビーン せいじゅくらいまびーん 
科名:マメ科   学名:Phaseolus lunatus  
(英)Matured lima bean, Matured sieva bean    
 
成熟ラッカセイ せいじゅくらっかせい 
科名:マメ科   学名:Arachis hypogaea  
(英)matured peanut, matured groundnut     (適)らっかせい  
 
セイベル９１１０ せいべる 9110 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.  
(英)Seibel 9110     (適)ぶどう  
 
セイヨウアブラナ せいようあぶらな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica napus  
(同)洋種ナタネ  
 
セイヨウカボチャ せいようかぼちゃ 
科名:ウリ科   学名:Cucurbita maxima  
(英)Winter squash, Squash     (適)かぼちゃ  
(同)クリカボチャ, ウインタースカッシュ  
 
⻄洋ゴボウ せいようごぼう 
科名:キク科   学名:Tragopogon porrifolius  
(英)Salsify, Vegetable oyster     (適)⻄洋ごぼう  
(同)セルシフィー, バラモンジン, サルシファイ, サルジフィ  
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セイヨウナシ せいようなし 
科名:バラ科   学名:Pyrus communis  
(英)European pear     (適)なし  
 
⻄洋ニンジン せいようにんじん 
科名:セリ科   学名:Daucus carota   (適)にんじん  
 
⾚嶺 せきれい 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Sekirei     (適)ぶどう  
 
セシリア せしりあ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Cecilia     (適)ぶどう  
 
雪⽩体菜 せっぱくたいさい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)たいさい  
 
せとか せとか 
科名:ミカン科   学名:Citrus spp.  
(英)Setoka     (適)せとか  
 
瀬⼾ジャイアンツ せとじゃいあんつ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Seto Giants     (適)ぶどう  
 
セネカ せねか 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Seneca     (適)ぶどう  
 
セネガ せねが 
科名:ヒメハギ科   学名:Polygala senega  
(英)Senega     (適)セネガ  
(同)ヒロハセネガ  
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セミノール せみのーる 
科名:ミカン科   学名:Citrus paradisi x Citrus tangerina  
(英)Seminole     (適)セミノール  
 
セリ せり 
科名:セリ科   学名:Oenanthe javanica  
(英)Water dropwort     (適)せり  
(同)カワナ  
 
芹⽥菜 せりたな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica spp.   (適)おおさきな  
 
セリフォン せりふぉん 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)からしな  
 
セルバチコ せるばちこ 
科名:アブラナ科   学名:Diplotaxis tenuifolia  
(英)Selvatica, Wild rocket     (適)ルッコラ  
(同)ワイルドルッコラ  
 
セルリアック せるりあっく 
科名:セリ科   学名:Apium graveolens (var. rapaceum)  
(英)Celriac, Turnip-rooted celery     (適)セルリアック  
(同)ネセルリ, イモセルリ, カブラミツバ, ネセロリ  
 
セレベス せれべす 
科名:サトイモ科   学名:Colocasia esculenta   (適)さといも  
 
セロリ せろり 
科名:セリ科   学名:Apium graveolens (var. dulce)  
(英)Celery    
(同)セルリ, セロリー, オランダミツバ  
 
セロリ(茎) せろり(くき) 
科名:セリ科   学名:Apium graveolens (var. dulce)  
(英)Celery(stems)    
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セロリ(茎葉) せろり(けいよう) 
科名:セリ科   学名:Apium graveolens (var. dulce)  
(英)Celery(stems and leaves)     (適)セルリー  
 
セロリ(葉) せろり(は) 
科名:セリ科   学名:Apium graveolens (var. dulce)  
(英)Celery(leaves)    
 
繊維⽤アマ せんいようあま 
科名:アマ科   学名:Linum usitatissimum  
(英)Flax for the fiber     (適)あま  
 
センキュウ せんきゅう 
科名:セリ科   学名:Cnidium officinale   (適)せんきゅう  
 
千⽯⾖ せんごくまめ 
科名:マメ科   学名:Lablab purpureus  
(同)ツルマメ, 加賀ツルマメ  
 
千住 せんじゅう 
科名:ユリ科   学名:Allium fistulosum   (適)ねぎ  
 
仙台芭蕉菜 せんだいばしょうな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)仙台芭蕉菜  
 
仙台雪菜 せんだいゆきな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)仙台雪菜  
 
センニチコウ せんにちこう 
科名:ヒユ科   学名:Gomphrena globosa  
(英)Glove amaranth, Bachelor's button    
 
センブリ せんぶり 
科名:リンドウ科   学名:Swertia japonica   (適)せんぶり  
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千宝菜１号 せんぽうさいいちごう 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)千宝菜１号  
 
千宝菜２号 せんぽうさいにごう 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)千宝菜２号  
 
セージ せーじ 
科名:シソ科   学名:Salvia officinalis  
(英)Sage     (適)セージ  
(同)コモンセージ  
 
ゼンマイ ぜんまい 
科名:ゼンマイ科   学名:Osmunda japonica  
(英)Japanese royal fern     (適)ぜんまい  
 

そ 
ソバ そば 
科名:タデ科   学名:Fagopyrum esculentum  
(英)Buckwheat    
 
ソラマメ そらまめ 
科名:マメ科   学名:Vicia faba  
(英)Broad bean, Horsebean    
 
ソルガム そるがむ 
科名:イネ科   学名:Sorghum bicolor  
(英)Sorghum    
(同)モロコシ, タカキビ, コウリャン  
 
ソレル それる 
科名:タデ科   学名:Rumex acetosa  
(英)Garden sorrel     (適)⾷⽤すいば  
(同)スイバ, オゼイユ, スカンポ  
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ソースタイム そーすたいむ 
科名:シソ科   学名:Thymus zygis  
(英)Sauce thyme     (適)タイム  
 

た 
タアサイ たあさい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Narinosa Group)  
(英)Tatsoi     (適)タアサイ  
(同)ユキナ  
 
タイサイ たいさい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Chinensis Group)  
(英)Pak-choi     (適)たいさい, パクチョイ  
(同)シャクシナ, パクチョイ, タイナ  
 
タイム たいむ 
科名:シソ科   学名:Thymus vulgaris  
(英)Thyme, Common thyme     (適)タイム  
(同)タチジャコウソウ  
 
⾼墨 たかすみ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Takasumi     (適)ぶどう  
 
⾼妻 たかつま 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Takatsuma     (適)ぶどう  
 
タカナ たかな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea (Integlifolia Group)   (適)たかな  
 
鷹の⽖ たかのつめ 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum   (適)とうがらし  
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タカミ たかみ 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo   (適)メロン  
 
タケノコ たけのこ 
科名:イネ科   学名:Phyllostachys bambusoides, Phyllostachys heterocycla, Phyllostachys 
nigra  
(英)Bamboo shoot     (適)たけのこ  
 
筍いも たけのこいも 
科名:サトイモ科   学名:Colocasia esculenta   (適)さといも  
 
タチスベリヒユ たちすべりひゆ 
科名:スベリヒユ科   学名:Portulaca oleracea (var. sativa)  
(英)Kitchen garden purslane, Little hogweed     (適)⾷⽤すべりひゆ  
(同)オオスベリヒユ, ヒョウナ  
 
タチチシャ たちちしゃ 
科名:キク科   学名:Lactuca sativa (Longifolia Group)  
(英)Cos lettuce     (適)⽴ちちしゃ  
(同)コスレタス, ロメインレタス, タチレタス  
 
タチナタマメ たちなたまめ 
科名:マメ科   学名:Canavalia ensiformis  
(英)Jack-bean    
 
タノレッド たのれっど 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Tano Red     (適)ぶどう  
 
タバコ たばこ 
科名:ナス科   学名:Nicotiana tabacum  
(英)Tobacco     (適)たばこ  
 
旅路 たびじ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
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たべたい菜 たべたいな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica spp.   (適)たべたい菜  
 
⾷べて菜 たべてな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)⾷べて菜  
 
タマネギ たまねぎ 
科名:ユリ科   学名:Allium cepa  
(英)Onion    
 
タマネギ(鱗茎) たまねぎ(りんけい) 
科名:ユリ科   学名:Allium cepa  
(英)Onion(bulbs)     (適)たまねぎ  
 
多摩ゆたか たまゆたか 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Tamayutaka     (適)ぶどう  
 
タモギタケ たもぎたけ 
科名:ヒラタケ科   学名:Pleurotus cornucopiae  
(英)Golden oyster mushroom, Horn-like pleurotus    
(同)ニレタケ  
 
タラゴン たらごん 
科名:キク科   学名:Artemisia dracunculus  
(英)French tarragon     (適)タラゴン  
(同)エストラゴン, フレンチタラゴン  
 
タラノキ たらのき 
科名:ウコギ科   学名:Aralia elata  
(英)Japanese angelica tree    
 
タラの芽 たらのめ 
科名:ウコギ科   学名:Aralia elata  
(英)Japanese angelica tree(shoot)     (適)たらのき  
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タロガヨ たろがよ 
科名:ミカン科   学名:Citrus spp.  
(英)Tarogayo     (適)タロガヨ  
(同)タルガヨ  
 
タンカン たんかん 
科名:ミカン科   学名:Citrus tankan  
(英)Tankan     (適)たんかん  
 
タンゼロ たんぜろ 
科名:ミカン科   学名:Citrus x tangero, Citrus paradisi x Citrus tangerina  
(英)Tangelos    
 
⼤⽟露 たーゆーるー 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
ダイオウ だいおう 
科名:タデ科   学名:Rheum spp.  
(英)Medical rhubarb     (適)だいおう  
 
ダイコン だいこん 
科名:アブラナ科   学名:Raphanus sativus (Daikon Group)  
(英)Japanese radish, Daikon     (適)だいこん  
(同)スズシロ  
 
ダイコン(根) だいこん(ね) 
科名:アブラナ科   学名:Raphanus sativus (Daikon Group)  
(英)Japanese radish(roots), Daikon(roots)     (適)だいこん  
 
ダイショ だいしょ 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea alata  
(英)Greater yam    
 
ダイショ(塊茎) だいしょ(かいけい) 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea alata  
(英)Greater yam(tubers)     (適)やまのいも  
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ダイズ だいず 
科名:マメ科   学名:Glycine max  
(英)Soybean    
 
ダイズモヤシ だいずもやし 
科名:マメ科   学名:Glycine max  
(英)Soybean sprouts    
 
ダイダイ だいだい 
科名:ミカン科   学名:Citrus aurantium  
(英)Bitter orange, Sour orange, Seville orange, Daidai    
(同)サワーオレンジ  
 
⼤納⾔ だいなごん 
科名:マメ科   学名:Vigna angularis   (適)あずき  
 
ダッタンソバ だったんそば 
科名:タデ科   学名:Fagopyrum tataricum  
(英)Tartary buckwheat     (適)だったんそば  
 
だついも だついも 
科名:サトイモ科   学名:Colocasia esculenta   (適)さといも(葉柄)  
 
ダークオパールバジル だーくおぱーるばじる 
科名:シソ科   学名:Ocimum basilicum   (適)バジル  
 
ダークリッジ だーくりっじ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Dark Ridge     (適)ぶどう  
 

ち 
チェリモヤ ちぇりもや 
科名:バンレイシ科   学名:Annona cherimola  
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(英)Cherimoya, Custard apple     (適)チェリモヤ  
 
チェリー ちぇりー 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
チェリーセージ ちぇりーせーじ 
科名:シソ科   学名:Salvia spp.  
(英)Cherry sage     (適)セージ  
 
チコリ ちこり 
科名:キク科   学名:Cichorium intybus  
(英)Chicory    
(同)アンディーブ, チコリー, キクニガナ  
 
チコリ(茎葉) ちこり(けいよう) 
科名:キク科   学名:Cichorium intybus  
(英)Chicory(stems and leaves)     (適)チコリ  
 
チコリ(根株) ちこり(ねかぶ) 
科名:キク科   学名:Cichorium intybus  
(英)Chicory(root stocks)     (適)チコリ(根株)  
 
チコリ(芽) ちこり(め) 
科名:キク科   学名:Cichorium intybus  
(英)Chicory(sprouts)    
 
チチタケ ちちたけ 
科名:ベニタケ科   学名:Lactarius volemus  
(同)チタケ  
 
ちぢみ菜 ちぢみな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica spp.   (適)タアサイ  
 
チマサンチュ ちまさんちゅ 
科名:キク科   学名:Lactuca sativa (Angustana Group)   (適)かきちしゃ  
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チモシー ちもしー 
科名:イネ科   学名:Phleum pratense  
(英)Timothy     (適)いね科牧草  
(同)オオアワガエリ  
 
チャ ちゃ 
科名:ツバキ科   学名:Camellia sinensis  
(英)Tea     (適)茶  
 
乍那 ちゃなー 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
チャービル ちゃーびる 
科名:セリ科   学名:Anthriscus cerefolium  
(英)Chervil    
(同)ノハラジャク, セルフィーユ, ウイキョウゼリ  
 
チャービル(茎葉) ちゃーびる(けいよう) 
科名:セリ科   学名:Anthriscus cerefolium  
(英)Chervil(stems and leaves)     (適)チャービル  
 
チャービル(葉) ちゃーびる(は) 
科名:セリ科   学名:Anthriscus cerefolium  
(英)Chervil(leaves)    
 
チュウゴクグリ ちゅうごくぐり 
科名:ブナ科   学名:Castanea mollissima  
(英)Chinese chestnut    
(同)アマグリ  
 
チュウゴクナシ ちゅうごくなし 
科名:バラ科   学名:Pyrus ussuriensis (var. ussuriensis)  
(英)Chinese pear     (適)なし  
(同)ホクシヤマナシ, イワテヤマナシ  
 
⻑禅寺菜 ちょうぜんじな 
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科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
チョロギ ちょろぎ 
科名:シソ科   学名:Stachys sieboldii  
(英)Chinese artichoke, Japanese artichoke     (適)ちょろぎ  
(同)チョロウギ, ヒダリネジ, ホライモ, テウロギ, ソウセキサン  
 
縮緬茎⽴菜 ちりめんくきたちな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica spp.   (適)くきたちな  
 
チンゲンサイ ちんげんさい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Chinensis Group)  
(英)Green pak - choy     (適)チンゲンサイ  
 
チンゲンサイ(ナバナ) ちんげんさい(なばな) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Chinensis Group)  
(英)Green pak - choy(nabana)     (適)チンゲンサイ(なばな的栽培)  
 
京早晶 ちんつぁおちん 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Jingzaojin     (適)ぶどう  
 
チンピ ちんぴ 
科名:ミカン科   学名:Citrus unshiu  
 
チーマディラーパ ちーまでぃらーぱ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa  
(英)Cima di rapa     (適)チーマデラーバ  
 

つ 
ツクネイモ つくねいも 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea polystachya  
 
ツクネイモ(塊茎) つくねいも(かいけい) 
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科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea polystachya   (適)やまのいも  
 
津⽥ つだ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
ツバキ つばき 
科名:ツバキ科   学名:Camellia spp.  
(英)Camellia    
 
摘菜花 つみなばな 
科名:アブラナ類   学名:Brassica spp.   (適)つぼみな, 摘菜花  
 
ツルアズキ つるあずき 
科名:マメ科   学名:Vigna umbellata  
(英)Rice bean    
(同)ライスビーン, タケアズキ  
 
ツルナ つるな 
科名:ツルナ科   学名:Tetragonia tetragonioides  
(英)New Zealand spinach     (適)つるな  
(同)ハマヂシャ, ハマナ  
 
ツルムラサキ つるむらさき 
科名:ツルムラサキ科   学名:Basella alba  
(英)Malabar nightshade, Malabar spinach, Ceylon spinach     (適)つるむらさき  
(同)バセラ, シンツルムラサキ  
 
ツワブキ つわぶき 
科名:キク科   学名:Farfugium japonicum   (適)つわぶき  
 

て 
テオシント ておしんと 
科名:イネ科   学名:Zea mays (ssp. mexicana), Zea mays (ssp. parviglumis), Zea mays (ssp. 
huehuetenangens  
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(英)Teosinte    
 
てごろ菜 てごろな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)てごろ菜  
(同)テゴロナ, テゴロ菜  
 
テフ てふ 
科名:イネ科   学名:Eragrostis tef  
(英)Teff, Tef    
 
テンサイ てんさい 
科名:ヒユ科   学名:Beta vulgaris (var. saccharifera)  
(英)Sugar beet     (適)てんさい  
(同)サトウダイコン, ビート  
 
天秀 てんしゅう 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
天王寺 てんのうじ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
テーブルビート てーぶるびーと 
科名:ヒユ科   学名:Beta vulgaris (var. esculenta)  
(英)Table beet, Red beet, Beetroot     (適)かえんさい  
(同)カエンサイ, テーブルビーツ, レッドビート, ガーデンビート  
 
ディル でぃる 
科名:セリ科   学名:Anethum graveolens  
(英)Dill    
(同)イノンド  
 
ディル(茎) でぃる(くき) 
科名:セリ科   学名:Anethum graveolens  
(英)Dill(stems)    
 
ディル(茎葉) でぃる(けいよう) 
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科名:セリ科   学名:Anethum graveolens  
(英)Dill(stems and leaves)     (適)ディル(葉)  
 
ディル(種⼦) でぃる(しゅし) 
科名:セリ科   学名:Anethum graveolens  
(英)Dill(seeds)     (適)ディル(種⼦)  
 
ディル(葉) でぃる(は) 
科名:セリ科   学名:Anethum graveolens  
(英)Dill(leaves)     (適)ディル(葉)  
 
デコポン でこぽん 
科名:ミカン科   学名:Citrus spp.   (適)不知⽕  
 
デトロイト でとろいと 
科名:ヒユ科   学名:Beta vulgaris   (適)ふだんそう  
 
デトロイトダークレッド でとろいとだーくれっど 
科名:ヒユ科   学名:Beta vulgaris   (適)かえんさい  
 
デューベリー でゅーべりー 
科名:バラ科   学名:Rubus caesius, Rubus flagellaris, Rubus ursinus  
(英)Dewberry    
(同)ヨーロピアンデューベリー, ノーザンデューベリー, カリフォルニアデューベリー  
 
デラウエア でらうえあ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Delaware     (適)ぶどう  
 

と 
トウガラシ とうがらし 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum  
(英)Hot pepper    
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トウガラシ(果実) とうがらし(かじつ) 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum  
(英)Hot pepper(fruits)     (適)とうがらし  
 
トウガラシ(葉) とうがらし(は) 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum  
(英)Hot pepper(leaves)     (適)とうがらし(葉)  
 
トウガン とうがん 
科名:ウリ科   学名:Benincasa hispida  
(英)Chinese preserving melon, Wax gourd, White gourd, Ash gourd     (適)とうがん  
(同)カモウリ  
 
トウキ とうき 
科名:セリ科   学名:Angelica acutiloba  
(英)Japanese angelica     (適)とうき  
 
トウキ(葉) とうき(は) 
科名:セリ科   学名:Angelica acutiloba  
(英)Japanese angelica(leaves)     (適)とうき(葉)  
 
トウスケボウフウ とうすけぼうふう 
科名:セリ科   学名:Saposhnikovia divaricata   (適)とうすけぼうふう  
(同)ボウフウ  
 
冬⾍夏草 とうちゅうかそう 
科名:バッカクキン科   学名:Cordyceps spp.  
(英)Plant worms    
 
トウミョウ とうみょう 
科名:マメ科   学名:Pisum sativum  
(英)Pea sprouts    
 
トウモロコシ とうもろこし 
科名:イネ科   学名:Zea mays  
(英)Corn, Maize    
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(同)トウキビ, ナンバンキビ, コウライキビ  
 
トチュウ(葉) とちゅう(は) 
科名:トチュウ科   学名:Eucommia ulmoides   (適)とちゅう(葉)  
 
とっくりいも とっくりいも 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea polystachya  
 
とっくりいも(塊茎) とっくりいも(かいけい) 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea polystachya   (適)やまのいも  
 
トマト とまと 
科名:ナス科   学名:Solanum lycopersicum  
(英)Tomato     (適)トマト  
 
⻁⽪タイガーメロン とらかわたいがーめろん 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo (Makuwa Group)   (適)まくわうり  
 
⻁⾖ とらまめ 
科名:マメ科   学名:Phaseolus vulgaris   (適)いんげんまめ  
 
トリカブト とりかぶと 
科名:キンポウゲ科   学名:Aconitum carmichaelii  
(英)Aconite    
(同)ハナトリカブト  
 
トリュフ とりゅふ 
科名:セイヨウショウロタケ科   学名:Tuber sp.  
(英)Truffles    
 
トレニア とれにあ 
科名:ゴマノハグサ科   学名:Torenia fournieri  
(英)Wishbone flower, Bluewings    
 
トレビス とれびす 
科名:キク科   学名:Cichorium intrybus  
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(英)Red chicory, trevise     (適)トレビス  
(同)トレビッツ, トレビツ, レッドチコリ  
 
トンブリ とんぶり 
科名:ヒユ科   学名:Bassia scoparia, Kochia scoparia  
(英)Summer cypress(seed), Belvedere(seed), Mexican-fireweed(seed)     (適)ほうきぎ  
 
トールフェスク とーるふぇすく 
科名:イネ科   学名:Festuca arundinacea  
(英)Tall fescue     (適)いね科牧草  
(同)オニウシノケグサ  
 
ドクダミ どくだみ 
科名:ドクダミ科   学名:Houttuynia cordata  
(英)Chinese lizard tail, Fish mint     (適)どくだみ  
 
ドラゴンフルーツ どらごんふるーつ 
科名:サボテン科   学名:Hylocereus undatus  
(英)Pitaya, Dragon fruits     (適)ピタヤ  
(同)サンカクサボテン  
 
ドリアン どりあん 
科名:パンヤ科   学名:Durio zibethinus  
(英)Durian, Civet-Cat fruit    
 
 
 

な 
ナイアガラ ないあがら 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Niagara     (適)ぶどう  
 
ナイヤガラマラベルファ ないやがらまらべるふぁ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
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中島菜 なかじまな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)なかじまな  
 
ナガイモ ながいも 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea polystachya  
(英)Chinese yam    
 
ナガイモ(塊茎) ながいも(かいけい) 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea polystachya  
(英)Chinese yam(tubers)     (適)やまのいも  
 
ナガイモムカゴ ながいもむかご 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea polystachya  
(英)Chinese yam(bulbils)     (適)やまのいも(むかご)  
 
⻑岡菜 ながおかな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)たいさい  
 
⻑崎⽩菜 ながさきはくさい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa  
(英)Nagasaki-hakusai     (適)⻑崎はくさい  
(同)トウジンナ, トウナ  
 
⻑⾨ユズキチ ながとゆずきち 
科名:ミカン科   学名:Citrus spp.  
(英)Nagatoyuzukichi     (適)⻑⾨ユズキチ  
 
ナガノパープル ながのぱーぷる 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Nagano Purple     (適)ぶどう  
 
ナシ なし 
科名:バラ科   学名:Pyrus communis, Pyrus ussuriensis, Pyrus pyrifolia  
(英)Pear     (適)なし  
 



 93 

ナス なす 
科名:ナス科   学名:Solanum melongena  
(英)Eggplant     (適)なす  
 
ナズナ なずな 
科名:アブラナ科   学名:Capsella bursa-pastoris  
(英)Shepherd's purse, Capsell, Mother's heart     (適)なずな  
(同)サイ  
 
ナタネ なたね 
科名:アブラナ科   学名:Brassica spp.  
(英)Rapa seed     (適)なたね  
 
ナタマメ なたまめ 
科名:マメ科   学名:Canavalia gladiata  
(英)Sword bean    
 
ナツミカン なつみかん 
科名:ミカン科   学名:Citrus natsudaidai  
(英)Natsudaidai     (適)なつみかん  
(同)ナツダイダイ, ナツカン  
 
ナツメ なつめ 
科名:クロウメモドキ科   学名:Ziziphus jujuba  
(英)Jujube, Common Jujube     (適)なつめ  
 
ナデシコ なでしこ 
科名:ナデシコ科   学名:Dianthus spp.  
 
なにわ菜 なにわな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)しろな  
 
ナバナ なばな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa, Brassica napus  
(英)Nabana     (適)なばな  
(同)ナノハナ  
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ナメコ なめこ 
科名:モエギタケ科   学名:Pholiota nameko  
(英)Nameko mushroom     (適)なめこ  
 
鳴沢菜 なるさわな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
軟化ショウガ なんかしょうが 
科名:ショウガ科   学名:Zingiber officinale   (適)葉しょうが  
(同)筆ショウガ  
 
ナンテン なんてん 
科名:メギ科   学名:Nandina domestica  
(英)Nandina, Heavenly bamboo    
 

に 
⼆貫⽬体菜 にかんめたいさい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)たいさい  
 
ニガウリ にがうり 
科名:ウリ科   学名:Momordica charantia  
(英)Bitter gourd, Bitter cucumber     (適)にがうり  
(同)ゴーヤ, ツルレイシ  
 
ニガハッカ にがはっか 
科名:シソ科   学名:Marrubium vulgare  
 
⼆条オオムギ にじょうおおむぎ 
科名:イネ科   学名:Hordeum vulgare  
(英)Two-row barley     (適)⼤⻨  
 
⽇光 にっこう 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum   (適)とうがらし  
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ニホンカボチャ にほんかぼちゃ 
科名:ウリ科   学名:Cucurbita moschata  
(英)Japanese squash, Winter squash, Crookneck squash, Butternut squash     (適)かぼちゃ  
 
ニホングリ にほんぐり 
科名:ブナ科   学名:Castanea crenata  
(英)Japanese chestnut    
 
ニホンスモモ にほんすもも 
科名:バラ科   学名:Prunus salicina  
(英)Japanese plum     (適)すもも  
(同)プラム  
 
ニホンナシ にほんなし 
科名:バラ科   学名:Pyrus pyrifolia  
(英)Japanese pear, Sand pear     (適)なし  
(同)ヤマナシ, ワナシ  
 
ニューナイ にゅーない 
科名:ブドウ科   学名:Vitis Vinifera  
(英)Nyunai     (適)ぶどう  
 
ニューメロン にゅーめろん 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo   (適)まくわうり  
 
ニューヨークマスカット にゅーよーくますかっと 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)New York Muscat     (適)ぶどう  
 
ニラ にら 
科名:ユリ科   学名:Allium tuberosum  
(英)Chinese chive    
 
ニラ(花茎) にら(かけい) 
科名:ユリ科   学名:Allium tuberosum  
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(英)Chinese chive(flower stalk)     (適)にら(花茎)  
 
ニラ(葉) にら(は) 
科名:ユリ科   学名:Allium tuberosum  
(英)Chinese chive(leaves)     (適)にら  
 
ニンジン にんじん 
科名:セリ科   学名:Daucus carota  
(英)Carrot    
 
ニンジン(根) にんじん(ね) 
科名:セリ科   学名:Daucus carota  
(英)Carrot(roots)     (適)にんじん  
 
ニンジン(葉) にんじん(は) 
科名:セリ科   学名:Daucus carota  
(英)Carrot(leaves)    
 
ニンニク にんにく 
科名:ユリ科   学名:Allium sativum  
(英)Garlic    
(同)ガーリック  
 
ニンニク(花茎) にんにく(かけい) 
科名:ユリ科   学名:Allium sativum  
(英)Garlic(flower stalk)     (適)にんにく(花茎)  
 
ニンニク(鱗茎) にんにく(りんけい) 
科名:ユリ科   学名:Allium sativum  
(英)Garlic(bulbs)     (適)にんにく  
 
ニンポウキンカン にんぽうきんかん 
科名:ミカン科   学名:Citrus japonica 'Crassifolia'  
(英)Meiwa kumquat     (適)きんかん  
(同)ネイハキンカン, メイワキンカン, フクシュウキンカン  



 97 

 

ね 
ネオマスカット ねおますかっと 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Neo Muscat     (適)ぶどう  
 
ネオマート ねおまーと 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Neomart     (適)ぶどう  
 
ネギ ねぎ 
科名:ユリ科   学名:Allium fistulosum  
(英)Welsh onion     (適)ねぎ  
 
ネクタリン ねくたりん 
科名:バラ科   学名:Prunus persica  
(英)Nectarine     (適)ネクタリン  
(同)アブラモモ, ズバイモモ  
 
ネヘレスコール ねへれすこーる 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
根ミツバ ねみつば 
科名:セリ科   学名:Cryptotaenia canadensis   (適)みつば  
 
ネーブル ねーぶる 
科名:ミカン科   学名:Citrus sinensis (var. brasiliensis)  
(英)Navel     (適)ネーブル  
(同)ネーブルオレンジ  
 

の 



 98 

ノウゼンハレン のうぜんはれん 
科名:ノウゼンハレン科   学名:Tropaeolaceae  
 
ノカンゾウ のかんぞう 
科名:ユリ科   学名:Hemerocallis fulva (var. disticha)  
 
ノカンゾウ(花) のかんぞう(はな) 
科名:ユリ科   学名:Hemerocallis fulva (var. disticha)   (適)かんぞう(花)  
 
野沢菜 のざわな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa  
(英)Nozawana     (適)のざわな  
 
ノビル のびる 
科名:ユリ科   学名:Allium macrostemon  
(英)Wild garlic, Long-stamen chive     (適)のびる  
(同)キモト, コビル, ヒル, タマヒロコ  
 
のらぼうな のらぼうな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)のらぼうな  
 
ノースブラック のーすぶらっく 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)North Black     (適)ぶどう  
 
ノースレッド のーすれっど 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)North Red     (適)ぶどう  
 

は 
ハイブッシュブルーベリー はいぶっしゅぶるーべりー 
科名:ツツジ科   学名:Vaccinium corymbosum  
(英)Highbush blueberry, Swamp blueberry    
(同)ヌマスノキ  
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ハイベリー はいべりー 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
ハオチィ菜 はおちぃな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)体中菜  
 
博多 はかた 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)博多⽩菜  
(同)博多ハクサイ  
 
博多蕾菜 はかたつぼみな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)博多蕾菜  
 
ハクサイ はくさい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Pekinensis Group)  
(英)Chinese cabbage     (適)はくさい  
 
ハクサイ(ナバナ) はくさい(なばな) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Pekinensis Group)  
(英)Chinese cabbage(nabana)     (適)はくさい(なばな的栽培)  
 
⽩峰 はくほう 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
はぐらうり はぐらうり 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo (Conmon Group)   (適)しろうり  
 
ハコベ はこべ 
科名:ナデシコ科   学名:Stellaria media  
(英)Chickweed     (適)はこべ  
(同)コハコベ  
 
葉ゴボウ はごぼう 
科名:キク科   学名:Arctium lappa  
(英)Edible burdock with leaves     (適)葉ごぼう  
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葉ショウガ はしょうが 
科名:ショウガ科   学名:Zingiber officinale  
(英)Young ginger with leaves     (適)葉しょうが  
 
はじかみしょうが はじかみしょうが 
科名:ショウガ科   学名:Zingiber officinale   (適)葉しょうが  
 
ハス はす 
科名:ハス科   学名:Nelumbo nucifera  
(英)East Indian lotus, Sacred lotus    
 
ハスイモ はすいも 
科名:サトイモ科   学名:Colocasia gigantea  
(英)Giant elephant ear, Indian taro    
(同)タイモ  
 
ハスイモ(塊茎) はすいも(かいけい) 
科名:サトイモ科   学名:Colocasia gigantea  
(英)Giant elephant ear(tuber), Indian taro(tuber)     (適)はすいも(塊茎)  
 
ハスイモ(葉柄) はすいも(ようへい) 
科名:サトイモ科   学名:Colocasia gigantea  
(英)Giant elephant ear(petiole), Indian taro(petiole)     (適)はすいも(葉柄)  
 
ハスカップ はすかっぷ 
科名:スイカズラ科   学名:Lonicera caerulea (var. emphyllocalyx)  
(英)Blue honeysuckle berry     (適)ハスカップ  
(同)ケヨノミ, クロミノウグイスカグラ  
 
ハタケシメジ はたけしめじ 
科名:キシメジ科   学名:Lyophyllum decastes  
 
畑菜 はたけな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)はたけな  
 



 101 

畑菜(ナバナ) はたけな(なばな) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)はたけな(なばな的栽培)  
 
葉タマネギ はたまねぎ 
科名:ユリ科   学名:Allium cepa  
(英)Young onion with leaves     (適)葉たまねぎ  
 
畑ワサビ はたわさび 
科名:アブラナ科   学名:Eutrema japonicum  
(英)Farm-grown wasabi, Farm-grown Japanese horse-radish     (適)畑ワサビ  
(同)オカワサビ  
 
畑ワサビ(花茎) はたわさび(かけい) 
科名:アブラナ科   学名:Eutrema japonicum  
(英)Farm-grown wasabi(flower stalks), Farm-grown Japanese horse-radish(flower 
stalks)     (適)畑ワサビ  
 
畑ワサビ(根茎) はたわさび(こんけい) 
科名:アブラナ科   学名:Eutrema japonicum  
(英)Farm-grown wasabi(rhizomes), Farm-grown Japanese horse-radish(rhizomes)     (適)
畑ワサビ  
 
畑ワサビ(葉) はたわさび(は) 
科名:アブラナ科   学名:Eutrema japonicum  
(英)Farm-grown wasabi(leaves), Farm-grown Japanese horse-radish(leaves)     (適)畑ワサ
ビ  
 
畑ワサビ(花) はたわさび(はな) 
科名:アブラナ科   学名:Eutrema japonicum  
(英)Farm-grown wasabi(flowers), Farm-grown Japanese horse-radish(flowers)     (適)畑ワ
サビ  
 
畑ワサビ(葉柄) はたわさび(ようへい) 
科名:アブラナ科   学名:Eutrema japonicum  
(英)Farm-grown wasabi(petioles), Farm-grown Japanese horse-radish(petioles)    
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葉ダイコン はだいこん 
科名:アブラナ科   学名:Raphanus sativus (Daikon Group)  
(英)Japanese radish(leaves), Daikon(leaves)     (適)だいこん  
 
ハダカムギ はだかむぎ 
科名:イネ科   学名:Hordeum vulgare  
(英)Naked barley     (適)⼤⻨  
 
ハチク はちく 
科名:イネ科   学名:Phyllostachys nigra  
(英)Black bamboo    
 
ハチクタケノコ はちくたけのこ 
科名:イネ科   学名:Phyllostachys nigra  
(英)Black bamboo shoot     (適)たけのこ  
 
ハッカ はっか 
科名:シソ科   学名:Mentha canadensis  
(同)メグサ, エゾハッカ, タイワンハッカ, ニホンハッカ  
 
ハッカ類 はっかるい 
科名:シソ科   学名:Mentha spp.  
(英)Mint     (適)はっか  
(同)ミント類  
 
ハッサク はっさく 
科名:ミカン科   学名:Citrus hassaku  
(英)Hassaku     (適)はっさく  
 
ハツカダイコン はつかだいこん 
科名:アブラナ科   学名:Raphanus sativus (Radicula Group)  
(英)Radish     (適)はつかだいこん  
(同)ラディッシュ  
 
ハツカダイコン(根) はつかだいこん(ね) 
科名:アブラナ科   学名:Raphanus sativus (Radicula Group)  
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(英)Radish(roots)     (適)はつかだいこん  
 
ハツカダイコン(葉) はつかだいこん(は) 
科名:アブラナ科   学名:Raphanus sativus (Radicula Group)  
(英)Radish(leaves)     (適)はつかだいこん  
 
⼋ツ頭 はつがしら 
科名:サトイモ科   学名:Colocasia esculenta   (適)さといも  
 
ハトムギ はとむぎ 
科名:イネ科   学名:Coix lacryma-jobi (var. lacryma-jobi)  
(英)Job's tears     (適)はとむぎ  
 
はなっこりー はなっこりー 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa x Brassica oleracea   (適)はなっこりー  
 
はなな はなな 
科名:アブラナ科   (適)なばな  
 
花ハス はなはす 
科名:ハス科   学名:Nelumbo nucifera  
(英)East Indian lotus(flowers), Sacred lotus(flowers)     (適)花はす  
 
ハナビラタケ はなびらたけ 
科名:ハナビラタケ科   学名:Sparassis crispa  
(英)Cauliflower fungus    
 
花丸 はなまる 
科名:ウリ科   学名:Cucumis sativus   (適)きゅうり(花)  
 
葉ニンジン はにんじん 
科名:セリ科   学名:Daucus carota  
(英)Young carrot with leaves     (適)にんじん(葉)  
 
葉ニンニク はにんにく 
科名:ユリ科   学名:Allium sativum  
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(英)Young garlic with leaves     (適)葉にんにく  
 
ハニービーナス はにーびーなす 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Honey Venus     (適)ぶどう  
 
ハニーブラック はにーぶらっく 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Honey Black     (適)ぶどう  
 
ハネデュー はねでゅー 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo   (適)メロン  
 
ハハコグサ ははこぐさ 
科名:キク科   学名:Gnaphalium luteo-album  
(英)Marsh cudweed     (適)ははこぐさ  
(同)ゴギョウ, ホウコグサ, オギョウ  
 
ハバネロ はばねろ 
科名:ナス科   学名:Capsicum chinense  
(英)Jabanero     (適)ハバネロ  
 
⽻広菜 はびろな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
ハブソウ はぶそう 
科名:マメ科   学名:Senna occidentalis  
(同)クサセンナ  
 
ハブソウ(茎葉) はぶそう(けいよう) 
科名:マメ科   学名:Senna occidentalis   (適)はぶそう(茎葉)  
 
ハブソウ(種⼦) はぶそう(しゅし) 
科名:マメ科   学名:Senna occidentalis   (適)はぶそう(種⼦)  
 
ハマナス はまなす 
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科名:バラ科   学名:Rosa rugosa  
(英)Rugosa rose, Japanse rose    
(同)ハマナシ  
 
ハマナス(果実) はまなす(かじつ) 
科名:バラ科   学名:Rosa rugosa  
(英)Rugosa rose(fruits), Japanese rose(fruits)     (適)はまなす(果実)  
 
ハマボウフウ はまぼうふう 
科名:セリ科   学名:Glehnia littoralis   (適)はまぼうふう(葉)  
 
ハミウリ はみうり 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo  
(英)Hami melon     (適)メロン  
 
ハヤトウリ はやとうり 
科名:ウリ科   学名:Sechium edule  
(英)Chayote     (適)はやとうり  
(同)センナリ, チャヨテ  
 
春ウコン はるうこん 
科名:ショウガ科   学名:Curcuma aromatica  
(英)Cochin turmeric, Kasthuri manjal, Yellow zedoary    
(同)キョウオウ, ワイルドターメリック  
 
春ウコン(根茎) はるうこん(こんけい) 
科名:ショウガ科   学名:Curcuma aromatica  
(英)Cochin turmeric(rhizomes), Kasthuri manjal(rhizomes), Yellow 
zedoary(rhizomes)     (適)うこん  
 
はるか はるか 
科名:ミカン科   学名:Citrus spp.  
(英)Haruka     (適)はるか  
 
はるみ はるみ 
科名:ミカン科   学名:Citrus spp.  
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(英)Harumi     (適)はるみ  
 
はれひめ はれひめ 
科名:ミカン科   学名:Citrus spp.  
(英)Harehime     (適)はれひめ  
 
半結球⼭東菜 はんけっきゅうさんとうさい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)さんとうさい  
 
バイオレットウエハラ ばいおれっとうえはら 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.  
(英)Violet Uehara, Uehara Violet     (適)ぶどう  
 
バジル ばじる 
科名:シソ科   学名:Ocimum basilicum  
(英)Basil, Sweet basil    
(同)バジリコ, メボウキ, スイートバジル  
 
バジル(茎) ばじる(くき) 
科名:シソ科   学名:Ocimum basilicum  
(英)Basil(stems), Sweet basil(stems)     (適)バジル  
 
バジル(種⼦) ばじる(しゅし) 
科名:シソ科   学名:Ocimum basilicum  
(英)Basil(seeds), Sweet basil(seeds)    
 
バジル(葉) ばじる(は) 
科名:シソ科   学名:Ocimum basilicum  
(英)Basil(leaves), Sweet basil(leaves)     (適)バジル  
 
バタビア ばたびあ 
科名:キク科   学名:Lactuca sativa (Crispa group)  
(英)Lettuce, Batavia types     (適)リーフレタス  
 
バッファロー ばっふぁろー 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
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(英)Buffalo     (適)ぶどう  
 
バナナ ばなな 
科名:バショウ科   学名:Musa spp., Musa interspecific crossing  
(英)Banana     (適)バナナ  
(同)ミバショウ  
 
バニラ ばにら 
科名:ラン科   学名:Vanilla planifolia  
(英)Cultivated vanilla     (適)バニラ  
(同)バニラビーンズ, バニラ⾖  
 
バヒアグラス ばひあぐらす 
科名:イネ科   学名:Paspalum notatum  
(英)Bahia grass     (適)いね科牧草  
(同)アメリカスズメノヒエ  
 
バラ ばら 
科名:バラ科   学名:Rosa spp.  
(英)Rose    
 
バラディ ばらでぃ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Baladi     (適)ぶどう  
 
バレンシア ばれんしあ 
科名:ミカン科   学名:Citrus sinensis  
(英)Valencia     (適)オレンジ  
(同)バレンシアオレンジ  
 
晩⽩柚 ばんぺいゆ 
科名:ミカン科   学名:Citrus maxima   (適)ぶんたん  
 
バンレイシ ばんれいし 
科名:バンレイシ科   学名:Annona squamosa  
(英)Sugar apple, Sweet sop     (適)バンレイシ  
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(同)シャカトウ, シュガーアップル, アテス  
 
パイナップル ぱいなっぷる 
科名:パイナップル科   学名:Ananas comosus  
(英)Pineapple     (適)パイナップル  
(同)パインアップル  
 
パイナップルセージ ぱいなっぷるせーじ 
科名:シソ科   学名:Salvia elegans   (適)セージ  
 
パセリ ぱせり 
科名:セリ科   学名:Petroselinum crispum  
(英)Parsley    
(同)オランダゼリ  
 
パセリ(茎) ぱせり(くき) 
科名:セリ科   学名:Petroselinum crispum  
(英)Parsley(stems)    
 
パセリ(茎葉) ぱせり(けいよう) 
科名:セリ科   学名:Petroselinum crispum  
(英)Parsley(stems and leaves)     (適)パセリ  
 
パセリ(種⼦) ぱせり(しゅし) 
科名:セリ科   学名:Petroselinum crispum  
(英)Parsley(seeds)    
 
パセリ(葉) ぱせり(は) 
科名:セリ科   学名:Petroselinum crispum  
(英)Parsley(leaves)    
 
パッションフルーツ ぱっしょんふるーつ 
科名:トケイソウ科   学名:Passiflora edulis  
(英)Passion fruit    
(同)クダモノトケイ, クダモノトケイソウ  
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パッションフルーツ(果実) ぱっしょんふるーつ(かじつ) 
科名:トケイソウ科   学名:Passiflora edulis  
(英)Passion fruit(fruits)     (適)パッションフルーツ  
 
パッションフルーツ(葉) ぱっしょんふるーつ(は) 
科名:トケイソウ科   学名:Passiflora edulis  
(英)Passion fruit(leaves)    
 
パッションフルーツ(花) ぱっしょんふるーつ(はな) 
科名:トケイソウ科   学名:Passiflora edulis  
(英)Passion fruit(flowers)    
 
パパイア(果実) ぱぱいあ(かじつ) 
科名:パパイア科   学名:Carica papaya  
(英)Papaya(fruits)     (適)パパイヤ  
 
パパイア ぱぱいあ(かじつ) 
科名:パパイア科   学名:Carica papaya  
(英)Papaya    
(同)モクカ, ゴカクモッカ, チチウリ, パパイヤ  
 
パパイア(葉) ぱぱいあ(は) 
科名:パパイア科   学名:Carica papaya  
(英)Papaya(leaves)    
 
パパイヤ ぱぱいや 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo   (適)メロン  
 
パンジー ぱんじー 
科名:スミレ科   学名:Viola×wittrockiana  
(英)Pansy    
(同)サンシキスミレ  
 

ひ 
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ヒエ ひえ 
科名:イネ科   学名:Echinochloa esculenta   
(英)Japanese millet, Barnyard millet     (適)ひえ  
 
ヒキオコシ ひきおこし 
科名:シソ科   学名:Isodon japonicus   (適)ひきおこし  
(同)エンメイソウ, イッポンソウ  
 
⾮結球⼭東菜 ひけっきゅうさんとうさい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)さんとうさい  
 
⾮結球メキャベツ ひけっきゅうめきゃべつ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea (Gemmifera Group)  
(英)Non-heading brussels sprouts     (適)⾮結球メキャベツ  
 
彦島春菜 ひこしまはるな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)ひこしまはるな  
 
瓢菜 ひさごな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)タアサイ  
 
ヒシ ひし 
科名:ヒシ科   学名:Trapa natans  
(英)Water chestnut, watercaltrops, Jesuit's nut     (適)ひし  
 
⽇野菜 ひのな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
ヒマワリ ひまわり 
科名:キク科   学名:Helianthus annuus  
(英)Common sunflower    
 
ヒムロッドシードレス ひむろっどしーどれす 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Himrod Seedless     (適)ぶどう  
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姫路若菜 ひめじわかな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)姫路若菜  
 
ひも ひも 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum   (適)⽢⻑とうがらし  
(同)ヒモトウガラシ  
 
ヒモゲイトウ ひもげいとう 
科名:ヒユ科   学名:Amaranthus hypochondriacus, Amaranthus caudatus  
(同)センニンコク  
 
ヒモゲイトウ(茎葉) ひもげいとう(けいよう) 
科名:ヒユ科   学名:Amaranthus hypochondriacus, Amaranthus caudatus   (適)アマランサス
(茎葉)  
 
ヒモゲイトウ(種⼦) ひもげいとう(しゅし) 
科名:ヒユ科   学名:Amaranthus hypochondriacus, Amaranthus caudatus   (適)アマランサス
(種⼦)  
 
ヒュウガナツ ひゅうがなつ 
科名:ミカン科   学名:Citrus tamurana  
(英)Hyuga-natsu     (適)⽇向夏  
(同)ニューサマーオレンジ, ⽇向夏  
 
ヒユ ひゆ 
科名:ヒユ科   学名:Amaranthus tricolor  
(英)Tampala, Chinese spinach    
(同)ハゲイトウ, ヒユナ  
 
ヒユ(茎葉) ひゆ(けいよう) 
科名:ヒユ科   学名:Amaranthus tricolor  
(英)Tampala(stems and leaves), Chinese spinach(stems and leaves)     (適)アマランサス
(種⼦)  
 
ヒユ(種⼦) ひゆ(しゅし) 
科名:ヒユ科   学名:Amaranthus tricolor  
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(英)Tampala(seeds), Chinese spinach(seeds)     (適)アマランサス(茎葉)  
 
ヒヨコマメ ひよこまめ 
科名:マメ科   学名:Cicer arietinum  
(英)Chick pea    
 
ヒラザヤインゲン ひらざやいんげん 
科名:マメ科   学名:Phaseolus vulgaris   (適)さやいんげん  
 
ヒラタケ ひらたけ 
科名:ヒラタケ科   学名:Pleurotus ostreatus  
(英)Oyster mushroom     (適)ひらたけ  
 
ヒラマメ ひらまめ 
科名:マメ科   学名:Lens culinaris  
(英)Lentil    
(同)ヘントウ, レンズマメ  
 
広島菜 ひろしまな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa  
(英)Hiroshimana     (適)ひろしまな  
 
ヒロハンブルグ ひろはんぶるぐ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Hiro Hambrug     (適)ぶどう  
 
ビタミン菜 びたみんな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)ビタミン菜  
 
美味タス びみたす 
科名:キク科   学名:Lactuca sativa   (適)美味タス  
 
ビルベリー びるべりー 
科名:ツツジ科   学名:Vaccinium myrtillus  
(英)Bilberry    
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ビワ びわ 
科名:バラ科   学名:Eriobotrya japonica  
(英)Loquat, Japanese medlar    
 
ビワ(果実) びわ(かじつ) 
科名:バラ科   学名:Eriobotrya japonica  
(英)Loquat(fruits), Japanese medlar(fruits)     (適)びわ  
 
ビワ(樹⽪) びわ(じゅひ) 
科名:バラ科   学名:Eriobotrya japonica  
(英)Loquat(barks), Japanese medlar(barks)    
 
ビワ(葉) びわ(は) 
科名:バラ科   学名:Eriobotrya japonica  
(英)Loquat(leaves), Japanese medlar(leaves)     (適)びわ(葉)  
 
ビーナス びーなす 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.  
(英)Venus     (適)ぶどう  
 
ピアレス ぴあれす 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
ピオーネ ぴおーね 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Pione     (適)ぶどう  
 
ピタンガ ぴたんが 
科名:フトモモ科   学名:Eugenia uniflora  
(英)Pitanga     (適)ピタンガ  
 
ピッテロビアンコ ぴってろびあんこ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Pizzutello Bianco     (適)ぶどう  
 
ピーマン ぴーまん 
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科名:ナス科   学名:Capsicum annuum  
(英)Sweet pepper    
 
ピーマン(果実) ぴーまん(かじつ) 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum  
(英)Sweet pepper(fruits)     (適)ピーマン  
 

ふ 
フェイジョア ふぇいじょあ 
科名:フトモモ科   学名:Acca sellowiana  
(英)Feijoa     (適)フェイジョア  
 
フェンネル ふぇんねる 
科名:セリ科   学名:Foeniculum vulgare  
(英)Fennel    
(同)ウイキョウ  
 
フェンネル(茎) ふぇんねる(くき) 
科名:セリ科   学名:Foeniculum vulgare  
(英)Fennel(stems)    
 
フェンネル(茎葉) ふぇんねる(けいよう) 
科名:セリ科   学名:Foeniculum vulgare  
(英)Fennel(stems and leaves)     (適)フェンネル(葉)  
 
フェンネル(種⼦) ふぇんねる(しゅし) 
科名:セリ科   学名:Foeniculum vulgare  
(英)Fennel(seeds)     (適)フェンネル(種⼦)  
 
フェンネル(葉) ふぇんねる(は) 
科名:セリ科   学名:Foeniculum vulgare  
(英)Fennel(leaves)    
 
フキ ふき 
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科名:キク科   学名:Petasites japonicus  
(英)Japanese butterbur, Japanese sweet coltsfoot     (適)ふき  
 
フキノトウ ふきのとう 
科名:キク科   学名:Petasites japonicus  
(英)Butterbur scape     (適)ふき(ふきのとう)  
 
福島菜 ふくしまな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
ふくたち ふくたち 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Pekinensis Group)   (適)はくさい(なばな的栽培)  
 
フサスグリ ふさすぐり 
科名:スグリ科   学名:Ribes spp.  
(英)Currant     (適)ふさすぐり  
(同)カーラント, カラント, カランツ  
 
伏⾒⽢ ふしみあま 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum   (適)⽢⻑とうがらし  
 
フジマメ ふじまめ 
科名:マメ科   学名:Lablab purpureus  
(英)Hyacinth bean    
 
藤稔 ふじみのり 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
フダンソウ ふだんそう 
科名:ヒユ科   学名:Beta vulgaris (ssp. cicla)  
(英)Swiss chard     (適)ふだんそう  
(同)トウヂシャ, スイスチャード, チャード, ベトラーブ  
 
フトモモ ふともも 
科名:フトモモ科   学名:Syzygium jambos  
(英)Rose apple, Jambos    
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フリルレタス ふりるれたす 
科名:キク科   学名:Lactuca sativa (Crispa group)   (適)リーフレタス  
 
フレドニア ふれどにあ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis labrusca  
(英)Fredonia     (適)ぶどう  
 
フレームトーケー ふれーむとーけー 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Flame Tokay     (適)ぶどう  
 
ブッシュカン ぶっしゅかん 
科名:ミカン科   学名:Citrus medica (var. sarcodactylis)  
(英)fingered citron    
 
ブドウ ぶどう 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp., Vitis interspecific crossing  
(英)Grape     (適)ぶどう  
 
ブナシメジ ぶなしめじ 
科名:キシメジ科   学名:Hypsizygus marmoreus  
(英)Beech mushroom     (適)ぶなしめじ  
 
ブナハリタケ ぶなはりたけ 
科名:エゾハリタケ科   学名:Mycoleptodonoides aitchisonii  
(同)カミハリタケ  
 
ブラジルナッツ ぶらじるなっつ 
科名:サガリバナ科   学名:Bertholletia excelsa  
(英)Brazil nut    
 
ブラックオリンピア ぶらっくおりんぴあ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Black Olympia     (適)ぶどう  
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ブラックオーパス ぶらっくおーぱす 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Black Opus     (適)ぶどう  
 
ブラックカラント ぶらっくからんと 
科名:スグリ科   学名:Ribes nigrum  
(英)Blackcurrant     (適)ふさすぐり  
(同)クロスグリ, クロフサスグリ, ブラックカランツ, カシス  
 
ブラック三尺 ぶらっくさんじゃく 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Black Sanjaku     (適)ぶどう  
 
ブラックスワン ぶらっくすわん 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Black Swan     (適)ぶどう  
 
ブラックベリー ぶらっくべりー 
科名:バラ科   学名:Rubus fruticosus  
(英)Blackberry, Mountain blackberry, Highbush blackberry, Bramble     (適)ブラックベリ
ー  
 
ブラックマッペモヤシ ぶらっくまっぺもやし 
科名:マメ科   学名:Vigna mungo  
(英)Black matpe sprouts, Blackgram sprouts    
 
ブルーベリー ぶるーべりー 
科名:ツツジ科   学名:Vaccinium spp., Vaccinium interspecific crossing  
(英)Blueberry    
 
ブルーベリー(果実) ぶるーべりー(かじつ) 
科名:ツツジ科   学名:Vaccinium spp., Vaccinium interspecific crossing  
(英)Blueberry(fruits)     (適)ブルーベリー  
 
ブロッコリー ぶろっこりー 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea (Italica Group)  
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(英)Broccoli, Sprouting broccoli     (適)ブロッコリー  
(同)イタリアンブロッコリー, ミドリハナヤサイ  
 
ブンタン ぶんたん 
科名:ミカン科   学名:Citrus maxima  
(英)Pummelo     (適)ぶんたん  
(同)ザボン, アンセイカン, ボンタン, ウチムラサキ  
 
プチヴェール ぷちゔぇーる 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea   (適)⾮結球メキャベツ  
 
プリムラ ぷりむら 
科名:サクラソウ科   学名:Primula spp.  
(英)Primula    
(同)サクラソウ  
 
プリンス ぷりんす 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo   (適)メロン  
 
プルーン ぷるーん 
科名:バラ科   学名:Prunus domestica  
(英)European plum, Common plum     (適)すもも  
(同)ヨーロッパスモモ, オウシュウスモモ, ドメスチカスモモ  

へ 

平泉寺⽔菜 へいせんじみずな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)勝⼭⽔菜  
 
ヘチマ へちま 
科名:ウリ科   学名:Luffa aegyptiaca   
(英)Sponge gourd    
 
平兵衛酢 へべす|へべず 
科名:ミカン科   学名:Citrus spp.  
(英)Hebesu, Hebezu     (適)平兵衛酢  
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ヘーゼルナッツ へーぜるなっつ 
科名:カバノキ科   学名:Corylus avellana  
(英)Hazel, Hazel nut, European filbert    
(同)ヘイゼルナッツ, フィルバート, セイヨウハシバミ  
 
⾙甲⼲ べいじゃーがん 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.  
(英)Beijiagan     (適)ぶどう  
 
べか菜 べかな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)さんとうさい  
 
紅アレキ べにあれき 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.  
(英)Beni Alexandria     (適)ぶどう  
 
紅伊⾖ べにいず 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Beni Izu     (適)ぶどう  
 
紅⾦沢 べにかなざわ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.  
(英)Beni Kanazawa     (適)ぶどう  
 
紅かぶ べにかぶ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 
紅三尺 べにさんじゃく 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Benisanjaku     (適)ぶどう  
 
紅塩⾕ べにしおや 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
紅瑞宝 べにずいほう 
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科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Beni Zuiho     (適)ぶどう  
 
紅環 べにたまき 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Benitamaki     (適)ぶどう  
 
紅南陽 べになんよう 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
ベニバナ べにばな 
科名:キク科   学名:Carthamus tinctorius  
(英)Safflower, False saffron    
(同)スエツムハナ, サフラワー  
 
ベニバナインゲン べにばないんげん 
科名:マメ科   学名:Phaseolus coccineus  
(英)Flower bean, Scarlet runner     (適)べにばないんげん  
(同)ハナササゲ, ハナマメ, オイランマメ  
 
ベニピッテロ べにぴってろ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Beni Pizzutello     (適)ぶどう  
 
紅富⼠ べにふじ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Beni Fuji     (適)ぶどう  
 
紅やまびこ べにやまびこ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Beni Yamabiko     (適)ぶどう  
 
紅義 べによし 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Beniyoshi     (適)ぶどう  
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べんり菜 べんりな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)べんり菜  
 
ペカン ぺかん 
科名:クルミ科   学名:Carya illinoinensis  
(英)Pecan nut, Pecan hickory     (適)ペカン  
 
ペチュニア ぺちゅにあ 
科名:ナス科   学名:Petunia spp.  
(英)Petunia    
 
ペパーミント ぺぱーみんと 
科名:シソ科   学名:Mentha x piperita.  
(英)Mint pepper     (適)はっか  
(同)コショウハッカ, ⻄洋ハッカ  
 
ペピーノ ぺぴーの 
科名:ナス科   学名:Solanum muricatum  
(英)Pepino     (適)ペピーノ  
 
ペポカボチャ ぺぽかぼちゃ 
科名:ウリ科   学名:Cucurbita pepo  
(英)Summer squash, Field pumpkin     (適)かぼちゃ  
(同)サマースカッシュ  
 
ペポカボチャ(種⼦) ぺぽかぼちゃ(しゅし) 
科名:ウリ科   学名:Cucurbita pepo  
(英)Summer squash(seeds), Field pumpkin(seeds)     (適)ぺぽかぼちゃ(種⼦)  
 
ペルシアグルミ ぺるしあぐるみ 
科名:クルミ科   学名:Juglans regia  
(英)English walnut, Persian walnut    
(同)ペルシャグルミ  
 
ペルシアンヒソップ ぺるしあんひそっぷ 
科名:シソ科   学名:Thymus capitatus  
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(英)Persian hyssop     (適)タイム  
(同)カピタートゥス  
 
ペレニアルライグラス ぺれにあるらいぐらす 
科名:イネ科   学名:Lolium perenne  
(英)Perennial ryegrass     (適)いね科牧草  
(同)ホソムギ  
 

ほ 
ホウキギ ほうきぎ 
科名:ヒユ科   学名:Bassia scoparia, Kochia scoparia  
(英)Summer cypress, Belvedere, Mexican-fireweed    
(同)ホウキグサ, コキア, ニワグサ  
 
ホウレンソウ ほうれんそう 
科名:ヒユ科   学名:Spinacia oleracea  
(英)Spinach     (適)ほうれんそう  
 
ホオズキ ほおずき 
科名:ナス科   学名:Physalis spp.  
(同)ホウズキ  
 
ホオノキ ほおのき 
科名:モクレン科   学名:Magnolia obovata  
 
ホソバオケラ ほそばおけら 
科名:キク科   学名:Atractylodes lancea   (適)おけら  
 
ホソバワダン ほそばわだん 
科名:キク科   学名:Crepidiastrum lanceolatum   (適)ほそばわだん  
(同)ニガナ, ンジャナ  
 
ホップ ほっぷ 
科名:アサ科   学名:Humulus lupulus  
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(英)Hop     (適)ホップ  
(同)セイヨウカラハナソウ  
 
ホナガイヌビユ ほながいぬびゆ 
科名:ヒユ科   学名:Amaranthus viridis  
(同)アオビユ  
 
ホナガイヌビユ(茎葉) ほながいぬびゆ(けいよう) 
科名:ヒユ科   学名:Amaranthus viridis   (適)アマランサス(茎葉)  
 
ホナガイヌビユ(種⼦) ほながいぬびゆ(しゅし) 
科名:ヒユ科   学名:Amaranthus viridis   (適)アマランサス(種⼦)  
 
ホワイトサポテ ほわいとさぽて 
科名:ミカン科   学名:Casimiroa edulis  
(英)White sapote     (適)ホワイトサポテ  
(同)シロサポテ  
 
ホワイトサポテ(果実) ほわいとさぽて(かじつ) 
科名:ミカン科   学名:Casimiroa edulis  
(英)White sapote(fruits)     (適)ホワイトサポテ  
 
ホワイトピタヤ ほわいとぴたや 
科名:サボテン科   学名:Hylocereus undatus   (適)ピタヤ  
 
ホンカンゾウ ほんかんぞう 
科名:ユリ科   学名:Hemerocallis fulva (var. fulva)  
(同)シナカンゾウ, ヒトエノヤブカンゾウ  
 
ホンカンゾウ(花) ほんかんぞう(はな) 
科名:ユリ科   学名:Hemerocallis fulva (var. fulva)   (適)かんぞう(花)  
 
ホンシメジ ほんしめじ 
科名:キシメジ科   学名:Lyophyllum shimeji  
(同)ダイコクシメジ, カブシメジ  
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ホーリーバジル ほーりーばじる 
科名:シソ科   学名:Ocimum tenuiflorum  
(英)Holy basil    
(同)カミメボウキ, ガパオ  
 
ボイセンベリー ぼいせんべりー 
科名:ツツジ科   学名:Rubus x loganobaccus  
(英)Boysenberry     (適)ボイセンベリー  
(同)ボイゼンベリー  
 
ボタンボウフウ ぼたんぼうふう 
科名:セリ科   学名:Peucedanum japonicum   (適)ぼたんぼうふう  
(同)⻑命草, チョーミーグサ, サクナ  
 
ボリジ ぼりじ 
科名:ムラサキ科   学名:Borago officinalis  
(英)Borage, Star flower     (適)ボリジ  
(同)ルリジサ, ルリチシャ  
 
ポットマジョラム ぽっとまじょらむ 
科名:シソ科   学名:Origanum onites  
(英)Pot marjoram     (適)マジョラム  
 
ポポー ぽぽー 
科名:バンレイシ科   学名:Asimina triloba  
(英)Pawpaw, Papaw     (適)ポポー  
(同)ポーポー, アケビガキ  
 
ポンカン ぽんかん 
科名:ミカン科   学名:Citrus reticulata  
(英)Ponkan mandarin     (適)ぽんかん  
 
ポートランド ぽーとらんど 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Portland     (適)ぶどう  
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ま 
マイタケ まいたけ 
科名:タコウキン科   学名:Grifola frondosa  
(英)Maitake, Hen of woods     (適)まいたけ  
 
マカダミアナッツ まかだみあなっつ 
科名:ヤマモガシ科   学名:Macadamia integrifolia  
(英)Macadamia, Queensland nut    
 
マクワウリ まくわうり 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo (Makuwa Group)  
(英)Oriental melon     (適)まくわうり  
 
マグワ まぐわ 
科名:クワ科   学名:Morus alba  
(英)White mulberry    
(同)ホワイトマルベリー, カラグワ  
 
マコモ まこも 
科名:イネ科   学名:Zizania latifolia  
(英)Manchurian wild rice    
 
マコモ(葉) まこも(は) 
科名:イネ科   学名:Zizania latifolia  
(英)Manchurian wild rice(leaves)    
 
マコモタケ まこもたけ 
科名:イネ科   学名:Zizania latifolia  
(英)Manchurian wild rice(stems)     (適)まこもたけ  
 
マジョラム まじょらむ 
科名:シソ科   学名:Origanum majorana  
(英)Marjoram     (適)マジョラム  
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マスカットオブアレキサンドリア ますかっとおぶあれきさんどりあ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Muscat of Alexadoria     (適)ぶどう  
 
マスカット甲府 ますかっとこうふ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Muscat Kofu     (適)ぶどう  
 
マスカットデュークアモーレ ますかっとでゅーくあもーれ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.  
(英)Muscat Duke Amore     (適)ぶどう  
 
マスカットハンブルグ ますかっとはんぶるぐ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Muscat Hamburg     (適)ぶどう  
 
マスカットビオレ ますかっとびおれ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Muscat Violet     (適)ぶどう  
 
マスカットベリーA ますかっとべりーえー 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Muscat Bailey A     (適)ぶどう  
 
マダケ まだけ 
科名:イネ科   学名:Phyllostachys bambusoides  
(英)Madake bamboo    
 
マダケタケノコ まだけたけのこ 
科名:イネ科   学名:Phyllostachys bambusoides  
(英)Madake bamboo shoot     (適)たけのこ  
 
マッシュルーム まっしゅるーむ 
科名:ハラタケ科   学名:Agaricus bisporus  
(英)Common mushroom, Cultivated mushroom     (適)マッシュルーム  
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(同)ツクリタケ  
 
マツタケ まつたけ 
科名:キシメジ科   学名:Tricholoma matsutake  
(英)Matsutake mushroom, Pine mushroom    
 
愛味菜 まなみな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)オータムポエム  
 
マニキュアフィンガー まにきゅあふぃんがー 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Manicure Finger     (適)ぶどう  
 
マリオ まりお 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Mario     (適)ぶどう  
 
マルメロ まるめろ 
科名:バラ科   学名:Cydonia oblonga  
(英)Quince     (適)マルメロ  
 
万願寺 まんがんじ 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum   (適)⽢⻑とうがらし  
 
マンゴスチン まんごすちん 
科名:オトギリソウ科   学名:Garcinia mangostana  
(英)Mangosteen, Mangostan, Manggis    
 
マンゴー まんごー 
科名:ウルシ科   学名:Mangifera indica  
(英)Mango     (適)マンゴー  
 
マンネンタケ まんねんたけ 
科名:マンネンタケ科   学名:Ganoderma lucidum  
(英)Shining ganederma    
(同)レイシ  
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マーコット まーこっと 
科名:ミカン科   学名:Citrus spp.  
(英)Murcotto     (適)マーコット  
 
マーシュ まーしゅ 
科名:オミナエシ科   学名:Valerianella locusta  
(英)Cornsalad, Lamb's lettuce     (適)マーシュ  
(同)ノヂシャ, コーンサラダ  
 
⾺乃⼦ まーないつ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
三池⾼菜 みいけたかな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)たかな  
 

み 
実エンドウ みえんどう 
科名:マメ科   学名:Pisum sativum  
(英)Green pea     (適)実えんどう  
(同)グリーンピース, ピース  
 
ミカン みかん 
科名:ミカン科   学名:Citrus spp., Citrus interspecific crossing  
(英)Mandarins, Tangerines     (適)みかん  
(同)タンゼリン  
 
ミシマサイコ みしまさいこ 
科名:セリ科   学名:Bupleurum stenophyllum   (適)みしまさいこ  
 
ミズイモ みずいも 
科名:サトイモ科   学名:Colocasia esculenta  
(同)タイモ  
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ミズイモ(塊茎) みずいも(かいけい) 
科名:サトイモ科   学名:Colocasia esculenta   (適)みずいも  
 
ミズイモ(葉柄) みずいも(ようへい) 
科名:サトイモ科   学名:Colocasia esculenta   (適)みずいも(葉柄)  
 
⽔掛菜 みずかけな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa  
(英)Mizukakena     (適)みずかけな  
 
ミズナ みずな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Japonica Group)  
(英)Mizuna     (適)みずな  
(同)キョウナ  
 
⽔ワサビ みずわさび 
科名:アブラナ科   学名:Eutrema japonicum  
(英)Water-grown wasabi, Water-grown Japanese horse-radish     (適)わさび  
(同)サワワサビ, ミズワサビ  
 
⽔ワサビ(花茎) みずわさび(かけい) 
科名:アブラナ科   学名:Eutrema japonicum  
(英)Water-grown wasabi(flower stalks), Water-grown Japanese horse-radish(flower 
stalks)     (適)わさび  
 
⽔ワサビ(根茎) みずわさび(こんけい) 
科名:アブラナ科   学名:Eutrema japonicum  
(英)Water-grown wasabi(rhizomes), Water-grown Japanese horse-radish(rhizomes)     (適)
わさび  
 
⽔ワサビ(葉) みずわさび(は) 
科名:アブラナ科   学名:Eutrema japonicum  
(英)Water-grown wasabi(leaves), Water-grown Japanese horse-radish(leaves)     (適)わさ
び  
 
⽔ワサビ(花) みずわさび(はな) 
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科名:アブラナ科   学名:Eutrema japonicum  
(英)Water-grown wasabi(flowers), Water-grown Japanese horse-radish(flowers)     (適)わ
さび  
 
⽔ワサビ(葉柄) みずわさび(ようへい) 
科名:アブラナ科   学名:Eutrema japonicum  
(英)Water-grown wasabi(petioles), Water-grown Japanese horse-radish(petioles)    
 
未成熟ササゲ みせいじゅくささげ 
科名:マメ科   学名:Vigna unguiculata  
(英)Young cowpea, Young black-eyed pea, Young southern pea     (適)未成熟ささげ  
 
未成熟シカクマメ みせいじゅくしかくまめ 
科名:マメ科   学名:Psophocarpus tetragonolobus  
(英)Young winged bean     (適)未成熟しかくまめ  
 
未成熟スイカ みせいじゅくすいか 
科名:ウリ科   学名:Citrullus lanatus  
(英)Young watermelon     (適)漬物⽤すいか  
 
未成熟千⽯⾖ みせいじゅくせんごくまめ 
科名:マメ科   学名:Lablab purpureus   (適)未成熟ふじまめ  
 
未成熟ソラマメ みせいじゅくそらまめ 
科名:マメ科   学名:Vicia faba  
(英)Young broad bean, Young horsebean     (適)未成熟そらまめ  
 
未成熟タチナタマメ みせいじゅくたちなたまめ 
科名:マメ科   学名:Canavalia ensiformis  
(英)young Jack-bean    
 
未成熟トウモロコシ みせいじゅくとうもろこし 
科名:イネ科   学名:Zea mays  
(英)Unmatured corn     (適)未成熟とうもろこし  
 
未成熟ナタマメ みせいじゅくなたまめ 
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科名:マメ科   学名:Canavalia gladiata  
(英)Young sword bean     (適)未成熟なたまめ  
 
未成熟ヒラマメ みせいじゅくひらまめ 
科名:マメ科   学名:Lens culinaris  
(英)Yong lentil    
 
未成熟フジマメ みせいじゅくふじまめ 
科名:マメ科   学名:Lablab purpureus  
(英)Young hyacinth bean     (適)未成熟ふじまめ  
 
未成熟マクワウリ みせいじゅくまくわうり 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo (Makuwa Group)  
(英)Young oriental melon     (適)漬物⽤まくわうり  
 
未成熟メロン みせいじゅくめろん 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo  
(英)Young melon     (適)漬物⽤メロン  
 
未成熟ライマビーン みせいじゅくらいまびーん 
科名:マメ科   学名:Phaseolus lunatus  
(英)Young lima bean, Young sieva bean    
 
未成熟ラッカセイ みせいじゅくらっかせい 
科名:マメ科   学名:Arachis hypogaea  
(英)Peanut, Groundnut    
 
ミツバ みつば 
科名:セリ科   学名:Cryptotaenia canadensis  
(英)Japanese hornwort     (適)みつば  
 
ミツバアケビ みつばあけび 
科名:アケビ科   学名:Akebia trifoliata  
(英)Three leaf akebia, Chocolate vine    
 
ミニトマト みにとまと 



 132 

科名:ナス科   学名:Solanum lycopersicum  
(英)Cherry tomato     (適)ミニトマト  
(同)チェリートマト  
 
ミニヴェール みにゔぇーる 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea   (適)⾮結球メキャベツ  
 
ミブナ みぶな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Japonica Group)  
(英)Mibuna     (適)みぶな  
(同)キョウナ  
 
宮内菜 みやうちな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica napus   (適)かきな  
(同)⼼摘菜  
 
宮崎菜 みやざきな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica spp.   (適)かきな  
 
ミョウガ みょうが 
科名:ショウガ科   学名:Zingiber mioga  
(英)Mioga ginger    
 
ミョウガ(花穂) みょうが(かすい) 
科名:ショウガ科   学名:Zingiber mioga  
(英)Mioga ginger(pistils)     (適)みょうが(花穂)  
 
ミョウガ(茎葉) みょうが(けいよう) 
科名:ショウガ科   学名:Zingiber mioga  
(英)Mioga ginger(stems and leaves)     (適)みょうが(茎葉)  
 
ミョウガタケ みょうがたけ 
科名:ショウガ科   学名:Zingiber mioga  
(英)Mioga ginger(shoots)     (適)みょうが(茎葉)  
 
ミラクルフルーツ みらくるふるーつ 
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科名:アカテツ科   学名:Synsepalum dulcificum  
(英)Miraculous berry, Miracle fruit     (適)ミラクルフルーツ  
 
美嶺 みれい 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 

む 
ムベ むべ 
科名:アケビ科   学名:Stauntonia hexaphylla  
(英)Japanese staunton vine     (適)むべ  
(同)トキワアケビ, 郁⼦  
 

め 
⼥池菜 めいけな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)めいけな  
 
メキャベツ めきゃべつ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea (Gemmifera Group)  
(英)Brussels sprouts    
(同)コモチカンラン, ヒメカンラン  
 
メシマコフﾞ めしまこぶ 
科名:タバコウロコタケ科   学名:Phellinus linteus  
 
メロン めろん 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo  
(英)Melon     (適)メロン  
 

も 
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モウソウチク もうそうちく 
科名:イネ科   学名:Phyllostachys heterocycla  
(英)Moso bamboo    
 
モウソウチクタケノコ もうそうちくたけのこ 
科名:イネ科   学名:Phyllostachys heterocycla  
(英)Moso bamboo shoot     (適)たけのこ  
 
モスカールドパセリ もすかーるどぱせり 
科名:セリ科   学名:Petroselinum crispum   (適)パセリ  
 
モミジガサ もみじがさ 
科名:キク科   学名:Parasenecio delphiniifolius   (適)もみじがさ  
(同)シドケ, キノシタ, シドキ, トウキチロウ, タイコウナ, モミジソウ, モミジクサ, トウ
キチナ  
 
モモ もも 
科名:バラ科   学名:Prunus persica  
(英)Peach     (適)もも  
 
モヤシ類 もやしるい 
科名:マメ科  
(英)Sprouts    
(同)モヤシ  
 
モリアザミ もりあざみ 
科名:キク科   学名:Cirsium dipsacolepis  
(英)Thistle     (適)もりあざみ  
(同)ヤマゴボウ, ゴボウアザミ, ヤブアザミ  
 
モルゲンシェーン もるげんしぇーん 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Morgen Shoen     (適)ぶどう  
 
モロッコ もろっこ 
科名:マメ科   学名:Phaseolus vulgaris   (適)さやいんげん  
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(同)モロッコインゲン  
 
モロヘイヤ もろへいや 
科名:アオイ科   学名:Corchorus olitorius  
(英)Nalta jute, Vegetable jute     (適)モロヘイヤ  
(同)タイワンツナソ, ナガミツナソ  
 
モーウィ もーうぃ 
科名:ウリ科   学名:Cucumis sativus   (適)⾚⽑うり  
 

や 
薬⽤シャクヤク(根) やくようしゃくやく(ね) 
科名:ボタン科   学名:Paeonia lactiflora  
(英)Medicinal Chinese paeony(roots)     (適)しゃくやく(薬⽤)  
 
薬⽤トリカブト やくようとりかぶと 
科名:キンポウゲ科   学名:Aconitum carmichaelii  
(英)Medicinal aconite     (適)とりかぶと(薬⽤)  
 
ヤグラネギ やぐらねぎ 
科名:ユリ科   学名:Allium fistulosum   (適)ねぎ  
 
ヤグルマギク やぐるまぎく 
科名:キク科   学名:Centaurea cyanus  
(英)Cornflower    
(同)ヤグルマソウ  
 
⼋房 やつぶさ 
科名:ナス科   学名:Capsicum annuum   (適)とうがらし  
 
ヤトミローザ やとみろーざ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Yatomi Rosa     (適)ぶどう  
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⾕中⽣姜 やなかしょうが 
科名:ショウガ科   学名:Zingiber officinale   (適)葉しょうが  
 
ヤナギタデ やなぎたで 
科名:タデ科   学名:Persicaria hydropiper  
(英)Water pepper, Smartweed, Marshpepper knotweed     (適)やなぎたで  
(同)ホンタデ, マタデ, ベニタデ, アユタデ  
 
ヤナギハッカ やなぎはっか 
科名:シソ科   学名:Hyssopus officinalis  
(同)ヒソップ  
 
ヤブカンゾウ やぶかんぞう 
科名:ユリ科   学名:Hemerocallis fulva (var. kwanso)  
(同)オニカンゾウ  
 
ヤブカンゾウ(花) やぶかんぞう(はな) 
科名:ユリ科   学名:Hemerocallis fulva (var. kwanso)   (適)かんぞう(花)  
 
⼭形⻘菜 やまがたせいさい 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)たかな  
 
⼭形みどりな やまがたみどりな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea x Brassica rapa   (適)⼭形みどりな  
 
ヤマグワ やまぐわ 
科名:クワ科   学名:Morus australis  
(英)Mulberry    
(同)シマグワ, アマミグワ  
 
⼭潮菜 やましおな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)からしな  
 
⼤和薯 やまといも 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea polystachya  
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⼤和薯(塊茎) やまといも(かいけい) 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea polystachya   (適)やまのいも  
 
⼤和真菜 やまとまな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa   (適)やまとまな  
 
ヤマドリタケ やまどりたけ 
科名:イグチ科   学名:Boletus edulis  
(英)Cep    
(同)セップ, ボルチーニ  
 
ヤマノイモ やまのいも 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea japonica, Dioscorea polystachya, Dioscorea alata  
(英)Yam    
 
ヤマノイモ(塊茎) やまのいも(かいけい) 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea japonica, Dioscorea polystachya, Dioscorea alata  
(英)Yam(tubers)     (適)やまのいも  
 
ヤマノイモムカゴ やまのいもかむかご 
科名:ヤマノイモ科   学名:Dioscorea polystachya, Dioscorea japonica  
(英)Yam bulbils     (適)やまのいも(むかご)  
 
ヤマブドウ やまぶどう 
科名:ブドウ科   学名:Vitis coignetiae  
(英)Yamabudou     (適)ぶどう  
 
ヤマモモ やまもも 
科名:ヤマモモ科   学名:Myrica rubra  
(英)Red bayberry    
 
ヤマモモ(果実) やまもも(果実) 
科名:ヤマモモ科   学名:Myrica rubra  
(英)Red bayberry(fruits)     (適)やまもも  
 
ヤングコーン やんぐこーん 
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科名:イネ科   学名:Zea mays  
(英)Young corn     (適)ヤングコーン  
(同)ベビーコーン  
 
ヤーコン やーこん 
科名:キク科   学名:Smallanthus sonchifolius  
(英)Yacon     (適)ヤーコン  
(同)アンデスポテト  
 
ヤーコン(茎葉) やーこん(けいよう) 
科名:キク科   学名:Smallanthus sonchifolius  
(英)Yacon(stems and leaves)     (適)ヤーコン(茎葉)  
 
ヤーリー やーりー 
科名:バラ科   学名:Pyrus ussuriensis (var. ussuriensis)  
 

ゆ 
優愛菜 ゆうあいな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica spp.   (適)優愛菜  
 
ユウガオ ゆうがお 
科名:ウリ科   学名:Lagenaria siceraria (var. hispida)  
(英)Bottle gourd    
(同)ヒョウタン  
 
悠紀メロン ゆうきめろん 
科名:ウリ科   学名:Cucumis melo   (適)まくわうり  
 
ユキノシタ ゆきのした 
科名:ユキノシタ科   学名:Saxifraga stolonifera  
(英)Strawberry geranium, Mother of thousands    
 
ユキノシタ(葉) ゆきのした(は) 
科名:ユキノシタ科   学名:Saxifraga stolonifera  
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(英)Strawberry geranium(leaves), Mother of thousands(leaves)     (適)ゆきのした  
 
ユズ ゆず 
科名:ミカン科   学名:Citrus junos  
(英)Yuzu     (適)ゆず  
 
ユニコーン ゆにこーん 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Unicorn     (適)ぶどう  
 
ユリ ゆり 
科名:ユリ科   学名:Lilium spp.  
(英)Lily    
(同)百合  
 
ユリネ ゆりね 
科名:ユリ科   学名:Lilium spp.  
(英)Lily bulb     (適)⾷⽤ゆり  
 
万⽊ ゆるぎ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica rapa (Rapifera Group)   (適)かぶ  
 

よ 
ヨブスマソウ よぶすまそう 
科名:キク科   学名:Parasenecio hastatus   (適)よぶすまそう  
(同)ボウナ, ホンナ, ボンナ  
 
ヨメナ よめな 
科名:キク科   学名:Aster yomena   (適)よめな  
(同)ハギナ  
 
ヨモギ よもぎ 
科名:キク科   学名:Artemisia indica  
(英)Japanese wormwood     (適)よもぎ  
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(同)カズザキヨモギ, モチグサ  
 
ヨルガオ よるがお 
科名:ヒルガオ科   学名:Ipomoea alba  
(英)Moonflower    
 

ら 
ライコムギ らいこむぎ 
科名:イネ科   学名:×Triticosecale  
(英)Triticale    
 
ライマビーン らいまびーん 
科名:マメ科   学名:Phaseolus lunatus  
(英)Lima bean, Sieva bean    
(同)ライマメ, リマビーン, ライマビーンズ, ライママメ  
 
ライム らいむ 
科名:ミカン科   学名:Citrus aurantifolia  
(英)Lime     (適)ライム  
 
ライムギ らいむぎ 
科名:イネ科   学名:Secale cereale  
(英)Rye     (適)ライ⻨  
 
ラズベリー らずべりー 
科名:バラ科   学名:Rubus idaeus  
(英)Red raspberry, Raspberry, European raspberry     (適)ラズベリー  
(同)レッドラズベリー, エゾイチゴ, ヨーロッパラズベリー, セイヨウキイチゴ  
 
ラッカセイ らっかせい 
科名:マメ科   学名:Arachis hypogaea  
(英)Young peanut, Young groundnut    
(同)ナンキンマメ, ピーナッツ  
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ラッキョウ らっきょう 
科名:ユリ科   学名:Allium chinense  
(英)Japanese scallion, Rakkyo     (適)らっきょう  
 
ラビットアイブルーベリー らびっとあいぶるーべりー 
科名:ツツジ科   学名:Vaccinium virgatum  
(英)Rabbit-eye blueberry    
 
ラベンダー らべんだー 
科名:シソ科   学名:Lavandula angustifolia  
(英)English lavender    
(同)イングリッシュラベンダー  
 

り 
リクチメン りくちめん 
科名:アオイ科   学名:Gossypium hirsutum  
 
陸稲 りくとう 
科名:イネ科   学名:Oryza sativa  
(英)Upland rice     (適)稲  
 
リザマート りざまーと 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Rizaｍat     (適)ぶどう  
 
リッシバーバ りっしばーば 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Santa Paula     (適)ぶどう  
 
⻯眼 りゅうがん 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
リュウガン りゅうがん 
科名:ムクロジ科   学名:Dimocarpus longan  
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(英)Longan    
(同)ロンガン  
 
リュウガン(果実) りゅうがん(かじつ) 
科名:ムクロジ科   学名:Dimocarpus longan  
(英)Longan(fruits)     (適)リュウガン  
 
⻯宝 りゅほう 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
涼⽟ りょうぎょく 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Ryoyoku     (適)ぶどう  
 
リョクトウ りょくとう 
科名:マメ科   学名:Vigna radiata  
(英)Mung bean    
(同)ヤエナリ, マングビーン  
 
リョクトウモヤシ りょくとうもやし 
科名:マメ科   学名:Vigna radiata  
(英)Mung bean sprouts    
 
リンゴ りんご 
科名:バラ科   学名:Malus pumila  
(英)Apple     (適)りんご  
 
リーキ りーき 
科名:ユリ科   学名:Allium ampeloprasum (var. porrum)  
(英)Leek     (適)ねぎ  
(同)ポロネギ, セイヨウネギ, ニラネギ  
 
リーフレタス りーふれたす 
科名:キク科   学名:Lactuca sativa (Crispa group)  
(英)Green leaf lettuce, Leaf lettuce     (適)リーフレタス  
(同)チリメンチシャ, ハチシャ, グリーンリーフ  



 143 

 

る 
ルタバガ るたばが 
科名:アブラナ科   学名:Brassica napus (Napobrassica Group)  
(英)Rutabaga Swede    
(同)スェーデンカブ  
 
ルタバガ(根) るたばが(ね) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica napus (Napobrassica Group)  
(英)Rutabaga Swede(roots)    
 
ルタバガ(葉) るたばが(は) 
科名:アブラナ科   学名:Brassica napus (Napobrassica Group)  
(英)Rutabaga Swede(leaves)    
 
ルッコラ るっこら 
科名:アブラナ科   学名:Eruca vesicaria  
(英)Rocket salad     (適)ルッコラ  
(同)ロケットサラダ, エルカ, ガルギール, キバナスズシロ  
 
ルドベキア るどべきあ 
科名:キク科   学名:Rudbeckia spp.  
(英)Coneflower    
 
ルバーブ るばーぶ 
科名:タデ科   学名:Rheum rhabarbarum  
(英)Garden rhubarb, Rhubarb     (適)ルバーブ  
(同)⾷⽤ダイオウ  
 
ルビー⼤久保 るびーおおくぼ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Ruby Ohkubo     (適)ぶどう  
 
ルビーオクヤマ るびーおくやま 
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科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Ruby Okuyama     (適)ぶどう  
 
ルーベルマスカット るーべるますかっと 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Rubel Muscat     (適)ぶどう  
 

れ 
レイシ れいし 
科名:ムクロジ科   学名:Litchi chinensis  
(英)Lychee, Litchi    
(同)ライチー, ライチ  
 
レイシ(果実) れいし(かじつ) 
科名:ムクロジ科   学名:Litchi chinensis  
(英)Lychee(fruits), Litchi(fruits)     (適)レイシ  
 
レタス れたす 
科名:キク科   学名:Lactuca sativa (Capitata Group)  
(英)Head lettuce, crisp type     (適)レタス  
 
レッドアジアンマスタード れっどあじあんますたーど 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)からしな  
 
レッドカラント れっどからんと 
科名:スグリ科   学名:Ribes rubrum  
(英)Redcurrant     (適)ふさすぐり  
(同)アカスグリ, アカフサスグリ, レッドカランツ  
 
レッドクイーン れっどくいーん 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Red Queen     (適)ぶどう  
 
レッドグローブ れっどぐろーぶ 
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科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Red Globe     (適)ぶどう  
 
レッドセージ れっどせーじ 
科名:シソ科   学名:Salvia spp.  
(英)Red sage     (適)セージ  
 
レッドネヘレスコール れっどねへれすこーる 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Red Nehelescol     (適)ぶどう  
 
レッドピタヤ れっどぴたや 
科名:サボテン科   学名:Hylocereus undatus   (適)ピタヤ  
 
レッドポート れっどぽーと 
科名:ブドウ科   学名:Vitis interspecific crossing  
(英)Red Port     (適)ぶどう  
 
レモン れもん 
科名:ミカン科   学名:Citrus limon  
(英)Lemon     (適)レモン  
 
レモングラス れもんぐらす 
科名:イネ科   学名:Coix lacryma-jobi (var. ma-yuen)  
(英)Lemon grass, Melissa grass     (適)レモングラス  
(同)レモンガヤ, メリッサグラス, レモンソウ, フィーバーグラス  
 
レモンタイム れもんたいむ 
科名:シソ科   学名:Thymus pulegioides  
(英)Lemon thyme     (適)タイム  
 
レモンバーベナ れもんばーべな 
科名:クマツヅラ科   学名:Aloysia triphylla  
(英)Lemmon beebrush, Lemon vervena, Limonetto     (適)レモンバーベナ  
(同)コウスイボク, ボウシュウボク  
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レモンバーム れもんばーむ 
科名:シソ科   学名:Melissa officinalis  
(英)Lemon balm, Melissa mint     (適)レモンバーム  
(同)セイヨウヤマハッカ, メリッサソウ, バルム, バルサン, コウスイハッカ  
 
レンコン れんこん 
科名:ハス科   学名:Nelumbo nucifera  
(英)Lotus root     (適)れんこん  
 
レンブ れんぶ 
科名:フトモモ科   学名:Syzygium samarangense  
(英)Java apple, Wax jambu    
(同)ジャワフトモモ, オオフトモモ, ワックスジャンブ, ジャワアップル, 蓮霧  
 
レンブ(果実) れんぶ(かじつ) 
科名:フトモモ科   学名:Syzygium samarangense  
(英)Java apple(fruits), Wax jambu(fruits)     (適)レンブ  
 
レヴァントメン れゔぁんとめん 
科名:アオイ科   学名:Gossypium herbaceum  
(英)Levant cotton    
 

ろ 
六条オオムギ ろくじょうおおむぎ 
科名:イネ科   学名:Hordeum vulgare  
(英)Six-row barley     (適)⼤⻨  
 
ロザキ ろざき 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Rozaki     (適)ぶどう  
 
ロザリオビアンコ ろざりおびあんこ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Rosario Bianco     (適)ぶどう  



 147 

 
ロザリオロッソ ろざりおろっそ 
科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Rosario Rosso     (適)ぶどう  
 
ロマネスコ ろまねすこ 
科名:アブラナ科   学名:Brassica oleracea (Botrytis Group)   (適)カリフラワー  
(同)サンゴショウ  
 
ロロロッサ ろろろっさ 
科名:キク科   学名:Lactuca sativa (Crispa group)  
(英)Lollo Rosso     (適)リーフレタス  
 
ロンガンベリー ろんがんべりー 
科名:バラ科   学名:Rubus x loganobaccus  
(英)Longanberry    
(同)ローガンベリー  
 
ローズマリー ろーずまりー 
科名:シソ科   学名:Rosmarinus officinalis  
(英)Rosemary     (適)ローズマリー  
(同)マンネンロウ  
 
ロードベリー ろーどべりー 
科名:ブドウ科   学名:Vitis spp.   (適)ぶどう  
 
ローブッシュブルーベリー ろーぶっしゅぶるーべりー 
科名:ツツジ科   学名:Vaccinium angustifolium  
(英)Lowbush blueberry, Sugarberry    
 
ローマンカモミール ろーまんかもみーる 
科名:キク科   学名:Chamaemelum nobile  
(英)Roman chamomile, Manzanilla, Lawn chamomile     (適)カモミール  
(同)ローマンカミツレ  
 
ローヤル ろーやる 
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科名:ブドウ科   学名:Vitis vinifera  
(英)Royal     (適)ぶどう  
 

わ 
ワケギ わけぎ 
科名:ユリ科   学名:Allium x wakegi  
(英)Wakegi     (適)わけぎ  
 
ワサビ わさび 
科名:アブラナ科   学名:Eutrema japonicum  
(英)Wasabi, Japanese horse-radish    
 
ワサビダイコン わさびだいこん 
科名:アブラナ科   学名:Armoracia rusticana  
(英)Horseradish     (適)わさびだいこん  
(同)ホースラディッシュ, ⻄洋わさび  
 
わさびな わさびな 
科名:アブラナ科   学名:Brassica juncea   (適)わさびな  
 
ワシントンネーブル わしんとんねーぶる 
科名:ミカン科   学名:Citrus sinensis (var. brasiliensis)   (適)ネーブル  
 
ワタ わた 
科名:アオイ科   学名:Gossypium arboreum, Gossypium herbaceum, Gossypium barbadense, 
Gossypium hirsutum  
(英)Cotton    
(同)モメン  
 
ワラビ わらび 
科名:コバノイシカグマ科   学名:Pteridium aquilinum  
(英)Bracken fern, Brake     (適)わらび  
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 ひらがなインデックス 
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ひらがな 農作物名   
あ  

あいすぷらんと アイスプラント   
あいずくきたちな 会津茎⽴菜   
あおいししとう 葵ししとう   
あおしま ⻘縞   
あおとまと オオブドウホオズキ   
あおぱぱいあ ⻘パパイア   
あおびゆ ホナガイヌビユ   
あおみつば ⻘ミツバ   
あかかぶ ⾚かぶ   
あかくろーばー アカクローバー   
あかげうり ⾚⽑うり   
あかすぐり レッドカラント   
あかちりめんちしゃ サニーレタス   
あかな ⾚菜   
あかふさすぐり レッドカラント   
あかふだんそう あかふだんそう   
あかやじおう ジオウ   
あきうこん 秋ウコン   
あきうこん(こんけい) 秋ウコン(根茎)   
あきくいーん 安芸クイーン   
あきしまささげ 桑の⽊⾖   
あきしーどれす 安芸シードレス   
あけび アケビ   
あけび(かじつ) アケビ(果実)   
あけび(けいよう) アケビ(茎葉)   
あけびがき ポポー   
あさがおな エンサイ   
あさつき アサツキ   
あさまこな 朝熊⼩菜   
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あさまぶどう(かじつ) クロマメノキ(果実)   
あさまべりー(かじつ) クロマメノキ(果実)   
あざみな あざみな   
あしたば アシタバ   
あしだぐさ アシタバ   
あじあんたむ アジアンタム   
あじみ 味美   
あじろんだっく アジロンダック   
あすたー アスター   
あすっこ あすっこ   
あすぱらがす アスパラガス   
あずき アズキ   
あせろら アセロラ   
あっぷるみんと アップルミント   
あつみ 温海   
あてす バンレイシ   
あてもや アテモヤ   
あでぃあんたむ アジアンタム   
あでやかつぼみな あでやかつぼみ菜   
あぴおす アメリカホドイモ   
あふりかほうせんか インパチェンス   
あぶらえ エゴマ   
あぶらもも ネクタリン   
あぷりこっと アンズ   
あぼかど アボカド   
あぼがど アボカド   
あま アマ   
あまういきょう イタリアウイキョウ   
あまくさ 天草   
あまぐり チュウゴクグリ   
あまちゃ コウキ   
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あまちゃ アマチャ   
あまどころ アマドコロ   
あまながとうがらし ⽢⻑トウガラシ   
あまなつ ⽢夏   
あまに ⾷⽤アマ   
あまみぐわ ヤマグワ   
あまらんさす アマランサス   
あまらんさす(けいよう) アマランサス(茎葉)   
あまらんさす(しゅし) アマランサス(種⼦)   
あむす アムス   
あめりかすずめのひえ バヒアグラス   
あめりかねり オクラ   
あめりかほどいも アメリカホドイモ   
あめりかまこも アメリカマコモ   
あゆたで ヤナギタデ   
ありさ アリサ   
あるふぁるふぁ アルファルファ   
あるふぁるふぁもやし アルファルファモヤシ   
あるふぉんすらばれー アルフォンスラバレー   
あれった アレッタ   
あろえ アロエ   
あろえべら アロエベラ   
あろにあ アロニア   
あわ アワ   
あんこーる アンコール   
あんず アンズ   
あんずたけ アンズタケ   
あんせいかん ブンタン   
あんでぃーぶ チコリ   
あんです アンデス   
あんですぽてと ヤーコン   
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あーてぃちょーく アーティチョーク   
あーもんど アーモンド   
あーるすけいめろん アールス系メロン   
い  

い イグサ   
いがむらさき いがむらさき   
いぐさ イグサ   
いしょくすいとう 移植⽔稲   
いずい アマドコロ   
いずにしき 伊⾖錦   
いずもくいーん 出雲クイーン   
いせいも 伊勢いも   
いせいも(かいけい) 伊勢いも(塊茎)   
いたどり イタドリ   
いたりあ イタリア   
いたりあういきょう イタリアウイキョウ   
いたりあんぱせり イタリアンパセリ   
いたりあんぱせり(けいよう) イタリアンパセリ(茎葉)   
いたりあんぶろっこりー ブロッコリー   
いたりあんらいぐらす イタリアンライグラス   
いちきまーる イチキマール   
いちご イチゴ   
いちごぐあば ストロベリーグアバ   
いちじく イチジク   
いちょう イチョウ   
いちょう(は) イチョウ(葉)   
いちょういも イチョウイモ   
いちょういも(かいけい) イチョウイモ(塊茎)   
いっぽんそう ヒキオコシ   
いとねぎ アサツキ   
いとみつば ⻘ミツバ   
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いなきび キビ   
いね イネ   
いねこきな 稲核菜   
いのんど ディル   
いもせるり セルリアック   
いよ イヨ   
いよかん イヨ   
いわてやまなし チュウゴクナシ   
いんぐりっしゅらべんだー ラベンダー   
いんげんまめ インゲンマメ   
いんげん インゲンマメ   
いんどなつめ インドナツメ   
いんぱちぇんす インパチェンス   
う  

ういきょう フェンネル   
ういきょうぜり チャービル   
ういんたーすかっしゅ セイヨウカボチャ   
うえはら 540 ごう ウエハラ５４０号   
うぉーたーくれす クレソン   
うこぎ ウコギ   
うこん ウコン   
うこん(こんけい) ウコン(根茎)   
うすい ウスイ   
うすいえんどう ウスイ   
うすばさいしん ウスバサイシン   
うずら うずら   
うずらまめ うずら   
うちむらさき ブンタン   
うど ウド   
うみの 海野   
うみの(けいよう) 海野(茎葉)   
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うみの(ひだいけい) 海野(肥⼤茎)   
うめ ウメ   
うらるかんぞう ウラルカンゾウ   
うりずん シカクマメ   
うるい オオバキボウシ   
うるばな ウルバナ   
うんしゅうみかん ウンシュウミカン   
え  

えきざかむ エキザカム   
えごま エゴマ   
えごま(しゅし) エゴマ(種⼦)   
えごま(は) エゴマ(葉)   
えしゃ エシャレット   
えしゃれっと エシャレット   
えじぷとめん カイトウメン   
えすとらごん タラゴン   
えぞいちご ラズベリー   
えぞかのこそう カノコソウ   
えぞぎく アスター   
えぞねぎ アサツキ   
えぞはっか ハッカ   
えだまめ エダマメ   
えっぐふるーつ カニステル   
えのきたけ エノキタケ   
えびいも 海⽼芋   
えびすぐさ エビスグサ   
えびすぐさ(けいよう) エビスグサ(茎葉)   
えびすぐさ(しゅし) エビスグサ(種⼦)   
えりざべす エリザベス   
えりんぎ エリンギ   
えるか ルッコラ   
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えれふぁんとがーりっく グレートヘッドガーリック   
えんさい エンサイ   
えんだいぶ エンダイブ   
えんどうまめ エンドウマメ   
えんばく エンバク   
えんめいそう ヒキオコシ   
お  

おいらんまめ ベニバナインゲン   
おうか ⻩華   
おうぎょく ⻩⽟   
おうごん コガネヤナギ   
おうしゅうすもも プルーン   
おうとう オウトウ   
おうれん オウレン   
おうれん(こんけい) オウレン(根茎)   
おうれん(は) オウレン(葉)   
おおあわがえり チモシー   
おおかぶ ⼤かぶ   
おおさかしろな ⼤阪しろな   
おおさきな ⼤崎菜   
おおじし ⼤獅⼦   
おおすべりひゆ タチスベリヒユ   
おおたかぶ 太⽥かぶ   
おおだかな ⼤⾼菜   
おおのな ⼤野菜   
おおばぎぼうし オオバキボウシ   
おおばこ オオバコ   
おおばなおけら オオバナオケラ   
おおふともも レンブ   
おおぶどうほおずき オオブドウホオズキ   
おおべにみかん オオベニミカン   
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おおむぎ オオムギ   
おおやまそだち ⼤⼭そだち   
おおよもぎ オオヨモギ   
おかのり オカノリ   
おかひじき オカヒジキ   
おかみる オカヒジキ   
おかわさび 畑ワサビ   
おぎょう ハハコグサ   
おくら オクラ   
おくら(かじつ) オクラ(果実)   
おくら(はな) オクラ(花)   
おぐらはくさいな ⼩倉はくさい菜   
おけら オケラ   
おぜいゆ ソレル   
おたねにんじん オタネニンジン   
おにうしのけぐさ トールフェスク   
おにかんぞう ヤブカンゾウ   
おにかんぞう カンゾウ   
おにこうべな ⻤⾸菜   
おびるぴーは シーベリー   
おらんだいちご イチゴ   
おらんだがらし クレソン   
おらんだぜり パセリ   
おらんだぱぷりか オランダパプリカ   
おらんだみずがらし クレソン   
おらんだみつば セロリ   
おらんだわれもこう サラダバーネット   
おりんぴあ オリンピア   
おりーぶ オリーブ   
おりーぶ(かじつ) オリーブ(果実)   
おりーぶ(は) オリーブ(葉)   
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おれがの オレガノ   
おれんじ オレンジ   
おれんじたいむ オレンジタイム   
おーくりーふ オークリーフ   
おーたむぽえむ オータムポエム   
おーちゃーどぐらす オーチャードグラス   
おーとむぎ エンバク   
おーろらぶらっく オーロラブラック   
か  

かいおとめ 甲斐⼄⼥   
かいじ 甲斐路   
かいとうめん カイトウメン   
かいみれい 甲斐美嶺   
かいらん カイラン   
かえんさい テーブルビート   
かおりひらたけ エリンギ   
かが 加賀   
かがつるまめ 千⽯⾖   
かき カキ   
かき(は) カキ(葉)   
かきちしゃ カキチシャ   
かきな かきな   
かぐらなんばん カグラナンバン   
かしす ブラックカラント   
かしゅーなっつ カシューナッツ   
かずざきよもぎ ヨモギ   
かったくるがん カッタクルガン   
かつおな かつお菜   
かつやまみずな 勝⼭⽔菜   
かつら 桂   
かにすてる カニステル   
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かのこそう カノコソウ   
かぴたーとぅす ペルシアンヒソップ   
かぶ カブ   
かぶ(ね) カブ(根)   
かぶ(は) カブ(葉)   
かぶかんらん コールラビ   
かぶしめじ ホンシメジ   
かぶたまな コールラビ   
かぶちー カブチー   
かぶら カブ   
かぶらみつば セルリアック   
かぶれな かぶれな   
かべるねそーびによん カベルネソービニヨン   
かぼす カボス   
かぼすゆ カボス   
かぼちゃ カボチャ   
かみつれ カモミール   
かみはりたけ ブナハリタケ   
かみめぼうき ホーリーバジル   
かもうり トウガン   
かもがや オーチャードグラス   
かもまいる カモミール   
かもみーる カモミール   
から カラマンダリン   
からぐわ マグワ   
からしな カラシナ   
からしな(くき) カラシナ(茎)   
からしな(しゅし) カラシナ(種⼦)   
からしな(は) カラシナ(葉)   
からすむぎ カラスムギ   
からまんだりん カラマンダリン   
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からまんでぃん シキキツ   
からもんでぃん シキキツ   
からんつ フサスグリ   
からんと フサスグリ   
からーぴーまん カラーピーマン   
かりふぉるにあでゅーべりー デューベリー   
かりふぉるにあわんだー カリフォルニアワンダー   
かりふらわー カリフラワー   
かりもり かりもり   
かりん カリン   
かるむ キャラウェイ   
かれーぷらんと カレープラント   
かわきた 河北   
かわちばんかん 河内晩柑   
かわな セリ   
かわながれ 川流れ   
かわのなつだいだい カワノナツダイダイ   
かわらけつめい カワラケツメイ   
かわらよもぎ カワラヨモギ   
かんしょ サツマイモ   
かんしょうようあじあんたむ 観賞⽤アジアンタム   
かんしょうようあすたー 観賞⽤アスター   
かんしょうようあまどころ 観賞⽤アマドコロ   
かんしょうようあろえ 観賞⽤アロエ   
かんしょうよういちょう 観賞⽤イチョウ   
かんしょうよういんぱちぇんす 観賞⽤インパチェンス   
かんしょうようえきざかむ 観賞⽤エキザカム   
かんしょうようかーねーしょん 観賞⽤カーネーション   
かんしょうようきんぎょそう 観賞⽤キンギョソウ   
かんしょうようきんせんか 観賞⽤キンセンカ   
かんしょうようきんれんか 観賞⽤キンレンカ   
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かんしょうようぎく 観賞⽤ギク   
かんしょうようこすもす 観賞⽤コスモス   
かんしょうようさざんか 観賞⽤サザンカ   
かんしょうようさんざし 観賞⽤サンザシ   
かんしょうようしねらりあ 観賞⽤シネラリア   
かんしょうようしゃくやく 観賞⽤シャクヤク   
かんしょうようすとっく 観賞⽤ストック   
かんしょうようせんにちこう 観賞⽤センニチコウ   
かんしょうようつばき 観賞⽤ツバキ   
かんしょうようとうつばき 観賞⽤トウツバキ   
かんしょうようとりかぶと 観賞⽤トリカブト   
かんしょうようとれにあ 観賞⽤トレニア   
かんしょうようなでしこ 観賞⽤ナデシコ   
かんしょうようなんてん 観賞⽤ナンテン   
かんしょうようばら 観賞⽤バラ   
かんしょうようぱんじー 観賞⽤パンジー   
かんしょうようひまわり 観賞⽤ヒマワリ   
かんしょうようぷりむら 観賞⽤プリムラ   
かんしょうようべにばな 観賞⽤ベニバナ   
かんしょうようぺちゅにあ 観賞⽤ペチュニア   
かんしょうようほおずき 観賞⽤ホオズキ   
かんしょうようやぐるまぎく 観賞⽤ヤグルマギク   
かんしょうようやぶつばき 観賞⽤ヤブツバキ   
かんしょうようゆきつばき 観賞⽤ユキツバキ   
かんしょうようゆり 観賞⽤ユリ   
かんしょうようらべんだー 観賞⽤ラベンダー   
かんしょうようるどべきあ 観賞⽤ルドベキア   
かんぞう ウラルカンゾウ   
かんぞう スペインカンゾウ   
かんぞう カンゾウ   
かんぞう(はな) カンゾウ(花)   
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かんたろーぷ カンタロープ   
かんぴょう カンピョウ   
かんらん キャベツ   
かーねーしょん カーネーション   
かーぶちー カブチー   
かーぼろねろ カーボロネロ   
かーらんと フサスグリ   
がじゅつ ガジュツ   
がじゅつ(こんけい) ガジュツ(根茎)   
がじゅつ(ね) ガジュツ(根)   
がぱお ホーリーバジル   
がまずみ ガマズミ   
がるぎーる ルッコラ   
がんそく コゴミ   
がーでんくれす ガーデンクレス   
がーでんびーと テーブルビート   
がーでんぴー エンドウマメ   
がーりっく ニンニク   
き  

きうい キウイフルーツ   
きういふるーつ キウイフルーツ   
きがらしな ⻩がらし菜   
きく キク   
きくいも キクイモ   
きくちしゃ エンダイブ   
きくな シュンギク   
きくにがな チコリ   
きくばおうれん オウレン   
きくめろん 菊メロン   
きくらげ キクラゲ   
きさらぎな 如⽉菜   
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きしゅうみかん 紀州ミカン   
きそな ⽊曽菜   
きたいちみずな 北市⽔菜   
きだちあろえ キダチアロエ   
きだちとうがらし キダチトウガラシ   
きだちわた キダチワタ   
きにら(は) ⻩ニラ(葉)   
きぬさや 絹さや   
きぬさやえんどう 絹さや   
きのあ キノア   
きのした モミジガサ   
きばなすずしろ ルッコラ   
きび キビ   
きまめ キマメ   
きもと ノビル   
きゃべつ キャベツ   
きゃらうぇい キャラウェイ   
きゃらうぇい(かじつ) キャラウェイ(果実)   
きゃらうぇい(くき) キャラウェイ(茎)   
きゃらうぇい(けいよう) キャラウェイ(茎葉)   
きゃらうぇい(は) キャラウェイ(葉)   
きゃらうぇー キャラウェイ   
きゃんべる キャンベル   
きゃんべるあーりー キャンベルアーリー   
きゅうけいかんらん コールラビ   
きゅうり キュウリ   
きゅうり(かじつ) キュウリ(果実)   
きゅうり(は) キュウリ(葉)   
きゅうり(はな) キュウリ(花)   
きゅらそーあろえ アロエベラ   
きょうおう 春ウコン   
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きょうな ミズナ   
きょうな ミブナ   
きょうのさとしろな 京の⾥しろな   
きょうみずな 京⽔菜   
きょほう 巨峰   
きよみ 清⾒   
きりみつば 切りミツバ   
きんかん キンカン   
きんぎょそう キンギョソウ   
きんぐでら キングデラ   
きんさい キンサイ   
きんしょう キンショウ   
きんしんさい カンゾウ(花)   
きんせんか キンセンカ   
きんつぁい キンサイ   
きんとき ⾦時(インゲンマメ)   
きんとき ⾦時(ニンジン)   
きんぴょう ⾦俵   
きんれんか キンレンカ   
ぎょうじゃにんにく ギョウジャニンニク   
ぎょくちく アマドコロ   
ぎんせん 銀泉   
ぎんなん ギンナン   
く  

くいんしー クインシー   
くうしんさい エンサイ   
くきたかな ザーサイ   
くきたちな 茎⽴菜   
くきちしゃ クキチシャ   
くきぶろっこりー 茎ブロッコリー   
くきれたす クキチシャ   
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くぐみ コゴミ   
くこ クコ   
くこ(かじつ) クコ(果実)   
くこ(は) クコ(葉)   
くこし クコ(果実)   
くさせんな ハブソウ   
くさそてつ コゴミ   
くさぼけ クサボケ   
くじょう 九条   
くだものたまご カニステル   
くだものとけい パッションフルーツ   
くだものとけいそう パッションフルーツ   
くり クリ   
くりかぼちゃ セイヨウカボチャ   
くりーぴんぐたいむ クリーピングタイム   
くるがんろーず クルガンローズ   
くるみるい クルミ類   
くれそん クレソン   
くれめんたいん クレメンティン   
くれめんてぃん クレメンティン   
くろうり くろうり   
くろすぐり ブラックカラント   
くろふさすぐり ブラックカラント   
くろまめのき(かじつ) クロマメノキ(果実)   
くろみのうぐいすかぐら ハスカップ   
くわ クワ   
くわい クワイ   
くわのきまめ 桑の⽊⾖   
くわのきまめ 桑の⽊⾖   
ぐぁば グアバ   
ぐあば グアバ   
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ぐあば(かじつ) グアバ(果実)   
ぐあば(は) グアバ(葉)   
ぐらんどちぇりー オオブドウホオズキ   
ぐりーんさまー グリーンサマー   
ぐりーんぴーす 実エンドウ   
ぐりーんますたーど グリーンマスタード   
ぐりーんりーふ リーフレタス   
ぐれーとへっどがーりっく グレートヘッドガーリック   
ぐれーぷふるーつ グレープフルーツ   
ぐーすべりー スグリ   
け  

けおほおずき ゴールデンベリー   
けっきゅうめきゃべつ 結球メキャベツ   
けつるあずき ケツルアズキ   
けにぎんでるわいんがるでん ケニギンデルワインガルデン   
けよのみ ハスカップ   
けーぷあろえ ケープアロエ   
けーる ケール   
げんすけ 源助   
げんのしょうこ ゲンノショウコ   
こ  

こうき コウキ   
こうさい コリアンダー   
こうさいたい コウサイタイ   
こうしゅう 甲州   
こうしゅうさんじゃく 甲州三尺   
こうすい ⾹粋   
こうすいはっか レモンバーム   
こうすいぼく レモンバーベナ   
こうらいきび トウモロコシ   
こうらいにんじん オタネニンジン   
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こうりゃん ソルガム   
こえんどろ コリアンダー   
こおにたびらこ コオニタビラコ   
こおりみずな 郡⽔菜   
こかぶ こかぶ   
こがねばな コガネヤナギ   
こがねやなぎ コガネヤナギ   
こきあ ホウキギ   
こきび キビ   
こくおう ⿊王   
こくわ サルナシ   
こけもも コケモモ   
こけもも(かじつ) コケモモ(果実)   
こごたな ⼩⽜⽥菜   
こごみ コゴミ   
こごめ コゴミ   
こしょうそう ガーデンクレス   
こしょうはっか ペパーミント   
こすもす コスモス   
こすれたす タチチシャ   
こせりばおうれん オウレン   
こはこべ ハコベ   
こびる ノビル   
こぼけ クサボケ   
こまつな コマツナ   
こまつな(なばな) コマツナ(ナバナ)   
こみかん 紀州ミカン   
こむぎ コムギ   
こめ ⽶   
こもちかんらん メキャベツ   
こもちたかな ⼦持たかな   
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こもんせーじ セージ   
こらーど ケール   
こりあんだー コリアンダー   
こりあんだー(かじつ) コリアンダー(果実)   
こりあんだー(くき) コリアンダー(茎)   
こりあんだー(けいよう) コリアンダー(茎葉)   
こりあんだー(は) コリアンダー(葉)   
こんにゃく コンニャク   
こんふりー コンフリー   
こーるらび コールラビ   
こーんさらだ マーシュ   
ごかくもっか パパイア   
ごがつささげ インゲンマメ   
ごがつな 五⽉菜   
ごぎょう ハハコグサ   
ごぼう ゴボウ   
ごぼうあざみ モリアザミ   
ごま ゴマ   
ごるびー ゴルビー   
ごれんし スターフルーツ   
ごーや ニガウリ   
ごーるでんぴたや ゴールデンピタヤ   
ごーるでんべりー ゴールデンベリー   
ごーるでんまじょらむ ゴールデンマジョラム   
ごーるど ゴールド   
ごーるどふぃんがー ゴールドフィンガー   
さ  

さい ナズナ   
さいしん サイシン   
さいとう インゲンマメ   
さいねりあ シネラリア   
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さがまんだりん サガマンダリン   
さがみ さがみ   
さがみぐりーん さがみグリーン   
さくな ボタンボウフウ   
さくら サクラ   
さくらそう プリムラ   
さくらんぼ オウトウ   
ささげ ササゲ   
さじー シーベリー   
さっぽろおおながなんばん 札幌⼤⻑なんばん   
さつまいも サツマイモ   
さつまいも(かいこん) サツマイモ(塊根)   
さつまいも(けいよう) サツマイモ(茎葉)   
さつままんだりん ウンシュウミカン   
さといも サトイモ   
さといも(かいけい) サトイモ(塊茎)   
さといも(ようへい) サトイモ(葉柄)   
さとうえんどう 砂糖えんどう   
さとうきび サトウキビ   
さとうだいこん テンサイ   
さにーるーじゅ サニールージュ   
さにーれたす サニーレタス   
さぬきな さぬきな   
さふらわー ベニバナ   
さふらん サフラン   
さふらん(めしべ) サフラン(雌しべ)   
さぼいきゃべつ サボイキャベツ   
さぽじら サポジラ   
さまーすかっしゅ ペポカボチャ   
さまーふれっしゅ サマーフレッシュ   
さまーぶらっく サマーブラック   
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さやいんげん サヤインゲン   
さやえんどう サヤエンドウ   
さらだな サラダ菜   
さらだばーねっと サラダバーネット   
さるしふぁい ⻄洋ゴボウ   
さるじふぃ ⻄洋ゴボウ   
さるなし サルナシ   
さわわさび ⽔ワサビ   
さわーおれんじ ダイダイ   
さんかくさぼてん ドラゴンフルーツ   
さんけいゆきな 三景雪菜   
さんごしょう ロマネスコ   
さんざし サンザシ   
さんしきすみれ パンジー   
さんしょう サンショウ   
さんしょう(かじつ) サンショウ(果実)   
さんしょう(は) サンショウ(葉)   
さんじゃくささげ ⼗六ささげ   
さんちゅ カキチシャ   
さんとうさい ⼭東菜   
さんどまめ インゲンマメ   
さんぼうかん サンボウカン   
さんぽう 三宝   
さんまいみずな さんまい⽔菜   
さんりくつぼみな 三陸つぼみ菜   
さーじ シーベリー   
さーびすべりー ジューンベリー   
ざいふりぼく ジューンベリー   
ざくろ ザクロ   
ざばるかんすきー ザバルカンスキー   
ざぼん ブンタン   
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ざーさい ザーサイ   
ざーさい(けいよう) ザーサイ(茎葉)   
ざーさい(ひだいけい) ザーサイ(肥⼤茎)   
し  

しぃくわーさー シィクワーサー   
しいたけ シイタケ   
しえん 紫苑   
しかくまめ シカクマメ   
しききつ シキキツ   
しぎょく 紫⽟   
ししとう シシトウ   
ししとう(かじつ) シシトウ(果実)   
しせんあーさい 四川児菜   
しせんざーさい 四川搾菜   
しせんざーさい(けいよう) 四川搾菜(茎葉)   
しせんざーさい(ひだいけい) 四川搾菜(肥⼤茎)   
しそ シソ   
しそ(かじつ) シソ(果実)   
しそ(かすい) シソ(花穂)   
しそ(くき) シソ(茎)   
しそ(しゅし) シソ(種⼦)   
しそ(は) シソ(葉)   
しとろん シトロン   
しとろんねる シトロンネル   
しどき モミジガサ   
しどけ モミジガサ   
しどみ クサボケ   
しなかんぞう カンゾウ   
しなかんぞう ホンカンゾウ   
しなのすまいる シナノスマイル   
しねらりあ シネラリア   
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しぶれっと アサツキ   
しまぐわ ヤマグワ   
しまつなそ シマツナソ   
しまにんじん 島にんじん   
しまほおずき ゴールデンベリー   
しもきたはるまな 下北春まな   
しもにた 下仁⽥   
しもんいも シモンイモ   
しもんいも(かいこん) シモンイモ(塊根)   
しもんいも(こんけい) シモンイモ(根茎)   
しゃいんますかっと シャインマスカット   
しゃかとう バンレイシ   
しゃくしな タイサイ   
しゃくやく シャクヤク   
しゃぜんそう オオバコ   
しゃるどね シャルドネ   
しゃんさい コリアンダー   
しゃんす カボス   
しゅがーあっぷる バンレイシ   
しゅくらい 祝蕾   
しゅんぎく シュンギク   
しょうが ショウガ   
しょうが(こんけい) ショウガ(根茎)   
しょうがつな 正⽉菜   
しょうくようきだちあろえ ⾷⽤キダチアロエ   
しょうごいんおおかぶ 聖護院⼤蕪   
しょくようあじあんたむ ⾷⽤アジアンタム   
しょくようあすたー ⾷⽤アスター   
しょくようあま ⾷⽤アマ   
しょくようあまどころ ⾷⽤アマドコロ   
しょくようあろえ ⾷⽤アロエ   
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しょくようあろえべら ⾷⽤アロエベラ   
しょくよういんぱちぇんす ⾷⽤インパチェンス   
しょくようえきざかむ ⾷⽤エキザカム   
しょくようおおさんざし(かじつ) ⾷⽤オオサンザシ(果実)   
しょくようおおばこ(しゅし) ⾷⽤オオバコ(種⼦)   
しょくようおおばこ(は) ⾷⽤オオバコ(葉)   
しょくようおおみさんざし(かじつ) ⾷⽤オオミサンザシ(果実)   
しょくようかえで(は) ⾷⽤カエデ(葉)   
しょくようかれんじゅらぞく ⾷⽤カレンジュラ属   
しょくようかーねーしょん ⾷⽤カーネーション   
しょくようきんぎょそう ⾷⽤キンギョソウ   
しょくようきんせんか ⾷⽤キンセンカ   
しょくようきんれんか ⾷⽤キンレンカ   
しょくようきんれんか(さや) ⾷⽤キンレンカ(莢)   
しょくようきんれんか(は) ⾷⽤キンレンカ(葉)   
しょくようきんれんか(はな) ⾷⽤キンレンカ(花)   
しょくようぎく ⾷⽤ギク   
しょくようぎく(は) ⾷⽤ギク(葉)   
しょくようぎく(はな) ⾷⽤ギク(花)   
しょくようぐわ(かじつ) ⾷⽤桑(果実)   
しょくようぐわ(は) ⾷⽤桑(葉)   
しょくようけーぷあろえ ⾷⽤ケープアロエ   
しょくようこすもす ⾷⽤コスモス   
しょくようさくら(は) ⾷⽤サクラ(葉)   
しょくようさくら(はな) ⾷⽤サクラ(花)   
しょくようさんざし(かじつ) ⾷⽤サンザシ(果実)   
しょくようしねらりあ ⾷⽤シネラリア   
しょくようすとっく ⾷⽤ストック   
しょくようせいようたんぽぽ ⾷⽤⻄洋タンポポ   
しょくようせんにちこう ⾷⽤センニチコウ   
しょくようそるがむ ⾷⽤ソルガム   
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しょくようだいおう ルバーブ   
しょくようつばき(しゅし) ⾷⽤ツバキ(種⼦)   
しょくようとれにあ ⾷⽤トレニア   
しょくようなでしこ ⾷⽤ナデシコ   
しょくようなんてん(は) ⾷⽤ナンテン(葉)   
しょくようのうぜんはれん ⾷⽤ノウゼンハレン   
しょくようのうぜんはれん(さや) ⾷⽤ノウゼンハレン(莢)   
しょくようのうぜんはれん(は) ⾷⽤ノウゼンハレン(葉)   
しょくようのうぜんはれん(はな) ⾷⽤ノウゼンハレン(花)   
しょくようばら(かじつ) ⾷⽤バラ(果実)   
しょくようばら(はな) ⾷⽤バラ(花)   
しょくようぱんじー ⾷⽤パンジー   
しょくようひまわり(しゅし) ⾷⽤ヒマワリ(種⼦)   
しょくようぷりむら ⾷⽤プリムラ   
しょくようへちま ⾷⽤ヘチマ   
しょくようべにばな(しゅし) ⾷⽤ベニバナ(種⼦)   
しょくようべにばな(はな) ⾷⽤ベニバナ(花)   
しょくようぺちゅにあ ⾷⽤ペチュニア   
しょくようほおずき ⾷⽤ホオズキ   
しょくようほおずき ショクヨウホオズキ   
しょくようほおのき(は) ⾷⽤ホオノキ(葉)   
しょくようまぐわ(かじつ) ⾷⽤マグワ(果実)   
しょくようみにばら ⾷⽤ミニバラ   
しょくようめんじつ ⾷⽤綿実   
しょくようやぐるまぎく ⾷⽤ヤグルマギク   
しょくようやまぐわ(かじつ) ⾷⽤ヤマグワ(果実)   
しょくようゆうがお ⾷⽤ユウガオ   
しょくようらべんだー ⾷⽤ラベンダー   
しょくようるどべきあ ⾷⽤ルドベキア   
しょくようろーれる ⾷⽤ローレル   
しらがぶどう シラガブドウ   
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しらくちかずら サルナシ   
しらくちづる サルナシ   
しらぬひ 不知⽕   
しりょうようあるふぁるふぁ 飼料⽤アルファルファ   
しりょうようえんばく 飼料⽤エンバク   
しりょうようさとうきび 飼料⽤サトウキビ   
しりょうようそるがむ 飼料⽤ソルガム   
しりょうようとうもろこし 飼料⽤トウモロコシ   
しるくれたす シルクレタス   
しろうり シロウリ   
しろきくらげ シロキクラゲ   
しろくろーばー シロクローバー   
しろさぽて ホワイトサポテ   
しろつめぐさ シロクローバー   
しろな しろな   
しろふさすぐり ⽩フサスグリ   
しんしゅうだいおう 信州⼤⻩   
しんつみな 宮内菜   
しんつるむらさき ツルムラサキ   
しんふぃつむぞく シンフィツム属   
しーあいらんどめん カイトウメン   
しーおー CO   
しーじー88435 CG88435   
しーべりー シーベリー   
じおう ジオウ   
じかまきすいとう|ちょくはすいとう 直播⽔稲   
じねんじょ ジネンジョ   
じねんじょ(かいけい) ジネンジョ(塊茎)   
じねんじょむかご ジネンジョムカゴ   
じゃがいも ジャガイモ   
じゃすみん ジャスミン   
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じゃばら じゃばら   
じゃばら じゃばら   
じゃぼちかば ジャボチカバ   
じゃぼちかば(かじつ) ジャボチカバ(果実)   
じゃわあっぷる レンブ   
じゃわふともも レンブ   
じゃんぼにんにく グレートヘッドガーリック   
じゃんぼぴーまん カラーピーマン   
じゃーまんかもみーる ジャーマンカモミール   
じゅうろくささげ ⼗六ささげ   
じゅずだま ジュズダマ   
じゅんさい ジュンサイ   
じゅーんべりー ジューンベリー   
じょみ ガマズミ   
じろる アンズタケ   
す  

すいか スイカ   
すいすちゃーど フダンソウ   
すいぜんじな スイゼンジナ   
すいとう ⽔稲   
すいば ソレル   
すいほう 翠峰   
すいーとおれんじ スイートオレンジ   
すいーとこーん スイートコーン   
すいーとばじる バジル   
すぇーでんかぶ ルタバガ   
すえつむはな ベニバナ   
すかんぽ ソレル   
すぎもりけいとう スギモリゲイトウ   
すぎもりげいとう スギモリゲイトウ   
すぎもりげいとう(けいよう) スギモリゲイトウ(茎葉)   
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すぎもりげいとう(しゅし) スギモリゲイトウ(種⼦)   
すぐきな 酢茎菜   
すぐり スグリ   
すずしろ ダイコン   
すずな カブ   
すたーふるーつ スターフルーツ   
すだち スダチ   
すちゅーべん スチューベン   
すてぃっくしゅんぎく スティクシュンギク   
すてぃっくせにょーる スティックセニョール   
すてむれたす クキチシャ   
すとっく ストック   
すとろべりーぐあば ストロベリーグアバ   
すどめ クサボケ   
すなぢぐみ シーベリー   
すなっぷ スナップ   
すなっぷえんどう スナップ   
すなっぷどらごん キンギョソウ   
すぺあみんと スペアミント   
すぺいんかんぞう スペインカンゾウ   
すもも スモモ   
すーだんぐらす スーダングラス   
すーだんめん カイトウメン   
すーぷせろり キンサイ   
ずっきーに ズッキーニ   
ずっきーに(はな) ズッキーニ(花)   
ずばいもも ネクタリン   
せ  

せいさい ⻘菜   
せいさい ⻘菜   
せいじゅくいんげんまめ 成熟インゲンマメ   
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せいじゅくえんどうまめ 成熟エンドウマメ   
せいじゅくささげ 成熟ササゲ   
せいじゅくせんごくまめ 成熟千⽯⾖   
せいじゅくそらまめ 成熟ソラマメ   
せいじゅくたちなたまめ 成熟タチナタマメ   
せいじゅくだいず 成熟ダイズ   
せいじゅくとうもろこし 成熟トウモロコシ   
せいじゅくなたまめ 成熟ナタマメ   
せいじゅくひらまめ 成熟ヒラマメ   
せいじゅくふじまめ 成熟フジマメ   
せいじゅくらいまびーん 成熟ライマビーン   
せいじゅくらっかせい 成熟ラッカセイ   
せいべる 9110 セイベル９１１０   
せいようあさつき アサツキ   
せいようあぶらな セイヨウアブラナ   
せいようかぼちゃ セイヨウカボチャ   
せいようかまつか アロニア   
せいようからはなそう ホップ   
せいようきいちご ラズベリー   
せいようごぼう ⻄洋ゴボウ   
せいようなし セイヨウナシ   
せいようにんじん ⻄洋ニンジン   
せいようねぎ リーキ   
せいようはしばみ ヘーゼルナッツ   
せいようはっか ペパーミント   
せいようみざくら オウトウ   
せいようやまはっか レモンバーム   
せいようわさび ワサビダイコン   
せきりゅう ザクロ   
せきれい ⾚嶺   
せしりあ セシリア   
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せっぱくたいさい 雪⽩体菜   
せっぷ ヤマドリタケ   
せとか せとか   
せとじゃいあんつ 瀬⼾ジャイアンツ   
せねか セネカ   
せねが セネガ   
せみのーる セミノール   
せり セリ   
せりたな 芹⽥菜   
せりばおうれん オウレン   
せりふぉん セリフォン   
せるしふぃー ⻄洋ゴボウ   
せるたす クキチシャ   
せるばちこ セルバチコ   
せるふぃーゆ チャービル   
せるり セロリ   
せるりあっく セルリアック   
せれべす セレベス   
せろり セロリ   
せろり(くき) セロリ(茎)   
せろり(けいよう) セロリ(茎葉)   
せろり(は) セロリ(葉)   
せろりー セロリ   
せんいようあま 繊維⽤アマ   
せんきゅう センキュウ   
せんごくまめ 千⽯⾖   
せんじゅう 千住   
せんだいばしょうな 仙台芭蕉菜   
せんだいゆきな 仙台雪菜   
せんなり ハヤトウリ   
せんにちこう センニチコウ   
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せんにんこく ヒモゲイトウ   
せんぶり センブリ   
せんぽうさいいちごう 千宝菜１号   
せんぽうさいにごう 千宝菜２号   
せんぽうわけぎ アサツキ   
せーじ セージ   
ぜんまい ゼンマイ   
そ  

そうせきさん チョロギ   
そば ソバ   
そらまめ ソラマメ   
そるがむ ソルガム   
それる ソレル   
そーすたいむ ソースタイム   
た  

たあさい タアサイ   
たいこうな モミジガサ   
たいさい タイサイ   
たいな タイサイ   
たいむ タイム   
たいも ミズイモ   
たいも ハスイモ   
たいわんつなそ モロヘイヤ   
たいわんはっか ハッカ   
たかきび ソルガム   
たかすみ ⾼墨   
たかつま ⾼妻   
たかな タカナ   
たかのつめ 鷹の⽖   
たかみ タカミ   
たけあずき ツルアズキ   
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たけのこ タケノコ   
たけのこいも 筍いも   
たけのこたかな 四川搾菜   
たちじゃこうそう タイム   
たちすべりひゆ タチスベリヒユ   
たちちしゃ タチチシャ   
たちなたまめ タチナタマメ   
たちれたす タチチシャ   
たのれっど タノレッド   
たばこ タバコ   
たびじ 旅路   
たびらこ コオニタビラコ   
たべたいな たべたい菜   
たべてな ⾷べて菜   
たまな キャベツ   
たまねぎ タマネギ   
たまねぎ(りんけい) タマネギ(鱗茎)   
たまひろこ ノビル   
たまゆたか 多摩ゆたか   
たもぎたけ タモギタケ   
たらごん タラゴン   
たらのき タラノキ   
たらのめ タラの芽   
たるがよ タロガヨ   
たろがよ タロガヨ   
たんかん タンカン   
たんぜりん ミカン   
たんぜろ タンゼロ   
たーめりっく ウコン   
たーゆーるー ⼤⽟露   
だいおう ダイオウ   
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だいこくしめじ ホンシメジ   
だいこん ダイコン   
だいこん(ね) ダイコン(根)   
だいしょ ダイショ   
だいしょ(かいけい) ダイショ(塊茎)   
だいず ダイズ   
だいずもやし ダイズモヤシ   
だいだい ダイダイ   
だいなごん ⼤納⾔   
だったんそば ダッタンソバ   
だついも だついも   
だーくおぱーるばじる ダークオパールバジル   
だーくりっじ ダークリッジ   
ち  

ちぇりもや チェリモヤ   
ちぇりー チェリー   
ちぇりーせーじ チェリーセージ   
ちぇりーとまと ミニトマト   
ちこり チコリ   
ちこり(けいよう) チコリ(茎葉)   
ちこり(ねかぶ) チコリ(根株)   
ちこり(め) チコリ(芽)   
ちこりー チコリ   
ちしゃとう クキチシャ   
ちたけ チチタケ   
ちちうり パパイア   
ちちたけ チチタケ   
ちぢみな ちぢみ菜   
ちまさんちゅ チマサンチュ   
ちもしー チモシー   
ちゃ チャ   
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ちゃいぶ アサツキ   
ちゃなー 乍那   
ちゃよて ハヤトウリ   
ちゃーど フダンソウ   
ちゃーびる チャービル   
ちゃーびる(けいよう) チャービル(茎葉)   
ちゃーびる(は) チャービル(葉)   
ちゅうごくぐり チュウゴクグリ   
ちゅうごくせろり キンサイ   
ちゅうごくなし チュウゴクナシ   
ちょうせんあざみ アーティチョーク   
ちょうせんにんじん オタネニンジン   
ちょうぜんじな ⻑禅寺菜   
ちょこべりー アロニア   
ちょろうぎ チョロギ   
ちょろぎ チョロギ   
ちょーくべりー アロニア   
ちょーみーぐさ ボタンボウフウ   
ちょーみーぐさ ボタンボウフウ   
ちりめんからし あざみな   
ちりめんきゃべつ サボイキャベツ   
ちりめんくきたちな 縮緬茎⽴菜   
ちりめんちしゃ リーフレタス   
ちんげんさい チンゲンサイ   
ちんげんさい(なばな) チンゲンサイ(ナバナ)   
ちんつぁおちん 京早晶   
ちんぴ チンピ   
ちーまでぃらーぱ チーマディラーパ   
つ  

つくねいも ツクネイモ   
つくねいも(かいけい) ツクネイモ(塊茎)   
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つくりたけ マッシュルーム   
つだ 津⽥   
つばき ツバキ   
つみなばな 摘菜花   
つるあずき ツルアズキ   
つるな ツルナ   
つるまめ 千⽯⾖   
つるむらさき ツルムラサキ   
つるれいし ニガウリ   
つわぶき ツワブキ   
て  

てうろぎ チョロギ   
ておしんと テオシント   
てごろな てごろ菜   
てごろな てごろ菜   
てごろな てごろ菜   
てふ テフ   
てりはばんじろう ストロベリーグアバ   
てんさい テンサイ   
てんしゅう 天秀   
てんのうじ 天王寺   
てーぶるびーつ テーブルビート   
てーぶるびーと テーブルビート   
でぃる ディル   
でぃる(くき) ディル(茎)   
でぃる(けいよう) ディル(茎葉)   
でぃる(しゅし) ディル(種⼦)   
でぃる(は) ディル(葉)   
でこぽん デコポン   
でとろいと デトロイト   
でとろいとだーくれっど デトロイトダークレッド   
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でゅーべりー デューベリー   
でらうえあ デラウエア   
と  

とうがらし トウガラシ   
とうがらし(かじつ) トウガラシ(果実)   
とうがらし(は) トウガラシ(葉)   
とうがん トウガン   
とうき トウキ   
とうき(は) トウキ(葉)   
とうきちな モミジガサ   
とうきちろう モミジガサ   
とうきび トウモロコシ   
とうきんかん シキキツ   
とうさい シカクマメ   
とうじんな ⻑崎⽩菜   
とうすけぼうふう トウスケボウフウ   
とうちゅうかそう 冬⾍夏草   
とうぢしゃ フダンソウ   
とうな ⻑崎⽩菜   
とうみょう トウミョウ   
とうもろこし トウモロコシ   
とがりばつなそ シマツナソ   
ときわあけび ムベ   
とちゅう(は) トチュウ(葉)   
とっくりいも とっくりいも   
とっくりいも(かいけい) とっくりいも(塊茎)   
とまてぃろ オオブドウホオズキ   
とまと トマト   
とらかわたいがーめろん ⻁⽪タイガーメロン   
とらまめ ⻁⾖   
とりかぶと トリカブト   
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とりゅふ トリュフ   
とれにあ トレニア   
とれびす トレビス   
とれびっつ トレビス   
とれびつ トレビス   
とんぶり トンブリ   
とーるふぇすく トールフェスク   
どいつかみつれ ジャーマンカモミール   
どくだみ ドクダミ   
どめすちかすもも プルーン   
どらごんふるーつ ドラゴンフルーツ   
どりあん ドリアン   
な  

ないあがら ナイアガラ   
ないやがらまらべるふぁ ナイヤガラマラベルファ   
なかじまな 中島菜   
ながいも ナガイモ   
ながいも(かいけい) ナガイモ(塊茎)   
ながいもむかご ナガイモムカゴ   
ながおかな ⻑岡菜   
ながさきはくさい ⻑崎⽩菜   
ながささげ ⼗六ささげ   
ながとゆずきち ⻑⾨ユズキチ   
ながのぱーぷる ナガノパープル   
ながみつなそ モロヘイヤ   
なし ナシ   
なす ナス   
なすたちうむ キンレンカ   
なずな ナズナ   
なたね ナタネ   
なたまめ ナタマメ   
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なつかん ナツミカン   
なつだいだい ナツミカン   
なつみかん ナツミカン   
なつめ ナツメ   
なでしこ ナデシコ   
なにわな なにわ菜   
なのはな ナバナ   
なばな ナバナ   
なめこ ナメコ   
なめたけ エノキタケ   
なるさわな 鳴沢菜   
なんかしょうが 軟化ショウガ   
なんきんまめ ラッカセイ   
なんてん ナンテン   
なんばんきび トウモロコシ   
に  

にかんめたいさい ⼆貫⽬体菜   
にがうり ニガウリ   
にがちしゃ エンダイブ   
にがな ホソバワダン   
にがはっか ニガハッカ   
にじょうおおむぎ ⼆条オオムギ   
にっこう ⽇光   
にっぽんさいしん ウスバサイシン   
にほんかぼちゃ ニホンカボチャ   
にほんぐり ニホングリ   
にほんすもも ニホンスモモ   
にほんなし ニホンナシ   
にほんはっか ハッカ   
にゅーさまーおれんじ ヒュウガナツ   
にゅーない ニューナイ   
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にゅーめろん ニューメロン   
にゅーよーくますかっと ニューヨークマスカット   
にら ニラ   
にら(かけい) ニラ(花茎)   
にら(は) ニラ(葉)   
にらねぎ リーキ   
にれたけ タモギタケ   
にわぐさ ホウキギ   
にわそてつ コゴミ   
にんじん ニンジン   
にんじん(ね) ニンジン(根)   
にんじん(は) ニンジン(葉)   
にんにく ニンニク   
にんにく(かけい) ニンニク(花茎)   
にんにく(りんけい) ニンニク(鱗茎)   
にんぽうきんかん ニンポウキンカン   
ぬ  

ぬますのき ハイブッシュブルーベリー   
ね  

ねいはきんかん ニンポウキンカン   
ねおますかっと ネオマスカット   
ねおまーと ネオマート   
ねぎ ネギ   
ねくたりん ネクタリン   
ねずみむぎ イタリアンライグラス   
ねせるり セルリアック   
ねせろり セルリアック   
ねへれすこーる ネヘレスコール   
ねみつば 根ミツバ   
ねむちゃ カワラケツメイ   
ねーぶる ネーブル   
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ねーぶるおれんじ ネーブル   
の  

のうぜんはれん ノウゼンハレン   
のかんぞう カンゾウ   
のかんぞう ノカンゾウ   
のかんぞう(はな) ノカンゾウ(花)   
のざわな 野沢菜   
のぢしゃ マーシュ   
のはらじゃく チャービル   
のびる ノビル   
のぼけ クサボケ   
のらぼうな のらぼうな   
のーざんでゅーべりー デューベリー   
のーすぶらっく ノースブラック   
のーすれっど ノースレッド   
は  

はいぶっしゅぶるーべりー ハイブッシュブルーベリー   
はいべりー ハイベリー   
はおちぃな ハオチィ菜   
はかた 博多   
はかたつぼみな 博多蕾菜   
はかたはくさい 博多   
はきゃべつ ケール   
はぎな ヨメナ   
はくさい ハクサイ   
はくさい(なばな) ハクサイ(ナバナ)   
はくほう ⽩峰   
はぐらうり はぐらうり   
はげいとう ヒユ   
はこべ ハコベ   
はごぼう 葉ゴボウ   
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はごろもからしな あざみな   
はごろもかんらん ケール   
はしょうが 葉ショウガ   
はじかみしょうが はじかみしょうが   
はす ハス   
はすいも ハスイモ   
はすいも(かいけい) ハスイモ(塊茎)   
はすいも(ようへい) ハスイモ(葉柄)   
はすかっぷ ハスカップ   
はたけしめじ ハタケシメジ   
はたけな 畑菜   
はたけな(なばな) 畑菜(ナバナ)   
はたまねぎ 葉タマネギ   
はたわさび 畑ワサビ   
はたわさび(かけい) 畑ワサビ(花茎)   
はたわさび(こんけい) 畑ワサビ(根茎)   
はたわさび(は) 畑ワサビ(葉)   
はたわさび(はな) 畑ワサビ(花)   
はたわさび(ようへい) 畑ワサビ(葉柄)   
はだいこん 葉ダイコン   
はだかむぎ ハダカムギ   
はちく ハチク   
はちくたけのこ ハチクタケノコ   
はちしゃ リーフレタス   
はちじょうそう アシタバ   
はっか ハッカ   
はっかるい ハッカ類   
はっさく ハッサク   
はつかだいこん ハツカダイコン   
はつかだいこん(ね) ハツカダイコン(根)   
はつかだいこん(は) ハツカダイコン(葉)   
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はつがしら ⼋ツ頭   
はとむぎ ハトムギ   
はなかんらん カリフラワー   
はなささげ ベニバナインゲン   
はなっこりー はなっこりー   
はなとりかぶと トリカブト   
はなな はなな   
はなはす 花ハス   
はなはっか オレガノ   
はなびらたけ ハナビラタケ   
はなまめ ベニバナインゲン   
はなまる 花丸   
はなやさい カリフラワー   
はにんじん 葉ニンジン   
はにんにく 葉ニンニク   
はにーびーなす ハニービーナス   
はにーぶらっく ハニーブラック   
はねでゅー ハネデュー   
はねみささげ シカクマメ   
ははこぐさ ハハコグサ   
はばねろ ハバネロ   
はびろな ⽻広菜   
はぶそう ハブソウ   
はぶそう(けいよう) ハブソウ(茎葉)   
はぶそう(しゅし) ハブソウ(種⼦)   
はまちゃ カワラケツメイ   
はまぢしゃ ツルナ   
はまな ツルナ   
はまなし ハマナス   
はまなす ハマナス   
はまなす(かじつ) ハマナス(果実)   
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はまぼうふう ハマボウフウ   
はみうり ハミウリ   
はやとうり ハヤトウリ   
はるうこん 春ウコン   
はるうこん(こんけい) 春ウコン(根茎)   
はるおみなえなし カノコソウ   
はるか はるか   
はるみ はるみ   
はれひめ はれひめ   
はんけっきゅうさんとうさい 半結球⼭東菜   
ばいおれっとうえはら バイオレットウエハラ   
ばじりこ バジル   
ばじる バジル   
ばじる(くき) バジル(茎)   
ばじる(しゅし) バジル(種⼦)   
ばじる(は) バジル(葉)   
ばせら ツルムラサキ   
ばたびあ バタビア   
ばっふぁろー バッファロー   
ばなな バナナ   
ばにら バニラ   
ばにらびーんず バニラ   
ばにらまめ バニラ   
ばひあぐらす バヒアグラス   
ばら バラ   
ばらでぃ バラディ   
ばらもんじん ⻄洋ゴボウ   
ばるさん レモンバーム   
ばるばとすざくら アセロラ   
ばるばとすちぇりー アセロラ   
ばるむ レモンバーム   
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ばれいしょ ジャガイモ   
ばれんしあ バレンシア   
ばれんしあおれんじ バレンシア   
ばんざくろ グアバ   
ばんじろう グアバ   
ばんぺいゆ 晩⽩柚   
ばんれいし バンレイシ   
ぱいなっぷる パイナップル   
ぱいなっぷるせーじ パイナップルセージ   
ぱいんあっぷる パイナップル   
ぱくちょい タイサイ   
ぱくちー コリアンダー   
ぱせり パセリ   
ぱせり(くき) パセリ(茎)   
ぱせり(けいよう) パセリ(茎葉)   
ぱせり(しゅし) パセリ(種⼦)   
ぱせり(は) パセリ(葉)   
ぱっしょんふるーつ パッションフルーツ   
ぱっしょんふるーつ(かじつ) パッションフルーツ(果実)   
ぱっしょんふるーつ(は) パッションフルーツ(葉)   
ぱっしょんふるーつ(はな) パッションフルーツ(花)   
ぱぱいあ(かじつ) パパイア   
ぱぱいあ(かじつ) パパイア(果実)   
ぱぱいあ(は) パパイア(葉)   
ぱぱいや パパイヤ   
ぱぱいや パパイア   
ぱぷりか カラーピーマン   
ぱんこむぎ コムギ   
ぱんじー パンジー   
ひ  

ひえ ヒエ   
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ひきおこし ヒキオコシ   
ひけっきゅうさんとうさい ⾮結球⼭東菜   
ひけっきゅうめきゃべつ ⾮結球メキャベツ   
ひこしまはるな 彦島春菜   
ひさごな 瓢菜   
ひし ヒシ   
ひそっぷ ヤナギハッカ   
ひだりねじ チョロギ   
ひとえのやぶかんぞう ホンカンゾウ   
ひとえのやぶかんぞう カンゾウ   
ひのな ⽇野菜   
ひまわり ヒマワリ   
ひむろっどしーどれす ヒムロッドシードレス   
ひめういきょう キャラウェイ   
ひめうこぎ ウコギ   
ひめかんらん メキャベツ   
ひめじわかな 姫路若菜   
ひも ひも   
ひもげいとう ヒモゲイトウ   
ひもげいとう(けいよう) ヒモゲイトウ(茎葉)   
ひもげいとう(しゅし) ヒモゲイトウ(種⼦)   
ひもとうがらし ひも   
ひゅうがなつ ヒュウガナツ   
ひゅうがなつ ヒュウガナツ   
ひゆ ヒユ   
ひゆ(けいよう) ヒユ(茎葉)   
ひゆ(しゅし) ヒユ(種⼦)   
ひゆな ヒユ   
ひゆな アマランサス(茎葉)   
ひょうたん ユウガオ   
ひょうな タチスベリヒユ   
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ひよこまめ ヒヨコマメ   
ひらざやいんげん ヒラザヤインゲン   
ひらたけ ヒラタケ   
ひらまめ ヒラマメ   
ひらみれもん シィクワーサー   
ひる ノビル   
ひれはりそう コンフリー   
ひろしまな 広島菜   
ひろはせねが セネガ   
ひろはんぶるぐ ヒロハンブルグ   
びたみんな ビタミン菜   
びみたす 美味タス   
びるべりー ビルベリー   
びわ ビワ   
びわ(かじつ) ビワ(果実)   
びわ(じゅひ) ビワ(樹⽪)   
びわ(は) ビワ(葉)   
びーと テンサイ   
びーなす ビーナス   
ぴあれす ピアレス   
ぴおーね ピオーネ   
ぴたんが ピタンガ   
ぴってろびあんこ ピッテロビアンコ   
ぴめんと カラーピーマン   
ぴーす 実エンドウ   
ぴーなっつ ラッカセイ   
ぴーまん ピーマン   
ぴーまん(かじつ) ピーマン(果実)   
ふ  

ふぃるばーと ヘーゼルナッツ   
ふぃーばーぐらす レモングラス   
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ふうきぎく シネラリア   
ふうきざくら シネラリア   
ふぇいじょあ フェイジョア   
ふぇんねる フェンネル   
ふぇんねる(くき) フェンネル(茎)   
ふぇんねる(けいよう) フェンネル(茎葉)   
ふぇんねる(しゅし) フェンネル(種⼦)   
ふぇんねる(は) フェンネル(葉)   
ふき フキ   
ふきざくら シネラリア   
ふきのとう フキノトウ   
ふくしまな 福島菜   
ふくしゅうきんかん ニンポウキンカン   
ふくたち ふくたち   
ふさすぐり フサスグリ   
ふしみあま 伏⾒⽢   
ふじげいとう スギモリゲイトウ   
ふじまめ フジマメ   
ふじみのり 藤稔   
ふだんそう フダンソウ   
ふつうこむぎ コムギ   
ふでしょうが 軟化ショウガ   
ふともも フトモモ   
ふゆあおい オカノリ   
ふりるれたす フリルレタス   
ふれどにあ フレドニア   
ふれんちたらごん タラゴン   
ふれーむとーけー フレームトーケー   
ふろーれんすふぇんねる イタリアウイキョウ   
ぶたいも キクイモ   
ぶっしゅかん ブッシュカン   
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ぶどう ブドウ   
ぶどうほおずき ゴールデンベリー   
ぶなしめじ ブナシメジ   
ぶなはりたけ ブナハリタケ   
ぶらじるなっつ ブラジルナッツ   
ぶらっくおりんぴあ ブラックオリンピア   
ぶらっくおーぱす ブラックオーパス   
ぶらっくからんつ ブラックカラント   
ぶらっくからんと ブラックカラント   
ぶらっくさんじゃく ブラック三尺   
ぶらっくすわん ブラックスワン   
ぶらっくべりー ブラックベリー   
ぶらっくまっぺ ケツルアズキ   
ぶらっくまっぺもやし ブラックマッペモヤシ   
ぶるーべりー ブルーベリー   
ぶるーべりー(かじつ) ブルーベリー(果実)   
ぶろっこりー ブロッコリー   
ぶんたん ブンタン   
ぷちゔぇーる プチヴェール   
ぷらむ ニホンスモモ   
ぷりむら プリムラ   
ぷりんす プリンス   
ぷるーん プルーン   
へ  

へいせんじみずな 平泉寺⽔菜   
へいぜるなっつ ヘーゼルナッツ   
へちま ヘチマ   
へべす|へべず 平兵衛酢   
へんとう ヒラマメ   
へーぜるなっつ ヘーゼルナッツ   
べいじゃーがん ⾙甲⼲   
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べかな べか菜   
べとらーぶ フダンソウ   
べにあれき 紅アレキ   
べにいず 紅伊⾖   
べにかなざわ 紅⾦沢   
べにかぶ 紅かぶ   
べにさんじゃく 紅三尺   
べにしおや 紅塩⾕   
べにずいほう 紅瑞宝   
べにたで ヤナギタデ   
べにたまき 紅環   
べになんよう 紅南陽   
べにばな ベニバナ   
べにばないんげん ベニバナインゲン   
べにぴってろ ベニピッテロ   
べにふじ 紅富⼠   
べにやまびこ 紅やまびこ   
べによし 紅義   
べびーこーん ヤングコーン   
べんりな べんり菜   
ぺかん ペカン   
ぺちゅにあ ペチュニア   
ぺぱーみんと ペパーミント   
ぺぴーの ペピーノ   
ぺぽかぼちゃ ペポカボチャ   
ぺぽかぼちゃ(しゅし) ペポカボチャ(種⼦)   
ぺるしあぐるみ ペルシアグルミ   
ぺるしあんひそっぷ ペルシアンヒソップ   
ぺるしゃぐるみ ペルシアグルミ   
ぺるーめん カイトウメン   
ぺれにあるらいぐらす ペレニアルライグラス   
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ほ  

ほうきぎ ホウキギ   
ほうきぐさ ホウキギ   
ほうこぐさ ハハコグサ   
ほうずき ホオズキ   
ほうれんそう ホウレンソウ   
ほおずき ホオズキ   
ほおのき ホオノキ   
ほくしやまなし チュウゴクナシ   
ほそばおけら ホソバオケラ   
ほそばわだん ホソバワダン   
ほそむぎ ペレニアルライグラス   
ほっぷ ホップ   
ほとけのざ コオニタビラコ   
ほながいぬびゆ ホナガイヌビユ   
ほながいぬびゆ(けいよう) ホナガイヌビユ(茎葉)   
ほながいぬびゆ(しゅし) ホナガイヌビユ(種⼦)   
ほらいも チョロギ   
ほわいとからんつ ⽩フサスグリ   
ほわいとからんと ⽩フサスグリ   
ほわいとさぽて ホワイトサポテ   
ほわいとさぽて(かじつ) ホワイトサポテ(果実)   
ほわいとぴたや ホワイトピタヤ   
ほわいとまるべりー マグワ   
ほんかんぞう ホンカンゾウ   
ほんかんぞう カンゾウ   
ほんかんぞう(はな) ホンカンゾウ(花)   
ほんしめじ ホンシメジ   
ほんたで ヤナギタデ   
ほんな ヨブスマソウ   
ほーすらでぃっしゅ ワサビダイコン   
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ほーりーばじる ホーリーバジル   
ぼいせんべりー ボイセンベリー   
ぼいせんべりー ボイセンベリー   
ぼうしゅうぼく レモンバーベナ   
ぼうな ヨブスマソウ   
ぼうふう トウスケボウフウ   
ぼたんぼうふう ボタンボウフウ   
ぼりじ ボリジ   
ぼるちーに ヤマドリタケ   
ぼんたん ブンタン   
ぼんな ヨブスマソウ   
ぽっとまじょらむ ポットマジョラム   
ぽぽー ポポー   
ぽろねぎ リーキ   
ぽんかん ポンカン   
ぽーとらんど ポートランド   
ぽーぽー ポポー   
ま  

まいたけ マイタケ   
まかだみあなっつ マカダミアナッツ   
まがたまのき カシューナッツ   
まくわうり マクワウリ   
まぐわ マグワ   
まこも マコモ   
まこも(は) マコモ(葉)   
まこもたけ マコモタケ   
まじょらむ マジョラム   
ますかっとおぶあれきさんどりあ マスカットオブアレキサンドリア   
ますかっとこうふ マスカット甲府   
ますかっとでゅーくあもーれ マスカットデュークアモーレ   
ますかっとはんぶるぐ マスカットハンブルグ   
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ますかっとびおれ マスカットビオレ   
ますかっとべりーえー マスカットベリーA   
ますたーどぐりーん グリーンマスタード   
またで ヤナギタデ   
まだけ マダケ   
まだけたけのこ マダケタケノコ   
まっしゅるーむ マッシュルーム   
まつたけ マツタケ   
まなみな 愛味菜   
まにきゅあふぃんがー マニキュアフィンガー   
まめちゃ カワラケツメイ   
まりお マリオ   
まるきんかん キンカン   
まるばはっか アップルミント   
まるみきんかん キンカン   
まるめろ マルメロ   
まんがんじ 万願寺   
まんぐびーん リョクトウ   
まんごすちん マンゴスチン   
まんごー マンゴー   
まんねんたけ マンネンタケ   
まんねんろう ローズマリー   
まーこっと マーコット   
まーしゅ マーシュ   
まーないつ ⾺乃⼦   
み  

みいけたかな 三池⾼菜   
みうらーぜ 海野   
みえんどう 実エンドウ   
みかん ミカン   
みこしぐさ ゲンノショウコ   
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みしまさいこ ミシマサイコ   
みずいも ミズイモ   
みずいも(かいけい) ミズイモ(塊茎)   
みずいも(ようへい) ミズイモ(葉柄)   
みずかけな ⽔掛菜   
みずな ミズナ   
みずわさび ⽔ワサビ   
みずわさび ⽔ワサビ   
みずわさび(かけい) ⽔ワサビ(花茎)   
みずわさび(こんけい) ⽔ワサビ(根茎)   
みずわさび(は) ⽔ワサビ(葉)   
みずわさび(はな) ⽔ワサビ(花)   
みずわさび(ようへい) ⽔ワサビ(葉柄)   
みせいじゅくささげ 未成熟ササゲ   
みせいじゅくしかくまめ 未成熟シカクマメ   
みせいじゅくすいか 未成熟スイカ   
みせいじゅくせんごくまめ 未成熟千⽯⾖   
みせいじゅくそらまめ 未成熟ソラマメ   
みせいじゅくたちなたまめ 未成熟タチナタマメ   
みせいじゅくとうもろこし 未成熟トウモロコシ   
みせいじゅくなたまめ 未成熟ナタマメ   
みせいじゅくひらまめ 未成熟ヒラマメ   
みせいじゅくふじまめ 未成熟フジマメ   
みせいじゅくまくわうり 未成熟マクワウリ   
みせいじゅくめろん 未成熟メロン   
みせいじゅくらいまびーん 未成熟ライマビーン   
みせいじゅくらっかせい 未成熟ラッカセイ   
みつば ミツバ   
みつばあけび ミツバアケビ   
みどりはっか スペアミント   
みどりはなやさい ブロッコリー   
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みにきうい サルナシ   
みにとまと ミニトマト   
みにゔぇーる ミニヴェール   
みばしょう バナナ   
みぶな ミブナ   
みやうちな 宮内菜   
みやざきな 宮崎菜   
みょうが ミョウガ   
みょうが(かすい) ミョウガ(花穂)   
みょうが(けいよう) ミョウガ(茎葉)   
みょうがたけ ミョウガタケ   
みらくるふるーつ ミラクルフルーツ   
みるな オカヒジキ   
みれい 美嶺   
みんとるい ハッカ類   
む  

むしゅうにんにく グレートヘッドガーリック   
むべ ムベ   
むべ ムベ   
むらさきうこん ガジュツ   
むらさきうまごやし アルファルファ   
むらさきつめくさ アカクローバー   
め  

めいけな ⼥池菜   
めいわきんかん ニンポウキンカン   
めきゃべつ メキャベツ   
めぐさ ハッカ   
めしまこぶ メシマコフﾞ   
めぼうき バジル   
めりっさぐらす レモングラス   
めりっさそう レモンバーム   
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めろん メロン   
も  

もうそうちく モウソウチク   
もうそうちくたけのこ モウソウチクタケノコ   
もくか パパイア   
もすかーるどぱせり モスカールドパセリ   
もちぐさ ヨモギ   
もちな 正⽉菜   
もみじがさ モミジガサ   
もみじくさ モミジガサ   
もみじそう モミジガサ   
もめん ワタ   
もも モモ   
もやし モヤシ類   
もやしるい モヤシ類   
もりあざみ モリアザミ   
もるげんしぇーん モルゲンシェーン   
もろこし ソルガム   
もろっこ モロッコ   
もろっこいんげん モロッコ   
もろへいや モロヘイヤ   
もーうぃ モーウィ   
や  

やえなり リョクトウ   
やくようしゃくやく(ね) 薬⽤シャクヤク(根)   
やくようとりかぶと 薬⽤トリカブト   
やぐらねぎ ヤグラネギ   
やぐるまぎく ヤグルマギク   
やぐるまそう ヤグルマギク   
やつぶさ ⼋房   
やとみろーざ ヤトミローザ   
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やなかしょうが ⾕中⽣姜   
やなぎたで ヤナギタデ   
やなぎはっか ヤナギハッカ   
やぶあざみ モリアザミ   
やぶかんぞう カンゾウ   
やぶかんぞう ヤブカンゾウ   
やぶかんぞう(はな) ヤブカンゾウ(花)   
やまがたせいさい ⼭形⻘菜   
やまがたみどりな ⼭形みどりな   
やまくらげ クキチシャ   
やまぐわ ヤマグワ   
やまごぼう モリアザミ   
やましおな ⼭潮菜   
やまといも ⼤和薯   
やまといも(かいけい) ⼤和薯(塊茎)   
やまとまな ⼤和真菜   
やまどりたけ ヤマドリタケ   
やまなし ニホンナシ   
やまのいも ヤマノイモ   
やまのいも(かいけい) ヤマノイモ(塊茎)   
やまのいもかむかご ヤマノイモムカゴ   
やまぶどう ヤマブドウ   
やまもも ヤマモモ   
やまもも(果実) ヤマモモ(果実)   
やんぐこーん ヤングコーン   
やーこん ヤーコン   
やーこん(けいよう) ヤーコン(茎葉)   
やーりー ヤーリー   
ゆ  

ゆうあいな 優愛菜   
ゆうがお ユウガオ   
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ゆうきめろん 悠紀メロン   
ゆきな タアサイ   
ゆきのした ユキノシタ   
ゆきのした(は) ユキノシタ(葉)   
ゆず ユズ   
ゆにこーん ユニコーン   
ゆり ユリ   
ゆり ユリ   
ゆりね ユリネ   
ゆるぎ 万⽊   
よ  

ようさい エンサイ   
ようしゅいぶきじゃこうそう クリーピングタイム   
ようなたね セイヨウアブラナ   
よぶすまそう ヨブスマソウ   
よめな ヨメナ   
よもぎ ヨモギ   
よるがお ヨルガオ   
よーろっぱすもも プルーン   
よーろっぱらずべりー ラズベリー   
よーろぴあんでゅーべりー デューベリー   
ら  

らいこむぎ ライコムギ   
らいすびーん ツルアズキ   
らいち レイシ   
らいちー レイシ   
らいまびーん ライマビーン   
らいまびーんず ライマビーン   
らいままめ ライマビーン   
らいまめ ライマビーン   
らいむ ライム   
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らいむぎ ライムギ   
らずべりー ラズベリー   
らっかせい ラッカセイ   
らっきょう ラッキョウ   
らでぃっしゅ ハツカダイコン   
らびっとあいぶるーべりー ラビットアイブルーベリー   
らべんだー ラベンダー   
り  

りくちめん リクチメン   
りくとう 陸稲   
りざまーと リザマート   
りっしばーば リッシバーバ   
りまびーん ライマビーン   
りゅうがん リュウガン   
りゅうがん ⻯眼   
りゅうがん(かじつ) リュウガン(果実)   
りゅほう ⻯宝   
りょうぎょく 涼⽟   
りょくとう リョクトウ   
りょくとうもやし リョクトウモヤシ   
りょくようかんらん ケール   
りんがんべりー コケモモ   
りんご リンゴ   
りーき リーキ   
りーふせるり キンサイ   
りーふれたす リーフレタス   
る  

るたばが ルタバガ   
るたばが(ね) ルタバガ(根)   
るたばが(は) ルタバガ(葉)   
るっこら ルッコラ   



 211 

るどべきあ ルドベキア   
るばーぶ ルバーブ   
るびーおおくぼ ルビー⼤久保   
るびーおくやま ルビーオクヤマ   
るりじさ ボリジ   
るりちしゃ ボリジ   
るーべるますかっと ルーベルマスカット   
れ  

れいし レイシ   
れいし マンネンタケ   
れいし(かじつ) レイシ(果実)   
れたす レタス   
れっどあじあんますたーど レッドアジアンマスタード   
れっどからんつ レッドカラント   
れっどからんと レッドカラント   
れっどくいーん レッドクイーン   
れっどぐろーぶ レッドグローブ   
れっどせーじ レッドセージ   
れっどちこり トレビス   
れっどねへれすこーる レッドネヘレスコール   
れっどびーと テーブルビート   
れっどぴたや レッドピタヤ   
れっどぽーと レッドポート   
れっどらずべりー ラズベリー   
れもん レモン   
れもんがや レモングラス   
れもんぐらす レモングラス   
れもんそう レモングラス   
れもんたいむ レモンタイム   
れもんばーべな レモンバーベナ   
れもんばーむ レモンバーム   
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れんこん レンコン   
れんずまめ ヒラマメ   
れんぶ レンブ   
れんぶ レンブ   
れんぶ(かじつ) レンブ(果実)   
れゔぁんとめん レヴァントメン   
ろ  

ろがんべりー ロンガンベリー   
ろくじょうおおむぎ 六条オオムギ   
ろけっとさらだ ルッコラ   
ろざき ロザキ   
ろざりおびあんこ ロザリオビアンコ   
ろざりおろっそ ロザリオロッソ   
ろっかくそう エビスグサ   
ろまねすこ ロマネスコ   
ろめいんれたす タチチシャ   
ろろろっさ ロロロッサ   
ろんがん リュウガン   
ろんがんべりー ロンガンベリー   
ろーずぴっぷ ⾷⽤バラ(果実)   
ろーずまりー ローズマリー   
ろーどべりー ロードベリー   
ろーぶっしゅぶるーべりー ローブッシュブルーベリー   
ろーまんかみつれ ローマンカモミール   
ろーまんかもみーる ローマンカモミール   
ろーやる ローヤル   
わ  

わいるどたーめりっく 春ウコン   
わいるどまじょらむ オレガノ   
わいるどらいす アメリカマコモ   
わいるどるっこら セルバチコ   
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わけぎ ワケギ   
わさび ワサビ   
わさびだいこん ワサビダイコン   
わさびな わさびな   
わしんとんねーぶる ワシントンネーブル   
わすれぐさ カンゾウ   
わた ワタ   
わっくすじゃんぶ レンブ   
わなし ニホンナシ   
わになし アボカド   
わらび ワラビ   
ん  

んじゃな ホソバワダン 
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学名 農作物名     
Abelmoschus esculentus オクラ(おくら) 
 オクラ(果実)(おくら(かじつ)) 
 オクラ(花)(おくら(はな))   
Acca sellowiana フェイジョア(ふぇいじょあ)   
Acer spp. ⾷⽤カエデ(葉)(しょくようかえで(は))   
Aconitum carmichaelii トリカブト(とりかぶと) 
 薬⽤トリカブト(やくようとりかぶと) 

 観賞⽤トリカブト(かんしょうようとりかぶ
と)   

Actinidia arguta サルナシ(さるなし) 
 ⾹粋(こうすい)   
Actinidia chinensis キウイフルーツ(きういふるーつ)   
Actinidia deliciosa キウイフルーツ(きういふるーつ)   
Adiantum spp. アジアンタム(あじあんたむ) 

 観賞⽤アジアンタム(かんしょうようあじあ
んたむ) 

 ⾷⽤アジアンタム(しょくようあじあんたむ)   
Agaricus bisporus マッシュルーム(まっしゅるーむ)   
Akebia quinata アケビ(あけび) 
 アケビ(果実)(あけび(かじつ)) 
 アケビ(茎葉)(あけび(けいよう))   
Akebia trifoliata ミツバアケビ(みつばあけび)   
Allium ampeloprasum (Ampeloprasum 
group) 

グレートヘッドガーリック(ぐれーとへっど
がーりっく)   

Allium ampeloprasum (var. porrum) リーキ(りーき)   
Allium cepa タマネギ(たまねぎ) 
 タマネギ(鱗茎)(たまねぎ(りんけい)) 
 葉タマネギ(はたまねぎ)   
Allium chinense エシャレット(えしゃれっと) 
 ラッキョウ(らっきょう)   
Allium fistulosum ネギ(ねぎ) 
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Allium fistulosum ヤグラネギ(やぐらねぎ) 
 下仁⽥(しもにた) 
 九条(くじょう) 
 加賀(かが) 
 千住(せんじゅう)   
Allium macrostemon ノビル(のびる)   
Allium sativum ニンニク(にんにく) 
 ニンニク(花茎)(にんにく(かけい)) 
 ニンニク(鱗茎)(にんにく(りんけい)) 
 葉ニンニク(はにんにく)   
Allium schoenoprasum アサツキ(あさつき)   
Allium tuberosum ニラ(にら) 
 ニラ(花茎)(にら(かけい)) 
 ニラ(葉)(にら(は)) 
 ⻩ニラ(葉)(きにら(は))   
Allium victorialis ギョウジャニンニク(ぎょうじゃにんにく)   
Allium x wakegi ワケギ(わけぎ)   
Aloe arborescens キダチアロエ(きだちあろえ) 

 ⾷⽤キダチアロエ(しょうくようきだちあろ
え)   

Aloe ferox ケープアロエ(けーぷあろえ) 
 ⾷⽤ケープアロエ(しょくようけーぷあろえ)   
Aloe spp. アロエ(あろえ) 
 観賞⽤アロエ(かんしょうようあろえ) 
 ⾷⽤アロエ(しょくようあろえ)   
Aloe vera アロエベラ(あろえべら) 
 ⾷⽤アロエベラ(しょくようあろえべら)   
Aloysia triphylla レモンバーベナ(れもんばーべな)   
Amaranthus caudatus ヒモゲイトウ(ひもげいとう) 
 ヒモゲイトウ(種⼦)(ひもげいとう(しゅし)) 

 ヒモゲイトウ(茎葉)(ひもげいとう(けいよ
う))   
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Amaranthus cruentus スギモリゲイトウ(すぎもりげいとう) 

 スギモリゲイトウ(種⼦)(すぎもりげいとう
(しゅし)) 

 スギモリゲイトウ(茎葉)(すぎもりげいとう
(けいよう))   

Amaranthus hypochondriacus ヒモゲイトウ(ひもげいとう) 
 ヒモゲイトウ(種⼦)(ひもげいとう(しゅし)) 

 ヒモゲイトウ(茎葉)(ひもげいとう(けいよ
う))   

Amaranthus spp. アマランサス(あまらんさす) 
 アマランサス(種⼦)(あまらんさす(しゅし)) 

 アマランサス(茎葉)(あまらんさす(けいよ
う))   

Amaranthus tricolor ヒユ(ひゆ) 
 ヒユ(種⼦)(ひゆ(しゅし)) 
 ヒユ(茎葉)(ひゆ(けいよう))   
Amaranthus viridis ホナガイヌビユ(ほながいぬびゆ) 

 ホナガイヌビユ(種⼦)(ほながいぬびゆ(しゅ
し)) 

 ホナガイヌビユ(茎葉)(ほながいぬびゆ(けい
よう))   

Amelancher spp. ジューンベリー(じゅーんべりー)   
Amorphophallus rivieri コンニャク(こんにゃく)   
Anacardium occidentale カシューナッツ(かしゅーなっつ)   
Ananas comosus パイナップル(ぱいなっぷる)   
Anethum graveolens ディル(でぃる) 
 ディル(種⼦)(でぃる(しゅし)) 
 ディル(茎)(でぃる(くき)) 
 ディル(茎葉)(でぃる(けいよう)) 
 ディル(葉)(でぃる(は))   
Angelica acutiloba トウキ(とうき) 
 トウキ(葉)(とうき(は))   
Angelica keiskei アシタバ(あしたば)   
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Annona cherimola チェリモヤ(ちぇりもや)   
Annona squamosa バンレイシ(ばんれいし)   
Annona x atemoya アテモヤ(あてもや)   
Anthriscus cerefolium チャービル(ちゃーびる) 
 チャービル(茎葉)(ちゃーびる(けいよう)) 
 チャービル(葉)(ちゃーびる(は))   
Antirrhinum majus キンギョソウ(きんぎょそう) 

 観賞⽤キンギョソウ(かんしょうようきんぎ
ょそう) 

 ⾷⽤キンギョソウ(しょくようきんぎょそう)   
Apios americana アメリカホドイモ(あめりかほどいも)   
Apium graveolens (var. dulce) セロリ(せろり) 
 セロリ(茎)(せろり(くき)) 
 セロリ(茎葉)(せろり(けいよう)) 
 セロリ(葉)(せろり(は))   
Apium graveolens (var. rapaceum) セルリアック(せるりあっく)   
Apium graveolens (var. secalinum) キンサイ(きんさい)   
Arachis hypogaea ラッカセイ(らっかせい) 
 成熟ラッカセイ(せいじゅくらっかせい) 
 未成熟ラッカセイ(みせいじゅくらっかせい)   
Aralia cordata ウド(うど)   
Aralia elata タラの芽(たらのめ) 
 タラノキ(たらのき)   
Arctium lappa ゴボウ(ごぼう) 
 葉ゴボウ(はごぼう)   
Armoracia rusticana ワサビダイコン(わさびだいこん)   
Aronia spp. アロニア(あろにあ)   
Artemisia capillaris カワラヨモギ(かわらよもぎ)   
Artemisia dracunculus タラゴン(たらごん)   
Artemisia indica ヨモギ(よもぎ)   
Artemisia montana オオヨモギ(おおよもぎ)   
Asarum sieboldii ウスバサイシン(うすばさいしん)   



 221 

Asimina triloba ポポー(ぽぽー)   
Asparagus officinalis アスパラガス(あすぱらがす)   
Aster yomena ヨメナ(よめな)   
Atractylodes japonica オケラ(おけら)   
Atractylodes lancea ホソバオケラ(ほそばおけら)   
Atractylodes macrocephala オオバナオケラ(おおばなおけら)   
Auricularia auricula キクラゲ(きくらげ)   
Avena fatua カラスムギ(からすむぎ)   
Avena sativa エンバク(えんばく) 
 飼料⽤エンバク(しりょうようえんばく)   
Averrhoa carambola スターフルーツ(すたーふるーつ)   
Basella alba ツルムラサキ(つるむらさき)   
Bassia scoparia トンブリ(とんぶり) 
 ホウキギ(ほうきぎ)   
Benincasa hispida トウガン(とうがん)   
Bertholletia excelsa ブラジルナッツ(ぶらじるなっつ)   
Beta vulgaris あかふだんそう(あかふだんそう) 
 デトロイト(でとろいと) 

 デトロイトダークレッド(でとろいとだーく
れっど)   

Beta vulgaris (ssp. cicla) フダンソウ(ふだんそう)   
Beta vulgaris (var. esculenta) テーブルビート(てーぶるびーと)   
Beta vulgaris (var. saccharifera) テンサイ(てんさい)   
Boletus edulis ヤマドリタケ(やまどりたけ)   
Borago officinalis ボリジ(ぼりじ)   
Brasenia schreberi ジュンサイ(じゅんさい)   
Brassica juncea あざみな(あざみな) 
 かつお菜(かつおな) 
 さがみグリーン(さがみぐりーん) 
 わさびな(わさびな) 
 グリーンマスタード(ぐりーんますたーど) 
 ザーサイ(ざーさい) 
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Brassica juncea ザーサイ(肥⼤茎)(ざーさい(ひだいけい)) 
 ザーサイ(茎葉)(ざーさい(けいよう)) 
 セリフォン(せりふぉん) 

 レッドアジアンマスタード(れっどあじあん
ますたーど) 

 三池⾼菜(みいけたかな) 
 仙台芭蕉菜(せんだいばしょうな) 
 博多蕾菜(はかたつぼみな) 
 四川児菜(しせんあーさい) 
 四川搾菜(しせんざーさい) 

 四川搾菜(肥⼤茎)(しせんざーさい(ひだいけ
い)) 

 四川搾菜(茎葉)(しせんざーさい(けいよう)) 
 ⼤⼭そだち(おおやまそだち) 
 ⼦持たかな(こもちたかな) 
 ⼭形⻘菜(やまがたせいさい) 
 ⼭潮菜(やましおな) 
 海野(うみの) 
 海野(肥⼤茎)(うみの(ひだいけい)) 
 海野(茎葉)(うみの(けいよう)) 
 ⻘菜(せいさい) 
 ⻩がらし菜(きがらしな)   
Brassica juncea (Cernua Group) カラシナ(からしな) 
 カラシナ(種⼦)(からしな(しゅし)) 
 カラシナ(茎)(からしな(くき)) 
 カラシナ(葉)(からしな(は))   
Brassica juncea (Integlifolia Group) タカナ(たかな)   
Brassica juncea x Brassica rapa ⼭形みどりな(やまがたみどりな)   
Brassica napus CO(しーおー) 
 あでやかつぼみ菜(あでやかつぼみな) 
 かぶれな(かぶれな) 
 セイヨウアブラナ(せいようあぶらな) 
 ナバナ(なばな) 
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Brassica napus 三陸つぼみ菜(さんりくつぼみな) 
 五⽉菜(ごがつな) 
 宮内菜(みやうちな) 
 川流れ(かわながれ)   
Brassica napus (Napobrassica Group) ルタバガ(るたばが) 

Brassica napus (Napobrassica Group) ルタバガ(根)(るたばが(ね)) 
 ルタバガ(葉)(るたばが(は))   
Brassica oleracea アレッタ(あれった) 
 カーボロネロ(かーぼろねろ) 
 プチヴェール(ぷちゔぇーる) 
 ミニヴェール(みにゔぇーる)   
Brassica oleracea (Acephala Group) ケール(けーる)   
Brassica oleracea (Alboglabra Group) カイラン(かいらん)   
Brassica oleracea (Botrytis Group) カリフラワー(かりふらわー) 
 ロマネスコ(ろまねすこ)   
Brassica oleracea (Capitata Group) キャベツ(きゃべつ)   
Brassica oleracea (Gemmifera Group) メキャベツ(めきゃべつ) 
 結球メキャベツ(けっきゅうめきゃべつ) 
 ⾮結球メキャベツ(ひけっきゅうめきゃべつ)   
Brassica oleracea (Gongylodes Group) コールラビ(こーるらび)   

Brassica oleracea (Italica Group) 
スティックセニョール(すてぃっくせにょー
る) 

 ブロッコリー(ぶろっこりー) 
 茎ブロッコリー(くきぶろっこりー)   
Brassica oleracea (Savoy Cabbage Group) サボイキャベツ(さぼいきゃべつ)   
Brassica rapa いがむらさき(いがむらさき) 
 さぬきな(さぬきな) 
 さんまい⽔菜(さんまいみずな) 
 しろな(しろな) 
 てごろ菜(てごろな) 
 なにわ菜(なにわな) 
 のらぼうな(のらぼうな) 
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Brassica rapa べか菜(べかな) 
 べんり菜(べんりな) 
 オータムポエム(おーたむぽえむ) 
 サイシン(さいしん) 
 チーマディラーパ(ちーまでぃらーぱ) 
 ナバナ(なばな) 
 ハオチィ菜(はおちぃな) 
 ビタミン菜(びたみんな) 
 中島菜(なかじまな) 
 ⼆貫⽬体菜(にかんめたいさい) 
 京の⾥しろな(きょうのさとしろな) 
 仙台雪菜(せんだいゆきな) 
 勝⼭⽔菜(かつやまみずな) 
 北市⽔菜(きたいちみずな) 
 千宝菜１号(せんぽうさいいちごう) 
 千宝菜２号(せんぽうさいにごう) 
 半結球⼭東菜(はんけっきゅうさんとうさい) 
 博多(はかた) 
 味美(あじみ) 
 ⼤和真菜(やまとまな) 
 ⼤崎菜(おおさきな) 
 ⼤阪しろな(おおさかしろな) 
 ⼥池菜(めいけな) 
 如⽉菜(きさらぎな) 
 姫路若菜(ひめじわかな) 
 ⼩⽜⽥菜(こごたな) 
 ⼭東菜(さんとうさい) 
 平泉寺⽔菜(へいせんじみずな) 
 広島菜(ひろしまな) 
 彦島春菜(ひこしまはるな) 
 愛味菜(まなみな) 
 ⽊曽菜(きそな) 
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Brassica rapa 正⽉菜(しょうがつな) 
 ⽔掛菜(みずかけな) 
 河北(かわきた) 
 瓢菜(ひさごな) 
 畑菜(はたけな) 
 畑菜(ナバナ)(はたけな(なばな)) 
 ⾚菜(あかな) 
 郡⽔菜(こおりみずな) 
 野沢菜(のざわな) 
 ⻑岡菜(ながおかな) 
 ⻑崎⽩菜(ながさきはくさい) 
 雪⽩体菜(せっぱくたいさい) 
 ⾮結球⼭東菜(ひけっきゅうさんとうさい) 
 ⾷べて菜(たべてな)   
Brassica rapa (Chinensis Group) タイサイ(たいさい) 
 チンゲンサイ(ちんげんさい) 

 チンゲンサイ(ナバナ)(ちんげんさい(なば
な))   

Brassica rapa (Japonica Group) ミズナ(みずな) 
 ミブナ(みぶな) 
 京⽔菜(きょうみずな)   
Brassica rapa (Narinosa Group) タアサイ(たあさい)   
Brassica rapa (Parachinensis Group) コウサイタイ(こうさいたい)   
Brassica rapa (Pekinensis Group) ふくたち(ふくたち) 
 ハクサイ(はくさい) 
 ハクサイ(ナバナ)(はくさい(なばな)) 
 ⼩倉はくさい菜(おぐらはくさいな)   
Brassica rapa (Perviridis Group) コマツナ(こまつな) 
 コマツナ(ナバナ)(こまつな(なばな))   
Brassica rapa (Rapifera Group) こかぶ(こかぶ) 
 カブ(かぶ) 
 カブ(根)(かぶ(ね)) 
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Brassica rapa (Rapifera Group) カブ(葉)(かぶ(は)) 
 万⽊(ゆるぎ) 
 ⼤かぶ(おおかぶ) 
 天王寺(てんのうじ) 
 ⽇野菜(ひのな) 
 津⽥(つだ) 
 温海(あつみ) 
 源助(げんすけ) 
 福島菜(ふくしまな) 
 稲核菜(いねこきな) 
 紅かぶ(べにかぶ) 
 ⽻広菜(はびろな) 
 聖護院⼤蕪(しょうごいんおおかぶ) 
 ⾚かぶ(あかかぶ) 
 酢茎菜(すぐきな) 
 ⻑禅寺菜(ちょうぜんじな) 
 ⻤⾸菜(おにこうべな) 
 鳴沢菜(なるさわな)   
Brassica rapa x Brassica oleracea あすっこ(あすっこ) 
 はなっこりー(はなっこりー)   
Brassica spp. かきな(かきな) 
 たべたい菜(たべたいな) 
 ちぢみ菜(ちぢみな) 
 ナタネ(なたね) 
 三景雪菜(さんけいゆきな) 
 下北春まな(しもきたはるまな) 
 会津茎⽴菜(あいずくきたちな) 
 優愛菜(ゆうあいな) 
 ⼤野菜(おおのな) 
 ⼤⾼菜(おおだかな) 
 太⽥かぶ(おおたかぶ) 
 宮崎菜(みやざきな) 
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Brassica spp. 摘菜花(つみなばな) 
 朝熊⼩菜(あさまこな) 
 祝蕾(しゅくらい) 
 縮緬茎⽴菜(ちりめんくきたちな) 
 芹⽥菜(せりたな) 
 茎⽴菜(くきたちな)   
Bupleurum stenophyllum ミシマサイコ(みしまさいこ)   
Cajanus cajan キマメ(きまめ)   

Calendula 
⾷⽤カレンジュラ属(しょくようかれんじゅ
らぞく)   

Calendula officinalis キンセンカ(きんせんか) 

 観賞⽤キンセンカ(かんしょうようきんせん
か) 

 ⾷⽤キンセンカ(しょくようきんせんか)   
Callistephus chinensis アスター(あすたー) 
 観賞⽤アスター(かんしょうようあすたー) 
 ⾷⽤アスター(しょくようあすたー)   

Camellia japonica 
観賞⽤ヤブツバキ(かんしょうようやぶつば
き)   

Camellia reticulata 
観賞⽤トウツバキ(かんしょうようとうつば
き)   

Camellia rusticana 
観賞⽤ユキツバキ(かんしょうようゆきつば
き)   

Camellia sasanqua 観賞⽤サザンカ(かんしょうようさざんか)   
Camellia sinensis チャ(ちゃ)   
Camellia spp. ツバキ(つばき) 
 観賞⽤ツバキ(かんしょうようつばき) 

 ⾷⽤ツバキ(種⼦)(しょくようつばき(しゅ
し))   

Canavalia ensiformis タチナタマメ(たちなたまめ) 
 成熟タチナタマメ(せいじゅくたちなたまめ) 

 未成熟タチナタマメ(みせいじゅくたちなた
まめ)   
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Canavalia gladiata ナタマメ(なたまめ) 
 成熟ナタマメ(せいじゅくなたまめ) 
 未成熟ナタマメ(みせいじゅくなたまめ)   
Cantharellus cibarius アンズタケ(あんずたけ)   
Capsella bursa-pastoris ナズナ(なずな)   
Capsicum annuum ひも(ひも) 
 オランダパプリカ(おらんだぱぷりか) 
 カグラナンバン(かぐらなんばん) 
 カラーピーマン(からーぴーまん) 

 カリフォルニアワンダー(かりふぉるにあわ
んだー) 

 シシトウ(ししとう) 

Capsicum annuum シシトウ(果実)(ししとう(かじつ)) 
 トウガラシ(とうがらし) 
 トウガラシ(果実)(とうがらし(かじつ)) 
 トウガラシ(葉)(とうがらし(は)) 
 ピーマン(ぴーまん) 
 ピーマン(果実)(ぴーまん(かじつ)) 
 万願寺(まんがんじ) 
 三宝(さんぽう) 
 伏⾒⽢(ふしみあま) 
 ⼋房(やつぶさ) 
 ⼤獅⼦(おおじし) 
 ⽇光(にっこう) 

 札幌⼤⻑なんばん(さっぽろおおながなんば
ん) 

 ⽢⻑トウガラシ(あまながとうがらし) 
 葵ししとう(あおいししとう) 
 鷹の⽖(たかのつめ)   
Capsicum chinense ハバネロ(はばねろ)   
Capsicum frutescens キダチトウガラシ(きだちとうがらし)   
Carica papaya パパイア(ぱぱいあ(かじつ)) 
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Carica papaya パパイア(果実)(ぱぱいあ(かじつ)) 
 パパイア(葉)(ぱぱいあ(は)) 
 ⻘パパイア(あおぱぱいあ)   
Carthamus tinctorius ベニバナ(べにばな) 
 観賞⽤ベニバナ(かんしょうようべにばな) 

 ⾷⽤ベニバナ(種⼦)(しょくようべにばな(し
ゅし)) 

 ⾷⽤ベニバナ(花)(しょくようべにばな(は
な))   

Carum carvi キャラウェイ(きゃらうぇい) 
 キャラウェイ(果実)(きゃらうぇい(かじつ)) 
 キャラウェイ(茎)(きゃらうぇい(くき)) 

 キャラウェイ(茎葉)(きゃらうぇい(けいよ
う)) 

 キャラウェイ(葉)(きゃらうぇい(は))   
Carya illinoinensis ペカン(ぺかん)   
Casimiroa edulis ホワイトサポテ(ほわいとさぽて) 

 ホワイトサポテ(果実)(ほわいとさぽて(かじ
つ))   

Castanea crenata クリ(くり) 
 ニホングリ(にほんぐり)   
Castanea mollissima クリ(くり) 
 チュウゴクグリ(ちゅうごくぐり)   
Centaurea cyanus ヤグルマギク(やぐるまぎく) 

 観賞⽤ヤグルマギク(かんしょうようやぐる
まぎく) 

 ⾷⽤ヤグルマギク(しょくようやぐるまぎく)   
Chaenomeles japonica クサボケ(くさぼけ)   
Chamaecrista nomame カワラケツメイ(かわらけつめい)   
Chamaemelum nobile カモミール(かもみーる) 
 ローマンカモミール(ろーまんかもみーる)   
Chenopodium quinoa キノア(きのあ)   
Chrysanthemum coronarium シュンギク(しゅんぎく) 



 230 

Chrysanthemum coronarium スティクシュンギク(すてぃっくしゅんぎく)   
Chrysanthemum morifolium キク(きく) 
 観賞⽤ギク(かんしょうようぎく) 
 ⾷⽤ギク(しょくようぎく) 
 ⾷⽤ギク(花)(しょくようぎく(はな)) 
 ⾷⽤ギク(葉)(しょくようぎく(は))   
Cicer arietinum ヒヨコマメ(ひよこまめ)   
Cichorium endivia エンダイブ(えんだいぶ)   
Cichorium intrybus トレビス(とれびす)   
Cichorium intybus チコリ(ちこり) 
 チコリ(根株)(ちこり(ねかぶ)) 
 チコリ(芽)(ちこり(め)) 
 チコリ(茎葉)(ちこり(けいよう))   
Cirsium dipsacolepis モリアザミ(もりあざみ)   
Citrullus lanatus スイカ(すいか) 

Citrullus lanatus 未成熟スイカ(みせいじゅくすいか)   
Citrus aurantifolia ライム(らいむ)   
Citrus aurantium ダイダイ(だいだい)   
Citrus clementina クレメンティン(くれめんてぃん)   
Citrus depressa シィクワーサー(しぃくわーさー)   
Citrus hassaku ハッサク(はっさく)   
Citrus interspecific crossing オレンジ(おれんじ) 
 ミカン(みかん)   
Citrus iyo イヨ(いよ)   
Citrus jabara じゃばら(じゃばら)   
Citrus japonica キンカン(きんかん)   
Citrus junos ユズ(ゆず)   
Citrus keraji カブチー(かぶちー)   
Citrus kinokuni 紀州ミカン(きしゅうみかん)   
Citrus limon レモン(れもん)   
Citrus madurensis シキキツ(しききつ)   
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Citrus maxima ブンタン(ぶんたん) 
 晩⽩柚(ばんぺいゆ) 
 河内晩柑(かわちばんかん)   
Citrus medica シトロン(しとろん)   
Citrus medica (var. sarcodactylis) ブッシュカン(ぶっしゅかん)   
Citrus natsudaidai カワノナツダイダイ(かわのなつだいだい) 
 ナツミカン(なつみかん) 
 ⽢夏(あまなつ)   
Citrus paradisi グレープフルーツ(ぐれーぷふるーつ)   
Citrus paradisi x Citrus tangerina セミノール(せみのーる) 
 タンゼロ(たんぜろ)   
Citrus reticulata ウンシュウミカン(うんしゅうみかん) 
 ポンカン(ぽんかん) 
 紀州ミカン(きしゅうみかん)   
Citrus sinensis スイートオレンジ(すいーとおれんじ) 

Citrus sinensis バレンシア(ばれんしあ)   
Citrus sinensis (var. brasiliensis) ネーブル(ねーぶる) 
 ワシントンネーブル(わしんとんねーぶる)   
Citrus sphaerocarpa カボス(かぼす)   
Citrus spp. せとか(せとか) 
 はるか(はるか) 
 はるみ(はるみ) 
 はれひめ(はれひめ) 
 アンコール(あんこーる) 
 オレンジ(おれんじ) 
 カラマンダリン(からまんだりん) 
 サガマンダリン(さがまんだりん) 
 タロガヨ(たろがよ) 
 デコポン(でこぽん) 
 マーコット(まーこっと) 
 ミカン(みかん) 
 不知⽕(しらぬひ) 
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Citrus spp. 天草(あまくさ) 
 平兵衛酢(へべす|へべず) 
 ⻑⾨ユズキチ(ながとゆずきち)   
Citrus sudachi スダチ(すだち)   
Citrus sulcata サンボウカン(さんぼうかん)   
Citrus tamurana ヒュウガナツ(ひゅうがなつ)   
Citrus tangerina オオベニミカン(おおべにみかん)   
Citrus tangerina x Citrus grandis サマーフレッシュ(さまーふれっしゅ)   
Citrus tankan タンカン(たんかん)   
Citrus unshiu ウンシュウミカン(うんしゅうみかん) 
 チンピ(ちんぴ)   
Citrus unshiu x Citrus sinensis 清⾒(きよみ)   
Citrus x tangero タンゼロ(たんぜろ)   
Cnidium officinale センキュウ(せんきゅう)   
Coix lacryma-jobi ジュズダマ(じゅずだま)   
Coix lacryma-jobi (var. lacryma-jobi) ハトムギ(はとむぎ)   
Coix lacryma-jobi (var. ma-yuen) レモングラス(れもんぐらす)   
Colocasia esculenta だついも(だついも) 
 サトイモ(さといも) 
 サトイモ(塊茎)(さといも(かいけい)) 
 サトイモ(葉柄)(さといも(ようへい)) 
 セレベス(せれべす) 
 ミズイモ(みずいも) 
 ミズイモ(塊茎)(みずいも(かいけい)) 
 ミズイモ(葉柄)(みずいも(ようへい)) 
 ⼋ツ頭(はつがしら) 
 海⽼芋(えびいも) 
 筍いも(たけのこいも)   
Colocasia gigantea ハスイモ(はすいも) 
 ハスイモ(塊茎)(はすいも(かいけい)) 
 ハスイモ(葉柄)(はすいも(ようへい))   
Coptis japonica オウレン(おうれん) 
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Coptis japonica オウレン(根茎)(おうれん(こんけい)) 
 オウレン(葉)(おうれん(は))   
Corchorus aestuans シマツナソ(しまつなそ)   
Corchorus olitorius モロヘイヤ(もろへいや)   
Cordyceps spp. 冬⾍夏草(とうちゅうかそう)   
Coriandrum sativum コリアンダー(こりあんだー) 
 コリアンダー(果実)(こりあんだー(かじつ)) 
 コリアンダー(茎)(こりあんだー(くき)) 

 コリアンダー(茎葉)(こりあんだー(けいよ
う)) 

 コリアンダー(葉)(こりあんだー(は))   
Corylus avellana ヘーゼルナッツ(へーぜるなっつ)   
Cosmos bipinnatus コスモス(こすもす) 
 観賞⽤コスモス(かんしょうようこすもす) 
 ⾷⽤コスモス(しょくようこすもす)   

Crataegus pinnatifida 
⾷⽤オオサンザシ(果実)(しょくようおおさ
んざし(かじつ)) 

 ⾷⽤オオミサンザシ(果実)(しょくようおお
みさんざし(かじつ))   

Crataegus spp. サンザシ(さんざし) 
 観賞⽤サンザシ(かんしょうようさんざし) 

 ⾷⽤サンザシ(果実)(しょくようさんざし(か
じつ))   

Crepidiastrum lanceolatum ホソバワダン(ほそばわだん)   
Crocus sativus サフラン(さふらん) 
 サフラン(雌しべ)(さふらん(めしべ))   
Cryptotaenia canadensis ミツバ(みつば) 
 切りミツバ(きりみつば) 
 根ミツバ(ねみつば) 
 ⻘ミツバ(あおみつば)   
Cucumis melo アムス(あむす) 
 アンデス(あんです) 
 エリザベス(えりざべす) 
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Cucumis melo キンショウ(きんしょう) 
 クインシー(くいんしー) 
 タカミ(たかみ) 
 ニューメロン(にゅーめろん) 
 ハネデュー(はねでゅー) 
 ハミウリ(はみうり) 
 パパイヤ(ぱぱいや) 
 プリンス(ぷりんす) 
 メロン(めろん) 
 悠紀メロン(ゆうきめろん) 
 未成熟メロン(みせいじゅくめろん) 
 菊メロン(きくめろん) 
 ⾦俵(きんぴょう) 
 銀泉(ぎんせん)   
Cucumis melo (Cantalupensis Group) カンタロープ(かんたろーぷ)   
Cucumis melo (Conmon Group) かりもり(かりもり) 
 くろうり(くろうり) 
 はぐらうり(はぐらうり) 
 シロウリ(しろうり) 
 桂(かつら) 
 ⻘縞(あおしま)   
Cucumis melo (Makuwa Group) マクワウリ(まくわうり) 
 未成熟マクワウリ(みせいじゅくまくわうり) 

 ⻁⽪タイガーメロン(とらかわたいがーめろ
ん)   

Cucumis melo (Reticulatus Group) アールス系メロン(あーるすけいめろん)   
Cucumis sativus キュウリ(きゅうり) 
 キュウリ(果実)(きゅうり(かじつ)) 
 キュウリ(花)(きゅうり(はな)) 
 キュウリ(葉)(きゅうり(は)) 
 モーウィ(もーうぃ) 
 花丸(はなまる) 
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Cucumis sativus ⾚⽑うり(あかげうり)   
Cucurbita maxima セイヨウカボチャ(せいようかぼちゃ)   
Cucurbita moschata ニホンカボチャ(にほんかぼちゃ)   
Cucurbita pepo ペポカボチャ(ぺぽかぼちゃ) 
 ペポカボチャ(種⼦)(ぺぽかぼちゃ(しゅし))   
Cucurbita pepo (Melopepo Group) ズッキーニ(ずっきーに) 
 ズッキーニ(花)(ずっきーに(はな))   
Cucurbita spp. カボチャ(かぼちゃ)   
Curcuma aromatica ウコン(うこん) 
 ウコン(根茎)(うこん(こんけい)) 
 春ウコン(はるうこん) 
 春ウコン(根茎)(はるうこん(こんけい))   
Curcuma longa ウコン(うこん) 
 ウコン(根茎)(うこん(こんけい)) 
 秋ウコン(あきうこん) 
 秋ウコン(根茎)(あきうこん(こんけい))   
Curcuma zedoaria ガジュツ(がじゅつ) 
 ガジュツ(根)(がじゅつ(ね)) 
 ガジュツ(根茎)(がじゅつ(こんけい))   
Cydonia oblonga マルメロ(まるめろ)   
Cynara scolymus アーティチョーク(あーてぃちょーく)   
Dactylis glomerata オーチャードグラス(おーちゃーどぐらす)   
Daucus carota ニンジン(にんじん) 
 ニンジン(根)(にんじん(ね)) 
 ニンジン(葉)(にんじん(は)) 
 島にんじん(しまにんじん) 
 葉ニンジン(はにんじん) 
 ⻄洋ニンジン(せいようにんじん) 
 ⾦時(ニンジン)(きんとき)   
Dianthus caryophyllus カーネーション(かーねーしょん) 

 観賞⽤カーネーション(かんしょうようかー
ねーしょん) 
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Dianthus caryophyllus 
⾷⽤カーネーション(しょくようかーねーし
ょん)   

Dianthus spp. ナデシコ(なでしこ) 
 観賞⽤ナデシコ(かんしょうようなでしこ) 
 ⾷⽤ナデシコ(しょくようなでしこ)   
Dimocarpus longan リュウガン(りゅうがん) 
 リュウガン(果実)(りゅうがん(かじつ))   
Dioscorea alata ダイショ(だいしょ) 
 ダイショ(塊茎)(だいしょ(かいけい)) 
 ヤマノイモ(やまのいも) 
 ヤマノイモ(塊茎)(やまのいも(かいけい))   
Dioscorea japonica ジネンジョ(じねんじょ) 
 ジネンジョ(塊茎)(じねんじょ(かいけい)) 
 ジネンジョムカゴ(じねんじょむかご) 
 ヤマノイモ(やまのいも) 
 ヤマノイモ(塊茎)(やまのいも(かいけい)) 
 ヤマノイモムカゴ(やまのいもかむかご)   
Dioscorea polystachya とっくりいも(とっくりいも) 

 とっくりいも(塊茎)(とっくりいも(かいけ
い)) 

 イチョウイモ(いちょういも) 

 イチョウイモ(塊茎)(いちょういも(かいけ
い)) 

 ツクネイモ(つくねいも) 
 ツクネイモ(塊茎)(つくねいも(かいけい)) 
 ナガイモ(ながいも) 
 ナガイモ(塊茎)(ながいも(かいけい)) 
 ナガイモムカゴ(ながいもむかご) 
 ヤマノイモ(やまのいも) 
 ヤマノイモ(塊茎)(やまのいも(かいけい)) 
 ヤマノイモムカゴ(やまのいもかむかご) 
 伊勢いも(いせいも) 
 伊勢いも(塊茎)(いせいも(かいけい)) 
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Dioscorea polystachya ⼤和薯(やまといも) 
 ⼤和薯(塊茎)(やまといも(かいけい))   
Diospyros kaki カキ(かき) 
 カキ(葉)(かき(は))   
Diplotaxis tenuifolia セルバチコ(せるばちこ)   
Durio zibethinus ドリアン(どりあん)   
Echinochloa esculenta  ヒエ(ひえ)   
Eleutherococcus sieboldianus ウコギ(うこぎ)   
Engelhardtia chrysolepis コウキ(こうき)   
Eragrostis tef テフ(てふ)   
Eriobotrya japonica ビワ(びわ) 
 ビワ(果実)(びわ(かじつ)) 
 ビワ(樹⽪)(びわ(じゅひ)) 
 ビワ(葉)(びわ(は))   
Eruca vesicaria ルッコラ(るっこら)   
Eucommia ulmoides トチュウ(葉)(とちゅう(は))   
Eugenia uniflora ピタンガ(ぴたんが)   
Eutrema japonicum ワサビ(わさび) 

Eutrema japonicum ⽔ワサビ(みずわさび) 
 ⽔ワサビ(根茎)(みずわさび(こんけい)) 
 ⽔ワサビ(花)(みずわさび(はな)) 
 ⽔ワサビ(花茎)(みずわさび(かけい)) 
 ⽔ワサビ(葉)(みずわさび(は)) 
 ⽔ワサビ(葉柄)(みずわさび(ようへい)) 
 畑ワサビ(はたわさび) 
 畑ワサビ(根茎)(はたわさび(こんけい)) 
 畑ワサビ(花)(はたわさび(はな)) 
 畑ワサビ(花茎)(はたわさび(かけい)) 
 畑ワサビ(葉)(はたわさび(は)) 
 畑ワサビ(葉柄)(はたわさび(ようへい))   
Exacum affine エキザカム(えきざかむ) 
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Exacum affine 
観賞⽤エキザカム(かんしょうようえきざか
む) 

 ⾷⽤エキザカム(しょくようえきざかむ)   
Fagopyrum esculentum ソバ(そば)   
Fagopyrum tataricum ダッタンソバ(だったんそば)   
Fallopia japonica イタドリ(いたどり)   
Farfugium japonicum ツワブキ(つわぶき)   
Festuca arundinacea トールフェスク(とーるふぇすく)   
Ficus carica イチジク(いちじく)   
Flammulina velutipes エノキタケ(えのきたけ)   
Foeniculum vulgare フェンネル(ふぇんねる) 
 フェンネル(種⼦)(ふぇんねる(しゅし)) 
 フェンネル(茎)(ふぇんねる(くき)) 
 フェンネル(茎葉)(ふぇんねる(けいよう)) 
 フェンネル(葉)(ふぇんねる(は))   
Foeniculum vulgare (var. dulce) イタリアウイキョウ(いたりあういきょう)   
Fragaria x ananassa イチゴ(いちご)   
Ganoderma lucidum マンネンタケ(まんねんたけ)   
Garcinia mangostana マンゴスチン(まんごすちん)   
Geranium thunbergii ゲンノショウコ(げんのしょうこ)   
Ginkgo biloba イチョウ(いちょう) 
 イチョウ(葉)(いちょう(は)) 
 ギンナン(ぎんなん) 
 観賞⽤イチョウ(かんしょうよういちょう)   
Glehnia littoralis ハマボウフウ(はまぼうふう)   
Glycine max エダマメ(えだまめ) 
 ダイズ(だいず) 
 ダイズモヤシ(だいずもやし) 
 成熟ダイズ(せいじゅくだいず)   
Glycyrrhiza glabra スペインカンゾウ(すぺいんかんぞう)   
Glycyrrhiza uralensis ウラルカンゾウ(うらるかんぞう)   
Gnaphalium luteo-album ハハコグサ(ははこぐさ)   
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Gomphrena globosa センニチコウ(せんにちこう) 

 観賞⽤センニチコウ(かんしょうようせんに
ちこう) 

 ⾷⽤センニチコウ(しょくようせんにちこう)   
Gossypium arboreum キダチワタ(きだちわた) 
 ワタ(わた) 
 ⾷⽤綿実(しょくようめんじつ)   
Gossypium barbadense カイトウメン(かいとうめん) 
 ワタ(わた) 
 ⾷⽤綿実(しょくようめんじつ)   
Gossypium herbaceum レヴァントメン(れゔぁんとめん) 
 ワタ(わた) 
 ⾷⽤綿実(しょくようめんじつ)   
Gossypium hirsutum リクチメン(りくちめん) 
 ワタ(わた) 
 ⾷⽤綿実(しょくようめんじつ)   
Grifola frondosa マイタケ(まいたけ)   
Gynura bicolor スイゼンジナ(すいぜんじな)   
Helianthus annuus ヒマワリ(ひまわり) 
 観賞⽤ヒマワリ(かんしょうようひまわり) 

Helianthus annuus 
⾷⽤ヒマワリ(種⼦)(しょくようひまわり(し
ゅし))   

Helianthus tuberosus キクイモ(きくいも)   
Helichrysum italicum カレープラント(かれーぷらんと)   
Hemerocallis fulva カンゾウ(かんぞう) 
 カンゾウ(花)(かんぞう(はな))   
Hemerocallis fulva (var. disticha) ノカンゾウ(のかんぞう) 
 ノカンゾウ(花)(のかんぞう(はな))   
Hemerocallis fulva (var. fulva) ホンカンゾウ(ほんかんぞう) 
 ホンカンゾウ(花)(ほんかんぞう(はな))   
Hemerocallis fulva (var. kwanso) ヤブカンゾウ(やぶかんぞう) 
 ヤブカンゾウ(花)(やぶかんぞう(はな))   
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Hippophae rhamnoides シーベリー(しーべりー)   
Hordeum vulgare オオムギ(おおむぎ) 
 ハダカムギ(はだかむぎ) 
 ⼆条オオムギ(にじょうおおむぎ) 
 六条オオムギ(ろくじょうおおむぎ)   
Hosta sieboldiana オオバキボウシ(おおばぎぼうし)   
Houttuynia cordata ドクダミ(どくだみ)   
Humulus lupulus ホップ(ほっぷ)   
Hydrangea serrata アマチャ(あまちゃ)   
Hylocereus undatus ゴールデンピタヤ(ごーるでんぴたや) 
 ドラゴンフルーツ(どらごんふるーつ) 
 ホワイトピタヤ(ほわいとぴたや) 
 レッドピタヤ(れっどぴたや)   
Hypsizygus marmoreus ブナシメジ(ぶなしめじ)   
Hyssopus officinalis ヤナギハッカ(やなぎはっか)   
Impatiens walleriana インパチェンス(いんぱちぇんす) 

 観賞⽤インパチェンス(かんしょうよういん
ぱちぇんす) 

 ⾷⽤インパチェンス(しょくよういんぱちぇ
んす)   

Ipomoea alba ヨルガオ(よるがお)   
Ipomoea aquatica エンサイ(えんさい)   
Ipomoea batatas サツマイモ(さつまいも) 
 サツマイモ(塊根)(さつまいも(かいこん)) 
 サツマイモ(茎葉)(さつまいも(けいよう)) 
 シモンイモ(しもんいも) 
 シモンイモ(塊根)(しもんいも(かいこん)) 
 シモンイモ(根茎)(しもんいも(こんけい))   
Isodon japonicus ヒキオコシ(ひきおこし)   
Juglans regia ペルシアグルミ(ぺるしあぐるみ)   
Juglans spp. クルミ類(くるみるい)   
Juncus effusus (var. decipens) イグサ(いぐさ)   
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Kochia scoparia トンブリ(とんぶり) 
 ホウキギ(ほうきぎ)   
Lablab purpureus フジマメ(ふじまめ) 
 千⽯⾖(せんごくまめ) 
 成熟フジマメ(せいじゅくふじまめ) 
 成熟千⽯⾖(せいじゅくせんごくまめ) 
 未成熟フジマメ(みせいじゅくふじまめ) 
 未成熟千⽯⾖(みせいじゅくせんごくまめ)   
Lactarius volemus チチタケ(ちちたけ)   
Lactuca sativa 美味タス(びみたす)   
Lactuca sativa (Angustana Group) カキチシャ(かきちしゃ) 
 クキチシャ(くきちしゃ) 
 チマサンチュ(ちまさんちゅ)   
Lactuca sativa (Capitata Group) サラダ菜(さらだな) 
 レタス(れたす)   
Lactuca sativa (Crispa group) オークリーフ(おーくりーふ) 
 サニーレタス(さにーれたす) 
 バタビア(ばたびあ) 
 フリルレタス(ふりるれたす) 
 リーフレタス(りーふれたす) 
 ロロロッサ(ろろろっさ)   
Lactuca sativa (Longifolia Group) タチチシャ(たちちしゃ)   
Lagenaria siceraria (var. hispida) カンピョウ(かんぴょう) 
 ユウガオ(ゆうがお) 
 ⾷⽤ユウガオ(しょくようゆうがお)   
Lapsanastrum apogonoides コオニタビラコ(こおにたびらこ)   
Laurus nobilis ⾷⽤ローレル(しょくようろーれる)   
Lavandula angustifolia ラベンダー(らべんだー) 

 観賞⽤ラベンダー(かんしょうようらべんだ
ー) 

 ⾷⽤ラベンダー(しょくようらべんだー)   
Lens culinaris ヒラマメ(ひらまめ) 
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Lens culinaris 成熟ヒラマメ(せいじゅくひらまめ) 
 未成熟ヒラマメ(みせいじゅくひらまめ)   
Lentinula edodes シイタケ(しいたけ)   
Lepidium sativum ガーデンクレス(がーでんくれす)   
Lilium spp. ユリ(ゆり) 
 ユリネ(ゆりね) 
 観賞⽤ユリ(かんしょうようゆり)   
Linum usitatissimum アマ(あま) 
 繊維⽤アマ(せんいようあま) 
 ⾷⽤アマ(しょくようあま)   
Litchi chinensis レイシ(れいし) 
 レイシ(果実)(れいし(かじつ))   

Lolium multiflorum 
イタリアンライグラス(いたりあんらいぐら
す)   

Lolium perenne 
ペレニアルライグラス(ぺれにあるらいぐら
す)   

Lonicera caerulea (var. emphyllocalyx) ハスカップ(はすかっぷ)   
Luffa aegyptiaca  ヘチマ(へちま) 
 ⾷⽤ヘチマ(しょくようへちま)   
Lycium chinense クコ(くこ) 
 クコ(果実)(くこ(かじつ)) 
 クコ(葉)(くこ(は))   
Lyophyllum decastes ハタケシメジ(はたけしめじ)   
Lyophyllum shimeji ホンシメジ(ほんしめじ)   
Macadamia integrifolia マカダミアナッツ(まかだみあなっつ)   
Magnolia obovata ホオノキ(ほおのき) 
 ⾷⽤ホオノキ(葉)(しょくようほおのき(は))   
Malpighia glabra アセロラ(あせろら)   
Malus pumila リンゴ(りんご)   
Malva verticillata オカノリ(おかのり)   
Mangifera indica マンゴー(まんごー)   
Manilkara zapota サポジラ(さぽじら)   
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Marrubium vulgare ニガハッカ(にがはっか)   
Matricaria recutita カモミール(かもみーる) 

 ジャーマンカモミール(じゃーまんかもみー
る)   

Matteuccia struthiopteris コゴミ(こごみ)   
Matthiola incana ストック(すとっく) 
 観賞⽤ストック(かんしょうようすとっく) 
 ⾷⽤ストック(しょくようすとっく)   
Medicago sativa アルファルファ(あるふぁるふぁ) 

 アルファルファモヤシ(あるふぁるふぁもや
し) 

 飼料⽤アルファルファ(しりょうようあるふ
ぁるふぁ)   

Melissa officinalis レモンバーム(れもんばーむ)   
Mentha canadensis ハッカ(はっか)   
Mentha spicata スペアミント(すぺあみんと)   
Mentha spp. ハッカ類(はっかるい)   
Mentha suaveolens アップルミント(あっぷるみんと)   
Mentha x piperita. ペパーミント(ぺぱーみんと)   
Mesembryanthemum crystallinum アイスプラント(あいすぷらんと)   
Momordica charantia ニガウリ(にがうり)   
Morus alba マグワ(まぐわ) 

 ⾷⽤マグワ(果実)(しょくようまぐわ(かじ
つ))   

Morus australis ヤマグワ(やまぐわ) 

 ⾷⽤ヤマグワ(果実)(しょくようやまぐわ(か
じつ))   

Morus spp. クワ(くわ) 
 ⾷⽤桑(果実)(しょくようぐわ(かじつ)) 
 ⾷⽤桑(葉)(しょくようぐわ(は))   
Musa interspecific crossing バナナ(ばなな)   
Musa spp. バナナ(ばなな)   
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Mycoleptodonoides aitchisonii ブナハリタケ(ぶなはりたけ)   
Myrica rubra ヤマモモ(やまもも) 
 ヤマモモ(果実)(やまもも(果実))   
Nandina domestica ナンテン(なんてん) 
 観賞⽤ナンテン(かんしょうようなんてん) 
 ⾷⽤ナンテン(葉)(しょくようなんてん(は))   
Nasturtium Officinale クレソン(くれそん)   
Nelumbo nucifera ハス(はす) 
 レンコン(れんこん) 
 花ハス(はなはす)   
Nicotiana tabacum タバコ(たばこ)   

Ocimum basilicum 
ダークオパールバジル(だーくおぱーるばじ
る) 

 バジル(ばじる) 
 バジル(種⼦)(ばじる(しゅし)) 
 バジル(茎)(ばじる(くき)) 
 バジル(葉)(ばじる(は))   
Ocimum tenuiflorum ホーリーバジル(ほーりーばじる)   
Oenanthe javanica セリ(せり)   
Olea europaea オリーブ(おりーぶ) 
 オリーブ(果実)(おりーぶ(かじつ)) 
 オリーブ(葉)(おりーぶ(は))   
Origanum majorana マジョラム(まじょらむ)   
Origanum onites ポットマジョラム(ぽっとまじょらむ)   
Origanum vulgare オレガノ(おれがの) 

 ゴールデンマジョラム(ごーるでんまじょら
む)   

Oryza sativa イネ(いね) 
 ⽔稲(すいとう) 

 直播⽔稲(じかまきすいとう|ちょくはすいと
う) 

 移植⽔稲(いしょくすいとう) 
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Oryza sativa ⽶(こめ) 
 陸稲(りくとう)   
Osmunda japonica ゼンマイ(ぜんまい)   
Paeonia lactiflora シャクヤク(しゃくやく) 

 薬⽤シャクヤク(根)(やくようしゃくやく
(ね)) 

 観賞⽤シャクヤク(かんしょうようしゃくや
く)   

Panax ginseng オタネニンジン(おたねにんじん)   
Panicum miliaceum キビ(きび)   
Parasenecio delphiniifolius モミジガサ(もみじがさ)   
Parasenecio hastatus ヨブスマソウ(よぶすまそう)   
Paspalum notatum バヒアグラス(ばひあぐらす)   
Passiflora edulis パッションフルーツ(ぱっしょんふるーつ) 

 パッションフルーツ(果実)(ぱっしょんふる
ーつ(かじつ)) 

 パッションフルーツ(花)(ぱっしょんふるー
つ(はな)) 

 パッションフルーツ(葉)(ぱっしょんふるー
つ(は))   

Pericallis spp. シネラリア(しねらりあ) 

 観賞⽤シネラリア(かんしょうようしねらり
あ) 

 ⾷⽤シネラリア(しょくようしねらりあ)   
Perilla frutescens エゴマ(種⼦)(えごま(しゅし))   
Perilla frutescens (var. crispa) シソ(しそ) 
 シソ(果実)(しそ(かじつ)) 
 シソ(種⼦)(しそ(しゅし)) 
 シソ(花穂)(しそ(かすい)) 
 シソ(茎)(しそ(くき)) 
 シソ(葉)(しそ(は))   
Perilla frutescens (var. frutescens) エゴマ(えごま) 
 エゴマ(葉)(えごま(は))   
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Persea americana アボカド(あぼかど)   
Persicaria hydropiper ヤナギタデ(やなぎたで)   
Petasites japonicus フキ(ふき) 
 フキノトウ(ふきのとう)   
Petroselinum crispum パセリ(ぱせり) 
 パセリ(種⼦)(ぱせり(しゅし)) 
 パセリ(茎)(ぱせり(くき)) 
 パセリ(茎葉)(ぱせり(けいよう)) 
 パセリ(葉)(ぱせり(は)) 
 モスカールドパセリ(もすかーるどぱせり)   
Petroselinum neapolitanum イタリアンパセリ(いたりあんぱせり) 

 イタリアンパセリ(茎葉)(いたりあんぱせり
(けいよう))   

Petunia spp. ペチュニア(ぺちゅにあ) 

 観賞⽤ペチュニア(かんしょうようぺちゅに
あ) 

 ⾷⽤ペチュニア(しょくようぺちゅにあ)   
Peucedanum japonicum ボタンボウフウ(ぼたんぼうふう)   
Phaseolus coccineus ベニバナインゲン(べにばないんげん)   
Phaseolus lunatus ライマビーン(らいまびーん) 
 成熟ライマビーン(せいじゅくらいまびーん) 

 未成熟ライマビーン(みせいじゅくらいまび
ーん)   

Phaseolus vulgaris うずら(うずら) 
 インゲンマメ(いんげんまめ) 
 サヤインゲン(さやいんげん) 
 ヒラザヤインゲン(ひらざやいんげん) 
 モロッコ(もろっこ) 
 成熟インゲンマメ(せいじゅくいんげんまめ) 
 ⻁⾖(とらまめ) 
 ⾦時(インゲンマメ)(きんとき)   
Phellinus linteus メシマコフﾞ(めしまこぶ)   
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Phleum pratense チモシー(ちもしー)   
Pholiota nameko ナメコ(なめこ)   
Phyllostachys bambusoides タケノコ(たけのこ) 
 マダケ(まだけ) 
 マダケタケノコ(まだけたけのこ)   
Phyllostachys heterocycla タケノコ(たけのこ) 
 モウソウチク(もうそうちく) 

 モウソウチクタケノコ(もうそうちくたけの
こ)   

Phyllostachys nigra タケノコ(たけのこ) 
 ハチク(はちく) 
 ハチクタケノコ(はちくたけのこ)   
Physalis grisea ショクヨウホオズキ(しょくようほおずき)   
Physalis ixocarpa オオブドウホオズキ(おおぶどうほおずき)   
Physalis peruviana ゴールデンベリー(ごーるでんべりー)   
Physalis spp. ホオズキ(ほおずき) 
 観賞⽤ホオズキ(かんしょうようほおずき) 
 ⾷⽤ホオズキ(しょくようほおずき)   
Pisum sativum ウスイ(うすい) 
 エンドウマメ(えんどうまめ) 
 サヤエンドウ(さやえんどう) 
 スナップ(すなっぷ) 
 トウミョウ(とうみょう) 
 実エンドウ(みえんどう) 

 成熟エンドウマメ(せいじゅくえんどうま
め) 

 砂糖えんどう(さとうえんどう) 
 絹さや(きぬさや)   
Plantago asiatica オオバコ(おおばこ) 

 ⾷⽤オオバコ(種⼦)(しょくようおおばこ(し
ゅし)) 

 ⾷⽤オオバコ(葉)(しょくようおおばこ(は))   
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Pleurotus cornucopiae タモギタケ(たもぎたけ)   
Pleurotus eryngii エリンギ(えりんぎ)   
Pleurotus ostreatus ヒラタケ(ひらたけ)   
Plinia cauliflora ジャボチカバ(じゃぼちかば) 
 ジャボチカバ(果実)(じゃぼちかば(かじつ))   
Polygala senega セネガ(せねが)   
Polygonatum odoratum アマドコロ(あまどころ) 

 観賞⽤アマドコロ(かんしょうようあまどこ
ろ) 

 ⾷⽤アマドコロ(しょくようあまどころ)   
Portulaca oleracea (var. sativa) タチスベリヒユ(たちすべりひゆ)   
Pouteria campechiana カニステル(かにすてる)   
Primula spp. プリムラ(ぷりむら) 
 観賞⽤プリムラ(かんしょうようぷりむら) 
 ⾷⽤プリムラ(しょくようぷりむら)   
Prunus armeniaca アンズ(あんず)   
Prunus avium オウトウ(おうとう)   
Prunus domestica スモモ(すもも) 
 プルーン(ぷるーん)   
Prunus dulcis アーモンド(あーもんど)   
Prunus mume ウメ(うめ)   
Prunus persica ネクタリン(ねくたりん) 
 モモ(もも)   
Prunus salicina スモモ(すもも) 
 ニホンスモモ(にほんすもも)   
Prunus spp. サクラ(さくら) 
 ⾷⽤サクラ(花)(しょくようさくら(はな)) 
 ⾷⽤サクラ(葉)(しょくようさくら(は))   
Pseudocydonia sinensis カリン(かりん)   
Psidium cattleianum ストロベリーグアバ(すとろべりーぐあば)   
Psidium guajava グアバ(ぐあば) 
 グアバ(果実)(ぐあば(かじつ)) 
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Psidium guajava グアバ(葉)(ぐあば(は))   
Psophocarpus tetragonolobus シカクマメ(しかくまめ) 
 未成熟シカクマメ(みせいじゅくしかくまめ)   
Pteridium aquilinum ワラビ(わらび)   
Punica granatum ザクロ(ざくろ)   
Pyrus communis セイヨウナシ(せいようなし) 
 ナシ(なし)   
Pyrus pyrifolia ナシ(なし) 
 ニホンナシ(にほんなし)   
Pyrus ussuriensis ナシ(なし)   
Pyrus ussuriensis (var. ussuriensis) チュウゴクナシ(ちゅうごくなし) 
 ヤーリー(やーりー)   
Raphanus sativus (Daikon Group) ダイコン(だいこん) 
 ダイコン(根)(だいこん(ね)) 
 葉ダイコン(はだいこん)   
Raphanus sativus (Radicula Group) ハツカダイコン(はつかだいこん) 
 ハツカダイコン(根)(はつかだいこん(ね)) 
 ハツカダイコン(葉)(はつかだいこん(は))   
Rehmannia glutinosa ジオウ(じおう)   
Rheum rhabarbarum ルバーブ(るばーぶ)   
Rheum spp. ダイオウ(だいおう) 
 信州⼤⻩(しんしゅうだいおう)   
Ribes nigrum ブラックカラント(ぶらっくからんと)   
Ribes rubrum レッドカラント(れっどからんと) 
 ⽩フサスグリ(しろふさすぐり)   
Ribes spp. スグリ(すぐり) 
 フサスグリ(ふさすぐり)   
Rosa rugosa ハマナス(はまなす) 
 ハマナス(果実)(はまなす(かじつ))   
Rosa spp. バラ(ばら) 
 観賞⽤バラ(かんしょうようばら) 
 ⾷⽤バラ(果実)(しょくようばら(かじつ)) 
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Rosa spp. ⾷⽤バラ(花)(しょくようばら(はな)) 
 ⾷⽤ミニバラ(しょくようみにばら)   
Rosmarinus officinalis ローズマリー(ろーずまりー)   
Rubus caesius デューベリー(でゅーべりー)   
Rubus flagellaris デューベリー(でゅーべりー)   
Rubus fruticosus ブラックベリー(ぶらっくべりー)   
Rubus idaeus ラズベリー(らずべりー)   
Rubus ursinus デューベリー(でゅーべりー)   
Rubus x loganobaccus ボイセンベリー(ぼいせんべりー) 
 ロンガンベリー(ろんがんべりー)   
Rudbeckia spp. ルドベキア(るどべきあ) 

 観賞⽤ルドベキア(かんしょうようるどべき
あ) 

 ⾷⽤ルドベキア(しょくようるどべきあ)   
Rumex acetosa ソレル(それる)   
Saccharum officinarum サトウキビ(さとうきび) 
 飼料⽤サトウキビ(しりょうようさとうきび)   
Saccharum sinense サトウキビ(さとうきび) 
 飼料⽤サトウキビ(しりょうようさとうきび)   
Sagittaria trifolia (var. edule) クワイ(くわい)   
Salsola komarovii オカヒジキ(おかひじき)   
Salvia elegans パイナップルセージ(ぱいなっぷるせーじ)   
Salvia officinalis セージ(せーじ)   
Salvia spp. チェリーセージ(ちぇりーせーじ) 
 レッドセージ(れっどせーじ)   
Sanguisorba minor サラダバーネット(さらだばーねっと)   
Saposhnikovia divaricata トウスケボウフウ(とうすけぼうふう)   
Saxifraga stolonifera ユキノシタ(ゆきのした) 
 ユキノシタ(葉)(ゆきのした(は))   
Scutellaria baicalensis コガネヤナギ(こがねやなぎ)   
Secale cereale ライムギ(らいむぎ)   
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Sechium edule ハヤトウリ(はやとうり)   
Senna obtusifolia エビスグサ(えびすぐさ) 
 エビスグサ(種⼦)(えびすぐさ(しゅし)) 
 エビスグサ(茎葉)(えびすぐさ(けいよう))   
Senna occidentalis ハブソウ(はぶそう) 
 ハブソウ(種⼦)(はぶそう(しゅし)) 
 ハブソウ(茎葉)(はぶそう(けいよう))   
Sesamum orientale ゴマ(ごま)   
Setaria italica アワ(あわ)   
Smallanthus sonchifolius ヤーコン(やーこん) 
 ヤーコン(茎葉)(やーこん(けいよう))   
Solanum lycopersicum トマト(とまと) 
 ミニトマト(みにとまと)   
Solanum melongena ナス(なす)   
Solanum muricatum ペピーノ(ぺぴーの)   
Solanum tuberosum ジャガイモ(じゃがいも)   
Sorghum bicolor ソルガム(そるがむ) 
 ⾷⽤ソルガム(しょくようそるがむ)   
Sorghum spp. 飼料⽤ソルガム(しりょうようそるがむ)   
Sorghum sudanense スーダングラス(すーだんぐらす)   
Sparassis crispa ハナビラタケ(はなびらたけ)   
Spinacia oleracea ホウレンソウ(ほうれんそう)   
Stachys sieboldii チョロギ(ちょろぎ)   
Stauntonia hexaphylla ムベ(むべ)   
Stellaria media ハコベ(はこべ)   
Swertia japonica センブリ(せんぶり)   
Symphytum シンフィツム属(しんふぃつむぞく)   
Symphytum officinale コンフリー(こんふりー)   
Synsepalum dulcificum ミラクルフルーツ(みらくるふるーつ)   
Syzygium jambos フトモモ(ふともも)   
Syzygium samarangense レンブ(れんぶ) 
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Syzygium samarangense レンブ(果実)(れんぶ(かじつ))   

Taraxacum officinale 
⾷⽤⻄洋タンポポ(しょくようせいようたん
ぽぽ)   

Tetragonia tetragonioides ツルナ(つるな)   
Thymus capitatus ペルシアンヒソップ(ぺるしあんひそっぷ)   
Thymus pulegioides オレンジタイム(おれんじたいむ) 
 レモンタイム(れもんたいむ)   
Thymus serpyllum クリーピングタイム(くりーぴんぐたいむ)   
Thymus vulgaris タイム(たいむ)   
Thymus zygis ソースタイム(そーすたいむ)   
Torenia fournieri トレニア(とれにあ) 
 観賞⽤トレニア(かんしょうようとれにあ) 
 ⾷⽤トレニア(しょくようとれにあ)   
Tragopogon porrifolius ⻄洋ゴボウ(せいようごぼう)   
Trapa natans ヒシ(ひし)   
Tremella fuciformis シロキクラゲ(しろきくらげ)   
Tricholoma matsutake マツタケ(まつたけ)   
Trifolium pratense アカクローバー(あかくろーばー)   
Trifolium repens シロクローバー(しろくろーばー)   
Triticum aestivum コムギ(こむぎ)   
Triticum durum コムギ(こむぎ)   
Tropaeolaceae ノウゼンハレン(のうぜんはれん) 

 ⾷⽤ノウゼンハレン(しょくようのうぜんは
れん) 

 ⾷⽤ノウゼンハレン(花)(しょくようのうぜ
んはれん(はな)) 

 ⾷⽤ノウゼンハレン(莢)(しょくようのうぜ
んはれん(さや)) 

 ⾷⽤ノウゼンハレン(葉)(しょくようのうぜ
んはれん(は))   

Tropaeolum majus キンレンカ(きんれんか) 

 観賞⽤キンレンカ(かんしょうようきんれん
か) 
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Tropaeolum majus ⾷⽤キンレンカ(しょくようきんれんか) 

 ⾷⽤キンレンカ(花)(しょくようきんれんか
(はな)) 

 ⾷⽤キンレンカ(莢)(しょくようきんれんか
(さや)) 

 ⾷⽤キンレンカ(葉)(しょくようきんれんか
(は))   

Tuber sp. トリュフ(とりゅふ)   

Vaccinium angustifolium 
ローブッシュブルーベリー(ろーぶっしゅぶ
るーべりー)   

Vaccinium corymbosum 
ハイブッシュブルーベリー(はいぶっしゅぶ
るーべりー)   

Vaccinium interspecific crossing ブルーベリー(ぶるーべりー) 
 ブルーベリー(果実)(ぶるーべりー(かじつ))   
Vaccinium myrtillus ビルベリー(びるべりー)   
Vaccinium spp. ブルーベリー(ぶるーべりー) 
 ブルーベリー(果実)(ぶるーべりー(かじつ))   
Vaccinium uliginosum クロマメノキ(果実)(くろまめのき(かじつ))   

Vaccinium virgatum 
ラビットアイブルーベリー(らびっとあいぶ
るーべりー)   

Vaccinium vitis-idaea コケモモ(こけもも) 
 コケモモ(果実)(こけもも(かじつ))   
Valeriana fauriei カノコソウ(かのこそう)   
Valerianella locusta マーシュ(まーしゅ)   
Vanilla planifolia バニラ(ばにら)   
Viburnum dilatatum ガマズミ(がまずみ)   
Vicia faba ソラマメ(そらまめ) 
 成熟ソラマメ(せいじゅくそらまめ) 
 未成熟ソラマメ(みせいじゅくそらまめ)   
Vigna angularis アズキ(あずき) 
 ⼤納⾔(だいなごん)   
Vigna mungo ケツルアズキ(けつるあずき) 
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Vigna mungo 
ブラックマッペモヤシ(ぶらっくまっぺもや
し)   

Vigna radiata リョクトウ(りょくとう) 
 リョクトウモヤシ(りょくとうもやし)   
Vigna umbellata ツルアズキ(つるあずき)   
Vigna unguiculata ササゲ(ささげ) 
 成熟ササゲ(せいじゅくささげ) 
 未成熟ササゲ(みせいじゅくささげ) 
 桑の⽊⾖(くわのきまめ)   
Vigna unguiculata (var. sesquipedalis) ⼗六ささげ(じゅうろくささげ)   
Viola x wittrockiana 観賞⽤パンジー(かんしょうようぱんじー)   
Viola×wittrockiana パンジー(ぱんじー) 
 ⾷⽤パンジー(しょくようぱんじー)   
Vitis Vinifera ニューナイ(にゅーない)   
Vitis amurensis シラガブドウ(しらがぶどう)   
Vitis coignetiae ヤマブドウ(やまぶどう)   
Vitis interspecific crossing さがみ(さがみ) 
 ウエハラ５４０号(うえはら 540 ごう) 
 ウルバナ(うるばな) 
 オリンピア(おりんぴあ) 
 キャンベル(きゃんべる) 
 キャンベルアーリー(きゃんべるあーりー) 
 キングデラ(きんぐでら) 
 ゴルビー(ごるびー) 
 ゴールドフィンガー(ごーるどふぃんがー) 
 サニールージュ(さにーるーじゅ) 
 サマーブラック(さまーぶらっく) 
 シナノスマイル(しなのすまいる) 
 シャインマスカット(しゃいんますかっと) 
 シャルドネ(しゃるどね) 
 ジャスミン(じゃすみん) 
 スチューベン(すちゅーべん) 
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Vitis interspecific crossing セネカ(せねか) 
 タノレッド(たのれっど) 
 ダークリッジ(だーくりっじ) 
 デラウエア(でらうえあ) 
 ナイアガラ(ないあがら) 
 ナガノパープル(ながのぱーぷる) 

 ニューヨークマスカット(にゅーよーくます
かっと) 

 ネオマスカット(ねおますかっと) 
 ノースブラック(のーすぶらっく) 
 ノースレッド(のーすれっど) 
 ハニービーナス(はにーびーなす) 
 ハニーブラック(はにーぶらっく) 
 バッファロー(ばっふぁろー) 

 ヒムロッドシードレス(ひむろっどしーどれ
す) 

 ピオーネ(ぴおーね) 
 ブドウ(ぶどう) 
 ブラックオリンピア(ぶらっくおりんぴあ) 
 ポートランド(ぽーとらんど) 
 マスカットビオレ(ますかっとびおれ) 
 マスカットベリーA(ますかっとべりーえー) 
 リザマート(りざまーと) 
 レッドクイーン(れっどくいーん) 
 レッドポート(れっどぽーと) 
 出雲クイーン(いずもくいーん) 
 多摩ゆたか(たまゆたか) 
 安芸クイーン(あきくいーん) 
 安芸シードレス(あきしーどれす) 
 巨峰(きょほう) 
 涼⽟(りょうぎょく) 
 紅やまびこ(べにやまびこ) 
 紅伊⾖(べにいず) 
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Vitis interspecific crossing 紅富⼠(べにふじ) 
 紅瑞宝(べにずいほう) 
 紅義(べによし) 
 紫⽟(しぎょく) 
 翠峰(すいほう) 
 ⾼墨(たかすみ) 
 ⾼妻(たかつま) 
 ⻩⽟(おうぎょく)   
Vitis labrusca フレドニア(ふれどにあ)   
Vitis spp. CG88435(しーじー88435) 
 アジロンダック(あじろんだっく) 
 アリサ(ありさ) 

 アルフォンスラバレー(あるふぉんすらばれ
ー) 

 オーロラブラック(おーろらぶらっく) 
 カッタクルガン(かったくるがん) 
 セイベル９１１０(せいべる 9110) 
 チェリー(ちぇりー) 

 ナイヤガラマラベルファ(ないやがらまらべ
るふぁ) 

 ネヘレスコール(ねへれすこーる) 
 ハイベリー(はいべりー) 

 バイオレットウエハラ(ばいおれっとうえは
ら) 

 ビーナス(びーなす) 
 ピアレス(ぴあれす) 
 ブドウ(ぶどう) 

 マスカットデュークアモーレ(ますかっとで
ゅーくあもーれ) 

 ロードベリー(ろーどべりー) 
 乍那(ちゃなー) 
 伊⾖錦(いずにしき) 
 ⼤⽟露(たーゆーるー) 
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Vitis spp. 天秀(てんしゅう) 
 旅路(たびじ) 
 甲斐美嶺(かいみれい) 
 ⽩峰(はくほう) 
 ⻯宝(りゅほう) 
 ⻯眼(りゅうがん) 
 紅アレキ(べにあれき) 
 紅南陽(べになんよう) 
 紅塩⾕(べにしおや) 
 紅⾦沢(べにかなざわ) 
 美嶺(みれい) 
 藤稔(ふじみのり) 
 ⾙甲⼲(べいじゃーがん) 
 ⾺乃⼦(まーないつ) 
 ⻩華(おうか) 
 ⿊王(こくおう)   
Vitis vinifera イタリア(いたりあ) 
 イチキマール(いちきまーる) 

 カベルネソービニヨン(かべるねそーびによ
ん) 

 クルガンローズ(くるがんろーず) 
 グリーンサマー(ぐりーんさまー) 

 ケニギンデルワインガルデン(けにぎんでる
わいんがるでん) 

 ゴールド(ごーるど) 
 ザバルカンスキー(ザバンカンスキー) 
 シトロンネル(しとろんねる) 
 セシリア(せしりあ) 
 ネオマート(ねおまーと) 
 バラディ(ばらでぃ) 
 ヒロハンブルグ(ひろはんぶるぐ) 
 ピッテロビアンコ(ぴってろびあんこ) 
 フレームトーケー(ふれーむとーけー) 
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Vitis vinifera ブラックオーパス(ぶらっくおーぱす) 
 ブラックスワン(ぶらっくすわん) 
 ブラック三尺(ぶらっくさんじゃく) 
 ベニピッテロ(べにぴってろ) 

 マスカットオブアレキサンドリア(ますかっ
とおぶあれきさんどりあ) 

 マスカットハンブルグ(ますかっとはんぶる
ぐ) 

 マスカット甲府(ますかっとこうふ) 

 マニキュアフィンガー(まにきゅあふぃんが
ー) 

 マリオ(まりお) 
 モルゲンシェーン(もるげんしぇーん) 
 ヤトミローザ(やとみろーざ) 
 ユニコーン(ゆにこーん) 
 リッシバーバ(りっしばーば) 
 ルビーオクヤマ(るびーおくやま) 
 ルビー⼤久保(るびーおおくぼ) 
 ルーベルマスカット(るーべるますかっと) 
 レッドグローブ(れっどぐろーぶ) 

 レッドネヘレスコール(れっどねへれすこー
る) 

 ロザキ(ろざき) 
 ロザリオビアンコ(ろざりおびあんこ) 
 ロザリオロッソ(ろざりおろっそ) 
 ローヤル(ろーやる) 
 京早晶(ちんつぁおちん) 
 瀬⼾ジャイアンツ(せとじゃいあんつ) 
 甲州(こうしゅう) 
 甲州三尺(こうしゅうさんじゃく) 
 甲斐⼄⼥(かいおとめ) 
 甲斐路(かいじ) 
 紅三尺(べにさんじゃく) 
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Vitis vinifera 紅環(べにたまき) 
 紫苑(しえん) 
 ⾚嶺(せきれい)   
Zanthoxylum piperitum サンショウ(さんしょう) 
 サンショウ(果実)(さんしょう(かじつ)) 
 サンショウ(葉)(さんしょう(は))   
Zea mays スイートコーン(すいーとこーん) 
 トウモロコシ(とうもろこし) 
 ヤングコーン(やんぐこーん) 
 成熟トウモロコシ(せいじゅくとうもろこし) 

 未成熟トウモロコシ(みせいじゅくとうもろ
こし) 

 飼料⽤トウモロコシ(しりょうようとうもろ
こし)   

Zea mays (ssp. huehuetenangens テオシント(ておしんと)   
Zea mays (ssp. mexicana) テオシント(ておしんと)   
Zea mays (ssp. parviglumis) テオシント(ておしんと)   
Zingiber mioga ミョウガ(みょうが) 
 ミョウガ(花穂)(みょうが(かすい)) 
 ミョウガ(茎葉)(みょうが(けいよう)) 
 ミョウガタケ(みょうがたけ)   
Zingiber officinale はじかみしょうが(はじかみしょうが) 
 ショウガ(しょうが) 
 ショウガ(根茎)(しょうが(こんけい)) 
 葉ショウガ(はしょうが) 
 ⾕中⽣姜(やなかしょうが) 
 軟化ショウガ(なんかしょうが)   
Zizania aquatica アメリカマコモ(あめりかまこも)   
Zizania latifolia マコモ(まこも) 
 マコモ(葉)(まこも(は)) 
 マコモタケ(まこもたけ)   
Ziziphus jujuba ナツメ(なつめ)   
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Ziziphus mauritiana インドナツメ(いんどなつめ)   
×Triticosecale ライコムギ(らいこむぎ) 
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―農作物名称サーチによる農薬情報の収集⽀援― 
 

背景とねらい：  
栽培時の「農薬使用基準（農林水産省）」と、人が摂取しても安全と評価され

た「残留農薬基準（厚生労働省）」はいずれも厳密に遵守すべき農薬基準であり、

簡単に参照できる環境整備が必要です。しかし、２種類の農薬基準におけるデー

タ名の不統一や、農薬特有のデータ名のために農薬基準情報の収集は煩雑な作

業となります。そこで、農薬基準情報の正確かつ効率的収集に活用できる「農作

物名称サーチ」を開発しました。 
 
特⻑と効果：  

農作物名称サーチ（http://cavoc.org/cvo/application/CropNameSearch/）

は、入力された農作物名（図１“きゅうり”）とその同義語で部分一致検索

し、該当する「農作物語彙体系(Crop Vocabulary 、CVO)」、「農薬使用基準」、

「残留農薬基準」の農作物名を表示するものです。農作物名称サーチを利用

することで、１）農作物によっては農薬基準のデータ名が収穫部位（図２“キ

ュウリ（葉）”）、生育ステージ（例“未成熟スイカ”）、用途（例“食用

ギク”）等で異なること、２）農作物によっては「農薬使用基準」と「残留

農薬基準」のデータ名が異なること（例“きゅうり(葉)”、“きゅうりの葉・

花”）が確認でき、３）農作物によっては「農薬使用基準」データ名の意味

を明確にできます（図３、「農薬使用基準」では“トマト”を３cmより大き

いと定義）。収穫部位等で農薬基準が複数設定された農作物や２種類の農薬

基準のデータ名が異なる農作物を簡単に確認できるため、農薬基準情報の正

確かつ効率的収集の一助となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索語入力 

図１ 農作物名称サーチにおける 

キーワード“きゅうり”の検索  

候補表示 

農薬使用基準 

（農林水産

農作物語彙体系 

残留農薬基準 

（厚生労働

省） 

農作物 

ガイドライン 

（内閣官房） 

クリック 
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農薬使用基準 

検索語入力 

図２ 農作物名称サーチによる 

“キュウリ”の農薬使用基準の設定確認   
“キュウリ”は収穫部位により農薬使用基準が複数設定されます。 

 

候補表示 

農薬使用基準 

クリック 

クリック 

クリック 

図３ CVO 農薬使用基準ページに 

おける“トマト”の定義確認 
農作物名称サーチ検索結果に該当する 

CVO 農薬使用基準ページで定義を確認できます。 

候補表示 

検索語入力 

農薬使用基準 

クリック CVO 農薬使用基準ページ 
農林水産省 

農薬登録における適用農作物一覧 

直径 3cm 以下のものは含まない 

クリック 
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