
品 種 名 称 よみかた 品 種 名 称 よみかた 品 種 名 称 よみかた

あ  秋月 あきつき  秋月 あきつき

 相合傘 あいあいがさ  秋津白玉 あきつしらたま  秋津白玉 あきつしらたま

 愛染 あいせん  秋の風 あきのかぜ  秋の風 あきのかぜ

 愛祖の里 あいそのさと  秋の里 あきのさと  秋の里 あきのさと

 逢初め あいぞめ  秋の調 あきのしらべ  秋の調 あきのしらべ

 愛の泉 あいのいずみ  秋の空 あきのそら  秋の空 あきのそら

 愛の五色 あいのごしき  秋の月 あきのつき  秋の月 あきのつき

 愛のささやき あいのささやき  秋の虹 あきのにじ  秋の虹 あきのにじ

 愛の灯 あいのともしび  秋の錦 あきのにしき  秋の錦 あきのにしき

 愛の華 あいのはな  秋の華 あきのはな  秋の華 あきのはな

 相の浜 あいのはま  秋之誉 あきのほまれ  秋之誉 あきのほまれ

 愛姫 あいひめ  秋の山 あきのやま  秋の山 あきのやま

 あい娘 あいむすめ  秋晴れ あきばれ  秋晴れ あきばれ

 青い珊瑚礁 あおいさんごしょう  明姫 あきひめ  明姫 あきひめ

 葵の上 あおいのうえ 秋牡丹 あきぼたん 秋牡丹 あきぼたん

 青空 あおぞら  秋祭り あきまつり  秋祭り あきまつり

 赤い翼 あかいつばさ  揚羽蝶 あげはちょう  揚羽蝶 あげはちょう

 赤梅 あかうめ  曙 あけぼの  曙 あけぼの

 赤笑顔 あかえがお  曙百合 あけぼのゆり  曙百合 あけぼのゆり

赤花仙山 あかかせんざん  明行空 あけゆくそら  明行空 あけゆくそら

 赤加茂本阿弥 あかかもほんあみ  あこがれ あこがれ  あこがれ あこがれ

 赤城 あかぎ  朝香 あさか  朝香 あさか

 赤腰蓑 あかこしみの  朝顔 あさがお  朝顔 あさがお

 赤子田の雪 あかごだのゆき  浅香姫 あさかひめ  浅香姫 あさかひめ

 赤駒 あかごま  朝霧 あさぎり  朝霧 あさぎり

 明石潟 あかしがた  朝倉 あさくら  朝倉 あさくら

 明石蓮 あかしれん  朝倉赤藪 あさくらあかやぶ  朝倉赤藪 あさくらあかやぶ

 赤角倉 あかすみくら  朝倉佗芯 あさくらわびしん  朝倉佗芯 あさくらわびしん

 赤西王母 あかせいぼおう  朝桜 あさざくら  朝桜 あさざくら

 赤玉 あかだま  浅茅白 あさじしろ  浅茅白 あさじしろ

 暁 あかつき  朝日鶴 あさしつる

 暁香 あかつきのかおり  朝露 あさつゆ  朝露 あさつゆ

 赤津錦 あかつにしき  朝の舞 あさのまい  朝の舞 あさのまい

 赤寺 あかでら  旭 あさひ  旭 あさひ

 茜雲 あかねくも  朝日 あさひ  朝日 あさひ

 阿賀の里 あがのさと  朝日大手鞠 あさひおおでまり  朝日大手鞠 あさひおおでまり

阿賀の里散斑 あがのさとちりふ  朝日影 あさひかげ  朝日影 あさひかげ

 阿賀の誉 あがのほまれ  朝日川 あさひがわ  朝日川 あさひがわ

 赤羽衣 あかはごろも  旭鶴 あさひづる  旭鶴 あさひづる

 赤八幡 あかはちまん 朝日鶴 あさひづる            朝日鶴 あさひづる            

 赤初嵐 あかはつあらし  旭錦 あさひにしき  旭錦 あさひにしき

 赤花仙山 あかばなかせんざん  旭の海 あさひのうみ  旭の海 あさひのうみ

 赤春の台 あかはるのうてな  旭の光 あさひのひかり  旭の光 あさひのひかり

 赤都鳥 あかみやこどり  旭の舞 あさひのまい  旭の舞 あさひのまい

 赤八重金魚葉椿 あかやえきんぎよつばき  旭の湊 あさひのみなと  旭の湊 あさひのみなと

 赤呼子鳥 あかよびこどり  朝日の雪 あさひのゆき  朝日の雪 あさひのゆき

 燈 あかり  旭姫 あさひひめ  旭姫 あさひひめ

 赤臘月 あかろうげつ  朝ぼらけ あさぼらけ  朝ぼらけ あさぼらけ

 赤佗助 あかわびすけ  朝焼け あさやけ  朝焼け あさやけ

亜　紀 あき  あじこ あじこ  あじこ あじこ

 秋茜 あきあかね  足摺一号 あしずりいちごう  足摺一号 あしずりいちごう

 秋一番 あきいちばん  足摺五号 あしずりごごう  足摺五号 あしずりごごう

 秋風 あきかぜ  葦中の秋 あしなかのあき  葦中の秋 あしなかのあき

 安芸小町 あきこまち  明日香 あすか  明日香 あすか

 秋彩 あきさい  飛鳥五色 あすかごしき  飛鳥五色 あすかごしき

 秋咲天津乙女 あきざきあまつおとめ  明日香絞 あすかしぼり  明日香絞 あすかしぼり

 秋咲白牡丹 あきざきしろぼたん  東飾り あずまかざり  東飾り あずまかざり

 秋咲紅唐子 あきさきべにからこ  吾妻絞 あずましぼり  吾妻絞 あずましぼり

 秋咲卜伴 あきさきぼたん  東絞 あずましぼり  東絞 あずましぼり

 安芸日月 あきじつげつ  東錦 あずまにしき  東錦 あずまにしき

 庵の露 いおりのつゆ  稲負鳥 いなおいどり  渦潮 うずしお

 雷 いかづち 稲妻 いなづま                渦潮 うずしお

 イカリ絞 いかりしぼり  猪名の川 いなのかわ  淡西王母 うすせいぼおう

 壱岐白 いきしろ  因幡千代の春 いなばちよのはる  淡八朔 うすはつさく

 壱岐早咲赤藪 いきはやざきあかやぶ  稲羽姫 いなばひめ  淡妙蓮寺 うすみようれんじ

 壱岐佗芯 いきわびしん  因幡藪黒 いなばやぶぐろ  うすゆかり うすゆかり

 井口の香り いぐちのかおり  因幡百合 いなばゆり  薄雪姫 うすゆきひめ

 幾歳月 いくとしつき いのくちの香 いのくちのかおり  羽前小桜 うぜんこざくら

 いくね梅法師 いくねうめほうし  井荻梨地 いはぎなしじ  宴 うたげ

 いくね変り いくねかわり  伊吹の香 いぶきのかおり  宴（中部） うたげちゆうぶ



 いくね小町 いくねこまち  伊福 いふく  宴の盃 うたげのさかずき

 いくね霑 いくねしめり  今川絞 いまがわしぼり  宴の月 うたげのつき

 いくね蝶 いくねちよう  今熊谷 いまくまがや  宇陀椿 うだつばき

 いくね春 いくねはる  今静か いましずか  歌麿 うたまろ

 いくね日野 いくねひの  伊予雲海 いようんかい  宇宙の光 うちゆうのひかり

 いくね富士 いくねふじ  伊予小町 いよこまち  空蝉 うつせみ

 いくね万葉 いくねまんよう  伊予ささやき いよさあさやき  うつりぎ うつりぎ

 いくね娘 いくねむすめ  伊予大輪 いよだいりん  鵜土黒 うどくろ

 いくね村 いくねむら  伊予遠茜 いよとうあかね  産声（初声） うぶごえ

 いくね山 いくねやま  伊予鋸歯 いよのこぎりば  うまくら うまくら

 伊佐爾波赤ヤブ いさにわあかやぶ  伊予の白鳥 いよのはくちよう  うみないび うみないび

 諫早 いさはや  伊予風車 いよふうしや  梅ケ香 うめがか

 十六夜 いざよい  伊予呼子鳥 いよよびこどり  梅ケ香 うめがか

 漁火 いさりび  伊予佗芯 いよわびしん  梅垣 うめがき

 稲沢式部 いざわしきぶ  いらかの波 いらかのなみ 梅の風 うめのかぜ             

 石鎚 いしづち  郎女 いらつめ  埋火 うもれび

 いじみ野枝垂 いじみのしだれ  いろは姫 いろはひめ 浦霞 うらかすみ

 石矢火 いしやび  色も香も いろもかも  ウラク'64 うらく６４

 伊豆日暮 いずのひぐらし  いろり火 いろりび  ウラク'90 うらく９０

 泉入 いずみいり  祝い鶴 いわいづる  浦島 うらしま

 出雲安寿 いずもあんじゆ  祝の盃 いわいのさかづき 雲州百合 うんしゅうゆり

 出雲諫早 いずもいさはや  岩住 いわずみ  雲竜茶 うんりゆうちや

 出雲阿国 いずもおくに  岩根絞 いわねしぼり  雲竜椿（三河） うんりゆうつばき

 出雲香 いずもかおり  岩の原 いわのはら え

 出雲吉兆 いずもきつちよう  石見白百合 いわみしろゆり  栄冠 えいかん

 出雲春宵 いずもしゅんしょう  石見揺籠 いわみゆりかご 栄　冠 えいかん

 出雲大社藪椿 いずもたいしゃやぶつばき  院宣 いんぜん  栄久絞 えいきゆうしぼり

 出雲桃千鳥 いずもももちどり  因島 いんのしま  栄光 えいこう

 伊勢小町 いせこまち う  英勝寺佗助 えいしようじわびすけ

 伊勢大白 いせたいはく  上田桜葉 うえださくらば  永楽 えいらく

 磯小町 いそこまち  有喜小町 うきこまち  笑顔 えがお

 磯千鳥 いそちどり  浮船 うきふね  笑顔 えがお

 磯波 いそなみ  浮間舟 うきまぶね 笑顔紅 えがおくれない     

 韋駄天 いだてん  浮御堂 うきみどう  枝光 えこう

 韋駄天（片山） いだてん・かたやま  浮世 うきよ  絵姿 えすがた

市家蓮華紫 いちけれんげむらさき  浮世の夢 うきよのゆめ  蝦夷錦 えぞにしき

 一子佗助 いちこわびすけ 鶯の里 うぐいすのさと  越後獅子 えちごじし

 一乗寺 いちじょうじ  うこん うこん  越前 えちぜん

 市瀬絞 いちせしぼり  雨情 うじょう  越前寒咲藪 えちぜんかんざきやぶ

 いちのく香り いちのくかおり 後田黒佗 うしろだくろわび  越前初霜 えちぜんはつしも

 市乾鹿文 いちふかや  雲珠 うず  越前紅千鳥 えちぜんべにちどり

 一福 いちふく  淡色沖の石 うすいろおきのいし  加賀慕色 えちぜんぼしょく

市　房 いちふさ  淡色袖隠 うすいろそでかくし  越前慕雪 えちぜんぼせつ

 位紐 いちゆう  淡色太郎庵 うすいろたろうあん  越前赤都鳥 えちぜんみやこどり

 一楽 いちらく  薄衣 うすぎぬ  悦 えつ

 五日町 いつかまち  淡絹 うすぎぬ 悦牡丹 えつぼたん

 一休 いつきゆう  薄雲 うすぐも  越天楽 えてんらく

 以津の夢 いつのゆめ  薄化粧 うすげしょう  江戸錦 えどにしき

 泉雲竜 いづみうんりゆう  淡化粧 うすげしょう  江戸の輝 えどのかがやき

 いで湯小町 いでゆこまち  薄氷 うすごおり  艶姿 えにし

 衣君 えのきみ 意保美 おおみ か

 江の島都鳥 えのしまみやこどり  大宮姫 おおみやひめ  カーネーション椿 かーねーしよんつばき

 絵日傘 えひがさ  大谷の勾玉 おおやのまがたま  貝合せ かいあわせ

 えび茶式部 えびちゃしきぶ  雄神の秋 おがみのあき 凱旋 がいせん                 

 絵巻 えまき  尾川佗助 おがわわびすけ  快童丸 かいどうまる

絵　美 えみ  沖津白波 おきつしらなみ  鹿島紅 かいまべに

 江里姉妹 えりしまい  翁更紗 おきなさらさ  貝乱坊 かいらんぼう

 江里山覆輪 えりやまふくりん  沖の朝日 おきのあさひ  外輪山 がいりんざん

 園芸太郎庵 えんげいたろうあん  沖の石 おきのいし  反見 かえりみ

 延寿 えんじゅ  沖の島 おきのしま  火炎の滝 かえんのたき

 延寿紅 えんじゅこう  沖の浪 おきのなみ  顔なじみ かおなじみ

 延年の舞 えんねんのまい  邑久 おく  顔見せ かおみせ

 円舞曲 えんぶきよく  おくに おくに  顔好鳥 かおよどり

 縁結び えんむすび  奥の谷 おくのたに  かおり一号 かおりいちごう

お  小倉の里 おぐらのさと  香り一号 かおりいちごう

 老の目覚 おいのめざめ  小倉の華 おぐらのはな  香御前 かおりごぜん

追羽根 おいばね  奥佗 おくわび  かおり三号 かおりさんごう

 老松 おいまつ  おけさ囃子 おけさばやし  香り二号 かおりにごう

 おいらん おいらん  おさげ髪 おさげがみ  香織姫 かおりひめ

 応縁寺 おうえんじ  長楽 おさらく  香姫 かおりひめ

 王冠 おうかん  お竹茶屋 おたけちや 香牡丹 かおりぼたん



 王冠錦 おうかんにしき  小田原藪 おだわらやぶ  加賀赤八朔 かがあかはっさく

黄金弓 おうごんきゅう  越智藪 おちやぶ  加賀腰蓑 かがこしみの

 黄金の塔 おうごんのとう  乙姫 おとひめ  加賀獅子 かがじし

 王将 おうしよう  乙部白 おとべはく  加賀小絞 かがしぼり

 王昭君 おうしようくん  乙女サザンカ おとめさざんか  加賀絞しだれ かがしぼりしだれ

 翁頭紅 おうとうべに  乙女椿 おとめつばき  加賀絞八朔 かがしぼりはっさく

 意宇の里 おうのさと  乙女の祈り おとめのいのり  加賀白しだれ かがしろしだれ

 意宇の白百合 おうのしろゆり  乙女の夢 おとめのゆめ  加賀殿 かがどの

近江衣 おうみごろも       乙女百合 おとめゆり  加賀の白梅 かがのしらうめ

 青海白 おうみはく  踊子 おどりこ  加賀の夕映 かがのゆうばえ

 青海姫 おうみひめ  女谷しだれ おなだにしだれ  加賀八朔 かがはっさく

 青梅小紫 おうめこむらさき  鬼椿 おにつばき  加賀紅しだれ かがべにしだれ

 王紋 おうもん  おにゆり おにゆり  香加美 かがみ

 桜里 おうり  小野路 おのじ  加賀桃しだれ かがももしだれ

 大阿蘇 おおあそ  魚瀬浦 おのぜうら  加賀八重しだれ かがやえしだれ

 大岩不動 おおいわふどう  おはじき おはじき  加賀友禅 かがゆうぜん

 大唐子 おおからこ おひなさま おひなさま  加賀佗助 かがわびすけ

 大紅 おおくれない  オフェリア おふぇりあ 垣の内 かきのうち

 大崎 おおさき オペラピンク オペラピンク かぎひろ かぎひろ

 大佐渡 おおさど  おぼこ おぼこ  限り かぎり

 大島佗助 おおしまわびすけ 朧月 おぼろづき  かぎろひ かぎろひ

 大白玉 おおしらたま 御美衣 おみごろも                鶴寿 かくじゆ

 大洲天ケ下 おおずあまがした  思いのまま おもいのまま  鶴声 かくせい

 大洲胡蝶 おおすこちよう  想いのまま おもいのまま  岳の平雲竜 がくのだいらうんりゅう

 大隅直 おおすみのあたい  思い羽 おもいばね  角磐山紅 かくばんざんくれない

 大洲藪 おおずやぶ  面影 おもかげ  かぐや姫（関東） かぐやひめ

 大洲藪黒 おおずやぶくろ  小矢部 おやべ  かぐや姫（新潟） かぐやひめ

 大瀬崎 おおせざき  オランダ紅 おらんだこう  神楽獅子 かぐらじし

 大空 おおぞら  折鶴（関西） おりづる  神楽舞 かぐらまい

 大田 おおた  折鶴（中部） おりづる  隠れ磯 かくれいそ

 大平香 おおだいらかおり  折鶴（東京） おりづる  隠れ蓑 かくれみの

 大田川 おおたがわ  折戸 おりど  影清 かげきよ

 大田白 おおたはく  織殿錦 おりどのにしき  佳月 かげつ

 鳳 おおとり  織姫 おりひめ  架橋 かけはし

 大虹 おおにじ  尾張の里 おわりのさと  花香殿 かこうでん

 大錦 おおにしき  尾張富士 おわりふじ  鹿児島 かごしま

 大鐸姫 おおぬでひめ  尾張佗助 おわりわびすけ  鹿児島弁天 かごしまべんてん

 大原の里 おおはらのさと  円城寺 おんじようじ  籠釣瓶 かごつるべ

 大満 おおま  温泉山 おんせんざん  風折 かざおれ

 風折桜 かざおれざくら  加茂本阿弥 かもほんあみ  菊袋 きくたい

 風車 かざぐるま  加茂紫 かもむらさき  菊月 きくづき

 かざしの姫 かざしのひめ  通い路 かよいじ  菊冬至 きくとうじ

重扇 かさねおうぎ              通千鳥 かよいちどり  菊光 きくひかり

重　絹 かさねぎぬ  通い鳥 かよいどり  貴公子 きこうし

 風花 かざはな  唐糸 からいと  きざくら きざくら

 風早 かざはや  唐川 からかわ  象山姫 きさやまひめ

 笠舞 かさまい  唐紅 からくれない  象山紅 きさやまべに

 笠山椿 かさやまつばき  唐衣 からごろも  キサラギ きさらぎ

 笠山丸鋸葉 かさやまのこぎりば  神等去出 からさで  如月 きさらぎ

 笠山紅紫 かさやまべにむらさき  唐獅子 からじし  岸辺の桜葉 きしべのさくらば

 加治川 かじがわ  烏丸 からすまる  岸辺八重桜葉 きしべやえさくらば

 鹿島花香殿 かしまかこうでん  唐錦 からにしき  紀州雲龍 きしゆううんりゆう

 鹿島白 かしまはく 唐の虹 からのにじ  紀州司 きしゆうつかさ

 加州唐錦 かしゆうからにしき  唐弁天 からべんてん  木曾路 きそじ

 香周蝶 かしゆうちよう  雁ケ音 かりがね  吉良白寒椿 きたしろかんつばき

 華燭 かしよく  狩衣 かりぎぬ  北の洋 きたのなだ

 一枝の月 かずえのつき  雁来る月 かりくるつき  黄調 きちょう

 春日野 かすがの  香律 かりつ 杵築日の丸 きつぎひのまる

 春日野金魚 かすがのきんぎょ  臥竜 がりゆう  吉兆 きつちよう

 春日山 かすがやま  迦陵頻 かりようびん  木連川 きづれがわ

 一貴山 かずきやま  カルメン かるめん  衣雲 きぬぐも

 上総の宴 かずさのうたげ  夏炉冬扇 かろとうせん  絹延 きぬのべ

 かずさ姫 かずさひめ  川添紅 かわぞえべに  黄の御前 きのごぜん

かすみの里 かすみのさと  川村 かわむら  きのさと きのさと

 かすり かすり  潅花絞 かんかしぼり  黄の旋律 きのせんりつ

 風のささやき かぜのささやき  歓喜 かんき  黄の蝶 きのちょう

 風の使 かぜのつかい  環輝 かんき  黄の秘宝 きのひほう

 花仙山 かせんざん  菅公 かんこう  黄基90 きのもと90

 花泉砂子 かせんすなご  寒紅梅 かんこうばい  黄基91 きのもと９１

 片瀬波 かたせなみ  関西秋の山 かんさいあきのやま  黄基92 きのもと92

 傾く月 かたむくつき  関西黒龍 かんさいこくりゆう  黄基94 きのもと94



 片山偉太天 かたやまいだてん  関西無類絞 かんさいむるいしぼり  黄基95 きのもと95

 片山宗旦 かたやまそうたん  寒咲佐渡藪椿 かんざきさどやぶつばき  黄基96 きのもと96

 花鳥 かちよう  寒咲弥太郎 かんざきやたろう  帰帆 きはん

 月光 がつこう  寒咲赤佗助 かんざきわびすけ  吉備 きび

 勝山 かつやま  寒桜 かんざくら  喜備奈 きびな

 桂川（中部） かつらがわ  元日椿 がんじつつばき  貴妃の夢 きひのゆめ

 桂川（関東） かつらがわ  勘次郎 かんじろう  黄覆輪春日野 きふくりんかすがの

 葛城絞 かつらぎしぼり  冠雪 かんせつ 黄覆輪黒椿 きふくりんくろつばき

 桂姫 かつらひめ  神立紅 かんだちべに  黄覆輪紅唐子 きふくりんべにからこ

 桂佗助 かつらわびすけ  寒丹花 かんたんか  黄覆輪弁天 きふくりんべんてん

 金城抱月 かなぎほうげつ  寒椿 かんつばき  貴婦人 きふじん

 奏 かなで  関東京錦 かんとうきようにしき  黄鳳 きほう

 金子 かねこ  関東月見車 かんとうつきみぐるま  きぼう きぼう

 鹿瀬 かのせ  関東花見車 かんとうはなみぐるま  貴宝殿 きほうでん

歌舞伎 かぶき  神名火 かんなび  貴美 きみ

 華宝 かほう 観音寺 かんのんじ  君が代 きみがよ

 鎌倉絞 かまくらしぼり  神戸 かんべ  君ケ代（中部） きみがよ

 神村 かみむら  神戸絞 かんべしぼり  貴美子 きみこ

 神山錦 かみやまにしき  寒待姫 かんまちひめ 君の万歳 きみのばんざい      

 神谷佗助 かみやわびすけ  寒陽袋 かんようたい  君待 きみまち

 亀井 かめい  菅呼子鳥 かんよびこどり  きみまち坂 きみまちさか

 亀田白梅 かめだしらうめ  貫禄 かんろく  客星 きやくせい

 亀山の雪 かめやまのゆき き  脚光 きやつこう

 加茂川 かもがわ  祇園 ぎおん  暉陽 きよう

 加茂鶴 かもづる  祇園小町 ぎおんこまち  暁雲 ぎょううん

 加茂の月 かものつき  黄唐子 きからこ  京唐子 きようからこ

 加茂の星 かものほし  菊更紗 きくさらさ  暁響 ぎょうきょう

 加茂覆輪 かもふくりん  菊水 きくすい  京小袖 きようこそで

 教証寺 きょうしょうじ 櫛の葉 くしのは  月照 げつしよう

 暁声 ぎょうせい  玖島の春 くしまのはる  月照山 げつしようざん

 京錦（関東） きょうにしき  孔雀椿 くじゃくつばき  月照寺紅 げつしようじべに

 京の舞 きょうのまい  孔雀の舞 くじゃくのまい  月潭 げつたん

 京峯山 きようほうざん  くす玉 くすだま 玄海淡雪 げんかいあわゆき

 京牡丹 きようぼたん  国の光 くにのひかり  玄界灘 げんかいなだ

 京雅 きようみやび  頸城 くびき  剣ケ峰 けんがみね

 清香 きよか  虞美人 ぐびじん  見驚 けんきよう

 極光 きよくこう  熊谷（関西） くまがい  源三位 げんさんみ

 旭光 きよくこう  熊谷（中部） くまがや  源氏合 げんじあわせ

 玉水 ぎよくすい  熊谷錦魚 くまがやきんぎよ  源氏唐子 げんじからこ

 玉盃 ぎよくはい  熊坂 くまさか  源氏車 げんじぐるま

 玉抱 ぎよくほう  熊の灘 くまのなだ  源氏絞 げんじしぼり

 玉牡丹 ぎよくぼたん  久美恵 くみえ  玄至宝 げんじほう

 玉蓮 ぎよくれん くみ栄 くみえ  玄沢 げんたく

 魚山椿 ぎよざんつばき  久米紅 くめくれない  健太郎 けんたろう

 旭光冠 きよつこうかん  久米島白 くめじましろ  源内黒 げんないこく

吉良白寒椿 きらしろかんつばき  久米白波 くめしらなみ  源内牡丹 げんないぼたん

 桐谷絞 きりだししぼり  久留米眉間尺 くりめもけんじやく 玄　白 げんぱく

 桐谷 きりたに  栗山錦 くりやまにしき  剣菱 けんびし

 桐の秋 きりのあき  久留米乙女 くるめおとめ  源平絞 げんぺいしぼり

 桐ノ尾 きりのお  久留米金魚 くるめきんぎょ  健礼門 けんれいもん

 麒麟の誉 きりんのほまれ  久留米源氏 くるめげんじ 兼六小絞 けんろくこしぼり

 麒麟の峯 きりんのみね  久留米小町 くるめこまち こ

黄蓮華 きれんげ  久留米蜀紅 くるめしよつこう  恋乙女 こいおとめ

 銀閣寺赤藪椿 ぎんかくじやぶつばき  久留米白波 くるめしらなみ  恋心 こいごころ

 金華白眉 きんかはくび 久留米緋の司 くるめひのつかさ                      碁石 ごいし

 金華万松 きんかばんしょう  紅一休 くれいないいっきゆう  恋路 こいじ

 金亀山 きんきざん  くれない くれない  小石川白しだれ こいしかわしろしだれ

 金魚葉源氏 きんぎよばげんじ  紅三光 くれないさんこう  小石川白藪 こいしかわしろやぶ

錦魚葉白玉 きんぎょばしらたま  紅野菊 くれないのぎく  小磯 こいそ

 金魚葉白佗助 きんぎょばしろわびすけ  紅の盃 くれないのさかずき  恋人 こいびと

 金魚葉白佗助 きんぎよばしろわびすけ  黒沢白 くろさわはく  湖衣姫 こいひめ

 金魚葉椿 きんぎよばつばき  黒潮 くろしお  古音 こいん

 金鶏鳥 きんけいちよう  黒獅子金魚 くろじしきんぎよ  紅雨 こうう

銀月 ぎんげつ               黒雀 くろすずめ  香雲 こううん

 金婚花 きんこんか  畔田の白 くろだのしろ  光栄 こうえい

 金采 きんさい  黒椿 くろつばき  紅乙女 こうおとめ

 銀鐘 ぎんしよう  黒鶴 くろつる 香　華 こうか

 金城の曙 きんじようのあけぼの  黒姫 くろひめ  紅霞 こうが

 銀声 ぎんせい  黒姫冠雪 くろひめかんせつ  黄河 こうが

 金世界 きんせかい  黒船 くろふね  光輝 こうき

 銀世界 ぎんせかい くろふね くろふね  香貴 こうき



 金蝶 きんちよう  黒部 くろべ  皇玉 こうぎよく

 金殿 きんでん  黒百合 くろゆり  虹玉 こうぎよく

 金時 きんとき  黒蓮華 くろれんげ  紅麒麟 こうきりん

 銀の風 ぎんのかぜ  黒佗助 くろわびすけ  光月 こうげつ

 銀の月 ぎんのげつ け  幸作絞 こうさくしぼり

銀の采 ぎんのざい                             K・オハラ けい・おはら  晃山 こうざん

 銀の鈴 ぎんのすず  慶雲 けいうん  香紫 こうし

 銀の宝 ぎんのたから  慶雲（関西） けいうん  紅獅子 こうじし

 銀の月 ぎんのつき  慶雲（中部） けいうん  香紫二号 こうしにごう

 銀盃 ぎんばい  ケイコ けいこ  光照寺 こうしようじ

 金美角 きんびかく  迎春 げいしゆん  広清美人 こうせいびじん

 銀葉椿 ぎんようつばき  傾城 けいせい  紅雪 こうせつ

 金竜 きんりゅう  蛍雪 けいせつ  甲雪山 こうせつざん

 銀竜 ぎんりゆう  渓の光 けいのひかり  孝泉 こうせん

く  華厳 けごん  高台寺 こうだいじ

 空海二世 くうかいにせい  華蔵寺一筋 けぞうじひとすじ  興津椿 こうつつばき

 久賀白 くがしろ  月下美人 げつかびじん  興津の曙 こうづのあけぼの

 興津の雪 こうづのゆき  五色散椿 ごしきちりつばき  古都の香 ことのかおり

 香帝 こうてい  五色椿 ごしきつばき  事始 ことはじめ

 紅天 こうてん  五色八重散椿 ごしきやえちりつばき  琴姫 ことひめ

 江南の輝 こうなんのかがやき  故紫衣 こしごろも  寿 ことぶき

 江南の春 こうなんのはる  小獅子 こじし  寿姫 ことぶきひめ

 江南の日暮 こうなんのひぐらし  越路唐錦 こしじからにしき  寿佗助 ことぶきわびすけ

 江南の柳 こうなんのやなぎ  越路の雪 こしじのゆき  琴娘 ことむすめ

 江南の落日 こうなんのらくじゅつ  越路佗助 こじじわびすけ  小鳥 ことり

 弘仁寺 こうにんじ  古志津 こしず  近衛白 このえじろ

 紅梅 こうばい  古志の曙 こしのあけぼの  このみ白 このみじろ

 紅梅の図 こうばいのず  古志の詩 こしのうた  胡白蝶 こはくちよう

 紅白美人 こうはくびじん  越の乙女 こしのおとめ 小羽衣 こはごろも

 香妃 こうひ  越の香り こしのかおり  小浜赤藪 こはまあかやぶ

 香? こうふ  越の五色 こしのごしょく  小春 こはる

 興福寺 こうふくじ  越の春 こしのはる  胡春 こはる

 講武佗助 こうぶわびすけ  越の光 こしのひかり  小春の曙 こはるのあけぼの

 神戸錦 こうべにしき  越の姫 こしのひめ  小春日和 こはるびより

 紅牡丹 こうぼたん  越の吹雪 こしのふぶき 小平栗 こひらぐり

 光明寺乙女 こうみようじおとめ  越の紅しだれ こしのべにしだれ  呼福 こふく

 光明寺紫 こうみようじむらさき  越の炎 こしのほのお  小富士の舞 こふじのまい

 紺屋小町 こうやこまち  越の山吹 こしのやまぶき  五峰の雪 こほうのゆき

 高野宮 こうやみや  越の粧 こしのよそおい  小舞子 こまいこ

 向陽 こうよう  越の麗人 こしのれいじん 小　町 こまち

 幸楽 こうらく  胡秋 こしゆう 小町絞 こまちしぼり

 後楽 こうらく  こしょろ こしゆろ  小町椿 こまちつばき

 紅龍 こうりゅう  古照 こしよう  小松姫（愛媛） こまつひめ

 紅陵 こうりよう  御所鏡 ごしよかがみ  小松姫（新潟） こまつひめ

 香輪 こうりん  小正月 こしようがつ  小松紅 こまつべに

 香琳 こうりん  古城の月 こじようのつき  小松法善寺 こまつほうぜんじ

 紅楼 こうろう  古城の春 こじようのはる  高麗姫 こまひめ

 紅楼夢 こうろうむ  御所車 ごしよくるま  高麗娘 こまむすめ

 幸若舞 こうわかまい  御所桜 ごしよざくら  五万石 ごまんごく

 越来白球 こえくしろたま  御所錦 ごしょにしき  小麦様 こむぎさま

 こおろぎ橋 こおろぎはし  御所みずひき ごしょみずひき  小萠 こもえ

 五岳の雪 ごがくのゆき  御神火 ごじんか  小紅葉 こもみじ

 こがね錦 こがねにしき  小姿 こすがた  子守唄 こもりうた

 こがねゆり こがねゆり  小関 こせき  こもれ陽 こもれび

 五個山絞 こかやましぼり  御前の雪 ごぜんのゆき  紺屋の灯 こやのともしび

 小烏 こがらす  越の麗人 こそのれいじん  御輪 こりん

 小衣 こぎぬ  五大州 ごだいしゆう  御輪 こりん

 古金襴 こきんらん  古代の色 こだいのいろ  こおろぎ橋 ころぎはし

 古金襴 こきんらん  古代の華 こだいのはな  紺秋 こんしゆう

 黒玉 こくぎよく  古代の笛 こだいのふえ  神谷 こんたに

 谷椿寺 こくちんじ  小太郎 こたろう  権堂絞 ごんどうしぼり

 谷椿寺百合 こくちんじゆり  小千鳥 こちどり  金比羅弁慶 こんぴらべんてん

 黒宝 こくほう  五智の娘 ごちのむすめ  今坊の月 こんぼうのつき

 黒曜 こくよう  壷中の夢 こちゆうのゆめ  崑崙黒 こんろんこく

 極楽鳥 こくらくちよう  胡蝶 こちょう  崑崙黒斑入 こんろんこくふいり

 黒龍(関西） こくりゆう  小蝶の舞 こちようのまい  紺佗助 こんわびすけ

 黒龍(関東） こくりゆう  胡蝶佗助 こちようわびすけ さ

 黒竜 こくりゆう  国華 こつか  紗庵 さあん

小黒侘助 こくろわびすけ  黒光 こつこう  斎王 さいおう

 弧蛍 こけい  小鼓 こづつみ  彩霞 さいか

 小督 こごう  小壷 こつぼ  彩香 さいか



 五合庵 ごごうあん  小鶴 こづる  賽郭 さいかく

 九重 ここのえ  琴歌 ことうた  彩秋 さいしゆう

 小桜 こざくら  琴ケ浦 ことがうら  浅春 さいしゆん

 小佐渡佗芯 こさどわびしん  ことじ ことじ  最小白花 さいしようしろばな

 胡山の月 こざんのつき  言捨て ことずて  彩斗 さいと

 五色唐錦 ごしきからにしき  琴の香 ことのか  再の鴇 さいのとき

 宰府 さいふ  佐渡びわ葉 さどびわは  四君子 しくんし

彩風 さいふう  佐渡紅覆輪 さどべにふくりん  慈光寺 じこうじ

 彩鳳 さいほう  里娘 さとむすめ  紫紅の光 しこうのひかり

 彩門 さいもん  佐渡佗助 さどわびすけ  四国白百合 しこくしろゆり

 冴華 さえか 讃岐 さぬき  紫黒椿 しこくつばき

 冴香雲竜 さえかうんりゆう  讃岐岩根 さぬきいわね  紫紺椿 しこんつばき

 蔵王白雪 ざおうしらゆき  讃岐白百合 さぬきしらゆり  獅子頭 ししがしら

 早乙女 さおとめ  さぬき司 さぬきつかさ  獅子頭 ししがしら

佐保姫 さおひめ        さぬき雪姫 さぬきゆきひめ  志々満 ししま

 栄佗助 さかえわびすけ  佐味の春 さびのはる  四十雀 しじゆうがら

 嵯峨くれない さがくれない  佐味の春 さびのはる  四昭花 ししようか

 さかさ富士 さかさふじ  三郎左 さぶろうさ  静 しずか

 嵯峨白玉 さがしらたま  佐保散つばき さほちりつばき  閑谷 しずたに

 盃葉椿 さかづきばつばき  佐保の曙 さほのあけぼの  紫泉 しせん

 嵯峨本阿弥 さがほんあみ  佐保の光明 さほのこうみよう  地蔵白 じぞうはく

 相模車 さがみぐるま  佐保の庄 さほのしよう  しだれ胡蝶 しだれこちよう

 相模佗助 さがみわびすけ  佐保の瑞雲 さほのずいうん  枝垂れ牡丹 しだれぼたん

 鷺舞 さぎまい  佐保姫 さほひめ  志田わらべ しだわらべ

 咲耶姫 さくやひめ  沙美 さみ  七功 しちこう

 サクラ さくら  沙夜香佗助 さやかわびすけ  七五三 しちごさん

 桜貝 さくらがい  さやけ さやけ  七福神 しちふくじん

桜鏡 さくらかがみ           小百合 さゆり  七変化椿 しちへんげ

 桜狩 さくらがり  小夜曲 さよきよく  指月山 しづきやま

 桜小町 さくらこまち  小夜の月 さよのつき  日月 じつげつ

 桜島月光 さくらじまがつこう  小夜佗助 さよわびすけ  日月山 じつげつさん

 桜島黒神 さくらじまくろがみ  讃花 さんか  日月星 じつげつせい

 桜司 さくらつかさ  山家子 さんがし  日光 じっこう

 桜月夜 さくらづきよ  残月 ざんげつ  志津野の紅 しづののくれない

 桜戸 さくらど  三玄 さんげん  東雲 しののめ

 桜葉源氏 さくらばげんじ  三候香 さんこうか  東雲 しののめ

 桜葉椿 さくらばつばき  三光錦 さんこうにしき  忍ぶ寺 しのぶてら

 桜葉弁天 さくらばべんてん  珊瑚閣 さんごかく  蕊なし佗助 しべなしわびすけ

 桜姫 さくらひめ 珊瑚礁 さんごしょう  芯無佗助 しべなしわびすけ

 桜吹雪 さくらふぶき  燦々 さんさん  至宝 しほう

 酒匂藪 さこうやぶ  三城紅 さんじようべに  紫宝 しほう

 左近白 さこんじろ  残雪 ざんせつ  賜宝花 しほうか

 佐々乙女 ささおとめ  讃瀬戸 さんせと  絞笑顔 しぼりえがお

 笹川 ささがわ  三千院佗助 さんぜんいんわびすけ  絞大唐子 しぼりおおからこ

笹子黒 ささごくろ  三段花 さんだんか  絞乙女 しぼりおとめ

 笹鳴 ささなき 三頭咲 さんとうざき           絞唐子 しぼりからこ

 漣 さざなみ  参平椿 さんぺいつばき  絞り錦魚 しぼりきんぎよ

 佐々布 ささぶ  三宝の舞 さんぽうのまい  絞昭和 しぼりしょうわ

 細雪A ささめゆきA  三夜荘 さんやそう  絞昭和の栄 しぼりしょうわのさけ

 細雪B ささめゆきB し  絞西王母 しぼりせいぼおう

 ささやき ささやき  紫雲 しうん  絞丁字 しぼりちよじ

 さざれ石 さざれいし  以雲 じうん  絞羽衣 しぼりはごろも

 佐知子 さちこ  紫炎 しえん  絞初嵐 しぼりはつあらし

 祐之井椿 さちのいつばき  潮騒 しおさい  絞八朔 しぼりはつさく

 五月白 さつきじろ  塩見黒椿 しおみくろつばき  絞花かんざし しぼりはなかんざし

 五月姫 さつきひめ  塩見白花 しおみはっか  絞牡丹 しぼりぼたん

 さつま さつま  四海波 しかいなみ  絞三河百合葉 しぼりみかわゆりば

 薩摩 さつま 四ヶ村 しかそん  絞妙蓮寺 しぼりみようれんじ

 薩摩曙 さつまあけぼの  志賀原 しがはら  絞臘月 しぼりろうげつ

 さつま紅 さつまくれない  四ケ村 しかむら  絞佗助 しぼりわびすけ

 薩摩千鳥 さつまちどり  敷島 しきしま  島育ち しまそだち

 薩摩錦 さつまにしき  鴫立沢 しぎたつさわ  縞千鳥 しまちどり

 薩摩紅 さつまべに  式部 しきぶ  島の秋 しまのあき

 佐渡 さど  紫玉殿 しぎよくでん  島の灯 しまのともしび

 佐藤赤ヤブ さとうあかやぶ  紫黒椿 しくろつばき  島の錦 しまのにしき

 里の秋 さとのあき  紫君 しくん  島の春 しまのはる

 島の娘 しまのむすめ  小泰子 しょうたいし  白太神楽 しろだいかぐら

 島娘 しまむすめ  小豆黒 しようどこく  白妙 しろたえ

 清水光 しみずひかり  小豆島 しようどしま  白珠錨 しろたまいかり

 下総佗助 しもそうわびすけ  湘南玉之浦 しようなんたまのうら  白玉唐子 しろたまからこ



 下田白藪 しもだしろやぶ  湘南卜伴 しようなんぼくはん  白太郎庵 しろたろうあん

 霜月 しもづき  城端佗助 じようのはわびすけ  次郎長ヤブ じろちようやぶ

 下枇白 しもびじろ  庄の屋 しようのや  白羽衣 しろはごろも

下総佗助 しもふさわびすけ  小平栗 しようへらぐり  白八朔 しろはつさく

 寂光 じやくこう  松峰山 しょうほうざん  白万代 しろばんだい

 寂玲 じやくれい  常満寺 じようまんじ  白一重錦魚葉椿 しろひとえきんぎよばつばき

 蛇の目傘 じやのめがさ  秀麗 しようれい  白覆輪羽衣 しろふくりんはごろも

 上海の星 しゃんはいのほし  乗蓮の春 じようれんのはる  白船津 しろふなつ

 十九の春 じゆうくのはる  昭和錦 しようわにしき  白卜伴 しろぼくはん

 秀月 しゆうげつ  昭和の曙 しようわのあけぼの  白牡丹咲金魚葉 しろぼたんさききんぎょば

 秋月 しゆうげつ  昭和の栄 しようわのさかえ  白牡丹咲錦魚葉椿 しろぼたんざききんぎよばつばき

 秋月斑入り しゆうげつふいり  昭和の光 しようわのひかり  白妙蓮寺 しろみょうれんじ

 秋彩 しゆうさい  昭和紅雀 しょうわべにすずめ  白藪椿 しろやぶつばき

 周山 しゆうざん  昭和佗助 しようわわびすけ  城山少納言 しろやましょうなごん

 十字星 じゅうじせい  蜀紅 しよくこう  白雪椿 しろゆきつばき

 秋雪 しゆうせつ  蜀紅錦 しよくこうにしき  白佗助 しろわびすけ

 秋艸 しゆうそう  初黄 しよこう  新赤西母王 しんあかせいぼおう

秋　桃 しゅうとう  蜀紅錦 しよっこうにしき  新東錦 しんあずまにしき

 秋風楽 しゆうふうらく  蜀光錦 しよつこうにしき  新宴 しんうたげ

 秋芳庵 しゆうほうあん  春風 しよんぷう  新大田白 しんおおたはく

 衆芳唐子 しゆうほうからこ  白髪山 しらがやま 新乙女 しんおとめ              

 秀蘭 しゆうらん  白菊 しらぎく  神宮太郎庵 じんぐうたろうあん

 秀麗 しゆうれい  白鷹 しらたか  新黒宝 しんこくほう

十六峯庵 じゅうろっぽうあん 白　玉 しらたま  神山錦 しんざんにしき

 朱月 しゆげつ  白玉絞 しらたましぼり  信浄寺紅 しんじようじべに

 朱光の月 しゅこうのつき  白玉宝珠 しらたまほうしゆ  新星光 しんせいこう

 寿金 じゆこん  白玉宝珠 しらたまほうじゆ  新雪 しんせつ

 寿燭 じゆしよく 白鳥の舞 しらとりのまい  新雪月花 しんせつげつか

 繻子重 しゆすかさね  不知火 しらぬい  新司 しんつかさ

 酒中花 しゅちゅうか  白浜 しらはま  新司錦 しんつかさにかさ

 酒天童子 しゆてんどうじ  白比咩 しらひめ  新月見車 しんつきみぐるま

 九曲 じゆとれ  白拍子 しらびようし  新羽衣 しんはごろも

 十二単 じゆにひとえ  白雪 しらゆき  新初嵐 しんはつあらし

 聚楽 じゆらく  白雪椿 しらゆきつばき  新春霞 しんはるがすみ

首里乙女 しゅりおとめ  白雪姫 しらゆきひめ  新弁天 しんべんてん

 秋麗 しゆれい  白百合 しらゆり  神宝 しんぼう

 寿老庵 じゆろうあん  シルクロード しるくろーど  陣屋の椿 じんやのつばき

 春岳 しゆんがく  白長楽 しろおさらく す

 春月庵 しゆんげつあん 白乙女 しろおとめ                                 瑞雲 ずいうん

 春光 しゆんこう  白加賀梅 しろかがうめ  瑞玉 ずいぎよく

 春光寺 しゅんこうじ  白抱え しろかかえ  酔月 すいげつ

 春々花 しゅんしゅんか  白唐子 しろからこ  瑞月 ずいげつ

 春宵 しゆんしよう  白寒椿 しろかんつばき  瑞光 ずいこう

 春曙紅 しゆんしよっこう  白菊月 しろきくづき  瑞光錦 ずいこうにしき

 春節 しゅんせつ  白金魚葉椿 しろきんぎよばすばき  水晶白 すいしようはく

 春雪 しゆんせつ  白金魚葉佗助 しろきんぎょばわびすけ 瑞　鳥 ずいちょう

 春望 しゅんぼう  白孔雀 しろくじやく  水の花 すいのはな

 春雷 しゆんらい  白腰蓑 しろこしみの  酔美人 すいびじん

 書院 しよいん 白小蝶 しろこちょう  瑞峯 ずいほう

 少庵 しようあん  白さかさ富士 しろさかさふじ  瑞宝 ずいほう

 笑翁 しようおう  白盃 しろさかずき  瑞宝華 ずいほうか

頌花宴 しょうかえん  白枝垂れ しろしだれ  瑞燿 ずいよう

 小公子 しようこうし 白小唐子 しろしょうからこ  瑞耀 ずいよう

 祥寿 しようじゆ  白芯鹿島 しろしんかしま  須江道端白 すえみちばたしろ

 清浄院 しようじょういん  白角倉 しろすみくら  杉の戸 すぎのと

 常照皇寺藪椿 じようしようこうじ  白西王母 しろせいおうぼ  数寄屋 すきや

数奇屋雲竜 すきやうんりゅう  雪川 せつせん  大吉 だいきち

 双六 すごろく  雪中の灯 せつちゆうのひ  醍醐 だいご

 朱雀 すざく  雪中の松 せつちゆうのまつ  大極殿 だいごくでん

 朱雀門 すざくもん  瀬戸内 せとうち 大社紫 たいしゃむらさき

 厨子王 ずしおう  世戸笑顔 せとえがお  大朱盃 たいしゆはい

 鈴ケ尾 すずがお  瀬戸川橋 せとがわばし  大城冠 だいじようかん

 鈴懸 すずかけ  瀬戸の月 せとのつき  大芯錦魚葉椿 だいしんきんぎよつばき

 鈴鹿の関 すずかのせき  瀬戸の娘 せとのむすめ  大雪山 だいせつざん

 鈴の音 すずのね  瀬戸佗芯 せとわびしん  大仙 だいせん

 鈴姫 すずひめ  瀬女 せな  大山赤寺 だいせんあかでら

 雀の宿 すずめのやど  瀬野川 せのがわ  大山白 だいせんはく

 巣立ち鳥 すだちどり  専修庵 せんしゆうあん  大山藤司ニ号 だいせんふじつかさにごう

 昴 すばる  千秋楽 せんしゅうらく  大山紅 だいせんべに

 墨染 すみぞめ  洗心椿 せんしんつばき  大山佗助 だいせんわびすけ

 角田川 すみだがわ  新世界 せんせかい だいだい だいだい



 隅田川 すみだがわ  専徳庵 せんとくあん  大桃枝垂 だいとうしだれ

 純友 すみとも  善那 ぜんな  大徳寺白玉 だいとくじしらたま

 住之江 すみのえ  仙人 せんにん  大納言 だいなごん

 角の光 すみのひかり 仙人卜伴 せんにんぼくはん  タイニー絞 たいにいしぼり

 駿河しぼり するがしぼり  千年藤紫 せんねんふじむらさき  大日の曙 だいにちのあけぼの

 磨墨 するすみ  千羽鶴（中部） せんばづる  大白冠 だいはくかん

せ  千羽鶴 せんばづる  大八朔 だいはつさく

 清香 せいか  仙柳 せんりゅう  太平香 たいへいこう

 西海 せいかい そ  太平の里 たいへいのさと

 正気斉 せいきさい  草庵佗助 そうあんわびすけ  太平楽 たいへいらく

 清玄桜姫 せいげんさくらひめ  宗円 そうえん  大宝冠 だいほうかん

 聖子 せいこ  曹源白 そうげんはく  大宝佗芯 だいほうわびしん

 星彩 せいさい  草紙洗 そうしあらい  大望 たいもう

 盛山坊 せいざんぼう  早春香 そうしゆんか  太陽 たいよう

 西施 せいし  早春譜 そうしゆんふ  太陽 たいよう

 清寿 せいじゆ  湊晨佗助 そうしんわびすけ  太陽錦 たいようにしき

 清粧 せいしよう  宗旦 そうたん  妙姫 たえひめ

 青水 せいすい  宗旦（片山） そうたん・かたやま  高尾 たかお

 青水光 せいすいこう  宗旦の里 そうたんのさと  高尾の香り たかおのかおり

 盛装 せいそう  崇福白玉 そうふくしらたま  高蔵紅 たかくらべに

 勢ぞろい せいぞろい  想夫恋 そうふれん  高砂 たかさご

 晴風 せいふう  宗偏佗助 そうへんわびすけ  高砂 たかさご

 聖母 せいぼ  蒼龍 そうりゆう  誰ケ袖 たがそで

 西王母 せいぼおう  素恵の粧 そけいのよそおい  高田の春 たかだのはる

 清明 せいめい  素月 そげつ  高千穂 たかちほ

 清明錦葉 せいめいにしきば  素粧 そしよう  高嶺の雪 たかねのゆき

 晴嵐 せいらん  袖隠 そでかくし  宝合 たからあわせ

 関桜 せきざくら  袖師浦 そでしがうら  宝川 たからがわ

 夕日 せきじつ  袖の香 そでのか  宝紅 たからくれない

 惜春 せきしゆん  衣通姫 そとおりひめ  宝の輝 たからのかがやき

 夕照 せきしよう  曽君 そのきみ  宝の華 たからのはな

 夕照（関西） せきしよう  素白 そはく  宝船 たからぶね

 石鼎 せきてい  祖父江の譽 そぶえのほまれ  宝吹雪 たからふぶき

 関戸白太郎庵 せきどしろたろうあん  不染 そまらず  滝の白糸 たきのしらいと

 関戸太郎庵 せきどたろうあん  染香 そめか  たけくらべ たけくらべ

 関の狩衣 せきのかりぎぬ  染鹿の子 そめかのこ  竹田白藪 たけだしろやぶ

 関の夢 せきのゆめ  染川 そめかわ  武田紅 たけだべに

 関本白八重 せきもとしろやえ  染絹 そめぎぬ 田毎の月 たごとのつき

 関守 せきもり  染筆 そめふで  大宰府 だざいふ

 夕陽 せきよう  微風 そよかぜ  大宰府絞 だざいふしぼり

 雪華 せつか  そよ風 そよかぜ  但馬姫 たじまひめ

 雪月花 せつげつか  素林庵 そりんあん  田代 たしろ

 雪郷 せつごう た  太刀山 たちやま

 雪山 せつざん  太神楽 だいかぐら  龍田錦 たつたにしき

 雪舟 せっしゆう  大観峰 たいかんほう  太郎庵 たとうあん

 多度の緋縅 たどのひおどし  ちぎれぐも ちぎれぐも  千代の春 ちよのはる

 田無白 たなしじろ ちくし曙 ちくしあけぼの  千代の誉 ちよのほまれ

 谷風（中部） たにかぜ  ちくししぼり ちくししぼり  千代姫 ちよひめ

 谷風 たにかぜ  筑紫羽衣 ちくしはごろも  千代姫 ちよひめ

 谷の灯 たにのともじび  筑紫の春 ちくちのはる  千万 ちよろず

 谷間の乙女 たにまのおとめ  稚児桜 ちごさくら  散り椿 ちりつばき

 谷間の鶴 たにまのつる  千寿 ちず 散姫 ちりひめ                 

 田原紫 たはらむらさき  千瑞 ちず  道別白玉 ちわきしらたま

 田原坂 たばるざか  知多太郎庵 ちたたろうあん  珍秀錦 ちんしゆうにしき

 多福弁天 たふくべんてん  知多羽衣 ちたはごろも  椿笑錦魚 ちんしようきんぎよ

 太平椿 たへいつばき  千歳 ちとせ 椿笑錦魚FF ちんしょうきんぎょ

 多摩 たま  千歳菊 ちとせぎく  鎮信 ちんしん

 玉茜 たまあかね  千葉五色椿 ちばごしょくつばき つ

多摩天の川 たまあまのがわ  池畔の紅 ちはんのべに  司絞 つかさしぼり

玉ありあけ たまありあけ  チャイナ・フェスチバル ちやいな・ふえすていばる  司紅 つかさべに

 珠錨 たまいかり  茶筅神楽 ちやせんかぐら  塚山一号 つかやまいちごう

玉諫早 たまいさはや  茶々姫 ちやちやひめ  塚与 つかよ

 玉霞 たまかすみ  茶柱 ちやばしら  津川絞 つがわしぼり

 玉川 たまがわ  中京錦 ちゆうきようにしき  津川絞 つがわしぼり

 玉かんざしⅡ たまかんざしⅡ  中京美人 ちゆうきようびじん  月織姫 つきおりひめ

 玉かんざしⅢ たまかんざしⅢ  中京娘 ちゆうきようむすめ  月世界 つきせかい

 玉御前 たまごぜん  中京麗人 ちゆうきようれいじん  月の宴 つきのうたげ

 玉御陵 たまごりょう  中宮寺 ちゆうぐうじ  月の絵 つきのえ

 玉三郎 たまさぶろう  中将白（関西） ちゆうじようはく  月の雫 つきのしずく

 玉しぐれ たましぐれ  中将白（中部） ちゆうじようはく  月の笛 つきのふえ

 玉絞 たましぼり  中納言 ちゆうなごん  月の都 つきのみやこ



玉　章 たまずさ  中部かぐや姫 ちゆうぶかぐやひめ  月の輪 つきのわ

 玉垂 たまだれ  中部五色椿 ちゆうぶごしきつばき  月待姫 つきまちひめ

 玉鼓 たまつづみ  中部四海波 ちゆうぶしかいなみ  月見車（関東） つきみくるま

 玉手箱（中部） たまてばこ  中部雪月花 ちゆうぶせつげつか  月見車（中部） つきみぐるま

 玉手箱 たまてばこ  中部千羽鶴 ちゆうぶせんばづる  月見白 つきみしろ

 玉の井 たまのい  中部玉手箱 ちゆうぶたまてばこ  月見の宴 つきみのうたげ

 玉の糸 たまのいと  中部月見車 ちゆうぶつきみぐるま  筑紫絞 つくししぼり

 玉の浦 たまのうら  中部白牡丹 ちゆうぶはくぼたん  筑紫の誉 つくしのほまれ

 玉之浦ニ世 たまのうらにせい  中部初霞 ちゆうぶはつがすみ  筑紫白秋 つくしはくしゅう

 玉のかんざし たまのかんざし  中部初雁 ちゆうぶはつかり  筑紫羽衣 つくしはごろも

 玉残 たまのこし  中部花見車 ちゆうぶはなみぐるま 衝羽根 つくばね

 玉の春 たまのはる  中部ひな鶴 ちゆうぶひなづる  津雲獅子 つくもじし

 玉の姫 たまのひめ  中部明星 ちゆうぶみようじよう  九十九玉波 つくもたまなみ

 玉の八重曙 たまのやえあけぼの 昼夜錦 ちゅうやにしき                    九十九佗助 つくもわびすけ

玉肥前 たまひぜん  千代 ちよ  津黒 つぐろ

 玉響 たまひびき  蝶遊び ちよううあそび  津島 つしま

 玉姫 たまひめ  頂華 ちようか  対馬千鳥 つしまちどり

 玉吹雪 たまふぶき  鳥海 ちょうかい  対馬の娘 つしまのむすめ

玉芙蓉 たまふよう  丁字車 ちようじぐるま  つたの細道赤百合 つたのほそみちあかゆり

玉　都 たまみやこ  長寿楽 ちようじゆらく  つたの細道白百合 つたのほそみちしらゆり

 たまゆら たまゆら  嘲笑 ちようしよう  蔦紅葉 つたもみじ

 太郎庵 たろうあん  中将姫 ちようじようひめ  鼓岡 つづみおか

 太郎庵錦 たろうあんにしき  聴信寺 ちようしんじ  堤白 つつみじろ

 太郎閣 たろうかく  長生殿 ちようせいでん  鼓の滝 つづみのたき

 太郎冠者 たろうかじや  朝鮮椿 ちようせんつばき  綴錦 つづれにしき

 太郎紫 たろうみらさき  蝶千鳥 ちようちどり  綱館 つなやかた

 淡海 たんかい 蝶の遊び ちょうのあそび               椿姫 つばきひめ

 短檠 たんけい  蝶の花形 ちようのはながた  椿山 つばきやま

 丹砂 たんしゃ  蝶の舞 ちようのまい  燕返し つばめがえし

 淡秀 たんしゆう  チョコレートボール ちよこれーとぼーる  坪井の春 つぼいのはる

 淡粧 たんそう  千代田錦 ちよだにしき  坪井の春弁天 つぼいのはるべんてん

 丹頂 たんちよう  千代田覆輪 ちよだふくりん  爪折笠 つまおりがさ

ち  千代鶴 ちよづる  妻籠 つまごめ

 七巧 ちーちゆう  千代の玉 ちよのたま  妻戸姫 つまどひめ

 つまびき つまびき  唐錦（中部） とうにしき  七小町 ななこまち

 つゆ草 つゆくさ  踏破 とうは  七曜変化 ななようへんげ

 つらつら椿 つらつらつばき  唐美人 とうびじん  名張 なばり

 釣篝 つりかがり  桃豊 とうほう  波裏 なみうら

 敦賀 つるが  東方朔 とうほうさく  波の花 なみのはな

 鶴形 つるがた  東洋錦 とうようにしき  奈良の都 ならのみやこ

 敦賀佗芯 つるがわびしん  東洋の光 とうようのひかり  楢山一号 ならやまいちごう

 鶴来 つるぎ 桃　楽 とうらく 鳴神紫 なるがみむらさき

 鶴来小町 つるぎこまち  桃里 とうり  鳴子七変化 なるこしちへんげ

 鶴来路 つるぎじ  東林寺 とうりんじ  鳴滝 なるたき

 剣の舞 つるぎのまい  遠山のあけぼの とおみやのあけぼの  鳴滝白藪 なるたきしろやぶ

 鶴の毛衣 つるのけごろも  富樫白 とがしじろ  鳴門緋蝶 なるとひちよう

 鶴姫 つるひめ  十神絞り とかみしぼり  鳴海潟 なるみがた

 鶴姫（新潟） つるひめ  鴇乙女 ときおとめ  鳴海の秋 なるみのあき

 鉄車 てつぐるま  鴇白 ときじろ  奈留佗芯 なるわびしん

て  鴇の羽重 ときのはがさね  なれそめ なれそめ

 手取 てどり  朱鷺の舞 ときのまい  南京白 なんきんじろ

 寺尾佗助 てらおわびすけ  桃花鳥の恵 ときのめぐみ  南砺絞 なんとしぼり

 輝国の春 てるくるのはる  ときひめ ときひめ  南砺白唐子 なんとしろからこ

 照手姫 てるてひめ  常盤姫 ときわひめ  南蛮紅 なんばんこう

 照奈 てるな 徳恩寺 とくおんじ  南蛮星 なんばんほし

 出羽大輪 でわたいりん  篤山椿 とくざんつばき  軟風 なんぷう

 天香 てんこう  徳姫 とくひめ  南風 なんぷう

 天山紅 てんざんべに  徳丸 とくまる に

 天山慕情 てんざんぼじょう  常夏 とこなつ にいがた にいがた

 天賜 てんし  土佐有楽 とさうらく  新妻 にいずま

 天寿 てんじゆ  トスカ とすか  二右衛門佗芯 にえもんわびしん

 天女 てんによ  屠蘇の酔 とそのよい  匂乙女 においおとめ

 天女の衣 てんによのころも  栃姫 とちひめ  匂覆輪 においふくりん

 天女の舞 てんによのまい  殿山 とのやま  匂吹雪 においふぶき

 天人の庵 てんにんのいおり  飛入り乙女 とびいりおとめ  匂紅 においべに

 天人の香 てんにんのかおり  戸室 とむろ  熟田津 にぎたつ

 天人松島 てんにんまつしま  灯 ともしび  錦重 にしきかさね

 天王山 てんのうざん  友白髪 ともしらが  錦麒麟 にしききりん

 天目 てんもく 友の浦 とものうら  錦司香 にしきしこう

 天竜 てんりゆう  豊川白 とよかわじろ  錦の秋 にしきのあき

天竜紅 てんりゅうこう                         豊津白 とよつはく  錦の舞 にしきのまい



 天領 てんりよう  豊津姫 とよつひめ  錦の峰 にしきのみね

 天倫寺月光 てんりんじがっこう  渡代の桜 とよのさくら  錦葉黒椿 にしきばくろつばき

と 豊　姫 とよひめ  錦葉西王母 にしきばせいおうぼ

 十市 といち  鶏の子 とりのこ  錦葉覆輪一休 にしきばふくりんいっきゆう

 遠茜 とうあかね  敦煌 とんこう  錦初釜 にしきはるがま

 東王父 とうおうふ な 錦弁天 にしきべんてん                  

 東海 とうかい  内藤 ないとう  二重弁天 にじゆうべんてん

 陶華堂 とうかどう  なおい紅 なおいべに  二条城桃藪 にじようじようももやぶ

 桃下美人 とうかびじん  長崎小太郎 ながさきこたろう  日天 にちてん

 桃冠 とうかん  流し雛 ながしびな  日輪 にちりん

 桃源 とうげん  仲澄 なかずみ  日照 につしよう

 桃源白 とうげんじろ  長束 ながつか  二の倉 にのくら

 桃湖 とうこ  中之島 なかのしま  日の出 にので

 灯壷 とうこ  中枇白 なかびじろ  二の丸 にのまる

 東光洋 とうこうよう  長良川 ながらがわ  日本海 にほんかい

 冬至牡丹 とうじぼたん  那古井の春 なこいのはる  日本髪 にほんがみ

 桃酔 とうすい  名古屋絞 なごやしぼり  日本の誉 にほんのほまれ

 桃泉 とうせん  名残雪 なごりゆき  日本晴 にほんばれ

 桃泉花 とうせんか  洋の光 なだのひかり  ニライ・カナイ にらい・かない

 投扇興 とうせんきよう  那智の滝 なちのたき  庭瀬藪 にわせやぶ

 桃仙寺 とうせんじ  ナツコ８０ なつこ８０ ぬ

 藤三椿 とうぞうつばき  ナツコ８２ なつこ８２  額田姫 ぬかだひめ

 東天紅 とうてんこう  夏見 なつみ  抜筆 ぬきふで

 奴奈姫 ぬなひめ 箱根佗助 はこねわびすけ  華の雨 はなのあめ

 ぬば玉 ぬばたま  羽衣 はごろも 花の子 はなのこ

 濡れつばめ ぬれつばめ  羽衣の娘 はごろものむすめ 花ささやき はなのささやき

の  羽間 はざま  花の里 はなのさと

 能牡丹 のうぼたん  橋姫 はしひめ  花の蝶 はなのちよう

 鋸葉椿 のこぎりばつばき  蓮見白 はすみじろ  花の扉 はなのとびら

 残雪 のこりゆき  旗雲 はたぐも  花織り はなのぼり

 野坂 のさか  波多野 はたの  華の娘 はなのむすめ

 後瀬山 のちせやま  初嵐（嵯峨） はつあらし・さが  花のれん はなのれん

 能登しぐれ のとしぐれ  初嵐（白玉） はつあらし・しらたま  花富貴 はなふき

 野々市 ののいち  初鏡 はつかがみ  花富貴 はなふき

 野の香 ののか  初鏡 はつかがみ 花芙蓉 はなふよう

信子の譜 のぶこのふ  初霞（中部） はつがすみ  花母情 はなぼじよう

 延岡 のべおか  初がすみ（関東） はつがすみ  花見笠 はなみがさ

 登り鶴 のぼりつる  初釜 はつがま  花見車（関東） はなみくるま

 糊こぼし のりこぼし  初雁 はつかり  花見車（中部） はなみぐるま

 のれん のれん  初雁（中部） はつかり  花御輿 はなみこし

は  初刈 はつかり  花岬 はなみさき

 婆の木 ばあのき  白? はつかん  花水木 はなみずき

 博多紫 はかたむらさき  初倉 はつくら はなみずき はなみずき

 萩小町 はぎこまち  初化粧 はつけしよう  花御堂 はなみどう

 萩の里 はぎのさと  初化粧（中部） はつげしよう  花曜日 はなようび

 萩の露 はぎのつゆ  初恋 はつこい  羽地白鷺 はねぢしらさぎ

 羽咋 はくい  八朔絞 はつさくしぼり ハノイの夜明け はのいのよあけ

 白衣の袖 はくいのそで  初時雨 はつしぐれ  破の舞 はのまい

 白王 はくおう  初霜 はつしも  浜絣 はまかすり

 白乙女 はくおとめ  初瀬白 はつせはく  浜田山 はまだやま

 白雁 はくがん  初瀬山 はつせやま  浜の曙 はまのあけぼの

 白豪子 はくごうし  バッテン玉の浦 ばってんたまのうら 浜の曙 はまのあけぼの

 白獅子 はくじし  初音 はつね  羽茂の藪 はものやぶ

 白舎 はくしや  初音 はつね  波紋 はもん

 白寿 はくじゆ  初日 はつひ  隼人盾 はやとのたて

 伯州 はくしゆう  初光 はつひかり  隼人舞 はやとのまい

 白秋 はくしゆう  初吹雪 はつふぶき  原城 はらじょう

 伯州百花 はくしゆうひやくか  初孫 はつまご  春一番 はるいちばん

 白春 はくしゆん  初雪 はつゆき  春うらら はるうらら

 白扇（中部） はくせん  初夢 はつゆめ  春霞 はるがすみ

 白扇（熊本） はくせん  花灯り はなあかり  春心 はるごころ

 白撰子 はくせんし 花明かり はなあかり  春駒 はるこま

 白鷹 はくたか  花あざみ はなあざみ  春雨 はるさめ

 白鳥 はくちよう  花霰 はなあられ  春雨錦 はるさめにしき

 白鳥の湖 はくちようのみずうみ 花衣装 はないしょう    春雨錦 はるさめにしき

 白鶴 はくつる  花鏡 はなかがみ  春姿 はるすがた

 白鶴（中部） はくつる  花霞 はながすみ  春野 はるの

 白鶴の舞 はくつるのまい  花家老 はなかろう  春の曙 はるのあけぼの

 白帝 はくてい  花かんざし はなかんざし  春の宴 はるのうたげ

 白頭山 はくとうさん  花冠 はなかんむり  春の台 はるのうてな

 白盃 はくはい  花車 はなぐるま  春の海 はるのうみ



 白斑百合椿 はくはんゆりつばき  花言葉 はなことば  春の海 はるのうみ

 白眉 はくび  華子姫 はなこひめ  春の香 はるのかおり

 白鳳 はくほう  花詩集 はなししゅう  春の兆 はるのきざし

 白牡丹 はくぼたん  花雫 はなしずく  春の鼓 はるのつづみ

 白妙蓮寺 はくみようれんじ  花自慢 はなじまん  春の舞 はるのまい

 白楽天 はくらくてん  花しるべ はなしるべ  春の湊 はるのみなと

 白龍 はくりゆう  花摺り はなずり  春の雪 はるのゆき

 白嶺 はくれい  花大臣 はなだいじん  春の宵 はるのよい

 白蝋 はくろう  花大臣白覆輪 はなだいじんしろふくりん  春の粧 はるのよそよい

 白鷺閣 はくろかく  花橘 はなたちばな  春待姫 はるまちひめ

 白露錦 はくろにしき  放絹 はなちぎぬ  波留美 はるみ

 はげいとう はげいとう  花吹雪 はなつばき  初笑 はるわらい

 晴黄金 はれおうごん  菱唐糸 ひしからいと 姫西王母 ひめせいおうぼ

 晴姿（新潟） はれすがた  肘川紅 ひじかわくれない  姫の舞 ひめのまい

 晴姿（中部） はれすがた  菱紅 ひしべに  比咩の舞 ひめのまい

 晴れ間 はれま  飛島 ひしま  姫佗助 ひめわびすけ

 万歳楽 はんざいらく  微笑 びしよう  白豪寺五色 びやくごうじごしき

 晩鐘 ばんしよう  美少年 びしようねん  百寿の司 ひやくじゆのつかさ

 万代 ばんだい  聖 ひじり  百万石 ひやくまんごく

ひ  美星 びせい  白蘭 びやくらん

 柊葉椿 ひいらぎばつばき  備前 びぜん  白虎 びやつこ

 緋色沖の石 ひいろおきのいし  肥前薄雲 ひぜんうすくも  日向小町 ひゆがこまち

 比叡の雪 ひえいのゆき  肥前小町 ひぜんこまち  日和山 ひよりび

 緋扇 ひおうぎ  肥前墨染 ひぜんすみぞめ  平泉 ひらいずみ

 緋威 ひおどし  肥前白眉 ひぜんはくび  平戸雲竜 ひらとうんりゅう

緋乙女 ひおとめ              肥前ほととぎす ひぜんほととぎす  平戸大藪 ひらどおおやぶ

 ピオニー・ガール ぴおにー・がーる  備中 びちゆう  平戸佗芯 ひらどわびしん

 ピオニー・クイーンぴおにー・くいん  緋縮緬 ひちりめん  平松白藪 ひらまつしろまつ

 日雀 ひがら  緋縮緬 ひちりめん  飛竜 ひりゆう

 光 ひかり  秀子 ひでこ  飛竜 ひりゆう

 光源氏 ひかるげんじ  飛天 ひてん  飛竜絞 ひりゆうしぼり

曳馬乙女 ひくまおとめ           一重黒椿 ひとえくろつばき  緋蓮華 ひれんげ

 日暮（関東） ひぐらし  一筋 ひとすじ  広瀬小ヤブ ひろせこやぶ

 日暮（伊豆） ひぐらし  人麿 ひとまろ  広瀬小藪 ひろせしょうやぶ

肥後旭の海 ひごあさひのうみ         一人娘 ひとりむすめ  広瀬白 ひろせはく

 肥後入日の海 ひごいりひのうみ  ひな桜 ひなざくら  枇杷葉椿 びわばつばき

 肥後薄化粧 ひごうすげんしょう  雛鶴（中部） ひなづる ピンク・ダイヤモンド ぴんく・だいやもんど

 肥後大関 ひごおおぜき  雛鶴 ひなづる  ピンク加茂本阿弥 ぴんくかもほんあみ

 肥後京錦 ひごきようにしき  雛錦 ひなにしき  ピンクダリア ぴんくだりあ

 肥後熊谷 ひごくまがや  雛娘 ひなむすめ  ピンクつらつら椿 ぴんくつらつらつばき

 肥後東雲 ひごしののめ  雛佗助 ひなわびすけ  ピンク初嵐 ぴんくはつあらし

 肥後蜀紅錦 ひごしよつこうにしき  日野東 ひのあずま  ピンク都鳥 ぴんくみやこどり

 肥後不知火 ひごしらぬい  火の国 ひのくに ふ

 肥後白雪 ひごしらゆき  日の子の黒 ひのこのくろ  斑入朝日の雪 ふいりあさひのゆき

肥後雪山 ひごせつざん                 緋の衣 ひのころも  斑入金世界 ふいりきんせかい

 肥後長寿楽 ひごちようじゆらく  緋の世界 ひのせかい  斑入珊瑚閣 ふいりさんごかく

 肥後日光 ひごにつこう  ヒノヂベニ ひのぢべに  斑入船津 ふいりふなつ

 肥後白鷹 ひごはくたく  ひのぢべに ひのぢべに  斑入弓場紅 ふいりゆばこう

 肥後白鶴 ひごはくつる  緋の司 ひのつかさ  風花 ふうか

 肥後白鵬 ひごはくほう  緋の司 ひのつかさ 富貴 ふうき

 肥後白楽天 ひごはくらくてん  日の出 ひので  布宇の里 ふうのさと

 肥後羽衣 ひごはごろも  日の出雲 ひのでぐも  風柳 ふうりゅう

 肥後初笑 ひごはつわらい  日の出絞 ひのでしぼり  風鈴一号 ふうりんいちごう

 肥後晴姿 ひごはれすがた 日の出の海 ひのでのうみ           風鈴の谷 ふうりんのたに

 肥後富士の雪 ひごふじのゆき 日の出富士 ひのでふじ                 富岳院赤藪 ふがくいんあかやぶ

 肥後舞鶴 ひごまいづる  緋の袴 ひのはかま  深草少将 ふかくさしようしよう

 肥後真鶴 ひごまなづる  日野羽衣 ひのはごろも  富岳の雀 ふがくのすずめ

 肥後満月 ひごまんげつ  日の丸 ひのまる 富岳の雀 ふがくのすずめ

 肥後峰の雪 ひごみねのゆき  陽の岬 ひのみさき 不可思議 ふかしぎ

 肥後明星 ひごみようじよう  美宝 びほう  深谷小町 ふかやこまち

 肥後紅葉狩 ひごもみじがり  緋美子 ひみこ  吹上絞 ふきあげしぼり

 肥後日本錦 ひごやまとにしき  氷室雪月花 ひむろせつげつか  富貴集 ふきしゆう

 久賀一号 ひさがいちごう  姫灯 ひめあかり  福炎 ふくえん

 久賀白 ひさかしろ  ひめあかり ひめあかり  福島雲竜 ふくしまうんりゆう

 久堅の盛 ひさかたのもり  比咩唐子 ひめからこ  福島百合 ふくしまゆり

 日盛り ひざかり  姫唐子 ひめからこ  福授寺糊こぼし ふくじゆじのりこぼし

久富 ひさとみ               姫光輝 ひめこうき  福雀 ふくすずめ

 久松白 ひさまつしろ  ひめごと ひめごと  福鼓 ふくつづみ

 久代絞 ひさよしぼり  比咩小町 ひめこまち  福鼓 ふくつづみ

 備讃 びさん  比咩桜 ひめざくら  福童 ふくどう

 眉山姫 びざんひめ  姫白菊 ひめしらぎく  福野牡丹 ふくのぼたん



 美山弁天 びざんべんてん  姫白雪 ひめしらゆき  福は内 ふくはうち

 福久 ふくひさ  不老庵 ふろうあん  紅初釜 べにはつがま

 福姫 ふくひめ  不老閣 ふろうかく  紅八朔 べにはつさく

 ふくみつ ふくみつ  不老門 ふろうもん  紅華 べにはな

 福光の白 ふくみつのしろ  芬皓 ふんこう  紅一重金魚葉椿 べにひとえきんぎよばつばき

 福娘 ふくむすめ 棼　皓 ふんこう  紅日向 べにひゆうが

 福良雀 ふくらすずめ へ  紅福良 べにふくら

 ふくら雀 ふくらすずめ  平安 へいあん  紅福籠 べにふくろう

 覆輪秋一番 ふくりんあきいちばん  平林寺ニ号 へいあんじにごう  紅筆 べにふで

 覆輪秋の山 ふくりんあきのやま  平安の宴 へいあんのうたげ  紅吹雪 べにふぶき

 覆輪一休 ふくりんいっきゆう  平成の輝 へいせいのかがやき  紅法師 べにほうし

 覆輪有楽 ふくりんうらく  平成紅 へいせいべに  紅宝珠 べにほうしゆ

 覆輪絵姿 ふくりんえすがた  平成佗助 へいせいわびすけ  紅卜伴 べにぼくはん

 覆輪江戸錦 ふくりんえどにしき  平林寺 へいりんじ  紅蛍 べにほたる

 覆輪乙女 ふくりんおとめ  紅あかり べにあかり  紅牡丹 べにぼたん

 覆輪加茂本阿弥 ふくりんかもほんあみ  紅嵐 べにあらし  紅炎 べにほのお

 覆輪京牡丹 ふくりんきようぼたん  紅荒獅子 べにあらじし  紅間瀬 べにまぜ

 覆輪錦魚 ふくりんきんぎょ  紅うるし べにうるし  紅丸 べにまる

 覆輪絞唐子 ふくりんしぼりからこ  紅長楽 べにおさらく  紅都鳥 べにみやこどり

 覆輪蜀光 ふくりんしよっこう  紅乙女 べにおとめ  紅妙蓮寺 べにみようれんじ

 覆輪津川絞 ふくりんつがわしぼり  紅おぼろ べにおぼろ  紅櫓 べにやぐら

 覆輪朱鷺の舞 ふくりんときのまい  紅鏡 べにかがみ  紅奴 べにやっこ

 覆輪錦蓑 ふくりんにしきみの  紅傘 べにがさ  紅優 べにゆう

 覆輪春の台 ふくりんはるのうてな  紅重 べにかさね  紅臘月 べにろうげつ

 覆輪雛佗助 ふくりんひなわびすけ  紅霞 べにかすみ  紅佗助 べにわびすけ

 覆輪夕鶴 ふくりんゆうづる  紅唐子 べにからこ  紅和楽 べにわらく

 覆輪佗助 ふくりんわびすけ  紅菊月 べにきくげつ  平栗 へらぐり

 福は内 ふくわうち  紅衣 べにきぬ  弁慶 べんけい

 普済院 ふさいいん  紅孔雀（関西） べにくじやく  弁財天 べんざいてん

 房前 ふささき  紅孔雀（新潟） べにくじやく  弁天一楽 べんてんいちらく

 不二 ふじ  紅車 べにくるま  弁天絵日傘 べんてんえひがさ

 不識庵 ふしきあん  紅郡 べにごうり  弁天神楽 べんてんかぐら

 藤衣 ふじぎぬ  紅小雀 べにこすずめ  弁天コナ べんてんこな

藤　桜 ふじさくら  紅小槌 べにこづち  弁天盃葉椿 べんてんさかずきばつばき

 不出 ふしつ  紅湖畔 べにこはん  弁天サザンカ べんてんさざんか

 藤波 ふじなみ  紅栄 べにさかえ  弁天白玉 べんてんしらたま

 富士の曙 ふじのあけぼの 紅桜 べにざくら  弁天白 べんてんしろ

富士の輝 ふじのかがやき  紅細 べにさざれ  弁天昴 べんてんすばる

不二乃華 ふじのはな  紅サシ べにさし  弁天磨墨 べんてんするすみ

 富士の峰 ふじのみね  紅しだれ椿 べにしだれつばき  弁天盛装 べんてんせいそう

 不二の雪 ふじのゆき  紅常満寺 べにじようまんじ  弁天西王母 べんてんせいぼおう

 富士の雪 ふじのゆき  紅姿 べにすがた  弁天衣通姫 べんてんそとおりひめ

 藤袴 ふじばかま  紅雀 べにすずめ  弁天玉の浦 べんてんたまのうら

 藤光 ふじひかり  紅菫 べにすみれ  弁天雪小国 べんてんゆきぐに

 伏見椿 ふしみつばき  紅磨墨 べにするすみ  弁天露月 べんてんろげつ

 藤娘 ふじむすめ  紅染 べにそめ ほ

 藤佗助 ふじわびすけ  紅太神楽 べにだいかぐら 鳳　凰 ほうおう

 富泉院赤藪 ふせんいんあかやぶ  紅太郎庵 べにたろうあん 鳳凰孔雀 ほうおうくじゃく

 船津 ふなつ 紅丹頂 べにたんちょう  芳雅紅 ほうがべに

 船津しべなし ふなつしべなし  紅千鳥 べにちどり 芳雅紅 ほうがべに

 吹雪白玉 ふぶきしらたま  紅蝶 べにちよう  宝冠 ほうかん

 吹雪佗助 ふぶきわびすけ  紅丁字 べにちようじ  伯耆車 ほうきぐるま

 普門院 ふもんいん  紅長者 べにちようじや  伯耆桜 ほうきざくら

 冬茜 ふゆあかね  紅蝶千鳥 べにちようちどり  伯耆白雀 ほうきしろすずめ

フラウ・クミコ フラウ・クミコ  紅司 べにつかさ  伯耆白 ほうきはく

 ブラック・スワン ぶらっく・すわん  紅棗 べになつめ  宝玉 ほうぎよく

 ブラックバード ぶらつくばーど  紅野菊 べにのぎく  抱月 ほうげつ

 フランス白 ふらんすじろ  紅の剣 べにのけん  望月 ぼうげつ

 振袖 ふりそで  紅羽衣 べにはごろも  鳳山の光 ほうざんのひかり

 プリンセス雅子 ぷりんせすまさこ  紅幡 べにはた  法師 ほうし

 ふれあい ふれあい  紅初嵐 べにはつあらし  宝珠 ほうしゆ

 宝珠砂子 ほうしゆすなご  本所白 ほんじよじろ  三笠 みかさ

 宝珠の光 ほうじゆのひかり  本白玉 ほんしらたま  三河雲竜 みかさうんりゆう

 宝授盃 ほうじゆはい  盆白玉 ぼんしらたま  三笠の月 みかさのつき

 豊粧 ほうしよう  梵天赤 ぼんてんあか  三上赤藪 みかみあかやぶ

 法正記 ほうしようき  梵天白 ぼんてんじろ  三上早咲赤藪 みかみはやざきあかやぶ

 坊城金花茶 ぼうじようきちやか  ボンテン白宝珠 ぼんてんはくほうしゆ  三河雲龍 みかわうんりゆう

 宝石花 ほうせきか  本法寺 ほんぼうじ  三河数奇屋 みかわすきや

 宝専 ほうせん ぼんぼり ぼんぼり  三河の津 みかわのつ

 宝専寺 ほうせんじ  本村白 ほんむらじろ  三河百合葉 みかわゆりば



 宝珍 ほうちん  本龍寺 ほんりゅうじ 三国紅 みくにこう                     

 宝伝 ほうでん ま  御国の誉 みくにのほまれ

 豊年 ほうねん  舞 まい  眉間尺 みけんじゃく

 法然寺藪椿 ほうねんじやぶつばき  舞扇（中部） まいおうぎ  操山 みさおやま

 本法寺 ほうぽうじ  舞扇（新潟） まいおおぎ  岬卜伴 みさきぼくはん

 蓬莱白 ほうらいはく  舞化粧 まいげしょう  御島 みしま

 蓬莱紅 ほうらいべに  舞子 まいこ  微笑 みしよう

 宝楽 ほうらく  舞衣 まいごろも  未生庵 みしようあん

豊麗 ほうれい                舞鶴（肥後） まいづる（ひご）  みじょか みじよか

 頬白 ほおじろ  舞灯篭 まいどうろう  ミス・ケイコ みす・けいこ

 牧水 ぼくすい  舞の袂 まいのたもと  美鈴 みすず

 卜伴 ぼくはん  舞姫 まいひめ  御簾の内 みすのうち

 卜伴錦 ぼくはんにしき  舞吹雪 まいふぶき  水吉 みずよし

 星雲竜 ほしうんりゅう  舞楽 まいらく  美千 みせん

 星影 ほしかげ  舞臘月 まいろうげつ  美園 みその

 星車 ほしぐるま  前幡白 まえはたしろ  乱れ髪 みだれがみ

 星絞 ほししぼり  正義 まさよし  みちのく桃佗芯 みちのくももわびしん

 星世界 ほしせかい  町あかり まちあかり  みちのく佗芯 みちのくわびしん

星の子 ほしのこ  待人 まちびと  未知の里 みちのさと

 星の願 ほしのねがい  松ケ枝 まつがえ  三井楽 みついらく

 星姫 ほしひめ  松笠 まつかさ  蜜姫 みつひめ

 星飛竜 ほしひりゅう  松島 まつしま  美土野 みとの

 星牡丹 ほしぼたん  松波 まつなみ  緑の滴 みどりのしずく

 星娘 ほしむすめ  松の香 まつのかおり  美袋 みなぎ

 星宿り ほしやどり  松の雪 まつのゆき  港の曙 みなとのあけぼの

 慕情 ぼじょう  祭り雛 まつりびな  湊の桜 みなとのさくら

 細葉枝垂れ白薮 ほそばしだれしろやぶ  祭り雛 まつりびな  港の華 みなとのはな

 細葉枝垂れ白藪 ほそばしだれしろやぶ  円 まどか  港の春 みなとのはる

 菩提心 ぼだいしん  的場錦 まとばにしき  見沼の春 みぬまのはる

 ほたるぶくろ ほたるぶくろ  真鶴 まなづる  峰の光 みねのひかり

 牡丹雪 ぼたんゆき  真鶴 まなづる  峰の雪 みねのゆき

 法花寺 ほつけじ  まほろば まほろば  峰山 みねやま

 発心桜 ほつしんざくら  マヤ夫人 まやふじん  峰山白 みねやましろ

 発心絞 ほつしんしぼり  まゆ玉 まゆだま  耳納の光 みのうのひかり

 発心白 ほっしんはく  マリア様 まりあさま  耳納白 みのうはく

 発心佗助 ほっしんわびすけ  満里恵 まりえ  美濃路 みのじ

 ポップコーン ぽっぷこーん  まりこ まりこ  美濃の笹鳴 みののささなき

 不如帰 ほととぎす 丸　紅 まるべに  美濃の雅 みののみやび

 火中 ほなか  丸弁唐錦 まるべんからにしき  美濃の誉 みののみやびほまれ

 炎 ほのお  満月 まんげつ  美濃卜伴 みのぼくはん

 炎の舞 ほのおのまい 万歳楽 まんざいらく 美濃牡丹 みのぼたん                

 穂の原 ほのはら  万代絞 まんだいしぼり  美ノ輪 みのわ

 ほほえみ ほほえみ  万徳寺 まんとくじ  御旗 みはた

 頬紅 ほほべに  政所 まんどころ  美浜赤藪 みはまあかやぶ

 炎群 ほむら  満福寺 まんぷくじ  美浜絞 みはましぼり

 堀川絞 ほりかわしぼり  万葉 まんよう  美浜佗助 みはまわびすけ

 堀の内 ほりのうち み  三原雲龍 みはらうんりゆう

 炎蓮華 ほれんげ 美　羽 みう  三原さきがけ みはらさきがけ

 本阿弥 ほんあみ  三浦乙女 みうらおとめ  美宝 みほう

 本宮山 ほんぐうざん  三浦風車 みうらかざぐるま 美穂津姫 みほつひめ

 香港の星 ほんこんのほし  見返り雲竜 みかえりうんりゆう  美保の関 みほのせき

 三保の月 みほのつき  牟礼曙 むれあけぼの  森の星 もりのほし

 美作 みまさか  牟礼旭光 むれきよつこう  森部赤やぶ もりべあかやぶ

 三宅小桜 みやけこざくら  牟礼五色椿 むれごしきつばき  師人 もろひと

 三宅琴姫 みやけことひめ  群胡蝶 むれこちよう  紋繻子 もんじゆす

 三宅千鳥 みやけちどり 群胡蝶 むれこちょう  門の内 もんのうち

 三宅紫 みやけむらさき 群小蝶 むれこちょう  や

 都長楽 みやこおさらく  牟礼白熊谷 むれしろくまがい  八重荒出 やえあらで

 都鳥 みやこどり  群雀 むれすずめ  八重岸辺の桜葉 やえきしべのさくらば

 都の錦 みやこのにしき  群千鳥 むれちどり  八重金魚葉 やえきんぎょば

 都の春 みやこのはる  牟礼春の雪 むれはるのゆき  八重日光 やえじつこう

 都の光 みやこのひかり  牟礼緋の袴 むれひのはかま  八重白玉 やえしらたま

 都姫 みやこひめ  室町椿 むろまちつばき  八重白佗助 やえしろわびすけ

 都わすれ みやこわすれ め  八重姫 やえひめ

 宮雀 みやすずめ  名月（関西） めいげつ  八重山 やえやま

 みやす姫 みやすひめ  名月（中部） めいげつ  薬師赤藪 やくしあかやぶ

 宮の浦 みやのうら  明光 めいこう  屋久島りんご椿 やくしまりんごつばき

 宮の江 みやのえ  名城 めいじよう  薬師紫 やくしむらさき

 雅 みやび  明妃 めいひ  八雲 やくも

 深山の光 みやまのひかり  明々庵 めいめいあん  夜光杯 やこうはい

 美山弁天 みやまべんてん  明友 めいゆう  弥栄 やさか



 みゆかり みゆかり  夫婦咲 めおとざき  八潮路 やしおじ

 深雪 みゆき  夫婦星 めおとぼし  安見児 やすみこ

 明源 みようげん  恵 めぐみ  ヤスリ葉椿 やすりがつばき

 妙紅 みようこう  めぐりあい めぐりあい  八十八 やそはち

 明光 みようこう  愛姫 めごひめ  八千代 やちよ

 妙高錦 みようこうにしき  女鹿山 めじかやま  やつお やつお

 妙紫 みようし  目ん無い千鳥 めんないちどり  八尾錦 やつおにしき

 明星（中部） みようじよう も  奴 やつこ

 明星（新潟） みようじよう  毛利白玉 もうりしらたま  八橋 やつはし

 妙白 みようはく  毛利白玉絞 もうりしらたましぼり  八橋（中部） やつはし

 妙蓮の庵 みようれんのいおり  毛利呼子鳥 もうりよびこどり  八房百合葉金魚 やつふさゆりばきんぎょ

 御代の栄 みよのさかえ  最上 もがみ  谷戸の朝 やとのあさ

美代羽衣 みよのはごろも  藻汐 もしお  柳の風 やなぎのかぜ

美代羽衣 みよはごろも  望月 もちづき  八幡 やはた

 美楽 みらく  紅葉狩 もみじがり  藪の内 やぶのうち

 眠月 みんげつ  紅葉狩金魚椿 もみじがりきんぎょつばき  山がすみ やまがすみ

む  紅葉錦 もみじにしき  山口迎春 やまぐちげいしゆん

 無音の雪 むおんのゆき  百井 ももい 山国 やまぐに

 六口島 むくちじま  桃色神楽 ももいろかぐら  山路 やまじ

 武蔵野 むさしの  桃色卜伴 ももいろぼくはん  野麻路 やまじ

 武者返し むしゃがえし  桃生 ももう  大和かすり やまとかすり

 無双 むそう  桃衣 ももえ  日本錦 やまとにしき

 夢想花 むそうか  桃川 ももかわ 大和錦 やまとにしき

 無滴 むてき  桃子 ももこ 日本錦 やまとにしき

 無動花 むどうか  百路の絵日傘 ももじのえひがさ  大和姫 やまとひめ

 都長楽 むやこおさらく  百路の日暮 ももじのひぐらし 倭姫 やまとひめ             

 無憂 むゆう  桃雀 ももすずめ  山根寿 やまねことぶき

 村雲 むらくも  桃園 ももぞの 山根寿 やまねことぶき

 村下 むらげ  桃園錦 ももぞのにしき  山の唄 やまのうた

 むらさき むらさき  桃太郎 ももたろう  山娘 やまむすめ

 紫御門 むらさきごもん  百千鳥 ももちどり 山もみじ やまもみじ

 紫式部 むらさきしきぶ  桃千鳥 ももちどり  山百合 やまゆり

 紫絞 むらさきしぼり  武士椿 もものふつばき  弥生 やよい

 紫椿 むらさきつばき  桃姫 ももひめ  弥生紅 やよいべに

 紫の庵 むらさきのいおり  桃宝珠 ももほうしゆ ゆ

 紫の上 むらさきのうえ 桃山 ももやま                                   ゆうえん ゆうえん

 紫の貴妃 むらさきのきひ  桃豊 ももゆたか  夕顔 ゆうがお

 村松 むらまつ  百忘 ももわすれ  祐閑寺名月 ゆうかんじめいげつ

 村娘 むらむすめ  桃割れ ももわれ  有希 ゆうき

 無類絞 むるいしぼり  森の華 もりのはな  有希 ゆうき

 夕霧 ゆうぎり  由美 ゆみ  淀の朝日 よどのあさひ

 遊月 ゆうげつ  夢 ゆめ  呼子鳥（江戸） よびこどり

 幽玄の光 ゆうげんのひかり  夢あかり ゆめあかり  呼子鳥（中部） よぶこどり

 友好の光 ゆうこうのひかり  夢一夜 ゆめいちや  黄泉の銀花 よみのぎんか

 友好の星 ゆうこうのほし  夢乙女 ゆめおとめ  嫁ケ島 よめがしま

 夕桜 ゆうざくら  夢飾り ゆめかざり  夜の雨 よるのあめ

 裕秋 ゆうしゅう  夢菊月 ゆめきくづき  夜の蝶 よるのちよう

 友禅 ゆうぜん  夢くれない ゆめくれない ら

 夕月（新潟） ゆうづき  夢ごころ ゆめごころ  来迎寺 らいごうじ

 夕月（中部） ゆうづき  夢小町 ゆめこまち  羅漢椿 らかんつばき

 夕月（関東） ゆうづき  夢ごもり ゆめごもり  羅撰染 らせんぞめ

 ゆうづつ ゆうづつ  夢ニ ゆめじ  乱拍子 らんびようし

 夕鶴 ゆうづる  夢路 ゆめじ  乱舞 らんぶ

 夕波 ゆうなみ  夢千代 ゆめちよ  爛漫 らんまん

 夕波 ゆうなみ  夢殿 ゆめどの り

 夕映え ゆうばえ  夢の浮橋 ゆめのうきはし  理恵 りえ

 優美 ゆうび  夢の古里 ゆめのふるさと  利久 りきゆう

 夕紅葉 ゆうもみじ  夢のふるさと ゆめのふるさと  利休庵 りきゆうあん

 夕焼富士 ゆうやけふじ  夢枕 ゆめまくら  琉球白妙 りゅうきゅうしろたえ

 湯頭 ゆがしら  夢みる瞳 ゆめみるひとみ  竜宮 りゆうぐう

 湯頭 ゆがしら  夢佗助 ゆめわびすけ 竜光 りゅうこう                        

 雪明り ゆきあかり  湯山黒 ゆやまぐろ  流星光 りゆうせいこう

 雪小国 ゆきおぐに  愉楽 ゆらく  竜石の椿 りゆうせきのつばき

 雪陽炎 ゆきかげろう  有里 ゆり 朧宗旦 りゅうそうたん

 雪笠 ゆきがさ  揺り籠 ゆりかご  留美 りゆうび

 雪かまくら ゆきかまくら  ゆりかご ゆりかご  竜宝 りゆうほう

 雪国 ゆきぐに  ゆりかもめ ゆりかもめ  燎原の火 りようげんのひ

 雪景色 ゆきげしき  百合絞 ゆりしぼり  旅情 りょじょう

 雪化粧 ゆきげしよう  百合千鳥 ゆりちどり  リンゴ椿 りんごつばき

 雪胡蝶 ゆきこちよう  百合蝶 ゆりちよう る

 雪小町 ゆきこまち  百合椿 ゆりつばき  るり椿 るりつばき



 雪衣 ゆきごろも  百合葉金魚椿 ゆりばきんぎよ れ

 雪更紗 ゆきさらさ  百合羽衣 ゆりはごろも  霊鑑寺赤藪椿 れいがんじあかやぶ

 雪晒し ゆきさらし  百合姫 ゆりひめ  霊鑑寺白藪椿 れいがんじしろやぶ

 雪白唐子 ゆきしろからこ よ  霊鑑寺早咲赤藪椿 れいがんじはやざきあかやぶつばき

 雪簾 ゆきすだれ  宵おけさ よいおけさ  麗玉 れいぎよく

 雪灯篭 ゆきどうろう  酔心 よいごころ  麗山峰 れいざんほう

 雪の詩 ゆきのうた  與市 よいち  霊松院白玉 れいしよういんしらたま

 雪の子の桃 ゆきのこのもも 与一 よいち  鈴峰 れいほう

 雪見の盃 ゆきのさかずき  宵月 よいつき  蓮華 れんげ

 雪の杯 ゆきのさかずき  酔の舞 よいのまい  蓮華寺 れんげじ

 雪の精 ゆきのせい  宵の明星 よいのみようじよう  蓮華世界 れんげせかい

 雪の華 ゆきのはな  酔羽衣 よいはごろも  蓮月 れんげつ

 雪映 ゆきばえ  酔姫 よいひめ  蓮上の玉 れんじようのたま

 行橋玉の浦 ゆきはしたまのうら  宵待 よいまち ろ

 雪姫 ゆきひめ  宵待 よいまち  炉あかり ろあかり

 雪牡丹 ゆきぼたん  宵宮 よいみや  臘月 ろうげつ

 雪祭り ゆきまつり  燿 よう  朧月 ろうずき

 雪見車 ゆきみぐるま  楊貴妃 ようきひ 老　梅 ろうばい

 雪見櫓 ゆきみやぐら  陽春 ようしゆん  楼蘭 ろうらん

 雪山 ゆきやま  横川絞 よこかわしぼり  楼蘭花 ろうらんか

 湯煙り ゆけむり  横雲 よこぐも  呂香 ろか

 豊の春 ゆたかのはる  余呉の湖 よごのうみ  六歌仙 ろくかせん

 豊佗助 ゆたかわびすけ  横笛 よこぶえ  六甲 ろくこう

 湯谷紅 ゆだにべに  夜桜 よざくら  呂桜 ろざくら

 湯月 ゆづき  吉木の秋 よしきのあき  炉開き ろびらき

 湯の町白 ゆのまちじろ  義司 よしつかさ わ

 湯の町紅 ゆのまちべに  吉野 よしの  若楓 わかかえで

 弓場絞 ゆばしぼり  由の友 よしのとも  若狭 わかさ

 弓場白 ゆばはく  義姫 よしひめ  若桜 わかざくら

 若狭野 わかさの

 若狭の曙 わかさのあけぼの

 妙名 わかな

 若の浦 わかのうら

 和歌の浦 わかのうら

 稚姫 わかひめ

 若水 わかみず

 若紫 わかむらさき

 和江 わこう

 和光 わこう

和合神 わごうじん                         

 鷲羽 わしゅう

 わだつみ わだつみ

 わだつみ白斑 わだつみはくはん

 和楽 わらく

 童唄 わらべうた

 童べ唄 わらべうた

 童の声 わらべのこえ


