
桜図鑑園植栽品種一覧 平成23年４月１日現在

1 染井吉野 ｿﾒｲﾖｼﾉ 4 傘状 一重咲 中輪 高木 淡紅 ４月上旬

2 兼六園菊桜 ｹﾝﾛｸｴﾝｷｸｻﾞｸﾗ 1 広卵状 菊咲（段咲） 大輪 亜高木 淡紅 ４月下旬

3 御衣黄 ｷﾞｮｲｺｳ 1 盃状 八重咲 中輪 高木 黄緑 ４月下旬

4 関山 ｶﾝｻﾞﾝ 3 盃状 八重咲 大輪 高木 濃紅 ４月下旬

5 天の川 ｱﾏﾉｶﾜ 2 円柱状 八重咲 中輪 亜高木 淡紅 ４月中旬

6 昭和桜 ｼｮｳﾜｻﾞｸﾗ 1 傘状 一重咲 中輪 高木 淡紅 ４月上旬

7 松月 ｼｮｳｹﾞﾂ 1 傘状 八重咲 大輪 亜高木 淡紅 ４月中旬

8 蘭蘭 ﾗﾝﾗﾝ 2 盃状 八重咲 大輪 高木 白 ４月下旬

9 菊桜 ｷｸｻﾞｸﾗ 1 盃状 菊咲（段咲） 大輪 亜高木 淡紅 ４月下旬

10 一葉 ｲﾁﾖｳ 1 広卵状 八重咲 大輪 高木 淡紅 ４月中旬

11 オカメ ｵｶﾒ 2 広卵状 一重咲 小輪 低木 紫紅 ３月下旬

12 小彼岸 ｺﾋｶﾞﾝ 1 盃状 一重咲 小輪 亜高木淡紅 ３月中旬

13 白妙 ｼﾗﾀｴ 1 盃状 八重咲 大輪 高木 白 ４月中旬

14 奥州里桜 ｵｳｼｭｳｻﾄｻﾞｸﾗ 1 広卵状 半八重咲 大輪 亜高木紫紅 ４月中旬

15 福祿寿 ﾌｸﾛｸｼﾞｭ 1 広卵状 八重咲 大輪 亜高木淡紅 ４月下旬

16 陽光 ﾖｳｺｳ 1 広卵状 一重咲 大輪 高木 紅 ４月上旬

17 越の彼岸 ｺｼﾉﾋｶﾞﾝ 1 傘状 一重咲 中輪 高木 淡紅 ３月中旬

18 松前綾錦 ﾏﾂﾏｴｱﾔﾆｼｷ 1 傘状 八重咲 大輪 亜高木 淡紅 ４月中旬

19 紅吉野 ﾍﾞﾆﾖｼﾉ 4 陽光の別名 ４月上旬

20 朱雀 ｼｭｼﾞｬｸ 1 盃状 八重咲 大輪 亜高木淡紅 ４月中旬

21 アーコレード ｱｰｺﾚｰﾄﾞ 1 傘状 八重咲 大輪 亜高木淡紅 ４月上旬、秋

22 八重紅大島 ﾔｴﾍﾞﾆｵｵｼﾏ 1 広卵状 八重咲 大輪 高木 淡紅 ４月中旬

23 椿寒桜 ﾂﾊﾞｷｶﾝｻﾞｸﾗ 2 傘状 一重咲 中輪 高木 淡紅 ３月中旬

24 鬱金 ｳｺﾝ 1 盃状 八重咲 大輪 高木 黄緑 ４月中旬

25 大島桜 ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗ 2 傘状 一重咲 大輪 高木 白 ４月上旬

26 大提灯 ｵｵｼﾞｮｳﾁﾝ 1 傘状 一重・八重咲 大輪 高木 淡紅 ４月中旬

27 大寒桜 ｵｵｶﾝｻﾞｸﾗ 2 傘状 一重咲 中輪 亜高木淡紅 ３月下旬

28 静匂 ｼｽﾞｶﾆｵｲ 1 盃状 一重咲 中輪 亜高木淡紅 ４月中旬

29 手弱女 ﾀｵﾔﾒ 1 広卵状 八重咲 中輪 亜高木淡紅 ４月中旬

30 紅華 ｺｳｶ 2 盃状 八重咲 大輪 亜高木紅 ４月下旬

31 普賢象 ﾌｹﾞﾝｿﾞｳ 1 傘状 八重咲 大輪 高木 淡紅 ４月下旬

32 和光 ﾜｺｳ 1 白 ３月下旬

33 寒緋桜 ｶﾝﾋｻﾞｸﾗ 1 広卵状 一重咲 中輪 亜高木紫紅 ３月中旬

34 雅 ﾐﾔﾋﾞ 1 傘状 一重咲 中輪 亜高木紅 ４月上旬

35 神代曙 ｼﾞﾝﾀﾞｲｱｹﾎﾞﾉ 1 傘状 一重咲 中輪 高木 淡紅 ４月上旬

36 神代曙 ｼﾞﾝﾀﾞｲｱｹﾎﾞﾉ 1 傘状 一重咲 中輪 高木 淡紅 ４月上旬

37 王昭君 ｵｳｼｮｳｸﾝ 1 八重咲 亜高木淡紅 ４月下旬

38 釧路八重 ｸｼﾛﾔｴ 3 広卵状 八重咲 大輪 高木 濃紅 ４月中旬

39 小松乙女 ｺﾏﾂｵﾄﾒ 2 傘状 一重咲 小輪 高木 淡紅 ４月上旬

40 静香 ｼｽﾞｶ 1 傘状 八重咲 大輪 高木 白 ４月下旬

41 松前早咲 ﾏﾂﾏｴﾊﾔｻﾞｷ 1 広卵状 八重咲 大輪 亜高木紅 ４月中旬

42 山桜 ﾔﾏｻﾞｸﾗ 2 傘状 一重咲 中輪 高木 淡紅 ４月中旬

43 松前紅豊 ﾏﾂﾏｴﾍﾞﾆﾕﾀｶ 3 広卵状 八重咲 大輪 亜高木濃紅 ４月中旬

44 冬桜 ﾌﾕｻﾞｸﾗ 1 傘状 一重咲 中輪 亜高木白 ４月上旬、秋

45 思川 ｵﾓｲｶﾞﾜ 1 傘状 半八重咲 中輪 亜高木淡紅 ４月中旬

46 枝垂山桜 ｼﾀﾞﾚﾔﾏｻﾞｸﾗ 3 枝垂れ状一重咲 中輪 亜高木白 ４月中旬

47 大山桜 ｵｵﾔﾏｻﾞｸﾗ 1 広卵状 一重咲 中輪 高木 紅 ４月上旬

48 紅時雨 ﾍﾞﾆｼｸﾞﾚ 2 盃状 八重咲 大輪 高木 濃紅 ４月下旬

49 八重紅枝垂 ﾔｴﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚ 3 枝垂れ状八重咲 小輪 高木 紅 ４月中旬

50 苔清水 ｺｹｼﾐｽﾞ 2 盃状 一重咲 中輪 亜高木淡紅 ４月中旬

51 名島桜 ﾅｼﾏｻｸﾗ 1 広卵状 菊咲（段咲） 大輪 亜高木紅 ４月下旬

52 大漁桜 ﾀｲﾘｮｳｻﾞｸﾗ 1 傘状 一重咲 中輪 高木 淡紅 ３月上旬

53 駿河台匂 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾆｵｲ 1 傘状 一重咲 大輪 亜高木白 ４月下旬

54 八重紅彼岸 ﾔｴﾍﾞﾆﾋｶﾞﾝ 1 盃状 八重咲 中輪 亜高木淡紅 ３月中旬

55 駒繋 ｺﾏﾂﾅｷﾞ 2 一重咲 大輪 白 ４月中旬

56 紅枝垂 ﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚ 1 枝垂れ状一重咲 小輪 高木 濃紅 ３月中旬

57 桐ヶ谷 ｷﾘｶﾞﾔ 3 盃状 一重・八重咲 大輪 亜高木淡紅 ４月中旬

58 仙台屋 ｾﾝﾀﾞｲﾔ 1 広卵状 一重咲 中輪 高木 紅 ４月中旬

59 八重紅虎の尾 ﾔｴﾍﾞﾆﾄﾗﾉｵ 1 盃状 八重咲 大輪 亜高木淡紅 ４月下旬

60 河津桜 ｶﾜｽﾞｻﾞｸﾗ 2 傘状 一重咲 大輪 亜高木紫紅 ３月上旬

61 アメリカ アメリカ 2 傘状 一重咲 中輪 高木 淡紅 ４月上旬

62 梅護寺数珠掛桜 ﾊﾞｲｺﾞｼﾞｼﾞｭｽﾞｶｹｻﾞｸﾗ 1 広卵状 菊咲（段咲） 大輪 高木 紅 ４月下旬

63 妹背 ｲﾓｾ 1 盃状 八重咲 大輪 亜高木紅 ４月下旬

64 早晩山 ｲﾂｶﾔﾏ 1 盃状 八重咲 大輪 高木 白 ４月中旬

65 突羽根 ﾂｸﾊﾞﾈｻﾞｸﾗ 1 盃状 菊咲（段咲） 大輪 高木 紅 ４月下旬

66 富士菊桜 ﾌｼﾞｷｸｻﾞｸﾗ 1 盃状 菊咲（段咲） 中輪 低木 白 ４月上旬

67 奈良の八重桜 ﾅﾗﾉﾔｴｻｸﾗ 1 広卵状 八重咲 中輪 高木 淡紅 ４月下旬

68 ウミネコ ｳﾐﾈｺ 1 盃状 一重咲 中輪 亜高木白 ３月中旬

69 永源寺 ｴｲｹﾞﾝｼﾞ 1 盃状 八重咲 大輪 亜高木白 ４月中旬

70 江戸彼岸 ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ 1 傘状 一重咲 小輪 高木 淡紅 ３月中旬

71 舞姫 ﾏｲﾋﾒ 1 傘状 八重咲 小輪 高木 淡紅 ３月中旬

合計 102
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