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系統番号 ジャンル 花銘 よみ コメント 写真

G0073 マルバアサガオ マルバアサガオ　青丸葉淡茶色ラッパ咲
まるばあさがおあおまるば
あわちゃいろらっぱざき

丈夫で耐寒性の強いマルバアサガオの品種。
花は平開せず、ラッパ状になる。

G0082 マルバアサガオ マルバアサガオ 青丸葉紅紫条斑点絞丸咲
あおまるばべにむらさきじょ
うはんてんしぼりまるざき

耐寒性が強く丈夫なアサガオの近縁種。安定
したこのような細い刷毛目模様はアサガオに
はない。

G0085 マルバアサガオ マルバアサガオ 青丸笹葉紅切咲
あおまるささばべにきれざ
き

耐寒性が強く丈夫なアサガオの近縁種。アサ
ガオの笹に相当する変異で、花弁や葉が細く
なる。

G0265 姫・易変性 青斑入並葉姫紅時雨絞咲分丸咲
あおふいりなみばひめべに
しぐれしぼりさきわけまるざ
き

葉や花が小型になる姫系統。白地に紅の絞り
や咲き分ける不安定な花模様を持つ。

G0337 木立 青並葉木立紅筒白星咲
あおなみばこだちべにつつ
じろほしざき

節間が詰まり蔓が伸びない木立変異を持つ矮
性の系統。花は花弁が浅く切れた星形にな
る。

G0363 渦 青斑入渦並葉濃紅丸咲
あおふいりうずなみばこい
べにまるざき

葉や花弁が肥厚し、矮性になる渦系統で、花
持ちが良い。葉の色が濃いため白い斑入り葉
が映える。

G0375 木立 青並葉木立紫覆輪星咲「キダチアサガオ」
あおなみばこだちむらさき
ふくりんほしざき

節間が短く、つるを出さない矮性系統。サツマ
イモの台木にも使われている系統。

G0413 枝垂・獅子 青抱丸葉枝垂第二白丸咲
あおかかえまるばしだれだ
いにしろまるざき

重力感受性を失った枝垂れ系統。つるも巻き
付かず絡まない。花だけ白い珍しい花色。獅
子が分離する。

G0504 立田 黄蜻蛉立田葉紅筒白切咲
きとんぼたつたばべにつつ
じろきれざき

葉がもみじのように五裂し、花弁も幅広く切れ
る。花色は暗紅と紫が複合した紅色。
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G0509 車咲（縮緬立田） 青縮緬立田蜻蛉雨龍葉鮮紅色車咲
あおちりめんたつたとんぼ
うりゅうばせんこうしょくくる
まざき

花筒の中央がしばしば飛び出す縮緬葉台咲
と、花弁が切れる立田が複合した系統。変
わった葉も面白い。

G0510 縮緬 青斑入縮緬並葉紅台咲
あおふいりちりめんなみば
べにだいざき

葉に細かい凹凸がある縮緬系統だが、花筒の
折り返し（台）がほとんど付かない系統。花色
は鮮やかな紅色。

G0516 縮緬 黄縮緬抱丸葉紅鳩台咲
きちりめんかかえまるばべ
にばとだいざき

翼片のない葉には細かい凹凸があり、花筒も
折れ込んで中央から飛び出した台咲きとな
る。

G0522 縮緬 青縮緬蜻蛉葉淡桃台咲
あおちりめんとんぼばあわ
ももだいざき

葉は細かい凹凸があり、やや不規則な形にな
る。花筒も折れて中央から飛び出し、しばしば
雄しべの先端が花弁化する。

G0527 縮緬 黄抱縮緬葉瑠璃筒白台咲
きかかえちりめんるりつつじ
ろだいざき

葉に細かな凸凹のある縮緬葉の系統。縮緬系
統の特徴である、中央の花筒が飛び出した
「台」が無いか小さいことが多い。

G0531 易変性・縮緬 黄縮緬蜻蛉葉鼠地瑠璃色刷毛目絞台咲
きちりめんとんぼばねずみ
じるりはけめしぼりだいざき

葉には細かい凹凸があり、花筒も折れて中央
から飛び出す。模様は不安定で、無地の花も
咲く。

G0533 台咲 青鍬形芋葉濃紺台咲
あおくわがたいもばのうこん
だいざき

葉は左右に飛び出した翼片のない葉で、花筒
がしばしば折り返す台咲きとなる。

G0541 南天 青南天葉淡紅筒白剣咲
あおなんてんばべにつづじ
ろけんざき

葉は裏側に抱え複葉状になる。花弁は細かい
ヒダがあり、花筒の長い平開しない花を付け
る。

G0542 南天 青一葉南天葉白剣咲
あおいちようなんてんばしろ
けんざき

南天の葉に似た、裏に反った葉をつけ、花は
細かいひだのある筒状で細長い。

G0543 縮緬南天 黄縮緬南天葉銀鼠筒台咲
きちりめんなんてんばぎん
ねずつつだいざき

南天と縮緬変異が複合し、葉が数多く分岐し、
花も細かいひだのある台咲きとなる。花色は
黄葉と連鎖した柿変異による色。

G0555 捻梅 青斑入並葉紫捻梅咲
あおふいりなみばむらさき
ねじうめざき

花弁の一部がガクに変化しているため、うまく
開かず捻れて咲く捻梅咲。
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G0557 捻梅 青斑入州浜様葉紫捻梅咲
あおふいりすはまばむらさ
きねじりうめざき

花弁の一部がガクに変化しかけており、その
ため捻れて咲く。大輪と同じ洲浜変異を持つ
が、花弁はあまり増えない。

G0568 石畳 青弱抱小型並葉紫石畳夫婦咲
あおじかかえこがたなみば
むらさきいしだたみめおとざ
き

花弁が切れ込む石畳咲。花以外は野生型と
変わらない。花柄が基部から２つ付く夫婦咲き
がしばしば出る。

G0576 乱菊 黄乱菊葉紅筒白乱菊咲
きらんぎくばべにつつじろら
んぎくざき

葉は不規則に切れ七五三葉ともよばれ、花弁
（曜）が増えやや大きく咲く乱菊咲となる。稔性
は低い。

G0582 乱菊 黄乱菊葉紺覆輪多曜咲
きらんぎくばこんつめふくり
んたようざき

葉が不規則に裂け、曜（花弁）数が増える乱
菊変異を持つ系統。種子の稔性は低い。

G0591 鼻葉 青鼻葉淡黄丸咲 あおはなばあわきまるざき
鼻の形に似た、左右の翼片の無い葉をつけ、
花は淡い黄色。

G0706 桔梗渦 黄斑入桔梗渦葉紫爪覆輪桔梗咲
あおふいりききょううずばむ
らさきつめふくりんききょうざ
き

花持ちの良い桔梗渦の系統で、花弁はやや
尖って咲く。

G0718 桔梗渦 青斑入桔梗渦葉淡紅桔梗咲
あおふいりききょううずばあ
わべにききょうざき

葉や花弁が肥厚し、矮性になる桔梗渦系統で
花持ちが良い。

G0759 姫 青桔梗渦葉姫淡空色地紅紫吹雪桔梗咲
あおききょううずばひめあわ
そらいろじべにむらさきふぶ
きききょうざき

花弁や葉が肥厚した桔梗渦と小型の姫が複
合した系統で、種子や子葉も小さい。

G0762 桔梗渦 青斑入桔梗渦葉紅紫糸覆輪吹雪桔梗咲
あおふいりききょううずばべ
にむらさきいとふくりんふぶ
きききょうざき

葉や花弁が肥厚し、矮性になる桔梗渦系統で
花持ちが良い。葉の色が濃いため白い斑入り
葉が映える。

G0788 桔梗渦 黄打込弱渦丸葉藤色吹雪丸咲
きうちこみじゃっかふじいろ
ふぶきまるざき

花持ちのよい弱渦系統で、花には吹雪模様が
はいる。

G0791 桔梗渦 青桔梗渦葉白桔梗咲
あおききょううずばしろき
きょうざき

葉や花弁が肥厚し矮性となる系統で、花弁の
先が尖る。花弁の厚みがあるため花持ちが良
い。白花かつ白種子。
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G0815 渦 青渦葉白丸咲 あおうずばしろまるざき 花持ちの良い渦系統で、花は純白である。

G0840 渦 黄打込林風弱渦葉紅紫車絞丸咲八重
きうちこみりんぷうじゃっか
べにむらさきくるましぼりま
るざきやえ

葉が波打つ、打込や、林風変異をもっており、
花は曜の部分濃く着色する車絞り。

G0857 渦 青渦蜻蛉葉藤鼠丸咲
あおうずとんぼばふじねず
みまるざき

葉や花弁が肥厚し、矮性になる渦系統で、花
持ちが良い。花色は「すすけ」変異によるくす
んだ色。

G0871 笹 青打込笹葉白切咲
あおうちこみささばしろきれ
ざき

葉は細く笹の葉紋に似る。花もリンドウのよう
に細く花弁が切れる。白花で種子も白い。

G0872 笹 黄打込蜻蛉笹葉紅竜胆咲
きうちこみとんぼささばべに
りんどうざき

花は筒の長いリンドウのような花で、花弁は切
れる。葉の裂片は細い。花色は暗紅と紫が複
合した鮮やかな紅色。

G0881 笹 黄抱蜻蛉笹葉鼠切咲
きかかえとんぼささばねず
みきれざき

花は筒の長いリンドウのような花で、花弁は切
れる。葉の裂片は細い。花色は黄葉と連鎖し
た柿変異による鼠色。

G0907 枝垂桔梗渦 黄桔梗渦葉枝垂淡紅紫糸覆輪桔梗咲
きききょううずばしだれあわ
べにむらさきいとふくりんき
きょうざき

重力を感受できなくなっているため枝垂れる系
統で、花持ちのよい桔梗渦変異も持っている。

G1018 立田 黄立田葉青切咲 きたつたばあおきれざき
葉がもみじのように五裂し、花弁も幅広く切れ
る。花色は標準的な青（納戸）色。

G1028 立田・鼻葉 黄立田鼻葉淡紅浅切咲
きたつたはなばあわべにあ
さきれざき

葉がもみじのように五裂する立田変異に鼻葉
変異が加わって、翼片の無い柳のような葉を
つける。花弁は立田であるが、わずかに切れ
る程度。

G1031 鼻葉 青多福葉頂生花極淡黄多曜咲
あおたふくばちょうせいかご
くあわきたようざき

花色はごく淡いクリーム色で、葉は州浜と鼻葉
が複合した翼片の先がとがらない形。しばし
ば蔓の先端に花（頂生花）を付ける。

G1041 南天 青林風南天葉白底淡紅筒咲
あおりんぷうなんてんばしろ
そこあわべにつつざき

葉が深く切れ込み複葉状になる南天変異に葉
柄が広がる林風変異が加わり、葉がより細か
く切れ込む。
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G1057 立田 黄立田葉濃葡萄鼠切咲
きたつたばこいぶどうねず
みきれざき

葉がもみじのように五裂し、花弁も幅広く切れ
る。花色は黄葉と連鎖した葡萄鼠色。

G1141 マルバアサガオ マルバアサガオ・松島散斑白地曜薄紅台咲
まつしまちりふしろじようう
すべにだいざき

耐寒性が強く丈夫なアサガオの近縁種。アサ
ガオの台咲きに相当する変異を持っているた
め、花筒が折り返す。

G1151 マルバアサガオ マルバアサガオ 三尖笹葉クリーム細切抱咲
さんせんささばくりーむほそ
きれかかえざき

耐寒性が強く丈夫なアサガオの近縁種。アサ
ガオの笹と三尖葉に相当する変異を持ち、葉
や花が細くなる。

G1191 マルバアサガオ マルバアサガオ　青長丸葉白丸咲 あおながまるばしろまるざき
耐寒性が強く丈夫なマルバアサガオ（近縁種）
の系統。アサガオの蜻蛉葉に似た変異のため
に葉がやや長くなる。

G2001 マルバアサガオ マルバアサガオ 　南天葉白星咲
あおなんてんばしろほしざ
き

耐寒性が強く丈夫なマルバアサガオ（近縁種）
の系統。アサガオの南天に似た変異を持つ。


