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Page 場所 旧名 正名 Correct name 記事 Note

全般

36 上段右 アルビスタ ヘッジホグ H. 'Hedgehog' Hedgehog はハリネズミ

36 中段右 アラクノイデア変種セタタ アルビスピナ H. albispina

36 下段左 ニグリカンス ベンテリー H. venteri

37 上段左 バディア 月面 H. badia 'Getsumen' 所有者小林氏の新命名

37 下段左 バディア '池田' 薔薇 H. badia 'Bara' 育成者池田氏の新命名

38 下段右 バチリス ？ ？ すくなくともバチリスではない

39 中段右 'Big Green Gem' 大型グリーンジェム 'Ōgata Green Gem' グリーンジェムはグループ名

39 下段左 H. 'Bronze Castle' ブロンズ城 H. 'Bronzejō' 正名（日本語）の発音に合わせる。

40 上段左 コアルクターター グリーニー H. greenii

40 下段左 クロラカンサ デンテキュリフェラ H. denticurifera

40 下段中 Haworthia 'Calitzdorｆ' Haworthia ”Calitzdorp” 仮名（おそらく交配種）

40 下段右 クロラカンサ サブグラウカ H. subglauca

41 上段右 水晶コンプト 水晶玉 H. 'Suishōdama' 水晶コンプトは別品種

41 中段左 木の葉 木の葉 H. comptoniana 'Konoha' 品種名は翻訳表記禁止

41 下段右 マリリン A アイリス H. 'Iris' 作出者金子氏の新命名

42 上段左 クーペリー錦 ピリフェラ錦 H. pilifera variegated 通称 ピリフェラ錦 / ピリフェラ白斑

42 下段左 クーペリー パレンス H. pallens

42 下段中左 クーペリー変種ディールジアナ ジョイアエ H. joeyae

42 下段中右 クーペリー ツルギダ H. turgida

42 下段右 クーペリー セルレア H. caerulea

43 上段左 クーペリー 村雨 H. cooperi 'Murasame'

43 中段左 ピリフェラ錦 オブツーサ錦 H. obtusa variegated 通称オブツーサ錦

43 下段左 クーペリー錦 オブツーサ錦 H. obtusa variegated 通称オブツーサ錦

44 上段左 コレクタ ラエータ H. laeta

44 上段右 コレクタ ？ ？ おそらく新種

44 中段中 コレクタ ジェイデア H. jadea

44 P.44, 45の上記以外のコレクタはすべてベイヤリ (H. bayeri)

45 下段右 キンビ. ’ホイソンズポート’ メアリ H. meari n.n. 地名の読みは「ホーソンズポート」

46 上段左 キンビフォルミス ’オベサ’ ブリンキア H. blinkia n.n.

46 上段中 キンビフォルミス セツリフェラ H. setulifera

46 上段右 キンビフォルミス ’ラモサ’ ラモサ H. ramosa

46 中段左 クーガエンシス 　シンビフォルミスではなく、H. transiens か H. incurvula の仲間。

46 中段右 コンパクト’プラニフォリア’ ラモサ H. ramosa

47 下段左 フロリブンダ ベークマニー H. beukmanii

47 下段中 ギガス・ハブドマディス デシピエンス H. decipiens

48 上段左 ヘレイ ジョネシアエ H. jonesiae

48 上段右 ヘルミアエ ベネチア H. venetia 本種は通常は鋸歯がない。

48 中段中 グラウカ アームストロンギー H. armstrongii

48 下段左 グラウカ ヘレー H. herrei

48 下段中 ヘルバケア オキシゴナ H. oxygona n.n.

48 下段右 ルプラ 星の王子 H. 'Hoshi-no-ōji'

49 上段左 ルリ殿錦 ルリ殿白斑 H. 'Ruriden Shirofu' ルリ殿錦はルリ殿の黄白斑。

49 上段右 リミフォリア リミフォリア交配 H. limifolia hybrid

49 中段右 コエルマニオラム マクマートリー H. mcmurtryi マクマートリーと写真取違え

49 下段左 風雅 ブラックレイン H. 'Black Rain' 風雅は別品種

本文中で変種となっているものはすべて独立種。また”KB-5”や”バディコン”(p.38) などは仮名である。仮名は” ”で表した。

この表にはローマ字表記間違いなど、微細な訂正は含まれない。より詳細な注釈は日本ハオルシア協会ホームページ参照。
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