
植物防疫法施行規則第５条の３の２～５の例外に定められたもの

施行規則に記載された名称
和名

（植物検疫統計）
英名

（植物検疫統計）
部位 学名（科） 学名（科） 学名（属） 学名（種小名）

センナ センナ Alexandrian Senna 茎 マメ科 Leguminosae Cassia acutifolia

オレンジ オレンジ Common Orange 果実又は果皮 ミカン科 Rutaceae Citrus sinensis

キャッサバ キャッサバ（タピオカノキ） Cassava 根 トウダイグサ科 Euphorbiaceae Manihot esculenta

オレンジ オレンジ Common Orange 果実 ミカン科 Rutaceae Citrus sinensis

タマリンド タマリンド Tamarind 果実 マメ科 Leguminosae Tamarindus indica

キャッサバ キャッサバ（タピオカノキ） Cassava 根 トウダイグサ科 Euphorbiaceae Manihot esculenta

イ いたりあかさまつ ピネア Stone Pine 葉、枝及び樹皮 マツ科 Pinaceae Pinus pinea

ロ エウカリプツス・スツアルチアーナ スツアルチアーナ Apple Box 葉、枝、花及び果実 フトモモ科 Myrtaceae Eucalyptus stuartiana

ハ エウカリプツス・ビミナリス ビミナリス Manna Gum 葉、枝、花及び果実 フトモモ科 Myrtaceae Eucalyptus viminalis

ニ えごま エゴマ 種子 シソ科 Labiatae Perilla ocymoides

ホ カカオノキ カカオ Cacao 種子 アオギリ科 Sterculiaceae Theobroma cacao

ヘ カスタネア・クレナタ クリ Japnese Chestnut 殻付きの種子 ブナ科 Fagaceae Castanea crenata

ト グイボウルチア・ペレグリニアーナ ブビンガ Bubinga 樹皮 マメ科 Leguminosae Guibourtia pellegriniana

チ くるみ クルミ属 Walnut 核子 クルミ科 Juglandaceae Juglans -

リ コエンドロ コエンドロ（コリアンダー） Coriander 葉及び種子 せり科 Umbelliferae Coriandrum sativum

ヌ こしようぼく コショウボク Peruvian pepper 葉、枝、花及び果実 ウルシ科 Anacardiaceae Schinus molle

ル ごま ゴマ Sesame 種子 ゴマ科 Pedaliaceae Sesamum indicum

ヲ ざくろ ザクロ Pomegranate 果実 ザクロ科 Punicaceae Punica granatum

ワ さとうまつ シュガーパイン Sugar Pine 葉、枝及び樹皮 マツ科 Pinaceae Pinus lambertiana

カ すぎ スギ Japanese Cedar 果実 スギ科 Taxodiaceae Cryptomeria japonica

ヨ せいようあぶらな セイヨウアブラナ Rape 種子 アブラナ科 Cruciferae Brassica napus ssp. oleifera

タ センナ センナ Alexandrian Senna 葉 マメ科 Leguminosae Cassia acutifolia

レ タマリンド タマリンド Tamarind 果実 マメ科 Leguminosae Tamarindus indica

ソ ちゆうごくぐり アマグリ Chinese Chestnut 殻付きの種子 ブナ科 Fagaceae Castanea mollissima

ツ なんようあぶらぎり タイワンアブラギリ Barbados Nut 種子 トウダイグサ科 Euphorbiaceae Jatropha curcas

ネ においくろたねそう サティーワ Black Cumin 種子 キンポウゲ科 Ranunculaceae Nigella sativa

ナ はますげ ハマスゲ Coco Grass 葉及び茎 カヤツリグサ科 Cyperaceae Cyperus rotundus

ラ ピヌス・マリチマ マルチス Maritime Pine 葉、枝及び樹皮 マツ科 Pinaceae Pinus maritima

ム ひめういきよう ヒメウイキョウ（キャラウェイ） Caraway 種子 セリ科 Umbelliferae Carum carvi

ウ ブラジルナットノキ ブラジルナット Brazil-Nut 殻付きの種子 サガリバナ科 Lecythidaceae Bertholletia excelsa

ヰ べにばな ベニバナ Safflower 花及び種子 キク科 Compositae Carthamus tinctorius

ノ めぼうき メボウキ（バジル） Basil 葉及び種子 シソ科 Labiatae Ocimum basilicum

オ ももたまな モモタマナ Singapore Almond 葉、枝及び花 シクンシ科 Combretaceae Terminalia catappa

ク ようしゆねず ヨウシュネズ Common Juniper 果実 ヒノキ科 Cupressaceae Juniperus communis

ヤ ヨーロッパぶな ヨーロッパブナ Common Beech 葉、枝及び花 ブナ科 Fagaceae Fagus sylvatica

マ わさびのき ワサビノキ Horse Radish Tree 葉及び果実 ワサビノキ科 Moringaceae Moringa oleifera

ケ あかざ科 アカザ科 種子 アカザ科 Chenopodiaceae- -

フ いね科 イネ科 種子（麦芽を除く） イネ科 Gramineae - -

コ たで科 タデ科 種子 タデ科 Polygonaceae - -

エ ひゆ科 ヒユ科 種子 ヒユ科 Amaranthaceae - -

テ まめ科 マメ科 種子 マメ科 Leguminosae - -

くるみ クルミ属 Walnut 核子 クルミ科 Juglandaceae Juglans -
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