
リーフレット図鑑～カスタマイズ版～(植物編)_和名リスト

コードNo. 和名 科
214-001 アーティチョーク キク科
237-001 アイアシ イネ科
025-001 アイアスカイノデ オシダ科
025-002 アイカタイノデ オシダ科
052-001 アイサンミズ イラクサ科
244-001 アイダクグ カヤツリグサ科
105-001 アイヅシモツケ バラ科
181-001 アイナエ マチン科
142-001 アイヌタチツボスミレ スミレ科
244-002 アイバソウ カヤツリグサ科
108-001 アオイカタバミ カタバミ科
142-002 アオイスミレ スミレ科
237-002 アオイチゴツナギ イネ科
240-001 アオウキクサ ウキクサ科
248-001 アオオニノヤガラ ラン科
022-001 アオガネシダ チャセンシダ科
237-003 アオカモジグサ イネ科
244-003 アオガヤツリ カヤツリグサ科
052-002 アオカラムシ イラクサ科
164-001 アオキ ミズキ科
138-001 アオギリ アオギリ科
099-001 アオクビダイコン アブラナ科
232-001 アオコウガイゼキショウ イグサ科
248-002 アオサイハイラン ラン科
239-001 アオザゼンソウ サトイモ科
244-004 アオスゲ カヤツリグサ科
063-001 アオスベリヒユ スベリヒユ科
180-001 アオダモ モクセイ科
237-004 アオチカラシバ イネ科
248-003 アオチドリ ラン科
084-001 アオツヅラフジ ツヅラフジ科
237-005 アオナリヒラ イネ科
030-001 アオネカズラ ウラボシ科
246-001 アオノクマタケラン ショウガ科
171-001 アオノツガザクラ ツツジ科
244-005 アオバスゲ カヤツリグサ科
127-001 アオハダ モチノキ科
164-002 アオバナアオキ ミズキ科
244-006 アオヒエスゲ カヤツリグサ科
067-001 アオビユ ヒユ科
195-001 アオホオズキ ナス科
012-001 アオホラゴケ コケシノブ科
052-003 アオミズ イラクサ科
075-001 アオモジ クスノキ科
223-001 アオヤギソウ ユリ科
214-002 アオヤギバナ キク科
037-001 アカエゾマツ マツ科
048-001 アカガシ ブナ科
108-002 アカカタバミ カタバミ科
142-003 アカコミヤマスミレ スミレ科
066-001 アカザ アカザ科
047-001 アカシデ カバノキ科
103-001 アカショウマ ユキノシタ科
052-004 アカソ イラクサ科
037-002 アカトドマツ マツ科
186-001 アカネ アカネ科
142-004 アカネスミレ スミレ科
186-002 アカネムグラ アカネ科
158-001 アカバナ アカバナ科
105-002 アカバナシモツケ バラ科
174-001 アカバナルリハコベ サクラソウ科
006-001 アカハナワラビ ハナヤスリ科
194-001 アカボシタツナミソウ シソ科
037-003 アカマツ マツ科
128-001 アカマユミ ニシキギ科
214-003 アカミタンポポ キク科



リーフレット図鑑～カスタマイズ版～(植物編)_和名リスト

コードNo. 和名 科
127-002 アカミノイヌツゲ モチノキ科
056-001 アカミヤドリギ ヤドリギ科
051-001 アカメイヌビワ クワ科
025-003 アカメイノデ オシダ科
113-001 アカメガシワ トウダイグサ科
046-001 アカメヤナギ ヤナギ科
171-002 アカモノ ツツジ科
171-003 アカヤシオ ツツジ科
200-001 アカンサス キツネノマゴ科
244-007 アキカサスゲ カヤツリグサ科
080-001 アキカラマツ キンポウゲ科
194-002 アキギリ シソ科
140-001 アキグミ グミ科
248-004 アキザキヤツシロラン ラン科
142-005 アギスミレ スミレ科
214-004 アキタブキ キク科
194-003 アキチョウジ シソ科
215-001 アギナシ オモダカ科
049-001 アキニレ ニレ科
058-001 アキノウナギツカミ タデ科
237-006 アキノエノコログサ イネ科
214-005 アキノキリンソウ キク科
170-001 アキノギンリョウソウ イチヤクソウ科
194-004 アキノタムラソウ シソ科
214-006 アキノノゲシ キク科
214-007 アキノハハコグサ キク科
194-005 アキノベニバナサルビア シソ科
058-002 アキノミチヤナギ タデ科
237-007 アキメヒシバ イネ科
171-004 アクシバ ツツジ科
171-005 アクシバモドキ ツツジ科
083-001 アケビ アケビ科
105-003 アケボノコゴメウツギ バラ科
248-005 アケボノシュスラン ラン科
142-006 アケボノスミレ スミレ科
182-001 アケボノソウ リンドウ科
171-006 アケボノツツジ ツツジ科
142-007 アケボノナガバノスミレサイシン スミレ科
115-001 アケボノミヤマシキミ ミカン科
051-002 アコウ クワ科
099-002 アコウグンバイ アブラナ科
051-003 アサ クワ科
188-001 アサガオ ヒルガオ科
237-008 アサカワソウ イネ科
183-001 アサザ ミツガシワ科
047-002 アサダ カバノキ科
223-002 アサツキ ユリ科
122-001 アサノハカエデ カエデ科
214-008 アサマヒゴタイ キク科
109-001 アサマフウロ フウロソウ科
182-002 アサマリンドウ リンドウ科
237-009 アシカキ イネ科
103-002 アジサイ ユキノシタ科
214-009 アシズリノジギク キク科
194-006 アシタカジャコウソウ シソ科
166-001 アシタバ セリ科
237-010 アシボソ イネ科
244-008 アシボソスゲ カヤツリグサ科
025-004 アスカイノデ オシダ科
106-001 アズキ マメ科
105-004 アズキナシ バラ科
039-001 アスナロ ヒノキ科
002-001 アスヒカズラ ヒカゲノカズラ科
080-002 アズマイチゲ キンポウゲ科
105-005 アズマイバラ バラ科
105-006 アズマイバラ×ノイバラ バラ科
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コードNo. 和名 科
185-001 アズマカモメヅル ガガイモ科
237-011 アズマガヤ イネ科
214-010 アズマギク キク科
171-007 アズマシャクナゲ ツツジ科
223-003 アズマシライトソウ ユリ科
244-009 アズマスゲ カヤツリグサ科
102-001 アズマツメクサ ベンケイソウ科
244-010 アズマナルコ カヤツリグサ科
237-012 アズマネザサ イネ科
214-011 アズマヤマアザミ キク科
080-003 アズマレイジンソウ キンポウゲ科
095-001 アゼオトギリ オトギリソウ科
237-013 アゼガヤ イネ科
244-011 アゼガヤツリ カヤツリグサ科
244-012 アゼスゲ カヤツリグサ科
244-013 アゼテンツキ カヤツリグサ科
197-001 アゼトウガラシ ゴマノハグサ科
214-012 アゼトウナ キク科
197-002 アゼナ ゴマノハグサ科
244-014 アゼナルコ カヤツリグサ科
171-008 アセビ ツツジ科
142-008 アソキクバスミレ スミレ科
214-013 アソノコギリソウ キク科
142-009 アソヒカゲスミレ スミレ科
039-002 アツカワサワラ ヒノキ科
066-002 アッケシソウ アカザ科
223-004 アツバキミガヨラン ユリ科
142-010 アツバスミレ スミレ科
248-006 アツモリソウ ラン科
100-001 アテツマンサク マンサク科
142-011 アナマスミレ スミレ科
197-003 アブノメ ゴマノハグサ科
244-015 アブラガヤ カヤツリグサ科
113-002 アブラギリ トウダイグサ科
244-016 アブラシバ カヤツリグサ科
237-014 アブラススキ イネ科
075-002 アブラチャン クスノキ科
171-009 アブラツツジ ツツジ科
099-003 アブラナ アブラナ科
106-002 アフリカタヌキマメ マメ科
126-001 アフリカホウセンカ ツリフネソウ科
048-002 アベマキ ブナ科
214-014 アポイアザミ キク科
214-015 アポイアズマギク キク科
080-004 アポイカラマツ キンポウゲ科
047-003 アポイカンバ カバノキ科
105-007 アポイキンバイ バラ科
105-008 アポイシモツケ バラ科
112-001 アマ アマ科
103-003 アマギアマチャ ユキノシタ科
090-001 アマギカンアオイ ウマノスズクサ科
171-010 アマギツツジ ツツジ科
127-003 アマギヒヒラギモチ モチノキ科
191-001 アマクサギ クマツヅラ科
021-001 アマクサシダ イノモトソウ科
103-004 アマチャ ユキノシタ科
148-001 アマチャヅル ウリ科
133-001 アマヅル ブドウ科
223-005 アマドコロ ユリ科
223-006 アマナ ユリ科
166-002 アマニュウ セリ科
171-011 アマミセイシカ ツツジ科
188-002 アメリカアサガオ ヒルガオ科
197-004 アメリカアゼナ ゴマノハグサ科
195-002 アメリカイヌホオズキ ナス科
207-001 アメリカオオバコ オオバコ科



リーフレット図鑑～カスタマイズ版～(植物編)_和名リスト

コードNo. 和名 科
214-016 アメリカオニアザミ キク科
237-015 アメリカカゼクサ イネ科
199-001 アメリカキササゲ ノウゼンカズラ科
136-001 アメリカキンゴジカ アオイ科
058-003 アメリカサナエタデ タデ科
171-012 アメリカシャクナゲ ツツジ科
237-016 アメリカスズメノヒエ イネ科
142-012 アメリカスミレサイシン スミレ科
214-017 アメリカセンダングサ キク科
214-018 アメリカタカサブロウ キク科
133-002 アメリカヅタ ブドウ科
106-003 アメリカデイゴ マメ科
188-003 アメリカネナシカズラ ヒルガオ科
199-002 アメリカノウゼンカズラ ノウゼンカズラ科
122-002 アメリカハナノキ カエデ科
127-004 アメリカヒイラギ モチノキ科
109-002 アメリカフウロ フウロソウ科
136-002 アメリカフヨウ アオイ科
195-003 アメリカホオズキ ナス科
106-004 アメリカホド マメ科
106-005 アメリカホドイモ マメ科
100-002 アメリカマンサク マンサク科
228-001 アメリカミズアオイ ミズアオイ科
158-002 アメリカミズユキノシタ アカバナ科
229-001 アヤメ アヤメ科
048-003 アラカシ ブナ科
180-002 アラゲアオダモ モクセイ科
214-019 アラゲニガナ キク科
103-005 アラシグサ ユキノシタ科
142-013 アリアケスミレ スミレ科
027-001 アリサンイヌワラビ メシダ科
090-002 アリストロキア・ギガンテア ウマノスズクサ科
066-003 アリタソウ アカザ科
186-003 アリドオシ アカネ科
248-007 アリドオシラン ラン科
159-001 アリノトウグサ アリノトウグサ科
148-002 アレチウリ ウリ科
058-004 アレチギシギシ タデ科
106-006 アレチヌスビトハギ マメ科
214-020 アレチノギク キク科
191-002 アレチハナガサ クマツヅラ科
223-007 アレチヒナユリ ユリ科
190-001 アレチムラサキ ムラサキ科
223-008 アロエ ユリ科
237-017 アワ イネ科
214-021 アワコガネギク キク科
193-001 アワゴケ アワゴケ科
125-001 アワブキ アワブキ科
244-017 アワボスゲ カヤツリグサ科
103-006 アワモリショウマ ユキノシタ科
171-013 アワユキエリカ ツツジ科
214-022 アワユキセンダングサ キク科
105-009 アンズ バラ科
244-018 アンペライ カヤツリグサ科
232-002 イ イグサ科
141-001 イイギリ イイギリ科
185-002 イエライシヤン ガガイモ科
214-023 イガアザミ キク科
214-024 イガオナモミ キク科
244-019 イガガヤツリ カヤツリグサ科
195-004 イガホオズキ ナス科
082-001 イカリソウ メギ科
185-003 イケマ ガガイモ科
015-001 イシカグマ コバノイシカグマ科
214-025 イシヅチウスバアザミ キク科
080-005 イシヅチカラマツ キンポウゲ科
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058-005 イシミカワ タデ科
096-001 イシモチソウ モウセンゴケ科
094-001 イジュ ツバキ科
173-001 イズセンリョウ ヤブコウジ科
100-003 イスノキ マンサク科
103-007 イズノシマダイモンジソウ ユキノシタ科
214-026 イズハハコ キク科
200-002 イセハナビ キツネノマゴ科
214-027 イソギク キク科
186-004 イソクラ・ダッフィー アカネ科
171-014 イソツツジ ツツジ科
244-020 イソテンツキ カヤツリグサ科
132-001 イソノキ クロウメモドキ科
214-028 イソノギク キク科
067-002 イソフサギ ヒユ科
175-001 イソマツ イソマツ科
244-021 イソヤマテンツキ カヤツリグサ科
237-018 イタチガヤ イネ科
106-007 イタチササゲ マメ科
106-008 イタチハギ マメ科
058-006 イタドリ タデ科
051-004 イタビカズラ クワ科
122-003 イタヤカエデ カエデ科
122-004 イタヤメイゲツ カエデ科
042-001 イチイ イチイ科
048-004 イチイガシ ブナ科
109-003 イチゲフウロ フウロソウ科
237-019 イチゴツナギ イネ科
051-005 イチジク クワ科
229-002 イチハツ アヤメ科
105-010 イチハラトラノオ バラ科
136-003 イチビ アオイ科
170-002 イチヤクソウ イチヤクソウ科
036-001 イチョウ イチョウ科
022-002 イチョウシダ チャセンシダ科
248-008 イチヨウラン ラン科
080-006 イチリンソウ キンポウゲ科
080-007 イチリンハクサンイチゲ キンポウゲ科
027-002 イッポンワラビ メシダ科
244-022 イトアオスゲ カヤツリグサ科
232-003 イトイ イグサ科
235-001 イトイヌノヒゲ ホシクサ科
244-023 イトキンスゲ カヤツリグサ科
105-011 イトザクラ バラ科
244-024 イトスゲ カヤツリグサ科
220-001 イトトリゲモ イバラモ科
065-001 イトハコベ ナデシコ科
244-025 イトハナビテンツキ カヤツリグサ科
195-005 イトホロシ ナス科
122-005 イトマキイタヤ カエデ科
222-001 イトラン リュウゼツラン科
214-029 イナカギク キク科
186-005 イナモリソウ アカネ科
237-020 イヌアワ イネ科
025-005 イヌイワイタチシダ オシダ科
237-021 イヌエノコログサ イネ科
106-009 イヌエンジュ マメ科
099-004 イヌカキネガラシ アブラナ科
075-003 イヌガシ クスノキ科
003-001 イヌカタヒバ イワヒバ科
237-022 イヌカモジグサ イネ科
041-001 イヌガヤ イヌガヤ科
099-005 イヌガラシ アブラナ科
027-003 イヌガンソク メシダ科
214-030 イヌキクイモ キク科
194-007 イヌコウジュ シソ科
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065-002 イヌコハコベ ナデシコ科
194-008 イヌゴマ シソ科
065-003 イヌコモチナデシコ ナデシコ科
046-002 イヌコリヤナギ ヤナギ科
105-012 イヌザクラ バラ科
223-009 イヌサフラン ユリ科
115-002 イヌザンショウ ミカン科
015-002 イヌシダ コバノイシカグマ科
047-004 イヌシデ カバノキ科
237-023 イヌシバ イネ科
080-008 イヌショウマ キンポウゲ科
005-001 イヌスギナ トクサ科
182-003 イヌセンブリ リンドウ科
058-007 イヌタデ タデ科
204-001 イヌタヌキモ タヌキモ科
025-006 イヌタマシダ オシダ科
022-003 イヌチャセンシダ チャセンシダ科
127-005 イヌツゲ モチノキ科
214-031 イヌドウナ キク科
194-009 イヌトウバナ シソ科
005-002 イヌドクサ トクサ科
237-024 イヌナギナタガヤ イネ科
099-006 イヌナズナ アブラナ科
174-002 イヌヌマトラノオ サクラソウ科
244-026 イヌノハナヒゲ カヤツリグサ科
197-005 イヌノフグリ ゴマノハグサ科
106-010 イヌハギ マメ科
080-009 イヌハコネトリカブト キンポウゲ科
194-010 イヌハッカ シソ科
237-025 イヌビエ イネ科
067-003 イヌビユ ヒユ科
051-006 イヌビワ クワ科
048-005 イヌブナ ブナ科
195-006 イヌホオズキ ナス科
244-027 イヌホタルイ カヤツリグサ科
040-001 イヌマキ マキ科
237-026 イヌムギ イネ科
190-002 イヌムラサキ ムラサキ科
191-003 イヌムラサキシキブ クマツヅラ科
194-011 イヌヤマハッカ シソ科
214-032 イヌヨモギ キク科
027-004 イヌワラビ メシダ科
237-027 イネ イネ科
025-007 イノデ オシダ科
025-008 イノデモドキ オシダ科
021-002 イノモトソウ イノモトソウ科
039-003 イブキ ヒノキ科
026-001 イブキシダ ヒメシダ科
105-013 イブキシモツケ バラ科
194-012 イブキジャコウソウ シソ科
142-014 イブキスミレ スミレ科
166-003 イブキゼリ セリ科
166-004 イブキゼリモドキ セリ科
113-003 イブキトウダイ トウダイグサ科
058-008 イブキトラノオ タデ科
237-028 イブキヌカボ イネ科
106-011 イブキノエンドウ マメ科
099-007 イブキハタザオ アブラナ科
109-004 イブキフウロ フウロソウ科
166-005 イブキボウフウ セリ科
234-001 イボクサ ツユクサ科
191-004 イボタクサギ クマツヅラ科
180-003 イボタノキ モクセイ科
208-001 イボタヒョウタンボク スイカズラ科
108-003 イモカタバミ カタバミ科
185-004 イヨカズラ ガガイモ科
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109-005 イヨフウロ フウロソウ科
052-005 イラクサ イラクサ科
037-004 イラモミ マツ科
011-001 イリオモテシャミセンヅル フサシダ科
122-006 イロハモミジ カエデ科
099-008 イロマガリバナ アブラナ科
158-003 イワアカバナ アカバナ科
025-009 イワイタチシダ オシダ科
183-002 イワイチョウ ミツガシワ科
214-033 イワインチン キク科
027-005 イワウサギシダ メシダ科
168-001 イワウチワ イワウメ科
168-002 イワウメ イワウメ科
128-002 イワウメヅル ニシキギ科
019-001 イワウラジロ ミズワラビ科
106-012 イワオウギ マメ科
095-002 イワオトギリ オトギリソウ科
030-002 イワオモダカ ウラボシ科
168-003 イワカガミ イワウメ科
105-014 イワガサ バラ科
052-006 イワガネ イラクサ科
019-002 イワガネゼンマイ ミズワラビ科
019-003 イワガネソウ ミズワラビ科
080-010 イワカラマツ キンポウゲ科
103-008 イワガラミ ユキノシタ科
244-028 イワカンスゲ カヤツリグサ科
212-001 イワギキョウ キキョウ科
223-010 イワギボウシ ユリ科
105-015 イワキンバイ バラ科
047-005 イワシデ カバノキ科
105-016 イワシモツケ バラ科
223-011 イワショウブ ユリ科
025-010 イワシロイノデ オシダ科
244-029 イワスゲ カヤツリグサ科
166-006 イワセントウソウ セリ科
113-004 イワタイゲキ トウダイグサ科
202-001 イワタバコ イワタバコ科
191-005 イワダレソウ クマツヅラ科
208-002 イワツクバネウツギ スイカズラ科
171-015 イワツツジ ツツジ科
065-004 イワツメクサ ナデシコ科
166-007 イワテトウキ セリ科
105-017 イワテヤマナシ バラ科
022-004 イワトラノオ チャセンシダ科
171-016 イワナシ ツツジ科
171-017 イワナンテン ツツジ科
214-034 イワニガナ キク科
166-008 イワニンジン セリ科
237-029 イワノガリヤス イネ科
099-009 イワハタザオ アブラナ科
171-018 イワヒゲ ツツジ科
030-003 イワヒトデ ウラボシ科
003-002 イワヒバ イワヒバ科
015-003 イワヒメワラビ コバノイシカグマ科
197-006 イワブクロ ゴマノハグサ科
025-011 イワヘゴ オシダ科
102-002 イワベンケイ ベンケイソウ科
103-009 イワボタン ユキノシタ科
223-012 イワホトトギス ユリ科
214-035 イワヤクシソウ キク科
030-004 イワヤナギシダ ウラボシ科
214-036 イワヨモギ キク科
166-009 ウイキョウ セリ科
135-001 ウオトリギ シナノキ科
240-002 ウキクサ ウキクサ科
136-004 ウキツリボク アオイ科
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244-030 ウキヤガラ カヤツリグサ科
208-003 ウグイスカグラ スイカズラ科
214-037 ウゴアザミ キク科
165-001 ウコギ ウコギ科
246-002 ウコン ショウガ科
208-004 ウコンウツギ スイカズラ科
105-018 ウコンザクラ バラ科
136-005 ウサギアオイ アオイ科
214-038 ウサギギク キク科
237-030 ウサギノオ イネ科
065-005 ウシオハナツメクサ ナデシコ科
127-006 ウシカバ モチノキ科
244-031 ウシクグ カヤツリグサ科
237-031 ウシクサ イネ科
158-004 ウシタキソウ アカバナ科
237-032 ウシノケグサ イネ科
237-033 ウシノシッペイ イネ科
065-006 ウシハコベ ナデシコ科
108-004 ウスアカカタバミ カタバミ科
103-010 ウズアジサイ ユキノシタ科
234-002 ウスイロツユクサ ツユクサ科
099-010 ウスギハルザキヤマガラシ アブラナ科
180-004 ウスギモクセイ モクセイ科
214-039 ウスギヤクシソウ キク科
171-019 ウスギヨウラク ツツジ科
105-019 ウスゲオオシマ バラ科
214-040 ウスゲタマブキ キク科
171-020 ウスノキ ツツジ科
015-004 ウスバイシカグマ コバノイシカグマ科
090-003 ウスバサイシン ウマノスズクサ科
105-020 ウスバシロチョウ バラ科
142-015 ウスバスミレ スミレ科
208-005 ウスバヒョウタンボク スイカズラ科
027-006 ウスヒメワラビ メシダ科
103-011 ウスベニアカショウマ ユキノシタ科
214-041 ウスベニチチコ×ウラジロチチコ キク科
214-042 ウスベニチチコグサ キク科
065-007 ウスベニツメクサ ナデシコ科
214-043 ウスベニニガナ キク科
080-011 ウスベニニリンソウ キンポウゲ科
214-044 ウスユキソウ キク科
047-006 ウダイカンバ カバノキ科
248-009 ウチョウラン ラン科
012-002 ウチワゴケ コケシノブ科
068-001 ウチワサボテン サボテン科
166-010 ウチワゼニクサ セリ科
227-001 ウチワドコロ ヤマノイモ科
180-005 ウチワノキ モクセイ科
103-012 ウツギ ユキノシタ科
037-005 ウツクシマツ マツ科
194-013 ウツボグサ シソ科
165-002 ウド ウコギ科
133-003 ウドカズラ ブドウ科
058-009 ウナギツカミ タデ科
048-006 ウバメガシ ブナ科
223-013 ウバユリ ユリ科
106-013 ウマゴヤシ マメ科
244-032 ウマスゲ カヤツリグサ科
080-012 ウマノアシガタ キンポウゲ科
090-004 ウマノスズクサ ウマノスズクサ科
237-034 ウマノチャヒキ イネ科
166-011 ウマノミツバ セリ科
174-003 ウミミドリ サクラソウ科
105-021 ウメ バラ科
103-013 ウメウツギ ユキノシタ科
170-003 ウメガサソウ イチヤクソウ科
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103-014 ウメバチソウ ユキノシタ科
127-007 ウメモドキ モチノキ科
214-045 ウラギク キク科
180-006 ウラゲオオトネリコ モクセイ科
171-021 ウラゲハクサンシャクナゲ ツツジ科
194-014 ウラジソ シソ科
239-002 ウラシマソウ サトイモ科
171-022 ウラシマツツジ ツツジ科
010-001 ウラジロ ウラジロ科
066-004 ウラジロアカザ アカザ科
113-005 ウラジロアカメガシワ トウダイグサ科
049-002 ウラジロエノキ ニレ科
048-007 ウラジロガシ ブナ科
105-022 ウラジロキンバイ バラ科
058-010 ウラジロサナエタデ タデ科
058-011 ウラジロタデ タデ科
214-046 ウラジロチチコグサ キク科
214-047 ウラジロチチコグサ×ウスベニチチコグサ キク科
214-048 ウラジロチチコグサ×タチチチコグサ キク科
105-023 ウラジロナナカマド バラ科
105-024 ウラジロノキ バラ科
046-003 ウラジロハコヤナギ ヤナギ科
171-023 ウラジロハナヒリノキ ツツジ科
196-001 ウラジロフジウツギ フジウツギ科
093-001 ウラジロマタタビ マタタビ科
037-006 ウラジロモミ マツ科
171-024 ウラジロヨウラク ツツジ科
038-001 ウラスギ スギ科
237-035 ウラハグサ イネ科
103-015 ウラベニダイモンジソウ ユキノシタ科
027-007 ウラボシノコギリシダ メシダ科
122-007 ウリカエデ カエデ科
215-002 ウリカワ オモダカ科
197-007 ウリクサ ゴマノハグサ科
162-001 ウリノキ ウリノキ科
122-008 ウリハダカエデ カエデ科
121-001 ウルシ ウルシ科
198-001 ウルップソウ ウルップソウ科
099-011 ウロコナズナ アブラナ科
030-005 ウロコノキシノブ ウラボシ科
052-007 ウワバミソウ イラクサ科
105-025 ウワミズザクラ バラ科
090-005 ウンゼンカンアオイ ウマノスズクサ科
237-036 ウンゼンザサ イネ科
171-025 ウンゼンツツジ ツツジ科
197-008 ウンラン ゴマノハグサ科
227-002 エアーポテト ヤマノイモ科
142-016 エイザンスミレ スミレ科
178-001 エゴノキ エゴノキ科
194-015 エゴマ シソ科
103-016 エゾアジサイ ユキノシタ科
122-009 エゾイタヤ カエデ科
080-013 エゾイチゲ キンポウゲ科
105-026 エゾイチゴ バラ科
052-008 エゾイラクサ イラクサ科
165-003 エゾウコギ ウコギ科
103-017 エゾウメバチソウ ユキノシタ科
049-003 エゾエノキ ニレ科
097-001 エゾエンゴサク ケシ科
214-049 エゾオグルマ キク科
182-004 エゾオヤマリンドウ リンドウ科
080-014 エゾカラマツ キンポウゲ科
065-008 エゾカワラナデシコ ナデシコ科
097-002 エゾキケマン ケシ科
223-014 エゾキスゲ ユリ科
214-050 エゾコウゾリナ キク科
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174-004 エゾコザクラ サクラソウ科
214-051 エゾゴマナ キク科
197-009 エゾシオガマ ゴマノハグサ科
194-016 エゾシロネ シソ科
223-015 エゾスカシユリ ユリ科
103-018 エゾスグリ ユキノシタ科
248-010 エゾスズラン ラン科
108-005 エゾタチカタバミ カタバミ科
003-003 エゾタチクラマゴケ イワヒバ科
214-052 エゾタンポポ キク科
171-026 エゾツツジ ツツジ科
128-003 エゾツリバナ ニシキギ科
105-027 エゾツルキンバイ バラ科
080-015 エゾトリカブト キンポウゲ科
194-017 エゾナミキソウ シソ科
166-012 エゾニュウ セリ科
208-006 エゾニワトコ スイカズラ科
237-037 エゾヌカボ イネ科
105-028 エゾノウワミズザクラ バラ科
105-029 エゾノオニシモツケ バラ科
186-006 エゾノカワラマツバ アカネ科
058-012 エゾノギシギシ タデ科
214-053 エゾノキツネアザミ キク科
046-004 エゾノキヌヤナギ ヤナギ科
244-033 エゾノコウボウムギ カヤツリグサ科
214-054 エゾノコギリソウ キク科
105-030 エゾノコリンゴ バラ科
214-055 エゾノコンギク キク科
237-038 エゾノサヤヌカグサ イネ科
166-013 エゾノシシウド セリ科
105-031 エゾノシモツケソウ バラ科
142-017 エゾノタチツボスミレ スミレ科
171-027 エゾノツガザクラ ツツジ科
080-016 エゾノハクサンイチゲ キンポウゲ科
166-014 エゾノハクサンボウフウ セリ科
105-032 エゾノマルバシモツケ バラ科
105-033 エゾノミツモトソウ バラ科
186-007 エゾノヨツバムグラ アカネ科
166-015 エゾノヨロイグサ セリ科
080-017 エゾノリュウキンカ キンポウゲ科
106-014 エゾノレリンソウ マメ科
106-015 エゾノレンリソウ マメ科
099-012 エゾハタザオ アブラナ科
197-010 エゾヒナノウスツボ ゴマノハグサ科
003-004 エゾヒメクラマゴケ イワヒバ科
197-011 エゾヒメクワガタ ゴマノハグサ科
109-006 エゾフウロ フウロソウ科
006-002 エゾフユノハナワラビ ハナヤスリ科
166-016 エゾボウフウ セリ科
235-002 エゾホシクサ ホシクサ科
232-004 エゾホソイ イグサ科
037-007 エゾマツ マツ科
046-005 エゾマメヤナギ ヤナギ科
194-018 エゾミソガワソウ シソ科
149-001 エゾミソハギ ミソハギ科
214-056 エゾムカシヨモギ キク科
190-003 エゾムラサキ ムラサキ科
171-028 エゾムラサキツツジ ツツジ科
027-008 エゾメシダ メシダ科
214-057 エゾヤマアザミ キク科
105-034 エゾヤマザクラ バラ科
114-001 エゾユズリハ ユズリハ科
182-005 エゾリンドウ リンドウ科
190-004 エゾルリソウ ムラサキ科
190-005 エゾルリムラサキ ムラサキ科
080-018 エゾレイジンソウ キンポウゲ科
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099-013 エゾワサビ アブラナ科
237-039 エダウチチヂミザサ イネ科
016-001 エダウチホングウシダ ホングウシダ科
248-011 エダウチヤガラ ラン科
105-035 エチゴキジムシロ バラ科
197-012 エチゴトラノオ ゴマノハグサ科
105-036 エドヒガシ バラ科
105-037 エドヒガン バラ科
244-034 エナシヒゴクサ カヤツリグサ科
106-016 エニシダ マメ科
049-004 エノキ ニレ科
136-006 エノキアオイ アオイ科
113-006 エノキグサ トウダイグサ科
237-040 エノコログサ イネ科
237-041 エノシマススキ イネ科
105-038 エビガライチゴ バラ科
019-004 エビガラシダ ミズワラビ科
106-017 エビスグサ マメ科
133-004 エビヅル ブドウ科
248-012 エビネ ラン科
229-003 エヒメアヤメ アヤメ科
218-001 エビモ ヒルムシロ科
027-009 エビラシダ メシダ科
195-007 エルサレム・チェリー ナス科
122-010 エンコウカエデ カエデ科
080-019 エンコウソウ キンポウゲ科
195-008 エンジェルトランペット ナス科
106-018 エンジュ マメ科
025-012 エンシュウベニシダ オシダ科
065-009 エンビセンノウ ナデシコ科
223-016 エンレイソウ ユリ科
214-058 オイランアザミ キク科
194-019 オウギカズラ シソ科
039-004 オウゴンコノテガシワ ヒノキ科
039-005 オウゴンヒバ ヒノキ科
237-042 オウゴンモウソウ イネ科
180-007 オウバイ モクセイ科
080-020 オウレン キンポウゲ科
185-005 オオアオカモメヅル ガガイモ科
244-035 オオアオスゲ カヤツリグサ科
034-001 オオアカウキクサ アカウキクサ科
158-005 オオアカバナ アカバナ科
194-020 オオアキギリ シソ科
214-059 オオアキノキリンソウ キク科
214-060 オオアザミ キク科
244-036 オオアゼスゲ カヤツリグサ科
197-013 オオアブノメ ゴマノハグサ科
237-043 オオアブラアススキ イネ科
244-037 オオアブラガヤ カヤツリグサ科
237-044 オオアブラススキ イネ科
021-003 オオアマクサシダ イノモトソウ科
223-017 オオアマドコロ ユリ科
223-018 オオアマナ ユリ科
214-061 オオアレチノギク キク科
237-045 オオアワガエリ イネ科
214-062 オオアワダチソウ キク科
025-013 オオイタチシダ オシダ科
058-013 オオイタドリ タデ科
051-007 オオイタビ クワ科
122-011 オオイタヤメイゲツ カエデ科
237-046 オオイチゴツナギ イネ科
244-038 オオイトスゲ カヤツリグサ科
058-014 オオイヌタデ タデ科
244-039 オオイヌノハナヒゲ カヤツリグサ科
197-014 オオイヌノフグリ ゴマノハグサ科
168-004 オオイワカガミ イワウメ科
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030-006 オオイワヒトデ ウラボシ科
237-047 オオウシノケグサ イネ科
223-019 オオウバユリ ユリ科
170-004 オオウメガサソウ イチヤクソウ科
105-039 オオウラジロノキ バラ科
237-048 オオエノコロ イネ科
214-063 オオオナモミ キク科
085-001 オオオニバス スイレン科
023-001 オオカグマ シシガシラ科
244-040 オオカサスゲ カヤツリグサ科
166-017 オオカサモチ セリ科
095-003 オオカナダオトギリ オトギリソウ科
216-001 オオカナダモ トチカガミ科
105-040 オオカナメモチ バラ科
025-014 オオカナワラビ オシダ科
214-064 オオカニコウモリ キク科
237-049 オオカニツリ イネ科
208-007 オオカメノキ スイカズラ科
185-006 オオカモメヅル ガガイモ科
148-003 オオカラスウリ ウリ科
244-041 オオカワズスゲ カヤツリグサ科
197-015 オオカワヂシャ ゴマノハグサ科
214-065 オオガンクビソウ キク科
105-041 オオカンザクラ バラ科
009-001 オオキジノオ キジノオシダ科
225-001 オオキツネノカミソリ ヒガンバナ科
025-015 オオキヨスミシダ オシダ科
214-066 オオキンケイギク キク科
244-042 オオクグ カヤツリグサ科
237-050 オオクサキビ イネ科
025-016 オオクジャクシダ オシダ科
031-001 オオクボシダ ヒメウラボシ科
140-002 オオグミ グミ科
058-015 オオケタデ タデ科
080-021 オオゴカヨウオウレン キンポウゲ科
128-004 オオコマユミ ニシキギ科
171-029 オオコメツツジ ツツジ科
174-005 オオサクラソウ サクラソウ科
105-042 オオサクラバラ バラ科
080-022 オオサワトリカブト キンポウゲ科
052-009 オオサンショウソウ イラクサ科
244-043 オオシマカンスゲ カヤツリグサ科
244-044 オオシマカンスゲ×ハチジョウカンスゲ カヤツリグサ科
113-007 オオシマコバンノキ トウダイグサ科
105-043 オオシマザクラ バラ科
248-013 オオシマシュスラン ラン科
039-006 オオシマハイネズ ヒノキ科
037-008 オオシラビソ マツ科
237-051 オオスズメノカタビラ イネ科
237-052 オオスズメノテッポウ イネ科
105-044 オオズミ バラ科
216-002 オオセキショウモ トチカガミ科
195-009 オオセンナリ ナス科
105-045 オオダイコンソウ バラ科
105-046 オオタカネイバラ バラ科
105-047 オオタカネナナカマド バラ科
142-018 オオタチツボスミレ スミレ科
025-017 オオタニイノデ オシダ科
022-005 オオタニワタリ チャセンシダ科
244-045 オオタマツリスゲ カヤツリグサ科
223-020 オオチゴユリ ユリ科
214-067 オオヂシバリ キク科
166-018 オオチドメ セリ科
103-019 オオチャルメルソウ ユキノシタ科
208-008 オオツクバネウツギ スイカズラ科
048-008 オオツクバネガシ ブナ科
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047-007 オオツノハシバミ カバノキ科
065-010 オオツメクサ ナデシコ科
128-005 オオツリバナ ニシキギ科
058-016 オオツルイタドリ タデ科
173-002 オオツルコウジ ヤブコウジ科
208-009 オオデマリ スイカズラ科
223-021 オオナルコユリ ユリ科
203-001 オオナンバンギセル ハマウツボ科
214-068 オオニガナ キク科
113-008 オオニシキソウ トウダイグサ科
080-023 オオニリンソウ キンポウゲ科
229-004 オオニワゼキショウ アヤメ科
046-006 オオネコヤナギ ヤナギ科
237-053 オオネズミガヤ イネ科
058-017 オオネバリタデ タデ科
214-069 オオノアザミ キク科
178-002 オオバアサガラ エゴノキ科
082-002 オオバイカイカリソウ メギ科
082-003 オオバイカリソウ メギ科
180-008 オオバイボタ モクセイ科
090-006 オオバウマノスズクサ ウマノスズクサ科
113-009 オオバキ トウダイグサ科
142-019 オオバキスミレ スミレ科
106-019 オオバクサフジ マメ科
027-010 オオハクモウイノデ メシダ科
075-004 オオバクロモジ クスノキ科
207-002 オオバコ オオバコ科
214-070 オオバコウモリ キク科
223-022 オオバジャノヒゲ ユリ科
080-024 オオバショウマ キンポウゲ科
026-002 オオバショリマ ヒメシダ科
171-030 オオバスノキ ツツジ科
166-019 オオバセンキュウ セリ科
223-023 オオバタケシマラン ユリ科
142-020 オオバタチツボスミレ スミレ科
106-020 オオバタンキリマメ マメ科
166-020 オオバチドメ セリ科
171-031 オオバツツジ ツツジ科
166-021 オオハナウド セリ科
214-071 オオバナオケラ キク科
185-007 オオバナカモメヅル ガガイモ科
223-024 オオバナノエンレイソウ ユリ科
065-011 オオバナノミミナグサ ナデシコ科
006-003 オオハナワラビ ハナヤスリ科
106-021 オオバヌスビトハギ マメ科
021-004 オオバノアマクサシダ イノモトソウ科
021-005 オオバノイノモトソウ イノモトソウ科
115-003 オオバノキハダ ミカン科
102-003 オオバノキリンソウ ベンケイソウ科
248-014 オオバノトンボソウ ラン科
021-006 オオバノハチジョウシダ イノモトソウ科
186-008 オオバノヤエムグラ アカネ科
186-009 オオバノヨツバムグラ アカネ科
113-010 オオバベニガシワ トウダイグサ科
135-002 オオバボダイジュ シナノキ科
128-006 オオバマサキ ニシキギ科
136-007 オオハマボウ アオイ科
197-016 オオバミゾホオズキ ゴマノハグサ科
082-004 オオバメギ メギ科
047-008 オオバヤシャブシ カバノキ科
046-007 オオバヤナギ ヤナギ科
105-048 オオバライチゴ バラ科
239-003 オオハンゲ サトイモ科
214-072 オオハンゴンソウ キク科
197-017 オオヒキヨモギ ゴマノハグサ科
237-054 オオヒゲガリヤス イネ科
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197-018 オオヒナノウスツボ ゴマノハグサ科
208-010 オオヒョウタンボク スイカズラ科
065-012 オオビランジ ナデシコ科
159-002 オオフサモ アリノトウグサ科
186-010 オオフタバムグラ アカネ科
208-011 オオベニウツギ スイカズラ科
106-022 オオベニゴウカン マメ科
025-018 オオベニシダ オシダ科
102-004 オオベンケイソウ ベンケイソウ科
214-073 オオホウキギク キク科
234-003 オオボウシバナ ツユクサ科
027-011 オオホソバシケシダ メシダ科
158-006 オオマツヨイグサ アカバナ科
239-004 オオマムシグサ サトイモ科
194-021 オオマルバノテンニンソウ シソ科
058-018 オオミゾソバ タデ科
025-019 オオミツデ オシダ科
144-001 オオミノトケイソウ トケイソウ科
208-012 オオミヤマガマズミ スイカズラ科
237-055 オオムギ イネ科
171-032 オオムラサキ ツツジ科
191-006 オオムラサキシキブ クマツヅラ科
234-004 オオムラサキツユクサ ツユクサ科
027-012 オオメシダ メシダ科
123-001 オオモクゲンジ ムクロジ科
122-012 オオモミジ カエデ科
214-074 オオモミジガサ キク科
108-006 オオヤマカタバミ カタバミ科
248-015 オオヤマサギソウ ラン科
171-033 オオヤマツツジ ツツジ科
065-013 オオヤマハコベ ナデシコ科
065-014 オオヤマフスマ ナデシコ科
069-001 オオヤマレンゲ モクレン科
214-075 オオユウガキク キク科
214-076 オオユウガギク キク科
214-077 オオヨモギ キク科
080-025 オオレイジンソウ キンポウゲ科
015-005 オオレンシダ コバノイシカグマ科
165-004 オカウコギ ウコギ科
203-002 オカウツボ ハマウツボ科
214-078 オカオグルマ キク科
237-056 オガサワラススキ イネ科
237-057 オガサワラスズメノヒエ イネ科
142-021 オカスミレ スミレ科
102-005 オカタイトゴメ ベンケイソウ科
194-022 オカタツナミソウ シソ科
069-002 オガタマノキ モクレン科
174-006 オカトラノオ サクラソウ科
066-005 オカヒジキ アカザ科
237-058 オカメザサ イネ科
122-013 オガラバナ カエデ科
237-059 オガルカヤ イネ科
237-060 オギ イネ科
105-049 オキジムシロ バラ科
080-026 オキナグサ キンポウゲ科
030-007 オキナワウラボシ ウラボシ科
019-005 オキナワクジャク ミズワラビ科
148-004 オキナワスズメウリ ウリ科
248-016 オキナワチドリ ラン科
223-025 オキナワハナニラ ユリ科
214-079 オキノアブラギク キク科
090-007 オクエゾサイシン ウマノスズクサ科
186-011 オククルマムグラ アカネ科
022-006 オクタマシダ チャセンシダ科
142-022 オクタマスミレ スミレ科
008-001 オクタマゼンマイ ゼンマイ科
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105-050 オクチョウジザクラ バラ科
080-027 オクトリカブト キンポウゲ科
244-046 オクノカンスゲ カヤツリグサ科
099-014 オクノユリワサビ アブラナ科
080-028 オクモミジカラマツ キンポウゲ科
214-080 オクモミジハグマ キク科
214-081 オクヤマコウモリ キク科
027-013 オクヤマワラビ メシダ科
136-008 オクラ アオイ科
065-015 オグラセンノウ ナデシコ科
214-082 オグルマ キク科
214-083 オケラ キク科
023-002 オサシダ シシガシラ科
097-003 オサバグサ ケシ科
106-023 オジギソウ マメ科
025-020 オシダ オシダ科
030-008 オシャグジデンダ ウラボシ科
060-001 オシロイバナ オシロイバナ科
214-084 オゼミズギク キク科
214-085 オタカラコウ キク科
244-047 オタルスゲ カヤツリグサ科
108-007 オッタチカタバミ カタバミ科
214-086 オッタチカンギク キク科
095-004 オトギリソウ オトギリソウ科
210-001 オトコエシ オミナエシ科
208-013 オトコヨウゾメ スイカズラ科
214-087 オトコヨモギ キク科
021-007 オトマスイノモトソウ イノモトソウ科
090-008 オトメアオイ ウマノスズクサ科
142-023 オトメスミレ スミレ科
194-023 オドリコソウ シソ科
090-009 オナガカンアオイ ウマノスズクサ科
214-088 オナモミ キク科
214-089 オニアザミ キク科
244-048 オニアゼスゲ カヤツリグサ科
122-014 オニイタヤ カエデ科
237-061 オニイチゴツナギ イネ科
025-021 オニイノデ オシダ科
237-062 オニウシノケグサ イネ科
025-022 オニカナワラビ オシダ科
244-049 オニガヤツリ カヤツリグサ科
090-010 オニカンアオイ ウマノスズクサ科
003-005 オニクラマゴケ イワヒバ科
045-001 オニグルミ クルミ科
097-004 オニゲシ ケシ科
237-063 オニシバ イネ科
139-001 オニシバリ ジンチョウゲ科
105-051 オニシモツケ バラ科
244-050 オニスゲ カヤツリグサ科
008-002 オニゼンマイ ゼンマイ科
214-090 オニタビラコ キク科
128-007 オニツルウメモドキ ニシキギ科
227-003 オニドコロ ヤマノイモ科
244-051 オニナルコスゲ カヤツリグサ科
214-091 オニノゲシ キク科
248-017 オニノヤガラ ラン科
085-002 オニバス スイレン科
027-014 オニヒカゲワラビ メシダ科
159-003 オニブキ アリノトウグサ科
025-023 オニヤブソテツ オシダ科
052-010 オニヤブマオ イラクサ科
223-026 オニユリ ユリ科
190-006 オニルリソウ ムラサキ科
058-019 オノエイタドリ タデ科
244-052 オノエスゲ カヤツリグサ科
046-008 オノエヤナギ ヤナギ科
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248-018 オノエラン ラン科
047-009 オノオレカンバ カバノキ科
237-064 オヒシバ イネ科
049-005 オヒョウ ニレ科
156-001 オヒルギ ヒルギ科
105-052 オヘビイチゴ バラ科
210-002 オミナエシ オミナエシ科
065-016 オムナグサ ナデシコ科
215-003 オモダカ オモダカ科
223-027 オモト ユリ科
090-011 オモロカンアオイ ウマノスズクサ科
166-022 オヤブジラミ セリ科
106-024 オヤマノエンドウ マメ科
214-092 オヤマボクチ キク科
186-012 オヤマムグラ アカネ科
182-006 オヤマリンドウ リンドウ科
214-093 オヤリハグマ キク科
105-053 オランダイチゴ バラ科
099-015 オランダガラシ アブラナ科
223-028 オランダキジカクシ ユリ科
194-024 オランダハッカ シソ科
065-017 オランダミミナグサ ナデシコ科
180-009 オリーブ モクセイ科
025-024 オリヅルシダ オシダ科
025-025 オンガタイノデ オシダ科
214-094 オンガタヒゴタイ キク科
058-020 オンタデ タデ科
171-034 オンツツジ ツツジ科
223-029 カイコバイモ ユリ科
194-025 カイジンドウ シソ科
214-095 カイタカラコウ キク科
039-007 カイヅカイブキ ヒノキ科
171-035 カイナンサラサドウダン ツツジ科
227-004 カエデドコロ ヤマノイモ科
199-003 カエンボク ノウゼンカズラ科
185-008 ガガイモ ガガイモ科
051-008 カカツガユ クワ科
186-013 カギカズラ アカネ科
229-005 カキツバタ アヤメ科
194-026 カキドオシ シソ科
099-016 カキネガラシ アブラナ科
177-001 カキノキ カキノキ科
119-001 カキノハグサ ヒメハギ科
113-011 カキバカンコノキ トウダイグサ科
248-019 カキラン ラン科
103-020 ガクアジサイ ユキノシタ科
103-021 ガクウツギ ユキノシタ科
171-036 ガクウラジロヨウラク ツツジ科
165-005 カクレミノ ウコギ科
248-020 カゲロウラン ラン科
075-005 カゴノキ クスノキ科
214-096 カコマハグマ キク科
080-029 カザグルマ キンポウゲ科
244-053 カサスゲ カヤツリグサ科
105-054 カザンテマリ バラ科
105-055 カジイチゴ バラ科
122-015 カジカエデ カエデ科
045-002 カシグルミ クルミ科
237-065 カシダザサ イネ科
051-009 カジノキ クワ科
051-010 ガジュマル クワ科
048-009 カシワ ブナ科
103-022 カシワバアジサイ ユキノシタ科
214-097 カシワバハグマ キク科
106-025 カスマグサ マメ科
105-056 カスミザクラ バラ科
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065-018 カスミソウ ナデシコ科
119-002 カスミヒメハギ ヒメハギ科
237-066 カゼクサ イネ科
214-098 カセンソウ キク科
025-026 カタイノデ オシダ科
223-030 カタクリ ユリ科
108-008 カタバミ カタバミ科
003-006 カタヒバ イワヒバ科
214-099 カッコウアザミ キク科
025-027 カツモウイノデ オシダ科
079-001 カツラ カツラ科
052-011 カテンソウ イラクサ科
065-019 カトウハコベ ナデシコ科
105-057 カナウツギ バラ科
075-006 カナクギノキ クスノキ科
214-100 カナダアキノキリンソウ キク科
055-001 カナビキソウ ビャクダン科
051-011 カナムグラ クワ科
105-058 カナメモチ バラ科
237-067 カナリークサヨシ イネ科
238-001 カナリーヤシ ヤシ科
011-002 カニクサ フサシダ科
214-101 カニコウモリ キク科
237-068 カニツリグサ イネ科
237-069 カニツリノガリヤス イネ科
210-003 カノコソウ オミナエシ科
223-031 カノコユリ ユリ科
166-023 カノツメソウ セリ科
171-037 カバイロレインゲツツジ ツツジ科
099-017 カブ アブラナ科
066-006 カブダチアッケシソウ アカザ科
052-012 カベイラクサ イラクサ科
148-005 カボチャ ウリ科
243-001 ガマ ガマ科
208-014 ガマズミ スイカズラ科
105-059 カマツカ バラ科
244-054 カミガヤツリ カヤツリグサ科
214-102 カミツレ キク科
165-006 カミヤツデ ウコギ科
237-070 カムロザサ イネ科
194-027 カメバヒキオコシ シソ科
094-002 カメリア・クエフォンエンシス ツバキ科
237-071 カモガヤ イネ科
237-072 カモジグサ イネ科
237-073 カモノハシ イネ科
248-021 カモメラン ラン科
042-002 カヤ イチイ科
244-055 カヤツリグサ カヤツリグサ科
244-056 カヤツリスゲ カヤツリグサ科
248-022 カヤラン ラン科
105-060 カライトソウ バラ科
027-015 カラクサイヌワラビ メシダ科
025-028 カラクサイノデ オシダ科
019-006 カラクサシダ ミズワラビ科
099-018 カラクサナズナ アブラナ科
122-016 カラコギカエデ カエデ科
148-006 カラスウリ ウリ科
115-004 カラスザンショウ ミカン科
139-002 カラスシキミ ジンチョウゲ科
106-026 カラスノエンドウ マメ科
135-003 カラスノゴマ シナノキ科
237-074 カラスノチャヒキ イネ科
239-005 カラスビシャク サトイモ科
237-075 カラスムギ イネ科
115-005 カラタチ ミカン科
173-003 カラタチバナ ヤブコウジ科
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069-003 カラタネオガタマ モクレン科
051-012 カラハナソウ クワ科
248-023 カラフトアツモリソウ ラン科
105-061 カラフトイバラ バラ科
105-062 カラフトダイコンソウ バラ科
065-020 カラフトホソバハコベ ナデシコ科
065-021 カラフトマンテマ ナデシコ科
027-016 カラフトミヤマシダ メシダ科
037-009 カラマツ マツ科
080-030 カラマツソウ キンポウゲ科
106-027 カラメドハギ マメ科
225-002 ガランツス ヒガンバナ科
191-007 カリガネソウ クマツヅラ科
237-076 カリマタガヤ イネ科
237-077 カリヤス イネ科
237-078 カリヤスモドキ イネ科
105-063 カリン バラ科
105-064 カレサワザクラ バラ科
046-009 カロリナハコヤナギ ヤナギ科
107-001 カワゴケソウ カワゴケソウ科
105-065 カワズザクラ バラ科
244-057 カワズスゲ カヤツリグサ科
197-019 カワヂシャ ゴマノハグサ科
106-028 カワチハギ マメ科
194-028 カワミドリ シソ科
046-010 カワヤナギ ヤナギ科
066-007 カワラアカザ アカザ科
106-029 カワラケツメイ マメ科
105-066 カワラサイコ バラ科
244-058 カワラスガナ カヤツリグサ科
244-059 カワラスゲ カヤツリグサ科
065-022 カワラナデシコ ナデシコ科
214-103 カワラニガナ キク科
214-104 カワラノギク キク科
214-105 カワラハハコ キク科
047-010 カワラハンノキ カバノキ科
186-014 カワラマツバ アカネ科
214-106 カワラヨモギ キク科
214-107 カワリミタンポポモドキ キク科
090-012 カンアオイ ウマノスズクサ科
244-060 カンエンガヤツリ カヤツリグサ科
244-061 カンガレイ カヤツリグサ科
214-108 ガンクビソウ キク科
172-001 ガンコウラン ガンコウラン科
113-012 カンコノキ トウダイグサ科
214-109 カンサイタンポポ キク科
105-067 カンザクラ バラ科
244-062 カンスゲ カヤツリグサ科
106-030 カンゾウ マメ科
246-003 カンタン ショウガ科
237-079 カンチク イネ科
214-110 カンチコウゾリナ キク科
094-003 カンツバキ ツバキ科
214-111 カントウタンポポ キク科
214-112 カントウタンポポ×セイヨウタンポポ キク科
128-008 カントウマユミ ニシキギ科
108-009 カントウミヤマカタバミ カタバミ科
214-113 カントウヨメナ キク科
043-001 カンニンガムモクマオウ モクマオウ科
139-003 ガンピ ジンチョウゲ科
105-068 カンヒザクラ バラ科
208-015 カンボク スイカズラ科
248-024 カンラン ラン科
163-001 カンレンボク ヌマミズキ科
093-002 キーウィフルーツ マタタビ科
223-032 キイジョウロウホトトギス ユリ科
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080-031 キイセンニンソウ キンポウゲ科
171-038 ギーマ ツツジ科
057-001 キイレツチトリモチ ツチトリモチ科
248-025 キエビネ ラン科
214-114 キオン キク科
149-002 キカシグサ ミソハギ科
148-007 キカラスウリ ウリ科
212-002 キキョウ キキョウ科
212-003 キキョウソウ キキョウ科
223-033 キキョウラン ユリ科
214-115 キク キク科
214-116 キクアザミ キク科
214-117 キクイモ キク科
214-118 キクイモモドキ キク科
080-032 キクザキイチゲ キンポウゲ科
017-001 キクシノブ シノブ科
214-119 キクニガナ キク科
197-020 キクバクワガタ ゴマノハグサ科
227-005 キクバドコロ ヤマノイモ科
214-120 キクバヤマボクチ キク科
186-015 キクムグラ アカネ科
197-021 キクモ ゴマノハグサ科
105-069 キクモモ バラ科
097-005 キケマン ケシ科
080-033 キケンショウマ キンポウゲ科
199-004 キササゲ ノウゼンカズラ科
223-034 キジカクシ ユリ科
058-021 ギシギシ タデ科
239-006 キシダマムシグサ サトイモ科
171-039 キシツツジ ツツジ科
009-002 キジノオシダ キジノオシダ科
105-070 キジムシロ バラ科
237-080 キシュウスズメノヒエ イネ科
229-006 キショウブ アヤメ科
185-009 キジョラン ガガイモ科
142-024 キスミレ スミレ科
214-121 キセルアザミ キク科
194-029 キセワタ シソ科
180-010 キソケイ モクセイ科
248-026 キソチドリ ラン科
214-122 キゾメカミツレ キク科
037-010 キタゴヨウ マツ科
214-123 キダチコンギク キク科
195-010 キダチチョウセンアサガオ ナス科
237-081 キダチノネズミガヤ イネ科
214-124 キダチハマグルマ キク科
197-022 キタミソウ ゴマノハグサ科
223-035 キチジョウソウ ユリ科
237-082 キッコウチク イネ科
214-125 キッコウハグマ キク科
165-007 キヅタ ウコギ科
214-126 キツネアザミ キク科
237-083 キツネガヤ イネ科
106-031 キツネササゲ マメ科
225-003 キツネノカミソリ ヒガンバナ科
080-034 キツネノボタン キンポウゲ科
200-003 キツネノマゴ キツネノマゴ科
046-011 キツネヤナギ ヤナギ科
126-002 キツリフネ ツリフネソウ科
021-008 キドイノモトソウ イノモトソウ科
214-127 キヌガサギク キク科
223-036 キヌガサソウ ユリ科
106-032 キヌサヤエンドウ マメ科
186-016 キヌタソウ アカネ科
046-012 キヌヤナギ ヤナギ科
237-084 ギネアキビ イネ科
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214-128 キノクニシオギク キク科
244-063 キノクニスゲ カヤツリグサ科
106-033 キハギ マメ科
115-006 キハダ ミカン科
194-030 キバナアキギリ シソ科
082-005 キバナイカリソウ メギ科
208-016 キバナウツギ スイカズラ科
214-129 キバナオランダセンニチ キク科
223-037 キバナカタクリ ユリ科
186-017 キバナカワラマツバ アカネ科
214-130 キバナコウリンタンポポ キク科
214-131 キバナコスモス キク科
171-040 キバナシャクナゲ ツツジ科
099-019 キバナスズシロ アブラナ科
080-035 キバナセツブンソウ キンポウゲ科
248-027 キバナノアツモリソウ ラン科
223-038 キバナノアマナ ユリ科
142-025 キバナノコマノツメ スミレ科
248-028 キバナノショウキラン ラン科
223-039 キバナノツキヌキホトトギス ユリ科
223-040 キバナノホトトギス ユリ科
112-002 キバナノマツバニンジン アマ科
106-034 キバナノレンリソウ マメ科
099-020 キバナハタザオ アブラナ科
214-132 キバナバラモンジン キク科
223-041 キバナホウチャクソウ ユリ科
149-003 キバナミソハギ ミソハギ科
237-085 キビ イネ科
105-071 キビザクラ バラ科
214-133 キビシロタンポポ キク科
105-072 キビチョウジザクラ バラ科
105-073 キビナワシロイチゴ バラ科
132-002 キビノクロウメモドキ クロウメモドキ科
143-001 キブシ キブシ科
025-029 ギフベニシダ オシダ科
052-013 キミズ イラクサ科
052-014 キミズモドキ イラクサ科
164-003 キミノアオキ ミズキ科
208-017 キミノガマズミ スイカズラ科
173-004 キミノカラタチバナ ヤブコウジ科
208-018 キミノコバノガマズミ スイカズラ科
089-001 キミノセンリョウ センリョウ科
105-074 キミノトキワサンザシ バラ科
208-019 キミノニワトコ スイカズラ科
173-005 キミノマンリョウ ヤブコウジ科
099-021 キャベツ アブラナ科
042-003 キャラボク イチイ科
025-030 キュウシュウイノデ オシダ科
148-008 キュウリ ウリ科
190-007 キュウリグサ ムラサキ科
105-075 キョウガノコ バラ科
237-086 ギョウギシバ イネ科
223-042 ギョウジャニンニク ユリ科
184-001 キョウチクトウ キョウチクトウ科
099-022 キョウナ アブラナ科
171-041 キョウマルシャクナゲ ツツジ科
203-003 キヨスミウツボ ハマウツボ科
223-043 キヨスミギボウシ ユリ科
012-003 キヨスミコケシノブ コケシノブ科
025-031 キヨスミヒメワラビ オシダ科
027-017 キヨタキシダ メシダ科
167-001 ギョリュウ ギョリュウ科
194-031 キランソウ シソ科
199-005 キリ ノウゼンカズラ科
214-134 キリガミネアキノキリンソウ キク科
171-042 キリシマツツジ ツツジ科
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239-007 キリシマテンナンショウ サトイモ科
100-004 キリシマミズキ マンサク科
102-006 キリンソウ ベンケイソウ科
099-023 キレハイヌガラシ アブラナ科
194-032 キレハヒメオドリコソウ シソ科
099-024 キレハマメグンバイナズナ アブラナ科
051-013 キレハヤマグワ クワ科
103-023 キレンゲショウマ ユキノシタ科
171-043 キレンゲツツジ ツツジ科
137-001 キワタノキ パンヤ科
237-087 キンエノコロ イネ科
094-004 キンカチャ ツバキ科
094-005 キンカチャ×ツバキ ツバキ科
094-006 キンカチャ・クエフォンゲンシス ツバキ科
244-064 キンガヤツリ カヤツリグサ科
115-007 キンカン ミカン科
105-076 キンキマメザクラ バラ科
197-023 キンギョソウ ゴマノハグサ科
094-007 キンギョツバキ ツバキ科
208-020 キンギンボク スイカズラ科
223-044 キンコウカ ユリ科
106-035 ギンゴウカン マメ科
095-005 キンシバイ オトギリソウ科
244-065 キンスゲ カヤツリグサ科
136-009 ギンセンカ アオイ科
244-066 キンチャクスゲ カヤツリグサ科
080-036 キンバイソウ キンポウゲ科
103-024 ギンバイソウ ユキノシタ科
105-077 キンミズヒキ バラ科
058-022 ギンミズヒキ タデ科
237-088 キンメイチク イネ科
237-089 キンメイモウソウチク イネ科
171-044 キンモウツツジ ツツジ科
027-018 キンモウワラビ メシダ科
180-011 キンモクセイ モクセイ科
180-012 ギンモクセイ モクセイ科
106-036 ギンヨウアカシア マメ科
248-029 キンラン ラン科
248-030 ギンラン ラン科
170-005 ギンリョウソウ イチヤクソウ科
210-004 キンレイカ オミナエシ科
105-078 キンロバイ バラ科
197-024 クガイソウ ゴマノハグサ科
099-025 クキゲミチタネツケバナ アブラナ科
244-067 クグ カヤツリグサ科
244-068 クグガヤツリ カヤツリグサ科
248-031 クゲヌマラン ラン科
195-011 クコ ナス科
103-025 クサアジサイ ユキノシタ科
232-005 クサイ イグサ科
105-079 クサイチゴ バラ科
191-008 クサギ クマツヅラ科
187-001 クサキョウチクトウ ハナシノブ科
052-015 クサコアカソ イラクサ科
223-045 クサスギカズラ ユリ科
244-069 クサスゲ カヤツリグサ科
027-019 クサソテツ メシダ科
185-010 クサタチバナ ガガイモ科
185-011 クサナギオゴケ ガガイモ科
106-037 クサネム マメ科
097-006 クサノオウ ケシ科
237-090 クサビガヤ イネ科
106-038 クサフジ マメ科
105-080 クサボケ バラ科
080-037 クサボタン キンポウゲ科
052-016 クサマオ イラクサ科
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237-091 クサヨシ イネ科
174-007 クサレダマ サクラソウ科
026-003 クシノハシダ ヒメシダ科
019-007 クジャクシダ ミズワラビ科
099-026 クジラグサ アブラナ科
065-023 クシロワチガイソウ ナデシコ科
106-039 クズ マメ科
106-040 クスダマツメクサ マメ科
141-002 クスドイゲ イイギリ科
075-007 クスノキ クスノキ科
122-017 クスノハカエデ カエデ科
214-135 クソニンジン キク科
186-018 クチナシ アカネ科
197-025 クチナシグサ ゴマノハグサ科
037-011 クツクナンヨウスギ マツ科
048-010 クヌギ ブナ科
237-092 クマイザサ イネ科
105-081 クマイチゴ バラ科
248-032 クマガイソウ ラン科
237-093 クマザサ イネ科
047-011 クマシデ カバノキ科
191-009 クマツヅラ クマツヅラ科
164-004 クマノミズキ ミズキ科
142-026 クマモキスミレ スミレ科
132-003 クマヤナギ クロウメモドキ科
025-032 クマワラビ オシダ科
248-033 クモキリソウ ラン科
022-007 クモノスシダ チャセンシダ科
103-026 クモマグサ ユキノシタ科
244-070 クモマシバスゲ カヤツリグサ科
232-006 クモマスズメノヒエ イグサ科
214-136 クモマニガナ キク科
065-024 クモマミミナグサ ナデシコ科
248-034 クモラン ラン科
030-009 クラガリシダ ウラボシ科
003-007 クラマゴケ イワヒバ科
106-041 クララ マメ科
048-011 クリ ブナ科
080-038 クリスマスローズ キンポウゲ科
030-010 クリハラン ウラボシ科
174-008 クリンソウ サクラソウ科
214-137 クルマアザミ キク科
214-138 クルマギク キク科
022-008 クルマシダ チャセンシダ科
186-019 クルマバアカネ アカネ科
061-001 クルマバザクロソウ ザクロソウ科
186-020 クルマバソウ アカネ科
223-046 クルマバツクバネソウ ユリ科
194-033 クルマバナ シソ科
214-139 クルマバハグマ キク科
186-021 クルマムグラ アカネ科
223-047 クルマユリ ユリ科
045-003 クルミ クルミ科
244-071 グレーンスゲ カヤツリグサ科
098-001 クレメオ フウチョウソウ科
244-072 クロアブラガヤ カヤツリグサ科
105-082 クロイチゴ バラ科
235-003 クロイヌノヒゲ ホシクサ科
229-007 クロイロニワゼキショウ アヤメ科
237-094 クロイワザサ イネ科
171-045 クロウスゴ ツツジ科
132-004 クロウメモドキ クロウメモドキ科
022-009 クロガネシダ チャセンシダ科
127-008 クロガネモチ モチノキ科
244-073 クロガヤ カヤツリグサ科
244-074 クロカワズスゲ カヤツリグサ科
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179-001 クロキ ハイノキ科
103-027 クロクモソウ ユキノシタ科
244-075 クログワイ カヤツリグサ科
237-095 クロコヌカグサ イネ科
237-096 クロチク イネ科
229-008 クロッカス アヤメ科
132-005 クロツバラ クロウメモドキ科
128-009 クロツリバナ ニシキギ科
128-010 クロヅル ニシキギ科
244-076 クロテンツキ カヤツリグサ科
239-008 クロハシテンナンショウ サトイモ科
080-039 クロバナオダマキ キンポウゲ科
194-034 クロバナヒキオコシ シソ科
105-083 クロバナロウゲ バラ科
090-013 クロヒメカンアオイ ウマノスズクサ科
039-008 クロベ ヒノキ科
013-001 クロヘゴ ヘゴ科
235-004 クロホシクサ ホシクサ科
232-007 クロボシソウ イグサ科
037-012 クロマツ マツ科
171-046 クロマメノキ ツツジ科
208-021 クロミノウグイスカグラ スイカズラ科
248-035 クロムヨウラン ラン科
216-003 クロモ トチカガミ科
075-008 クロモジ クスノキ科
248-036 クロヤツシロラン ラン科
046-013 クロヤナギ ヤナギ科
223-048 クロユリ ユリ科
223-049 グロリオーサ ユリ科
051-014 クワ クワ科
215-004 クワイ オモダカ科
090-014 クワイバカンアオイ ウマノスズクサ科
197-026 クワガタソウ ゴマノハグサ科
051-015 クワクサ クワ科
239-009 クワズイモ サトイモ科
105-084 クワノハイチゴ バラ科
214-140 クワモドキ キク科
109-007 グンナイフウロ フウロソウ科
197-027 グンバイヅル ゴマノハグサ科
099-027 グンバイナズナ アブラナ科
188-004 グンバイヒルガオ ヒルガオ科
066-008 ケアリタソウ アカザ科
067-004 ケイトウ ヒユ科
237-097 ケイヌビエ イネ科
195-012 ケイヌホオズキ ナス科
108-010 ケカタバミ カタバミ科
237-098 ケカモノハシ イネ科
080-040 ケキツネノボタン キンポウゲ科
027-020 ケキンモウワラビ メシダ科
075-009 ケクロモジ クスノキ科
051-016 ケグワ クワ科
158-007 ケゴンアカバナ アカバナ科
026-004 ゲジゲジシダ ヒメシダ科
099-028 ケジャニンジン アブラナ科
046-014 ケショウヤナギ ヤナギ科
244-077 ケスゲ カヤツリグサ科
080-041 ケスハマソウ キンポウゲ科
142-027 ケタチツボスミレ スミレ科
068-002 ゲッカビジン サボテン科
115-008 ゲッキツ ミカン科
075-010 ゲッケイジュ クスノキ科
063-002 ケツメクサ スベリヒユ科
142-028 ケナガバタチツボスミレ スミレ科
207-003 ケナシエゾオオバコ オオバコ科
097-007 ケナシチャンパギク ケシ科
142-029 ケナシニオイタチツボスミレ スミレ科
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214-141 ケナシヒメムカシヨモギ キク科
208-022 ケナシヤブデマリ スイカズラ科
194-035 ケナツノタムラソウ シソ科
136-010 ケナフ アオイ科
103-028 ケバイカウツギ ユキノシタ科
142-030 ケヒメスミレ スミレ科
194-036 ケブカツルカコソウ シソ科
015-006 ケブカフモトシダ コバノイシカグマ科
026-005 ケホシダ ヒメシダ科
142-031 ケマルバスミレ スミレ科
214-142 ケムラサキニガナ キク科
049-006 ケヤキ ニレ科
106-042 ケヤブハギ マメ科
165-008 ケヤマウコギ ウコギ科
047-012 ケヤマハンノキ カバノキ科
171-047 ケラマツツジ ツツジ科
171-048 ゲンカイツツジ ツツジ科
106-043 ゲンゲ マメ科
142-032 ゲンジスミレ スミレ科
109-008 ゲンノショウコ フウロソウ科
191-010 ゲンペイクサギ クマツヅラ科
132-006 ケンポナシ クロウメモドキ科
066-009 コアカザ アカザ科
052-017 コアカソ イラクサ科
103-029 コアジサイ ユキノシタ科
244-078 コアゼガヤツリ カヤツリグサ科
248-037 コアツモリソウ ラン科
185-012 コイケマ ガガイモ科
237-099 コイチゴツナギ イネ科
170-006 コイチヤクソウ イチヤクソウ科
248-038 コイチヨウラン ラン科
244-079 コイトスゲ カヤツリグサ科
099-029 コイヌガラシ アブラナ科
244-080 コイヌノハナヒゲ カヤツリグサ科
214-143 コイブキアザミ キク科
168-005 コイワカガミ イワウメ科
244-081 コイワカンスゲ カヤツリグサ科
174-009 コイワザクラ サクラソウ科
232-008 コウガイゼキショウ イグサ科
244-082 コウキヤガラ カヤツリグサ科
208-023 コウグイスカグラ スイカズラ科
022-010 コウザキシダ チャセンシダ科
066-010 ゴウシュウアリタソウ アカザ科
214-144 コウシュウヒゴタイ キク科
090-015 コウシュンウマノスズクサ ウマノスズクサ科
105-085 コウシンバラ バラ科
194-037 コウシンヤマハッカ シソ科
244-083 ゴウソ カヤツリグサ科
214-145 コウゾリナ キク科
075-011 コウチニッケイ クスノキ科
248-039 コウトウシラン ラン科
237-100 コウボウ イネ科
244-084 コウボウシバ カヤツリグサ科
244-085 コウボウムギ カヤツリグサ科
085-003 コウホネ スイレン科
106-044 コウマゴヤシ マメ科
084-002 コウモリカズラ ツヅラフジ科
026-006 コウモリシダ ヒメシダ科
214-146 コウモリソウ キク科
012-004 コウヤコケシノブ コケシノブ科
237-101 コウヤザサ イネ科
214-147 コウヤボウキ キク科
038-002 コウヤマキ スギ科
027-021 コウヤワラビ メシダ科
038-003 コウヨウザン スギ科
239-010 コウライテンナンショウ サトイモ科
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214-148 コウリンカ キク科
214-149 コウリンタンポポ キク科
171-049 コエゾツガザクラ ツツジ科
166-024 コエンドロ セリ科
214-150 コオニタビラコ キク科
223-050 コオニユリ ユリ科
047-013 コオノオレ カバノキ科
186-022 コーヒーノキ アカネ科
248-040 コオロギラン ラン科
103-030 コガクウツギ ユキノシタ科
216-004 コカナダモ トチカガミ科
105-086 コガネイチゴ バラ科
058-023 コガネギシギシ タデ科
027-022 コガネシダ メシダ科
106-045 コガネタヌキマメ マメ科
103-031 コガネネコノメソウ ユキノシタ科
243-002 コガマ ガマ科
185-013 コカモメヅル ガガイモ科
115-009 コカラスザンショウ ミカン科
080-042 コカラマツ キンポウゲ科
244-086 コカンスゲ カヤツリグサ科
139-004 コガンピ ジンチョウゲ科
080-043 コキクザイチリンソウ キンポウゲ科
058-024 コギシギシ タデ科
148-009 ゴキヅル ウリ科
105-087 コキンバイ バラ科
226-001 コキンバイザサ キンバイザサ科
210-005 コキンレイカ オミナエシ科
115-010 コクサギ ミカン科
128-011 コクテンギ ニシキギ科
245-001 ゴクラクチョウカ バショウ科
248-041 コクラン ラン科
052-018 コケイラクサ イラクサ科
248-042 コケイラン ラン科
095-006 コケオトギリ オトギリソウ科
012-005 コケシノブ コケシノブ科
003-008 コケスギラン イワヒバ科
142-033 コケスミレ スミレ科
052-019 コケミズ イラクサ科
171-050 コケモモ ツツジ科
182-007 コケリンドウ リンドウ科
197-028 コゴメイヌノフグリ ゴマノハグサ科
105-088 コゴメウツギ バラ科
237-102 コゴメカゼクサ イネ科
244-087 コゴメガヤツリ カヤツリグサ科
244-088 コゴメスゲ カヤツリグサ科
095-007 コゴメバオトギリ オトギリソウ科
052-020 コゴメミズ イラクサ科
046-015 コゴメヤナギ ヤナギ科
165-009 コシアブラ ウコギ科
197-029 コシオガマ ゴマノハグサ科
027-023 コシケシダ メシダ科
105-089 コシジシモツケソウ バラ科
099-030 コシジタネツケバナ アブラナ科
010-002 コシダ ウラジロ科
090-016 コシノカンアオイ ウマノスズクサ科
223-051 コシノコバイモ ユリ科
027-024 コシノサトメシダ メシダ科
237-103 コシノネズミガヤ イネ科
244-089 コシノホンモンジスゲ カヤツリグサ科
244-090 コジュズスゲ カヤツリグサ科
115-011 ゴシュユ ミカン科
105-090 ゴショイチゴ バラ科
139-005 コショウノキ ジンチョウゲ科
194-038 コシロネ シソ科
237-104 コスズメガヤ イネ科
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142-034 コスミレ スミレ科
214-151 コスモス キク科
027-025 コセイタカシケシダ メシダ科
080-044 コセリバオウレン キンポウゲ科
164-005 ゴゼンタチバナ ミズキ科
214-152 コセンダングサ キク科
214-153 コダチダリア キク科
195-013 コダチチョウセンアサガオ ナス科
142-035 コタチツボスミレ スミレ科
022-011 コタニワタリ チャセンシダ科
204-002 コタヌキモ タヌキモ科
244-091 コタヌキラン カヤツリグサ科
099-031 コタネツケバナ アブラナ科
237-105 コチヂミザサ イネ科
103-032 コチャルメルソウ ユキノシタ科
171-051 コツガザクラ ツツジ科
208-024 コツクバネウツギ スイカズラ科
237-106 コツブキンエノコロ イネ科
244-092 コツブヌマハリイ カヤツリグサ科
244-093 コップモエギスゲ カヤツリグサ科
105-091 コデマリ バラ科
197-030 コテングクワガタ ゴマノハグサ科
103-033 ゴトウヅル ユキノシタ科
105-092 コトニアスター バラ科
228-002 コナギ ミズアオイ科
174-010 コナスビ サクラソウ科
048-012 コナラ ブナ科
113-013 コニシキソウ トウダイグサ科
237-107 コヌカグサ イネ科
237-108 コネズミガヤ イネ科
039-009 コノテガシワ ヒノキ科
223-052 コバイケイソウ ユリ科
223-053 コバイモ ユリ科
223-054 コバギボウシ ユリ科
178-003 コハクウンボク エゴノキ科
208-025 コハクサンボク スイカズラ科
065-025 コハコベ ナデシコ科
026-007 コハシゴシダ ヒメシダ科
105-093 コバナキジムシロ バラ科
006-004 コハナヤスリ ハナヤスリ科
105-094 コバナワレモコウ バラ科
015-007 コバノイシカグマ コバノイシカグマ科
170-007 コバノイチヤクソウ イチヤクソウ科
052-021 コバノイラクサ イラクサ科
025-033 コバノカナワラビ オシダ科
208-026 コバノガマズミ スイカズラ科
185-014 コバノカモメヅル ガガイモ科
128-012 コバノクロヅル ニシキギ科
171-052 コバノクロマメノキ ツツジ科
103-034 コバノズイナ ユキノシタ科
214-154 コバノセンダングサ キク科
106-046 コバノセンナ マメ科
194-039 コバノタツナミ シソ科
248-043 コバノトンボソウ ラン科
022-012 コバノヒノキシダ チャセンシダ科
218-002 コバノヒルムシロ ヒルムシロ科
105-095 コバノフユイチゴ バラ科
171-053 コバノミツバツツジ ツツジ科
208-027 コバノヤブデマリ スイカズラ科
214-155 コハマギク キク科
244-094 コハリスゲ カヤツリグサ科
237-109 コバンソウ イネ科
113-014 コバンノキ トウダイグサ科
134-001 コバンモチ ホルトノキ科
188-005 コヒルガオ ヒルガオ科
006-005 コヒロハハナヤスリ ハナヤスリ科
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109-009 コフウロ フウロソウ科
069-004 コブシ モクレン科
106-047 コブトリソウ マメ科
237-110 コブナグサ イネ科
049-007 コブニレ ニレ科
214-156 ゴボウ キク科
080-045 コボタンヅル キンポウゲ科
103-035 コマガタケスグリ ユキノシタ科
208-028 ゴマギ スイカズラ科
214-157 ゴマギク キク科
097-008 コマクサ ケシ科
197-031 ゴマクサ ゴマノハグサ科
237-111 コマチダケ イネ科
244-095 コマツカサススキ カヤツリグサ科
106-048 コマツナギ マメ科
158-008 コマツヨイグサ アカバナ科
214-158 ゴマナ キク科
197-032 ゴマノハグサ ゴマノハグサ科
128-013 コマユミ ニシキギ科
113-015 コミカンソウ トウダイグサ科
122-018 コミネカエデ カエデ科
108-011 コミヤマカタバミ カタバミ科
142-036 コミヤマスミレ スミレ科
052-022 コミヤマミズ イラクサ科
237-112 コムギ イネ科
191-011 コムラサキ クマツヅラ科
237-113 コメガヤ イネ科
237-114 コメススキ イネ科
037-013 コメツガ マツ科
171-054 コメツツジ ツツジ科
106-049 コメツブウマゴヤシ マメ科
106-050 コメツブツメクサ マメ科
186-023 コメツブヤエムグラ アカネ科
214-159 コメナモミ キク科
171-055 コメバツガザクラ ツツジ科
237-115 コメヒシバ イネ科
096-002 コモウセンゴケ モウセンゴケ科
208-029 ゴモジュ スイカズラ科
023-003 コモチシダ シシガシラ科
237-116 コモチタカネイチゴツナギ イネ科
102-007 コモチマンネングサ ベンケイソウ科
214-160 コモチミミコウモリ キク科
237-117 コモチミヤマイチゴツナギ イネ科
214-161 コモノギク キク科
142-037 コモロスミレ スミレ科
104-001 コヤスノキ トベラ科
214-162 コヤブタバコ キク科
223-055 コヤブラン ユリ科
105-096 ゴヨウイチゴ バラ科
171-056 コヨウラクツツジ ツツジ科
194-040 コリウス・ブルーメイ“フリンジ・ミックス” シソ科
046-016 コリヤナギ ヤナギ科
214-163 コンギク キク科
129-001 ゴンズイ ミツバウツギ科
003-009 コンテリクラマゴケ イワヒバ科
239-011 コンニャク サトイモ科
186-024 コンロンカ アカネ科
099-032 コンロンソウ アブラナ科
106-051 サイカチ マメ科
025-034 サイゴクイノデ オシダ科
208-030 サイゴクガマズミ スイカズラ科
128-014 サイゴククロヅル ニシキギ科
080-046 サイコクサバノオ キンポウゲ科
058-025 サイコクヌカボ タデ科
025-035 サイゴクベニシダ オシダ科
016-002 サイゴクホングウシダ ホングウシダ科
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171-057 サイゴクミツバツツジ ツツジ科
248-044 サイハイラン ラン科
105-097 ザイフリボク バラ科
094-008 サカキ ツバキ科
184-002 サカキカズラ キョウチクトウ科
025-036 サカゲイノデ オシダ科
248-045 サカネラン ラン科
027-026 サカバイヌワラビ メシダ科
214-164 サガミギク キク科
248-046 サガミランモドキ ラン科
153-001 サガリバナ サガリバナ科
090-017 サカワサイシン ウマノスズクサ科
197-033 サギゴケ ゴマノハグサ科
138-002 サキシマスオウノキ アオギリ科
136-011 サキシマフヨウ アオイ科
244-096 サギスゲ カヤツリグサ科
248-047 サギソウ ラン科
125-002 サクノキ アワブキ科
223-056 サクユリ ユリ科
025-037 サクライカグマ オシダ科
142-038 サクラスミレ スミレ科
174-011 サクラソウ サクラソウ科
174-012 サクラソウモドキ サクラソウ科
058-026 サクラタデ タデ科
171-058 サクラツツジ ツツジ科
047-014 サクラバハンノキ カバノキ科
154-001 ザクロ ザクロ科
061-002 ザクロソウ ザクロソウ科
214-165 サケバヒヨドリ キク科
237-118 ササガヤ イネ科
237-119 ササキビ イネ科
237-120 ササクサ イネ科
106-052 ササゲ マメ科
244-097 ササノハスゲ カヤツリグサ科
248-048 ササバギンラン ラン科
218-003 ササバモ ヒルムシロ科
223-057 ササユリ ユリ科
094-009 サザンカ ツバキ科
214-166 サジガンクビソウ キク科
030-011 サジラン ウラボシ科
239-012 ザゼンソウ サトイモ科
088-001 サダソウ コショウ科
171-059 サツキ ツツジ科
197-034 サツキヒナノウスツボ ゴマノハグサ科
244-098 サッポロスゲ カヤツリグサ科
186-025 サツマイナモリ アカネ科
188-006 サツマイモ ヒルガオ科
223-058 サツマサンキライ ユリ科
214-167 サツマノギク キク科
106-053 サツマハギ マメ科
058-027 サデクサ タデ科
239-013 サトイモ サトイモ科
237-121 サトウキビ イネ科
223-059 サドシオデ ユリ科
244-099 サドスゲ カヤツリグサ科
027-027 サトメシダ メシダ科
058-028 サナエタデ タデ科
105-098 サナギイチゴ バラ科
244-100 サナギスゲ カヤツリグサ科
072-001 サネカズラ マツブサ科
065-026 サポンソウ ナデシコ科
095-008 サマニオトギリ オトギリソウ科
214-168 サマニヨモギ キク科
106-054 サヤエンドウ マメ科
237-122 サヤヌカグサ イネ科
103-036 サラサウツギ ユキノシタ科



リーフレット図鑑～カスタマイズ版～(植物編)_和名リスト

コードNo. 和名 科
171-060 サラサドウダン ツツジ科
069-005 サラサモクレン モクレン科
080-047 サラシナショウマ キンポウゲ科
103-037 ザリコミ ユキノシタ科
149-004 サルスベリ ミソハギ科
223-060 サルトリイバラ ユリ科
093-003 サルナシ マタタビ科
194-041 サルビア・スプレンデンス シソ科
194-042 サルビア・レウカンサ シソ科
223-061 サルマメ ユリ科
214-169 サワオグルマ キク科
095-009 サワオトギリ オトギリソウ科
212-004 サワギキョウ キキョウ科
214-170 サワギク キク科
045-004 サワグルミ クルミ科
047-015 サワシバ カバノキ科
214-171 サワシロギク キク科
128-015 サワダツ ニシキギ科
248-049 サワトンボ ラン科
065-027 サワハコベ ナデシコ科
214-172 サワヒヨドリ キク科
179-002 サワフタギ ハイノキ科
039-010 サワラ ヒノキ科
248-050 サワラン ラン科
244-101 サンカクイ カヤツリグサ科
133-005 サンカクヅル ブドウ科
082-006 サンカヨウ メギ科
106-055 サンゴシトウ マメ科
208-031 サンゴジュ スイカズラ科
164-006 サンシュユ ミズキ科
115-012 サンショウ ミカン科
052-023 サンショウソウ イラクサ科
105-099 サンショウバラ バラ科
033-001 サンショウモ サンショウモ科
186-026 サンタンカ アカネ科
105-100 サンバガワフユザクラ バラ科
214-173 サンベサワアザミ キク科
106-056 サンヘンプ マメ科
090-018 サンヨウアオイ ウマノスズクサ科
080-048 サンリンソウ キンポウゲ科
115-013 シイクワシャー ミカン科
132-007 シーボルトノキ クロウメモドキ科
127-009 シイモチ モチノキ科
105-101 シウリザクラ バラ科
197-035 シオガマギク ゴマノハグサ科
244-102 シオクグ カヤツリグサ科
214-174 シオザキソウ キク科
180-013 シオジ モクセイ科
223-062 シオデ ユリ科
214-175 シオン キク科
244-103 シカクイ カヤツリグサ科
248-051 ジガバチソウ ラン科
105-102 シキザクラ バラ科
197-036 ジギタリス ゴマノハグサ科
073-001 シキミ シキミ科
080-049 シキンカラマツ キンポウゲ科
080-050 シギンカラマツ キンポウゲ科
174-013 シクラメン サクラソウ科
046-017 シグレヤナギ ヤナギ科
157-001 シクンシ シクンシ科
027-028 シケシダ メシダ科
027-029 シケチシダ メシダ科
174-014 シコクカツコソウ サクラソウ科
037-014 シコクシラベ マツ科
142-039 シコクスミレ スミレ科
099-033 シコクハタザオ アブラナ科
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237-123 シコクビエ イネ科
197-037 シコクママコナ ゴマノハグサ科
103-038 シコタンソウ ユキノシタ科
155-001 シコンノボタン ノボタン科
166-025 シシウド セリ科
023-004 シシガシラ シシガシラ科
020-001 シシラン シシラン科
202-002 シシンラン イワタバコ科
244-104 シズイ カヤツリグサ科
047-016 ジゾウカンバ カバノキ科
194-043 シソバタツナミソウ シソ科
185-015 シタキソウ ガガイモ科
047-017 シダレアカシデ カバノキ科
079-002 シダレカツラ カツラ科
039-011 シダレヒノキ ヒノキ科
105-103 シダレモモ バラ科
046-018 シダレヤナギ ヤナギ科
103-039 シチダンカ ユキノシタ科
142-040 シチトウスミレ スミレ科
006-006 シチトウハナワラビ ハナヤスリ科
066-011 シチメンソウ アカザ科
186-027 シチョウゲ アカネ科
069-006 シデコブシ モクレン科
171-061 シデサツキ ツツジ科
212-005 シデシャジン キキョウ科
113-016 シナアブラギリ トウダイグサ科
106-057 シナガワハギ マメ科
045-005 シナサワグルミ クルミ科
237-124 シナダレスズメガヤ イネ科
194-044 シナノアキギリ シソ科
095-010 シナノオトギリ オトギリソウ科
135-004 シナノキ シナノキ科
105-104 シナノキイチゴ バラ科
080-051 シナノキンバイ キンポウゲ科
214-176 シナノタンポポ キク科
065-028 シナノナデシコ ナデシコ科
177-002 シナノマメガキ カキノキ科
100-005 シナマンサク マンサク科
105-105 シナミザクラ バラ科
180-014 シナレンギョウ モクセイ科
214-177 シネラリア キク科
017-002 シノブ シノブ科
025-038 シノブカグマ オシダ科
237-125 シバ イネ科
142-041 シハイスミレ スミレ科
048-013 シバグリ ブナ科
244-105 シバスゲ カヤツリグサ科
106-058 シバハギ マメ科
237-126 シバムギ イネ科
046-019 シバヤナギ ヤナギ科
237-127 シホウチク イネ科
237-128 シボチク イネ科
214-178 シマアザミ キク科
173-006 シマイズセンリョウ ヤブコウジ科
106-059 シマエンジュ マメ科
022-013 シマオオタニワタリ チャセンシダ科
208-032 シマガマズミ スイカズラ科
214-179 シマカンギク キク科
191-012 シマクサギ クマツヅラ科
149-005 シマサルスベリ ミソハギ科
093-004 シマサルナシ マタタビ科
105-106 シマシャリンバイ バラ科
237-129 シマスズメノヒエ イネ科
180-015 シマタゴ モクセイ科
244-106 シマタヌキラン カヤツリグサ科
234-005 シマツユクサ ツユクサ科
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239-014 シマテンナンショウ サトイモ科
180-016 シマトネリコ モクセイ科
037-015 シマナンヨウスギ マツ科
113-017 シマニシキソウ トウダイグサ科
214-180 シマノコンギク キク科
105-107 シマバライチゴ バラ科
237-130 シマヒゲシバ イネ科
186-028 シマヘクソカズラ アカネ科
212-006 シマホタルブクロ キキョウ科
039-012 シマムロ ヒノキ科
180-017 シマモクセイ モクセイ科
171-062 ジムカデ ツツジ科
025-039 シムライノデ オシダ科
166-026 シムラニンジン セリ科
090-019 シモダカンアオイ ウマノスズクサ科
105-108 シモツケ バラ科
105-109 シモツケソウ バラ科
194-045 シモバシラ シソ科
229-009 シャガ アヤメ科
195-014 ジャガイモ ナス科
166-027 シャク セリ科
099-034 シャクシナ アブラナ科
170-008 シャクジョウソウ イチヤクソウ科
058-029 シャクチリソバ タデ科
171-063 シャクナゲ ツツジ科
092-001 シャクヤク ボタン科
106-060 ジャケツイバラ マメ科
136-012 ジャコウアオイ アオイ科
109-010 ジャコウオランダフウロ フウロソウ科
194-046 ジャコウソウ シソ科
106-061 シャジクソウ マメ科
171-064 シャシャンポ ツツジ科
099-035 ジャニンジン アブラナ科
223-063 ジャノヒゲ ユリ科
046-020 ジャヤナギ ヤナギ科
105-110 シャリンバイ バラ科
147-001 シュウカイドウ シュウカイドウ科
105-111 ジュウガツザクラ バラ科
194-047 ジュウニキランソウ シソ科
194-048 ジュウニヒトエ シソ科
214-181 シュウブンソウ キク科
080-052 シュウメイギク キンポウゲ科
025-040 ジュウモンジシダ オシダ科
246-004 シュクシャ ショウガ科
244-107 ジュズスゲ カヤツリグサ科
237-131 ジュズダマ イネ科
186-029 ジュズネノキ アカネ科
248-052 シュスラン ラン科
105-112 シュゼンジカンザクラ バラ科
238-002 シュロ ヤシ科
244-108 シュロガヤツリ カヤツリグサ科
223-064 シュロソウ ユリ科
238-003 シュロチク ヤシ科
214-182 シュンギク キク科
085-004 ジュンサイ スイレン科
248-053 シュンラン ラン科
225-004 ショウキズイセン ヒガンバナ科
248-054 ショウキラン ラン科
105-113 ショウゲツ バラ科
099-036 ショウゴインダイコン アブラナ科
244-109 ショウジョウスゲ カヤツリグサ科
113-018 ショウジョウソウ トウダイグサ科
113-019 ショウジョウソウモドキ トウダイグサ科
223-065 ショウジョウバカマ ユリ科
239-015 ショウブ サトイモ科
129-002 ショウベンノキ ミツバウツギ科
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244-110 ジョウロウスゲ カヤツリグサ科
223-066 ジョウロウホトトギス ユリ科
191-013 ショウロクサギ クマツヅラ科
223-067 シラー ユリ科
223-068 シライトソウ ユリ科
048-014 シラカシ ブナ科
047-018 シラカンバ カバノキ科
113-020 シラキ トウダイグサ科
237-132 シラゲガヤ イネ科
244-111 シラコスゲ カヤツリグサ科
244-112 シラスゲ カヤツリグサ科
186-030 シラタマカズラ アカネ科
065-029 シラタマソウ ナデシコ科
171-065 シラタマノキ ツツジ科
235-005 シラタマホシクサ ホシクサ科
164-007 シラタマミズキ ミズキ科
081-001 シラネアオイ シラネアオイ科
166-028 シラネセンキュウ セリ科
166-029 シラネニンジン セリ科
025-041 シラネワラビ オシダ科
106-062 シラハギ マメ科
103-040 シラヒゲソウ ユキノシタ科
037-016 シラビソ マツ科
214-183 シラヤマギク キク科
097-009 シラユキゲシ ケシ科
142-042 シラユキスミレ スミレ科
248-055 シラン ラン科
048-015 シリブカガシ ブナ科
229-010 シロアヤメ アヤメ科
099-037 シロイヌナズナ アブラナ科
235-006 シロイヌノヒゲ ホシクサ科
223-069 シロウマアサツキ ユリ科
106-063 シロウマオウギ マメ科
214-184 シロウマタンポポ キク科
248-056 シロウマチドリ ラン科
099-038 シロウマナズナ アブラナ科
106-064 シロエンドウ マメ科
244-113 シロガヤツリ カヤツリグサ科
142-043 シロコスミレ スミレ科
237-133 シロコブナグサ イネ科
066-012 シロザ アカザ科
237-134 シロシマインヨウ イネ科
075-012 シロダモ クスノキ科
106-065 シロツメクサ マメ科
248-057 シロテンマ ラン科
171-066 シロドウダン ツツジ科
237-135 シロトダシバ イネ科
194-049 シロネ シソ科
194-050 シロバナアキノタムラソウ シソ科
082-007 シロバナイカリソウ メギ科
186-031 シロバナイナモリソウ アカネ科
058-030 シロバナイヌタデ タデ科
142-044 シロバナエゾノタチツボスミレ スミレ科
223-070 シロバナエンレイソウ ユリ科
197-038 シロバナオオイヌノフグリ ゴマノハグサ科
223-071 シロバナオオバジャノヒゲ ユリ科
194-051 シロバナオカタツナミソウ シソ科
080-053 シロバナカザグルマ キンポウゲ科
223-072 シロバナカタクリ ユリ科
229-011 シロバナキショウブ アヤメ科
200-004 シロバナキツネノマゴ キツネノマゴ科
214-185 シロバナキングヒゴタイ キク科
106-066 シロバナクサフジ マメ科
106-067 シロバナクズ マメ科
214-186 シロバナクモマニガナ キク科
197-039 シロバナクワガタソウ ゴマノハグサ科
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197-040 シロバナコシオガマ ゴマノハグサ科
142-045 シロバナコスミレ スミレ科
223-073 シロバナコバキボウシ ユリ科
194-052 シロバナコバノタツナミソウ シソ科
097-010 シロバナコマクサ ケシ科
058-031 シロバナサクラタデ タデ科
058-032 シロバナサデクサ タデ科
190-008 シロバナサワルリソウ ムラサキ科
142-046 シロバナシチトウスミレ スミレ科
106-068 シロバナシナガワハギ マメ科
194-053 シロバナジュウニヒトエ シソ科
223-074 シロバナショウジョウバカマ ユリ科
248-058 シロバナシラン ラン科
139-006 シロバナジンチョウゲ ジンチョウゲ科
142-047 シロバナスミレ スミレ科
214-187 シロバナセンダングサ キク科
214-188 シロバナセンダングサ×コセンダングサ キク科
214-189 シロバナタカアザミ キク科
214-190 シロバナタカネヒゴタイ キク科
197-041 シロバナタチイヌノフグリ ゴマノハグサ科
142-048 シロバナタチツボスミレ スミレ科
214-191 シロバナダルマギク キク科
214-192 シロバナタンポポ キク科
212-007 シロバナチシマギキョウ キキョウ科
103-041 シロバナチダケサシ ユキノシタ科
195-015 シロバナチョウセンアサガオ ナス科
142-049 シロバナツボスミレ スミレ科
223-075 シロバナツルボ ユリ科
105-114 シロバナトウウチソウ バラ科
105-115 シロバナトウチソウ バラ科
191-014 シロバナトサムラサキ クマツヅラ科
203-004 シロバナナンバンギセル ハマウツボ科
214-193 シロバナニガナ キク科
229-012 シロバナニワゼキショウ アヤメ科
106-069 シロバナヌスビトハギ マメ科
103-042 シロバナネコノメ ユキノシタ科
214-194 シロバナノアザミ キク科
214-195 シロバナノコンギク キク科
106-070 シロバナノハラクサフジ マメ科
248-059 シロバナノビネチドリ ラン科
105-116 シロバナハマナス バラ科
080-054 シロバナハンショウヅル キンポウゲ科
194-054 シロバナヒメオドリコソウ シソ科
223-076 シロバナヒメヤブラン ユリ科
195-016 シロバナヒヨドリジョウゴ ナス科
171-067 シロバナフウリンツツジ ツツジ科
142-050 シロバナフモトスミレ スミレ科
105-117 シロバナヘビイチゴ バラ科
223-077 シロバナホトトギス ユリ科
225-005 シロバナマンジュシャゲ ヒガンバナ科
065-030 シロバナマンテマ ナデシコ科
108-012 シロバナムラサキカタバミ カタバミ科
204-003 シロバナムラサキミミカキグサ タヌキモ科
248-060 シロバナモジズリ ラン科
103-043 シロバナヤエウツギ ユキノシタ科
142-051 シロバナヤクシマスミレ スミレ科
106-071 シロバナヤハズエンドウ マメ科
094-010 シロバナヤブツバキ ツバキ科
223-078 シロバナヤブラン ユリ科
171-068 シロバナヤマツツジ ツツジ科
197-042 シロバナヤマトラノオ ゴマノハグサ科
223-079 シロバナヤマホトトギス ユリ科
190-009 シロバナヤマルリソウ ムラサキ科
197-043 シロバナヨツバシオガマ ゴマノハグサ科
106-072 シロバナレンゲ マメ科
097-011 ジロボウエンゴサク ケシ科
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037-017 シロマツ マツ科
082-008 シロミナンテン メギ科
164-008 シロミノアオキ ミズキ科
127-010 シロミノウメモドキ モチノキ科
191-015 シロミノコムラサキ クマツヅラ科
115-014 シロミノツルシキミ ミカン科
173-007 シロミマンリョウ ヤブコウジ科
075-013 シロモジ クスノキ科
171-069 シロヤシオ ツツジ科
046-021 シロヤナギ ヤナギ科
097-012 シロヤブケマン ケシ科
094-011 シロヤブツバキ ツバキ科
027-030 シロヤマシダ メシダ科
008-003 シロヤマゼンマイ ゼンマイ科
105-118 シロヤマブキ バラ科
223-080 シロヤマホトトギス ユリ科
214-196 シロヨメナ キク科
214-197 シロヨモギ キク科
016-003 シンエダウチホングウシダ ホングウシダ科
237-136 シンクリノイガ イネ科
116-001 シンジュ ニガキ科
244-114 シンジュガヤ カヤツリグサ科
139-007 ジンチョウゲ ジンチョウゲ科
082-009 ジンバイカリソウ メギ科
058-033 シンミズヒキ タデ科
170-009 ジンヨウイチヤクソウ イチヤクソウ科
058-034 ジンヨウスイバ タデ科
106-073 スイートピー マメ科
208-033 スイカズラ スイカズラ科
225-006 スイセン ヒガンバナ科
065-031 スイセンノウ ナデシコ科
058-035 スイバ タデ科
136-013 スイフヨウ アオイ科
214-198 スイラン キク科
039-013 スイリュウヒバ ヒノキ科
237-137 スエコザサ イネ科
099-039 スカシタゴボウ アブラナ科
223-081 スカシユリ ユリ科
211-001 スカビオサ マツムシソウ科
038-004 スギ スギ科
002-002 スギカズラ ヒカゲノカズラ科
005-003 スギナ トクサ科
103-044 スグリ ユキノシタ科
029-001 スジヒトツバ スジヒトツバ科
090-020 スズカカンアオイ ウマノスズクサ科
101-001 スズカケノキ スズカケノキ科
237-138 ススキ イネ科
142-052 スズキスミレ スミレ科
194-055 スズコウジュ シソ科
237-139 スズコナリヒラ イネ科
185-016 スズサイコ ガガイモ科
099-040 スズシロソウ アブラナ科
237-140 スズタケ イネ科
248-061 スズムシソウ ラン科
200-005 スズムシバナ キツネノマゴ科
148-010 スズメウリ ウリ科
237-141 スズメガヤ イネ科
106-074 スズメノエンドウ マメ科
237-142 スズメノカタビラ イネ科
237-143 スズメノコビエ イネ科
237-144 スズメノチャヒキ イネ科
237-145 スズメノテッポウ イネ科
197-044 スズメノトウガラシ ゴマノハグサ科
237-146 スズメノヒエ イネ科
232-009 スズメノヤリ イグサ科
223-082 スズラン ユリ科
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048-016 スダジイ ブナ科
103-045 スダヤクシュ ユキノシタ科
148-011 ズッキーニ ウリ科
223-083 ステゴビル ユリ科
214-199 ステビア キク科
244-115 スナジスゲ カヤツリグサ科
075-014 スナヅル クスノキ科
190-010 スナビキソウ ムラサキ科
090-021 ズノウカンアオイ ウマノスズクサ科
225-007 スノーフレーク ヒガンバナ科
171-070 スノキ ツツジ科
080-055 スハマソウ キンポウゲ科
216-005 スブタ トチカガミ科
063-003 スベリヒユ スベリヒユ科
105-119 ズミ バラ科
142-053 スミレ スミレ科
142-054 スミレサイシン スミレ科
105-120 スモモ バラ科
142-055 スルガキクバスミレ スミレ科
239-016 スルガテンナンショウ サトイモ科
142-056 スワスミレ スミレ科
214-200 セイタカアワダチソウ キク科
113-021 セイタカオオニシキソウ トウダイグサ科
027-031 セイタカシケシダ メシダ科
214-201 セイタカトウヒレン キク科
214-202 セイタカハハコグサ キク科
244-116 セイタカハリイ カヤツリグサ科
237-147 セイタカヨシ イネ科
237-148 セイバンモロコシ イネ科
237-149 セイヒチク イネ科
099-041 セイヨウアブラナ アブラナ科
207-004 セイヨウオオバコ オオバコ科
080-056 セイヨウオキナグサ キンポウゲ科
194-056 セイヨウカキドオシ シソ科
099-042 セイヨウカラシナ アブラナ科
105-121 セイヨウザイフリボク バラ科
171-071 セイヨウシャクナゲ ツツジ科
194-057 セイヨウジュウニヒトエ シソ科
214-203 セイヨウタンポポ キク科
124-001 セイヨウトチノキ トチノキ科
214-204 セイヨウノコギリソウ キク科
105-122 セイヨウバクチノキ バラ科
046-022 セイヨウハコヤナギ ヤナギ科
127-011 セイヨウヒイラギ モチノキ科
197-045 セイヨウヒキヨモギ ゴマノハグサ科
188-007 セイヨウヒルガオ ヒルガオ科
098-002 セイヨウフウチョウソウ フウチョウソウ科
195-017 セイヨウホオズキ ナス科
158-009 セイヨウミズユキノシタ アカバナ科
106-075 セイヨウミヤコグサ マメ科
190-011 セイヨウムラサキ ムラサキ科
186-032 セイヨウヤエムグラ アカネ科
105-123 セイヨウヤブイチゴ バラ科
099-043 セイヨウワサビ アブラナ科
102-008 セイロンベンケイ ベンケイソウ科
239-017 セキショウ サトイモ科
194-058 セキヤノアキチョウジ シソ科
106-076 セッカツメクサ マメ科
248-062 セッコク ラン科
080-057 セツブンソウ キンポウゲ科
237-150 セトガヤ イネ科
214-205 セトノジギク キク科
136-014 ゼニアオイ アオイ科
136-015 ゼニバアオイ アオイ科
240-003 ゼニバウキクサ ウキクサ科
021-009 セフリイノモトソウ イノモトソウ科



リーフレット図鑑～カスタマイズ版～(植物編)_和名リスト

コードNo. 和名 科
166-030 セリ セリ科
080-058 セリバオウレン キンポウゲ科
197-046 セリバシオガマ ゴマノハグサ科
080-059 セリバヒエンソウ キンポウゲ科
097-013 セリバヤマブキソウ ケシ科
177-003 ゼンジマル カキノキ科
065-032 センジュガンピ ナデシコ科
244-117 センダイスゲ カヤツリグサ科
113-022 センダイタイゲキ トウダイグサ科
214-206 センダイトウヒレン キク科
106-077 センダイハギ マメ科
117-001 センダン センダン科
214-207 センダングサ キク科
223-084 ゼンテイカ ユリ科
166-031 セントウソウ セリ科
148-012 センナリヒョウタン ウリ科
195-018 センナリホオズキ ナス科
067-005 センニチコウ ヒユ科
080-060 センニンソウ キンポウゲ科
182-008 センブリ リンドウ科
214-208 センボンギク キク科
214-209 センボンヤリ キク科
008-004 ゼンマイ ゼンマイ科
089-002 センリョウ センリョウ科
106-078 ソウシジュ マメ科
165-010 ソウシシヨウニンジン ウコギ科
223-085 ソクシンラン ユリ科
208-034 ソクズ スイカズラ科
174-015 ソコクカッコソウ サクラソウ科
074-001 ソシンロウバイ ロウバイ科
035-001 ソテツ ソテツ科
214-210 ソナレノギク キク科
211-002 ソナレマツムシソウ マツムシソウ科
186-033 ソナレムグラ アカネ科
058-036 ソバ タデ科
058-037 ソバカズラ タデ科
212-008 ソバナ キキョウ科
105-124 ソメイヨシノ バラ科
090-022 ソモダカンアオイ ウマノスズクサ科
127-012 ソヨゴ モチノキ科
106-079 ソラマメ マメ科
140-003 ダイオウグミ グミ科
037-018 ダイオウショウ マツ科
214-211 タイキンギク キク科
099-044 ダイコン アブラナ科
105-125 ダイコンソウ バラ科
248-063 ダイサギソウ ラン科
069-007 タイサンボク モクレン科
106-080 ダイズ マメ科
244-118 ダイセツイワスゲ カヤツリグサ科
115-015 ダイダイ ミカン科
208-035 ダイダイミノガマズミ スイカズラ科
089-003 ダイダイミノセンリョウ センリョウ科
106-081 タイツリオウギ マメ科
102-009 タイトゴメ ベンケイソウ科
237-151 タイヌビエ イネ科
173-008 タイミンタチバナ ヤブコウジ科
237-152 タイミンチク イネ科
103-046 ダイモンジソウ ユキノシタ科
090-023 タイリンアオイ ウマノスズクサ科
030-012 タイワンアオネカズラ ウラボシ科
106-082 タイワンクズ マメ科
038-005 タイワンスギ スギ科
244-119 タイワンスゲ カヤツリグサ科
094-012 タイワンツバキ ツバキ科
113-023 タイワンヒメコバンノキ トウダイグサ科



リーフレット図鑑～カスタマイズ版～(植物編)_和名リスト

コードNo. 和名 科
223-086 タイワンホトトギス ユリ科
237-153 タイワンマダケ イネ科
244-120 タイワンヤマイ カヤツリグサ科
214-212 タウコギ キク科
214-213 タカアザミ キク科
025-042 タカオイノデ オシダ科
027-032 タカオシケチシダ メシダ科
244-121 タカオスゲ カヤツリグサ科
142-057 タカオスミレ スミレ科
214-214 タカオヒゴタイ キク科
109-011 タカオフウロ フウロソウ科
052-024 タカオヤブマオ イラクサ科
223-087 タカオワニグチソウ ユリ科
009-003 タカサゴキジノオ キジノオシダ科
025-043 タカサゴシダ オシダ科
223-088 タカサゴユリ ユリ科
214-215 タカサブロウ キク科
113-024 タカトウダイ トウダイグサ科
223-089 タカネアオヤギソウ ユリ科
105-126 タカネイバラ バラ科
095-011 タカネオトギリ オトギリソウ科
210-006 タカネオミナエシ オミナエシ科
142-058 タカネキスミレ スミレ科
109-012 タカネグンナイフウロ フウロソウ科
099-045 タカネグンバイ アブラナ科
214-216 タカネコウゾリナ キク科
237-154 タカネコウボウ イネ科
197-047 タカネシオガマ ゴマノハグサ科
058-038 タカネスイバ タデ科
232-010 タカネスズメノヒエ イグサ科
142-059 タカネスミレ スミレ科
244-122 タガネソウ カヤツリグサ科
237-155 タカネソモソモ イネ科
065-033 タカネツメクサ ナデシコ科
105-127 タカネトウウチソウ バラ科
105-128 タカネナナカマド バラ科
214-217 タカネニガナ キク科
237-156 タカネノガリヤス イネ科
244-123 タカネハリスゲ カヤツリグサ科
214-218 タカネヒゴタイ キク科
065-034 タカネビランジ ナデシコ科
248-064 タカネフタバラン ラン科
244-124 タカネマスクサ カヤツリグサ科
102-010 タカネマンネングサ ベンケイソウ科
214-219 タカネヤハズハハコ キク科
214-220 タカネヨモギ キク科
165-011 タカノツメ ウコギ科
030-013 タカノハウラボシ ウラボシ科
237-157 タカノハススキ イネ科
142-060 タカミズスミレ スミレ科
142-061 タカミズスミレ×アケボノスミレ スミレ科
080-061 タガラシ キンポウゲ科
014-001 タカワラビ タカワラビ科
037-019 ダグラス・ファー マツ科
047-019 ダケカンバ カバノキ科
223-090 タケシマラン ユリ科
214-221 タケダグサ キク科
097-014 タケニグサ ケシ科
103-047 タコノアシ ユキノシタ科
248-065 タシロラン ラン科
244-125 タタラカンガレイ カヤツリグサ科
136-016 タチアオイ アオイ科
214-222 タチアザミ キク科
237-158 タチイチゴツナギ イネ科
197-048 タチイヌノフグリ ゴマノハグサ科
207-005 タチオオバコ オオバコ科



リーフレット図鑑～カスタマイズ版～(植物編)_和名リスト
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185-017 タチガシワ ガガイモ科
190-012 タチカメバソウ ムラサキ科
185-018 タチカモメヅル ガガイモ科
223-091 タチギボウシ ユリ科
194-059 タチキランソウ シソ科
003-010 タチクラマゴケ イワヒバ科
197-049 タチコゴメグサ ゴマノハグサ科
223-092 タチシオデ ユリ科
019-008 タチシノブ ミズワラビ科
194-060 タチジャコウソウ シソ科
244-126 タチスゲ カヤツリグサ科
237-159 タチスズメノヒエ イネ科
142-062 タチスミレ スミレ科
099-046 タチタネツケバナ アブラナ科
214-223 タチチチコグサ キク科
142-063 タチツボスミレ スミレ科
227-006 タチドコロ ヤマノイモ科
103-048 タチネコノメソウ ユキノシタ科
237-160 タチネズミガヤ イネ科
115-016 タチバナ ミカン科
105-129 タチバナモドキ バラ科
026-008 タチヒメワラビ ヒメシダ科
109-013 タチフウロ フウロソウ科
159-004 タチモ アリノトウグサ科
046-023 タチヤナギ ヤナギ科
046-024 タチヤナギ×マルバヤナギ ヤナギ科
058-039 ダッタンソバ タデ科
194-061 タツナミソウ シソ科
237-161 タツノツメガヤ イネ科
237-162 タツノヒゲ イネ科
058-040 タデアイ タデ科
099-047 タデノウミコンロンソウ アブラナ科
214-224 タテヤマアザミ キク科
194-062 タテヤマウツボグサ シソ科
244-127 タテヤマスゲ カヤツリグサ科
214-225 タテヤマノギク キク科
182-009 タテヤマリンドウ リンドウ科
027-033 タニイヌワラビ メシダ科
208-036 タニウツギ スイカズラ科
244-128 タニガワスゲ カヤツリグサ科
212-009 タニギキョウ キキョウ科
194-063 タニジャコウソウ シソ科
058-041 タニソバ タデ科
158-010 タニタデ アカバナ科
025-044 タニヘゴ オシダ科
186-034 タニワタリノキ アカネ科
230-001 タヌキノショクダイ ヒナノシャクジョウ科
106-083 タヌキマメ マメ科
204-004 タヌキモ タヌキモ科
244-129 タヌキラン カヤツリグサ科
099-048 タネツケバナ アブラナ科
195-019 タバコ ナス科
075-015 タブノキ クスノキ科
103-049 タマアジサイ ユキノシタ科
244-130 タマガヤツリ カヤツリグサ科
008-005 タマガワゼンマイ ゼンマイ科
223-093 タマガワホトトギス ユリ科
106-084 タマザキクサフジ マメ科
186-035 タマザキフタバムグラ アカネ科
195-020 タマサンゴ ナス科
027-034 タマシケシダ メシダ科
018-001 タマシダ ツルシダ科
244-131 タマツリスゲ カヤツリグサ科
090-024 タマノカンアオイ ウマノスズクサ科
223-094 タマノカンザシ ユリ科
214-226 タマブキ キク科
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237-163 タマミゾイチゴツナギ イネ科
069-008 タムシバ モクレン科
214-227 タムラソウ キク科
223-095 タモトユリ ユリ科
165-012 タラノキ ウコギ科
127-013 タラヨウ モチノキ科
214-228 ダルマギク キク科
239-018 タロイモ サトイモ科
191-016 ダンギク クマツヅラ科
106-085 タンキリマメ マメ科
075-016 ダンコウバイ クスノキ科
214-229 ダンゴギク キク科
237-164 ダンチク イネ科
214-230 ダンドボロギク キク科
179-003 タンナサワフタギ ハイノキ科
237-165 チガヤ イネ科
237-166 チカラシバ イネ科
237-167 チクゴスズメノヒエ イネ科
237-168 チゴザサ イネ科
223-096 チゴユリ ユリ科
142-064 チシオスミレ スミレ科
214-231 チシマアザミ キク科
103-050 チシマイワブキ ユキノシタ科
212-010 チシマギキョウ キキョウ科
105-130 チシマザクラ バラ科
237-169 チシマザサ イネ科
223-097 チシマゼキショウ ユリ科
171-072 チシマツガザクラ ツツジ科
237-170 チシマドジョウツナギ イネ科
208-037 チシマヒョウタンボク スイカズラ科
109-014 チシマフウロ フウロソウ科
214-232 チシャ キク科
190-013 チシャノキ ムラサキ科
103-051 チダケサシ ユキノシタ科
214-233 チチコグサ キク科
214-234 チチコグサモドキ キク科
214-235 チチコグサモドキ×タチチチコグサ キク科
171-073 チチブドウダン ツツジ科
047-020 チチブミネバリ カバノキ科
181-002 チトセカズラ マチン科
166-032 チドメグサ セリ科
122-019 チドリノキ カエデ科
237-171 チマキザサ イネ科
244-132 チャガヤツリ カヤツリグサ科
022-014 チャセンシダ チャセンシダ科
094-013 チャノキ ツバキ科
186-036 チャボイナモリ アカネ科
025-045 チャボイノデ オシダ科
237-172 チャボウシノケグサ イネ科
237-173 チャボウシノシッペイ イネ科
042-004 チャボガヤ イチイ科
223-098 チャボシライトソウ ユリ科
223-099 チャボゼキショウ ユリ科
113-025 チャボタイゲキ トウダイグサ科
058-042 チャボミチヤナギ タデ科
089-004 チャラン センリョウ科
103-052 チャルメルソウ ユキノシタ科
117-002 チャンチン センダン科
244-133 チュウゼンジスゲ カヤツリグサ科
223-100 チューリップ ユリ科
208-038 チョウジガマズミ スイカズラ科
214-236 チョウジギク キク科
171-074 チョウジコメツツジ ツツジ科
105-131 チョウジザクラ バラ科
184-003 チョウジソウ キョウチクトウ科
158-011 チョウジタデ アカバナ科
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195-021 チョウセンアサガオ ナス科
049-008 チョウセンエノキ ニレ科
237-174 チョウセンガリヤス イネ科
072-002 チョウセンゴミシ マツブサ科
165-013 チョウセンニンジン ウコギ科
214-237 チョウセンノギク キク科
130-001 チョウセンヒメツゲ ツゲ科
041-002 チョウセンマキ イヌガヤ科
171-075 チョウセンヤマツツジ ツツジ科
214-238 チョウセンヨメナ キク科
180-018 チョウセンレンギョウ モクセイ科
105-132 チョウノスケソウ バラ科
106-086 チョウマメ マメ科
194-064 チリメンジソ シソ科
046-025 チリメンドロ ヤナギ科
099-049 チリメンハクサイ アブラナ科
105-133 チングルマ バラ科
099-050 チンゲンサイ アブラナ科
037-020 ツガ マツ科
171-076 ツガザクラ ツツジ科
180-019 ツカミヒイラギ モクセイ科
237-175 ツキイゲ イネ科
214-239 ツキヌキオグルマ キク科
208-039 ツキヌキソウ スイカズラ科
208-040 ツキヌキニンドウ スイカズラ科
158-012 ツキミソウ アカバナ科
214-240 ツクシアザミ キク科
244-134 ツクシアブラガヤ カヤツリグサ科
025-046 ツクシオオクジャク オシダ科
097-015 ツクシキケマン ケシ科
214-241 ツクシコウモリソウ キク科
171-077 ツクシシャクナゲ ツツジ科
142-065 ツクシスミレ スミレ科
194-065 ツクシタツナミソウ シソ科
212-011 ツクシタニギキョウ キキョウ科
103-053 ツクシチャルメルソウ ユキノシタ科
244-135 ツクシテンツキ カヤツリグサ科
103-054 ツクシネコノメソウ ユキノシタ科
106-087 ツクシハギ マメ科
239-019 ツクシヒトツバテンナンショウ サトイモ科
239-020 ツクシマムシグサ サトイモ科
244-136 ツクシミノボロスゲ カヤツリグサ科
106-088 ツクシムレスズメ マメ科
214-242 ツクシメナモミ キク科
194-066 ツクバキンモンソウ シソ科
140-004 ツクバグミ グミ科
244-137 ツクバスゲ カヤツリグサ科
080-062 ツクバトリカブト キンポウゲ科
237-176 ツクバナンブスズ イネ科
055-002 ツクバネ ビャクダン科
195-022 ツクバネアサガオ ナス科
208-041 ツクバネウツギ スイカズラ科
223-101 ツクバネソウ ユリ科
080-063 ツクモグサ キンポウゲ科
130-002 ツゲ ツゲ科
133-006 ツタ ブドウ科
121-002 ツタウルシ ウルシ科
197-050 ツタバウンラン ゴマノハグサ科
248-066 ツチアケビ ラン科
105-134 ツチグリ バラ科
057-002 ツチトリモチ ツチトリモチ科
084-003 ツヅラフジ ツヅラフジ科
201-001 ツノゴマ ゴマ科
195-023 ツノナス ナス科
047-021 ツノハシバミ カバノキ科
099-051 ツノミナズナ アブラナ科
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094-014 ツバキ ツバキ科
105-135 ツバキカンザクラ バラ科
223-102 ツバメオモト ユリ科
048-017 ツブラジイ ブナ科
166-033 ツボクサ セリ科
142-066 ツボスミレ スミレ科
174-016 ツマトリソウ サクラソウ科
065-035 ツメクサ ナデシコ科
102-011 ツメレンゲ ベンケイソウ科
025-047 ツヤナシイノデ オシダ科
234-006 ツユクサ ツユクサ科
199-006 ツリガネカズラ ノウゼンカズラ科
212-012 ツリガネニンジン キキョウ科
128-016 ツリバナ ニシキギ科
126-003 ツリフネソウ ツリフネソウ科
186-037 ツルアリドオシ アカネ科
128-017 ツルウメモドキ ニシキギ科
128-018 ツルオオバマサキ ニシキギ科
185-019 ツルガシワ ガガイモ科
210-007 ツルカノコソウ オミナエシ科
244-138 ツルカミカワスゲ カヤツリグサ科
190-014 ツルカメバソウ ムラサキ科
244-139 ツルカワカミスゲ カヤツリグサ科
212-013 ツルギキョウ キキョウ科
097-016 ツルキケマン ケシ科
105-136 ツルキジムシロ バラ科
166-034 ツルギハナウド セリ科
105-137 ツルキンバイ バラ科
140-005 ツルグミ グミ科
067-006 ツルゲイトウ ヒユ科
173-009 ツルコウジ ヤブコウジ科
051-017 ツルコウゾ クワ科
171-078 ツルコケモモ ツツジ科
115-017 ツルシキミ ミカン科
080-064 ツルシロカネソウ キンポウゲ科
237-177 ツルスズメノカタビラ イネ科
142-067 ツルスミレ スミレ科
058-043 ツルソバ タデ科
142-068 ツルタチツボスミレ スミレ科
127-014 ツルツゲ モチノキ科
025-048 ツルデンダ オシダ科
058-044 ツルドクダミ タデ科
062-001 ツルナ ハマミズナ科
106-089 ツルナシインゲン マメ科
106-090 ツルナシヤハズエンドウ マメ科
194-067 ツルニガクサ シソ科
184-004 ツルニチニチソウ キョウチクトウ科
212-014 ツルニンジン キキョウ科
103-055 ツルネコノメソウ ユキノシタ科
067-007 ツルノゲイトウ ヒユ科
195-024 ツルハナナス ナス科
106-091 ツルフジバカマ マメ科
223-103 ツルボ ユリ科
052-025 ツルマオ イラクサ科
128-019 ツルマサキ ニシキギ科
106-092 ツルマメ マメ科
102-012 ツルマンネングサ ベンケイソウ科
064-001 ツルムラサキ ツルムラサキ科
185-020 ツルモウリンカ ガガイモ科
237-178 ツルヨシ イネ科
248-067 ツルラン ラン科
182-010 ツルリンドウ リンドウ科
148-013 ツルレイシ ウリ科
248-068 ツレサギソウ ラン科
214-243 ツワブキ キク科
184-005 テイカカズラ キョウチクトウ科
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106-093 デイゴ マメ科
214-244 テイショウソウ キク科
045-006 テウチグルミ クルミ科
037-021 テーダマツ マツ科
248-069 テガタチドリ ラン科
244-140 テキリスゲ カヤツリグサ科
223-104 テッポウユリ ユリ科
026-009 テツホシダ ヒメシダ科
214-245 テバコモミジガサ キク科
208-042 テマリカンボク スイカズラ科
128-020 テリハツルウメモドキ ニシキギ科
105-138 テリハノイバラ バラ科
105-139 テリハノイバラ×アズマイバラ バラ科
025-049 テリハヤブソテツ オシダ科
195-025 テリミノイヌホオズキ ナス科
194-068 デワノタツナミソウ シソ科
237-179 テンキグサ イネ科
082-010 テンジクメギ メギ科
032-001 デンジソウ デンジソウ科
075-017 テンダイウヤク クスノキ科
244-141 テンツキ カヤツリグサ科
194-069 テンニンソウ シソ科
105-140 テンノウメ バラ科
068-003 デンマーク・カクタス サボテン科
214-246 ドイツアザミ キク科
037-022 ドイツトウヒ マツ科
207-006 トウオオバコ オオバコ科
122-020 トウカエデ カエデ科
195-026 トウガラシ ナス科
166-035 トウキ セリ科
223-105 トウギボウシ ユリ科
025-050 トウキョウイノデ オシダ科
002-003 トウゲシバ ヒカゲノカズラ科
214-247 トウゲブキ キク科
080-065 トウゴクサバノオ キンポウゲ科
194-070 トウゴクシソバタツナミソウ シソ科
025-051 トウゴクシダ オシダ科
215-005 トウゴクヘラオモダカ オモダカ科
171-079 トウゴクミツバツツジ ツツジ科
113-026 トウゴマ トウダイグサ科
238-004 トウジュロ ヤシ科
113-027 トウダイグサ トウダイグサ科
171-080 ドウダンツツジ ツツジ科
237-180 トウチク イネ科
094-015 トウチャ ツバキ科
236-001 トウツルモドキ トウツルモドキ科
197-051 トウテイラン ゴマノハグサ科
180-020 トウネズミモチ モクセイ科
194-071 トウバナ シソ科
037-023 トウヒ マツ科
237-181 トウモロコシ イネ科
182-011 トウヤクリンドウ リンドウ科
171-081 トウヤマツツジ ツツジ科
025-052 ドウリョウイノデ オシダ科
214-248 トガクシイワインチン キク科
103-056 トガスグリ ユキノシタ科
248-070 トキソウ ラン科
052-026 トキホコリ イラクサ科
082-011 トキワイカリソウ メギ科
177-004 トキワガキ カキノキ科
107-002 トキワカワゴケソウ カワゴケソウ科
174-017 トキワザクラ サクラソウ科
105-141 トキワサンザシ バラ科
022-015 トキワシダ チャセンシダ科
237-182 トキワススキ イネ科
022-016 トキワトラノオ チャセンシダ科
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197-052 トキワハゼ ゴマノハグサ科
119-003 トキワヒメハギ ヒメハギ科
100-006 トキワマンサク マンサク科
214-249 トキンソウ キク科
120-001 ドクウツギ ドクウツギ科
005-004 トクサ トクサ科
166-036 ドクゼリ セリ科
223-106 トクダマ ユリ科
087-001 ドクダミ ドクダミ科
166-037 ドクニンジン セリ科
168-006 トクワカソウ イワウメ科
214-250 トゲアザミ キク科
144-002 トケイソウ トケイソウ科
214-251 トゲチシャ キク科
214-252 トゲヂシャ キク科
200-006 トゲハアザミ キツネノマゴ科
190-015 トゲムラサキ ムラサキ科
090-025 トサノアオイ ウマノスズクサ科
223-107 トサノコバイモ ユリ科
171-082 トサノミツバツツジ ツツジ科
100-007 トサミズキ マンサク科
237-183 ドジョウツナギ イネ科
237-184 トダシバ イネ科
244-142 トダスゲ カヤツリグサ科
216-006 トチカガミ トチカガミ科
124-002 トチノキ トチノキ科
165-014 トチバニンジン ウコギ科
050-001 トチュウ トチュウ科
238-005 トックリヤシ ヤシ科
238-006 トックリヤシモドキ ヤシ科
037-024 トドハダゴヨウ マツ科
214-253 トネアザミ キク科
006-007 トネハナヤスリ ハナヤスリ科
180-021 トネリコ モクセイ科
122-021 トネリコバカエデ カエデ科
223-108 トビシマカンゾウ ユリ科
104-002 トベラ トベラ科
237-185 トボシガラ イネ科
195-027 トマト ナス科
244-143 トマリスゲ カヤツリグサ科
197-053 トモエシオガマ ゴマノハグサ科
197-054 トモエシオガマギク ゴマノハグサ科
095-012 トモエソウ オトギリソウ科
248-071 トラキチラン ラン科
234-007 トラジスカンチャ ツユクサ科
194-072 トラノオジソ シソ科
022-017 トラノオシダ チャセンシダ科
197-055 トラノオスズカケ ゴマノハグサ科
103-057 トリアシショウマ ユキノシタ科
080-066 トリガタハンショウヅル キンポウゲ科
197-056 トレニア ゴマノハグサ科
232-011 ドロイ イグサ科
046-026 ドロヤナギ ヤナギ科
136-017 トロロアオイ アオイ科
248-072 トンボソウ ラン科
227-007 ナガイモ ヤマノイモ科
174-018 ナガエコナスビ サクラソウ科
113-028 ナガエコミカンソウ トウダイグサ科
242-001 ナガエミクリ ミクリ科
030-014 ナガオノキシノブ ウラボシ科
214-254 ナカガワノギク キク科
025-053 ナガサキシダ オシダ科
025-054 ナガバイタチシダ オシダ科
052-027 ナガバイラクサ イラクサ科
215-006 ナガバオモダカ オモダカ科
011-003 ナガバカニクサ フサシダ科
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058-045 ナガバギシギシ タデ科
214-255 ナガバキタアザミ キク科
237-186 ナガハグサ イネ科
142-069 ナガハシスミレ スミレ科
142-070 ナガハシスミレ×ケタチツボスミレ スミレ科
142-071 ナガハシスミレ×ニオイタチツボスミレ スミレ科
223-109 ナガバジャノヒゲ ユリ科
142-072 ナガバタチツボスミレ スミレ科
142-073 ナガバノアケボノスミレ スミレ科
096-003 ナガバノイシモチソウ モウセンゴケ科
025-055 ナガバノイタチシダ オシダ科
058-046 ナガバノウナギツカミ タデ科
214-256 ナガバノコウヤボウキ キク科
142-074 ナガバノシコクスミレ スミレ科
142-075 ナガバノスミレサイシン スミレ科
058-047 ナガバノヤノネグサ タデ科
186-038 ナガバハリフタバムグラ アカネ科
239-021 ナガバマムシグサ サトイモ科
105-142 ナガバモミジイチゴ バラ科
025-056 ナガバヤブソテツ オシダ科
052-028 ナガバヤブマオ イラクサ科
191-017 ナガボソウ クマツヅラ科
105-143 ナガボノシロワレモコウ バラ科
006-008 ナガボノナツノハナワラビ ハナヤスリ科
058-048 ナガボハナタデ タデ科
244-144 ナガミノショウジョウスゲ カヤツリグサ科
097-017 ナガミノツルキケマン ケシ科
244-145 ナガミヒゲスゲ カヤツリグサ科
097-018 ナガミヒナゲシ ケシ科
040-002 ナギ マキ科
223-110 ナギイカダ ユリ科
142-076 ナギソスミレ スミレ科
237-187 ナギナタガヤ イネ科
194-073 ナギナタコウジュ シソ科
244-146 ナキリスゲ カヤツリグサ科
105-144 ナシ バラ科
195-028 ナス ナス科
099-052 ナズナ アブラナ科
099-053 ナタネ アブラナ科
025-057 ナチクジャク オシダ科
027-035 ナチシケシダ メシダ科
021-010 ナチシダ イノモトソウ科
248-073 ナツエビネ ラン科
225-008 ナツズイセン ヒガンバナ科
115-018 ナツダイダイ ミカン科
094-016 ナツツバキ ツバキ科
113-029 ナツトウダイ トウダイグサ科
006-009 ナツノハナワラビ ハナヤスリ科
171-083 ナツハゼ ツツジ科
106-094 ナツフジ マメ科
132-008 ナツメ クロウメモドキ科
071-001 ナツメグ ニクズク科
058-049 ナツユキカズラ タデ科
105-145 ナナカマド バラ科
127-015 ナナミノキ モチノキ科
139-008 ナニワズ ジンチョウゲ科
099-054 ナノハナ アブラナ科
237-188 ナピアグラス イネ科
211-003 ナベナ マツムシソウ科
224-001 ナベワリ ビャクブ科
194-074 ナミキソウ シソ科
025-058 ナメライノデ オシダ科
106-095 ナヨクサフジ マメ科
027-036 ナヨシダ メシダ科
190-016 ナヨナヨワスレナグサ ムラサキ科
025-059 ナライシダ オシダ科
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048-018 ナラガシワ ブナ科
105-146 ナラヤエザクラ バラ科
237-189 ナリヒラダケ イネ科
225-009 ナルキツスス・テイダテイド ヒガンバナ科
244-147 ナルコスゲ カヤツリグサ科
237-190 ナルコビエ イネ科
223-111 ナルコユリ ユリ科
105-147 ナルサワザクラ バラ科
105-148 ナワシロイチゴ バラ科
140-006 ナワシログミ グミ科
025-060 ナンカイイタチシダ オシダ科
223-112 ナンカイギボウシ ユリ科
025-061 ナンカイナライシダ オシダ科
105-149 ナンキンナナカマド バラ科
113-030 ナンキンハゼ トウダイグサ科
025-062 ナンゴクイタチシダ オシダ科
239-022 ナンゴクウラシマソウ サトイモ科
197-057 ナンゴククガイソウ ゴマノハグサ科
032-002 ナンゴクデンジソウ デンジソウ科
025-063 ナンゴクナライシダ オシダ科
248-074 ナンゴクネジバナ ラン科
022-018 ナンゴクホウビシダ チャセンシダ科
122-022 ナンゴクミネカエデ カエデ科
082-012 ナンテン メギ科
106-096 ナンテンカズラ マメ科
106-097 ナンテンハギ マメ科
052-029 ナンバンカラムシ イラクサ科
203-005 ナンバンギセル ハマウツボ科
065-036 ナンバンハコベ ナデシコ科
214-257 ナンブアザミ キク科
099-055 ナンブイヌナズナ アブラナ科
214-258 ナンブキタアザミ キク科
237-191 ナンブソモソモ イネ科
214-259 ナンブタカネアザミ キク科
214-260 ナンブトウヒレン キク科
058-050 ナンブトラノオ タデ科
037-025 ナンヨウスギ マツ科
025-064 ナンヨウナライシダ オシダ科
105-150 ニオイイバラ バラ科
208-043 ニオイウツギ スイカズラ科
222-002 ニオイシュロラン リュウゼツラン科
142-077 ニオイスミレ スミレ科
142-078 ニオイタチツボスミレ スミレ科
058-051 ニオイタデ タデ科
039-014 ニオイヒバ ヒノキ科
052-030 ニオウヤブマオ イラクサ科
105-151 ニガイチゴ バラ科
148-014 ニガウリ ウリ科
227-008 ニガカシュウ ヤマノイモ科
116-002 ニガキ ニガキ科
194-075 ニガクサ シソ科
214-261 ニガナ キク科
194-076 ニガハッカ シソ科
246-005 ニクイロシュクシャ ショウガ科
214-262 ニジガハマギク キク科
136-018 ニシキアオイ アオイ科
208-044 ニシキウツギ スイカズラ科
106-098 ニシキエニシダ マメ科
128-021 ニシキギ ニシキギ科
194-077 ニシキゴロモ シソ科
027-037 ニシキシダ メシダ科
113-031 ニシキソウ トウダイグサ科
106-099 ニシキハギ マメ科
106-100 ニシキミヤコグサ マメ科
244-148 ニシダスゲ カヤツリグサ科
244-149 ニシノホンモンジスゲ カヤツリグサ科
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214-263 ニシノヤマタイミンガサ キク科
214-264 ニシヨモギ キク科
237-192 ニセコバンソウ イネ科
186-039 ニセジュズネノキ アカネ科
058-052 ニセスナジミチヤナギ タデ科
075-018 ニッケイ クスノキ科
237-193 ニッコウザサ イネ科
026-010 ニッコウシダ ヒメシダ科
235-007 ニッポンイヌノヒゲ ホシクサ科
248-075 ニョホウチドリ ラン科
223-113 ニラ ユリ科
080-067 ニリンソウ キンポウゲ科
103-058 ニワアジサイ ユキノシタ科
105-152 ニワウメ バラ科
105-153 ニワザクラ バラ科
229-013 ニワゼキショウ アヤメ科
208-045 ニワトコ スイカズラ科
105-154 ニワナナカマド バラ科
237-194 ニワホコリ イネ科
166-038 ニンジン セリ科
191-018 ニンジンボク クマツヅラ科
025-065 ヌカイタチシダ オシダ科
065-037 ヌカイトナデシコ ナデシコ科
237-195 ヌカキビ イネ科
244-150 ヌカスゲ カヤツリグサ科
237-196 ヌカボ イネ科
030-015 ヌカボシクリハラン ウラボシ科
232-012 ヌカボシソウ イグサ科
058-053 ヌカボタデ タデ科
106-101 ヌスビトハギ マメ科
244-151 ヌマアゼスゲ カヤツリグサ科
237-197 ヌマガヤ イネ科
244-152 ヌマガヤツリ カヤツリグサ科
038-006 ヌマスギ スギ科
214-265 ヌマダイコン キク科
214-266 ヌマツルギク キク科
174-019 ヌマトラノオ サクラソウ科
237-198 ヌメリグサ イネ科
022-019 ヌリトラノオ チャセンシダ科
027-038 ヌリワラビ メシダ科
121-003 ヌルデ ウルシ科
047-022 ネコシデ カバノキ科
132-009 ネコノチチ クロウメモドキ科
103-059 ネコノメソウ ユキノシタ科
106-102 ネコハギ マメ科
046-027 ネコヤナギ ヤナギ科
214-267 ネコヤマヒゴタイ キク科
171-084 ネジキ ツツジ科
248-076 ネジバナ ラン科
039-015 ネズ ヒノキ科
237-199 ネズミガヤ イネ科
237-200 ネズミノオ イネ科
237-201 ネズミムギ イネ科
180-022 ネズミモチ モクセイ科
188-008 ネナシカズラ ヒルガオ科
058-054 ネバリタデ タデ科
223-114 ネバリノギラン ユリ科
065-038 ネバリノミノツヅリ ナデシコ科
106-103 ネビキミヤコグサ マメ科
106-104 ネムノキ マメ科
085-005 ネムロコウホネ スイレン科
244-153 ネムロスゲ カヤツリグサ科
189-001 ネモフィラ ハゼリソウ科
188-009 ノアサガオ ヒルガオ科
214-268 ノアザミ キク科
106-105 ノアズキ マメ科
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105-155 ノイバラ バラ科
105-156 ノイバラ×アズマイバラ バラ科
105-157 ノウゴイチゴ バラ科
105-158 ノウゴウイチゴ バラ科
199-007 ノウゼンカズラ ノウゼンカズラ科
110-001 ノウゼンハレン ノウゼンハレン科
113-032 ノウルシ トウダイグサ科
105-159 ノカイドウ バラ科
080-068 ノカラマツ キンポウゲ科
237-202 ノガリヤス イネ科
223-115 ノカンゾウ ユリ科
030-016 ノキシノブ ウラボシ科
223-116 ノギラン ユリ科
244-154 ノグサ カヤツリグサ科
045-007 ノグルミ クルミ科
067-008 ノゲイトウ ヒユ科
214-269 ノゲシ キク科
237-203 ノゲナシドクムギ イネ科
027-039 ノコギリシダ メシダ科
214-270 ノコギリソウ キク科
027-040 ノコギリヘラシダ メシダ科
214-271 ノコンギク キク科
106-106 ノササゲ マメ科
214-272 ノジギク キク科
210-008 ノジシャ オミナエシ科
142-079 ノジスミレ スミレ科
174-020 ノジトラノオ サクラソウ科
223-117 ノシラン ユリ科
058-055 ノダイオウ タデ科
166-039 ノダケ セリ科
166-040 ノダケモドキ セリ科
166-041 ノチドメ セリ科
214-273 ノッポロガンクビソウ キク科
244-155 ノテンツキ カヤツリグサ科
214-274 ノニガナ キク科
234-008 ノハカタカラクサ ツユクサ科
229-014 ノハナショウブ アヤメ科
214-275 ノハラアザミ キク科
106-107 ノハラクサフジ マメ科
065-039 ノハラツメクサ ナデシコ科
065-040 ノハラナデシコ ナデシコ科
190-017 ノハラムラサキ ムラサキ科
248-077 ノビネチドリ ラン科
223-118 ノビル ユリ科
214-276 ノブキ キク科
133-007 ノブドウ ブドウ科
214-277 ノボロギク キク科
065-041 ノミノツヅリ ナデシコ科
065-042 ノミノフスマ ナデシコ科
238-007 ノヤシ ヤシ科
166-042 ノラニンジン セリ科
103-060 ノリウツギ ユキノシタ科
212-015 バアソブ キキョウ科
041-003 ハイイヌガヤ イヌガヤ科
127-016 ハイイヌツゲ モチノキ科
214-278 ハイイロヨモギ キク科
095-013 ハイオトギリ オトギリソウ科
103-061 バイカアマチャ ユキノシタ科
082-013 バイカイカリソウ メギ科
103-062 バイカウツギ ユキノシタ科
080-069 バイカオウレン キンポウゲ科
171-085 バイカツツジ ツツジ科
080-070 バイカモ キンポウゲ科
237-204 ハイキビ イネ科
080-071 ハイキンポウゲ キンポウゲ科
223-119 バイケイソウ ユリ科
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237-205 ハイコヌカグサ イネ科
023-005 ハイコモチシダ シシガシラ科
237-206 ハイチゴザサ イネ科
065-043 ハイツメクサ ナデシコ科
094-017 ハイドウン ツバキ科
237-207 ハイドジョウツナギ イネ科
233-001 パイナップル パイナップル科
113-033 ハイニシキソウ トウダイグサ科
237-208 ハイヌメリ イネ科
039-016 ハイネズ ヒノキ科
179-004 ハイノキ ハイノキ科
136-019 ハイビスカス アオイ科
039-017 ハイビャクシン ヒノキ科
012-006 ハイホラゴケ コケシノブ科
037-026 ハイマツ マツ科
058-056 ハイミチヤナギ タデ科
106-108 ハイメドハギ マメ科
223-120 バイモ ユリ科
122-023 ハウチワカエデ カエデ科
206-001 ハエドクソウ ハエドクソウ科
244-156 ハガクレスゲ カヤツリグサ科
126-004 ハガクレツリフネ ツリフネソウ科
025-066 ハカタシダ オシダ科
030-017 ハカマウラボシ ウラボシ科
106-109 ハカマカズラ マメ科
200-007 パキスタキス キツネノマゴ科
237-209 ハキダメガヤ イネ科
214-279 ハキダメギク キク科
178-004 ハクウンボク エゴノキ科
248-078 ハクウンラン ラン科
099-056 ハクサイ アブラナ科
214-280 ハクサンアザミ キク科
080-072 ハクサンイチゲ キンポウゲ科
237-210 ハクサンイチゴツナギ イネ科
105-160 ハクサンオオデマリ バラ科
194-078 ハクサンカメバヒキオコシ シソ科
171-086 ハクサンシャクナゲ ツツジ科
212-016 ハクサンシャジン キキョウ科
244-157 ハクサンスゲ カヤツリグサ科
113-034 ハクサンタイゲキ トウダイグサ科
248-079 ハクサンチドリ ラン科
099-057 ハクサンハタザオ アブラナ科
109-015 ハクサンフウロ フウロソウ科
166-043 ハクサンボウフウ セリ科
208-046 ハクサンボク スイカズラ科
099-058 ハクセンナズナ アブラナ科
105-161 バクチノキ バラ科
186-040 ハクチョウゲ アカネ科
158-013 ハクチョウソウ アカバナ科
027-041 ハクモウイノデ メシダ科
069-009 ハクモクレン モクレン科
200-008 ハグロソウ キツネノマゴ科
105-162 ハクロバイ バラ科
067-009 ハゲイトウ ヒユ科
237-211 バケヌカボ イネ科
214-281 ハコネアザミ キク科
244-158 ハコネイトスゲ カヤツリグサ科
025-067 ハコネイノデ オシダ科
208-047 ハコネウツギ スイカズラ科
208-048 ハコネガマズミ スイカズラ科
214-282 ハコネギク キク科
140-007 ハコネグミ グミ科
027-042 ハコネシケチシダ メシダ科
019-009 ハコネシダ ミズワラビ科
237-212 ハコネダケ イネ科
080-073 ハコネトリカブト キンポウゲ科
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195-029 ハコベホオズキ ナス科
105-163 ハゴロモグサ バラ科
180-023 ハゴロモジャスミン モクセイ科
188-010 ハゴロモルコウ ヒルガオ科
186-041 ハシカグサ アカネ科
026-011 ハシゴシダ ヒメシダ科
180-024 ハシドイ モクセイ科
248-080 ハシナガヤマザキソウ ラン科
047-023 ハシバミ カバノキ科
195-030 ハシリドコロ ナス科
085-006 ハス スイレン科
084-004 ハスノハカズラ ツヅラフジ科
076-001 ハスノハギリ ハスノハギリ科
121-004 ハゼノキ ウルシ科
063-004 ハゼラン スベリヒユ科
195-031 ハダカホオズキ ナス科
244-159 ハタガヤ カヤツリグサ科
099-059 ハタザオ アブラナ科
025-068 ハタジュクイノデ オシダ科
237-213 ハチク イネ科
214-283 ハチジョウアキノキリンソウ キク科
214-284 ハチジョウアザミ キク科
058-057 ハチジョウイタドリ タデ科
180-025 ハチジョウイボタ モクセイ科
030-018 ハチジョウウラボシ ウラボシ科
030-019 ハチジョウウラボン ウラボシ科
023-006 ハチジョウカグマ シシガシラ科
244-160 ハチジョウカンスゲ カヤツリグサ科
244-161 ハチジョウカンスゲ×オオシマカンスゲ カヤツリグサ科
143-002 ハチジョウキブシ キブシ科
105-164 ハチジョウクサイチゴ バラ科
021-011 ハチジョウシダ イノモトソウ科
103-063 ハチジョウショウマ ユキノシタ科
237-214 ハチジョウススキ イネ科
237-215 ハチジョウスズタケ イネ科
248-081 ハチジョウチドリ ラン科
239-023 ハチジョウテンナンショウ サトイモ科
214-285 ハチジョウナ キク科
094-018 ハチジョウヒサカキ ツバキ科
214-286 ハチミツソウ キク科
194-079 ハッカ シソ科
046-028 バッコヤナギ ヤナギ科
113-035 ハツユキソウ トウダイグサ科
052-031 ハドノキ イラクサ科
164-009 ハナイカダ ミズキ科
182-012 ハナイカリ リンドウ科
214-287 ハナイソギク キク科
190-018 ハナイバナ ムラサキ科
166-044 ハナウド セリ科
105-165 ハナカイドウ バラ科
048-019 ハナガガシ ブナ科
214-288 ハナガサギク キク科
108-013 ハナカタバミ カタバミ科
215-007 ハナクワイ オモダカ科
187-002 ハナシノブ ハナシノブ科
229-015 ハナショウブ アヤメ科
106-110 ハナズオウ マメ科
106-111 ハナセンナ マメ科
099-060 ハナダイコン アブラナ科
058-058 ハナタデ タデ科
103-064 ハナチダケサシ ユキノシタ科
187-003 ハナツメクサ ハナシノブ科
062-002 ハナヅルソウ ハマミズナ科
194-080 ハナトラノオ シソ科
245-002 バナナ バショウ科
214-289 ハナニガナ キク科
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223-121 ハナニラ ユリ科
237-216 ハナヌカススキ イネ科
103-065 ハナネコノメ ユキノシタ科
122-024 ハナノキ カエデ科
244-162 ハナビスゲ カヤツリグサ科
232-013 ハナビゼキショウ イグサ科
166-045 ハナビゼリ セリ科
171-087 ハナヒリノキ ツツジ科
164-010 ハナミズキ ミズキ科
246-006 ハナミョウガ ショウガ科
186-042 ハナムグラ アカネ科
105-166 ハナモモ バラ科
186-043 ハナヤエムグラ アカネ科
237-217 ハネガヤ イネ科
146-001 パパイヤ パパイア科
214-290 ハハコグサ キク科
214-291 ハバヤマボクチ キク科
106-112 ハブソウ マメ科
099-061 ハボタン アブラナ科
244-163 ハマアオスゲ カヤツリグサ科
214-292 ハマアザミ キク科
166-046 ハマウド セリ科
237-218 ハマエノコロ イネ科
106-113 ハマエンドウ マメ科
214-293 ハマオトコヨモギ キク科
210-009 ハマオミナエシ オミナエシ科
225-010 ハマオモト ヒガンバナ科
248-082 ハマカキラン ラン科
237-219 ハマガヤ イネ科
223-122 ハマカンゾウ ユリ科
214-294 ハマギク キク科
191-019 ハマクサギ クマツヅラ科
214-295 ハマグルマ キク科
191-020 ハマゴウ クマツヅラ科
214-296 ハマコウゾリナ キク科
214-297 ハマコンギク キク科
186-044 ハマサオトメカズラ アカネ科
175-002 ハマサジ イソマツ科
223-123 ハマサルトリイバラ ユリ科
205-001 ハマジンチョウ ハマジンチョウ科
244-164 ハマスゲ カヤツリグサ科
166-047 ハマゼリ セリ科
099-062 ハマダイコン アブラナ科
065-044 ハマツメクサ ナデシコ科
105-167 ハマナス バラ科
106-114 ハマナタマメ マメ科
132-010 ハマナツメ クロウメモドキ科
214-298 ハマニガナ キク科
208-049 ハマニンドウ スイカズラ科
166-048 ハマノイブキボウフウ セリ科
065-045 ハマハコベ ナデシコ科
099-063 ハマハタザオ アブラナ科
006-010 ハマハナヤスリ ハナヤスリ科
094-019 ハマヒサカキ ツバキ科
111-001 ハマビシ ハマビシ科
188-011 ハマヒルガオ ヒルガオ科
075-019 ハマビワ クスノキ科
109-016 ハマフウロ フウロソウ科
214-299 ハマベノギク キク科
190-019 ハマベンケイソウ ムラサキ科
136-020 ハマボウ アオイ科
174-021 ハマボッス サクラソウ科
016-004 ハマホラシノブ ホングウシダ科
066-013 ハママツナ アカザ科
100-008 ハマメリス・インターメディア"ダイアナ" マンサク科
214-300 ハヤチネウスユキソウ キク科
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148-015 ハヤトウリ ウリ科
022-020 ハヤマシダ チャセンシダ科
105-168 バラ バラ科
105-169 バライチゴ バラ科
214-301 バラモンギク キク科
214-302 バラモンジン キク科
223-124 ハラン ユリ科
244-165 ハリイ カヤツリグサ科
106-115 ハリエニシダ マメ科
106-116 ハリエンジュ マメ科
244-166 ハリガネスゲ カヤツリグサ科
026-012 ハリガネワラビ ヒメシダ科
165-015 ハリギリ ウコギ科
051-018 ハリグワ クワ科
075-020 バリバリノキ クスノキ科
066-014 ハリヒジキ アカザ科
119-004 ハリヒメハギ ヒメハギ科
165-016 ハリブキ ウコギ科
037-027 ハリモミ マツ科
237-220 ハルガヤ イネ科
099-064 ハルザキヤマガラシ アブラナ科
094-020 ハルサザンカ ツバキ科
214-303 ハルジオン キク科
214-304 ハルシャギク キク科
058-059 ハルタデ タデ科
058-060 ハルトラオノ タデ科
058-061 ハルトラノオ タデ科
049-009 ハルニレ ニレ科
182-013 ハルリンドウ リンドウ科
197-058 ハンカイシオガマ ゴマノハグサ科
214-305 ハンカイソウ キク科
164-011 ハンカチツリー ミズキ科
087-002 ハンゲショウ ドクダミ科
214-306 ハンゴンソウ キク科
142-080 パンジー スミレ科
080-074 ハンショウヅル キンポウゲ科
090-026 パンダカンアオイ ウマノスズクサ科
047-024 ハンノキ カバノキ科
237-221 パンパスグラス イネ科
195-032 ピーマン ナス科
180-026 ヒイラギ モクセイ科
194-081 ヒイラギソウ シソ科
082-014 ヒイラギナンテン メギ科
180-027 ヒイラギモクセイ モクセイ科
237-222 ヒエ イネ科
237-223 ヒエガエリ イネ科
244-167 ヒエスゲ カヤツリグサ科
080-075 ヒエンソウ キンポウゲ科
229-016 ヒオウギ アヤメ科
229-017 ヒオウギアヤメ アヤメ科
142-081 ビオラ・ソロリア スミレ科
142-082 ビオラ・パピリオナケア スミレ科
142-083 ビオラ・パピリオナケア・ブリケアナ スミレ科
030-020 ビカクシダ ウラボシ科
067-010 ヒカゲイノコズチ ヒユ科
244-168 ヒカゲシラスゲ カヤツリグサ科
244-169 ヒカゲスゲ カヤツリグサ科
142-084 ヒカゲスミレ スミレ科
171-088 ヒカゲツツジ ツツジ科
002-004 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ科
166-049 ヒカゲミツバ セリ科
027-043 ヒカゲワラビ メシダ科
239-024 ヒガシマムシグサ サトイモ科
094-021 ヒカルゲンジ ツバキ科
105-170 ヒガンザクラ バラ科
225-011 ヒガンバナ ヒガンバナ科
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194-082 ヒキオコシ シソ科
080-076 ヒキノカサ キンポウゲ科
197-059 ヒキヨモギ ゴマノハグサ科
142-085 ヒゲケマルバスミレ スミレ科
237-224 ヒゲシバ イネ科
244-170 ヒゲスゲ カヤツリグサ科
237-225 ヒゲナガスズメノチャヒキ イネ科
065-046 ヒゲネワチガイソウ ナデシコ科
237-226 ヒゲノガリヤス イネ科
244-171 ヒゴクサ カヤツリグサ科
094-022 ヒコサンヒメシャラ ツバキ科
142-086 ヒゴスミレ スミレ科
214-307 ヒゴタイ キク科
194-083 ヒゴロモソウ シソ科
094-023 ヒサカキ ツバキ科
094-024 ヒサカキサザンカ ツバキ科
150-001 ヒシ ヒシ科
201-002 ヒシモドキ ゴマ科
106-117 ヒスイカズラ マメ科
128-022 ヒゼンマユミ ニシキギ科
080-077 ヒダカトリカブト キンポウゲ科
102-013 ヒダカミセバヤ ベンケイソウ科
191-021 ヒチヘンゲ クマツヅラ科
085-007 ヒツジグサ スイレン科
244-172 ヒデリコ カヤツリグサ科
030-021 ヒトツバ ウラボシ科
122-025 ヒトツバカエデ カエデ科
026-013 ヒトツバコウモリシダ ヒメシダ科
027-044 ヒトツバシケシダ メシダ科
180-028 ヒトツバタゴ モクセイ科
239-025 ヒトツバテンナンショウ サトイモ科
113-036 ヒトツバハギ トウダイグサ科
214-308 ヒトツバヨモギ キク科
248-083 ヒトツボクロ ラン科
244-173 ヒトモトススキ カヤツリグサ科
089-005 ヒトリシズカ センリョウ科
106-118 ヒナアズキ マメ科
122-026 ヒナウチワカエデ カエデ科
244-174 ヒナガヤツリ カヤツリグサ科
237-227 ヒナガリヤス イネ科
212-017 ヒナギキョウ キキョウ科
097-019 ヒナゲシ ケシ科
174-022 ヒナザクラ サクラソウ科
244-175 ヒナスゲ カヤツリグサ科
142-087 ヒナスミレ スミレ科
186-045 ヒナソウ アカネ科
067-011 ヒナタイノコズチ ヒユ科
197-060 ヒナノウスツボ ゴマノハグサ科
119-005 ヒナノカンザシ ヒメハギ科
119-006 ヒナノキンチャク ヒメハギ科
230-002 ヒナノシャクジョウ ヒナノシャクジョウ科
214-309 ヒナヒゴタイ キク科
158-014 ヒナマツヨイグサ アカバナ科
065-047 ヒナワチガイソウ ナデシコ科
039-018 ヒノキ ヒノキ科
039-019 ヒノキアスナロ ヒノキ科
056-002 ヒノキバヤドリギ ヤドリギ科
095-014 ヒペリクム・ヒドコート オトギリソウ科
037-028 ヒマラヤスギ マツ科
058-062 ヒマラヤヒメタデ タデ科
103-066 ヒマラヤユキノシタ ユキノシタ科
214-310 ヒマワリ キク科
039-020 ヒムロ ヒノキ科
164-012 ヒメアオキ ミズキ科
048-020 ヒメアカガシ ブナ科
158-015 ヒメアカバナ アカバナ科
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142-088 ヒメアギスミレ スミレ科
237-228 ヒメアシボソ イネ科
244-176 ヒメアゼスゲ カヤツリグサ科
237-229 ヒメアブラススキ イネ科
099-065 ヒメアマナズナ アブラナ科
197-061 ヒメアメリカアゼナ ゴマノハグサ科
223-125 ヒメイズイ ユリ科
025-069 ヒメイタチシダ オシダ科
051-019 ヒメイタビ クワ科
080-078 ヒメイチゲ キンポウゲ科
099-066 ヒメイヌガラシ アブラナ科
168-007 ヒメイワカガミ イワウメ科
223-126 ヒメイワショウブ ユリ科
058-063 ヒメイワタデ タデ科
191-022 ヒメイワダレソウ クマツヅラ科
237-230 ヒメウキガヤ イネ科
080-079 ヒメウズ キンポウゲ科
171-089 ヒメウスノキ ツツジ科
214-311 ヒメウスユキソウ キク科
103-067 ヒメウツギ ユキノシタ科
239-026 ヒメウラシマソウ サトイモ科
019-010 ヒメウラジロ ミズワラビ科
052-032 ヒメウワバミソウ イラクサ科
223-127 ヒメエゾネギ ユリ科
097-020 ヒメエンゴサク ケシ科
095-015 ヒメオトギリ オトギリソウ科
194-084 ヒメオドリコソウ シソ科
237-231 ヒメオニササガヤ イネ科
025-070 ヒメオニヤブソテツ オシダ科
239-027 ヒメカイウ サトイモ科
223-128 ヒメカカラ ユリ科
025-071 ヒメカナワラビ オシダ科
243-003 ヒメガマ ガマ科
237-232 ヒメカリマタガヤ イネ科
244-177 ヒメカワズスゲ カヤツリグサ科
090-027 ヒメカンアオイ ウマノスズクサ科
214-312 ヒメガンクビソウ キク科
244-178 ヒメカンスゲ カヤツリグサ科
223-129 ヒメカンゾウ ユリ科
212-018 ヒメキキョウソウ キキョウ科
194-085 ヒメキランソウ シソ科
105-171 ヒメキンミズヒキ バラ科
244-179 ヒメクグ カヤツリグサ科
003-011 ヒメクラマゴケ イワヒバ科
197-062 ヒメクワガタ ゴマノハグサ科
232-014 ヒメコウガイゼキショウ イグサ科
051-020 ヒメコウゾ クワ科
244-180 ヒメゴウソ カヤツリグサ科
085-008 ヒメコウホネ スイレン科
197-063 ヒメコゴメグサ ゴマノハグサ科
237-233 ヒメコヌカグサ イネ科
237-234 ヒメコバンソウ イネ科
037-029 ヒメコマツ マツ科
239-028 ヒメザゼンソウ サトイモ科
223-130 ヒメサユリ ユリ科
194-086 ヒメサルダヒコ シソ科
214-313 ヒメシオン キク科
026-014 ヒメシダ ヒメシダ科
229-018 ヒメシャガ アヤメ科
171-090 ヒメシャクナゲ ツツジ科
212-019 ヒメシャジン キキョウ科
094-025 ヒメシャラ ツバキ科
214-314 ヒメジョオン キク科
244-181 ヒメシラスゲ カヤツリグサ科
194-087 ヒメシロネ シソ科
058-064 ヒメスイバ タデ科
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002-005 ヒメスギラン ヒカゲノカズラ科
244-182 ヒメスゲ カヤツリグサ科
142-089 ヒメスミレ スミレ科
142-090 ヒメスミレサイシン スミレ科
237-235 ヒメタイヌビエ イネ科
030-022 ヒメタカノハウラボシ ウラボシ科
099-067 ヒメタネツケバナ アブラナ科
166-050 ヒメチドメ セリ科
094-026 ヒメツバキ ツバキ科
105-172 ヒメツルキジムシロ バラ科
058-065 ヒメツルソバ タデ科
052-033 ヒメトキホコリ イラクサ科
248-084 ヒメトケンラン ラン科
227-009 ヒメドコロ ヤマノイモ科
197-064 ヒメトラノオ ゴマノハグサ科
181-003 ヒメナエ マチン科
113-037 ヒメナツトウダイ トウダイグサ科
224-002 ヒメナベワリ ビャクブ科
194-088 ヒメナミキ シソ科
082-015 ヒメナンテン メギ科
223-131 ヒメニラ ユリ科
237-236 ヒメヌカボ イネ科
237-237 ヒメノガリヤス イネ科
030-023 ヒメノキシノブ ウラボシ科
166-051 ヒメノダケ セリ科
119-007 ヒメハギ ヒメハギ科
026-015 ヒメハシゴシダ ヒメシダ科
237-238 ヒメハチク イネ科
194-089 ヒメハッカ シソ科
065-048 ヒメハマナデシコ ナデシコ科
105-173 ヒメバライチゴ バラ科
229-019 ヒメヒオウギズイセン アヤメ科
191-023 ヒメビジョザクラ クマツヅラ科
214-315 ヒメヒマワリ キク科
194-090 ヒメヒャクリコウ シソ科
244-183 ヒメヒラテンツキ カヤツリグサ科
109-017 ヒメフウロ フウロソウ科
248-085 ヒメフタバラン ラン科
105-174 ヒメヘビイチゴ バラ科
223-132 ヒメマイヅルソウ ユリ科
037-030 ヒメマツハダ マツ科
225-012 ヒメマツユキソウ ヒガンバナ科
158-016 ヒメマツヨイグサ アカバナ科
113-038 ヒメミカンソウ トウダイグサ科
242-002 ヒメミクリ ミクリ科
149-006 ヒメミソハギ ミソハギ科
248-086 ヒメミヤマウズラ ラン科
142-091 ヒメミヤマスミレ スミレ科
214-316 ヒメムカシヨモギ キク科
244-184 ヒメムツオレガヤツリ カヤツリグサ科
248-087 ヒメムヨウラン ラン科
127-017 ヒメモチ モチノキ科
047-025 ヒメヤシャブシ カバノキ科
223-133 ヒメヤブラン ユリ科
114-002 ヒメユズリハ ユズリハ科
223-134 ヒメユリ ユリ科
186-046 ヒメヨツバムグラ アカネ科
102-014 ヒメレンゲ ベンケイソウ科
026-016 ヒメワラビ ヒメシダ科
003-012 ヒモカズラ イワヒバ科
002-006 ヒモラン ヒカゲノカズラ科
224-003 ビャクブ ビャクブ科
100-009 ヒュウガミズキ マンサク科
148-016 ヒョウタン ウリ科
058-066 ヒョウタンギシギシ タデ科
095-016 ビヨウヤナギ オトギリソウ科
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039-021 ヒヨクヒバ ヒノキ科
195-033 ヒヨドリジョウゴ ナス科
214-317 ヒヨドリバナ キク科
244-185 ヒラギシスゲ カヤツリグサ科
195-034 ヒラナス ナス科
023-007 ヒリュウシダ シシガシラ科
188-012 ヒルガオ ヒルガオ科
158-017 ヒルザキツキミソウ アカバナ科
106-119 ビルマネム マメ科
218-004 ヒルムシロ ヒルムシロ科
214-318 ヒレアザミ キク科
158-018 ヒレタゴボウ アカバナ科
214-319 ヒレノブキ キク科
190-020 ヒレハリソウ ムラサキ科
238-008 ビロウ ヤシ科
030-024 ビロウドシダ ウラボシ科
244-186 ビロウドスゲ カヤツリグサ科
113-039 ビロードエノキグサ トウダイグサ科
244-187 ビロードスゲ カヤツリグサ科
244-188 ビロードテンツキ カヤツリグサ科
191-024 ビロードムラサキ クマツヅラ科
197-065 ビロードモウズイカ ゴマノハグサ科
024-001 ヒロハアツイタ ツルキジノオ科
223-135 ヒロハアマナ ユリ科
235-008 ヒロハイヌノヒゲ ホシクサ科
027-045 ヒロハイヌワラビ メシダ科
214-320 ヒロハオグルマ キク科
106-120 ヒロハクサフジ マメ科
244-189 ヒロバスゲ カヤツリグサ科
214-321 ヒロハタンポポ キク科
128-023 ヒロハツリバナ ニシキギ科
239-029 ヒロハテンナンショウ サトイモ科
197-066 ヒロハトラノオ ゴマノハグサ科
237-239 ヒロハノウシノケグサ イネ科
105-175 ヒロハノカワラサイコ バラ科
237-240 ヒロハノコメススキ イネ科
237-241 ヒロハノドジョウツナギ イネ科
237-242 ヒロハノハネガヤ イネ科
082-016 ヒロハノヒイラギナンテン メギ科
082-017 ヒロハノヘビノボラズ メギ科
223-136 ヒロハノユキザサ ユリ科
106-121 ヒロハノレンリソウ マメ科
006-011 ヒロハハナヤスリ ハナヤスリ科
027-046 ヒロハヘビノネゴザ メシダ科
214-322 ヒロハホウキギク キク科
179-005 ヒロハミミズバイ ハイノキ科
027-047 ヒロハミヤマノコギリシダ メシダ科
025-072 ヒロハヤブソテツ オシダ科
105-176 ビワ バラ科
048-021 ピンオーク ブナ科
244-190 ヒンジガヤツリ カヤツリグサ科
223-137 フイリアマドコロ ユリ科
186-047 フイリイナモリソウ アカネ科
142-092 フイリゲンジスミレ スミレ科
106-122 フイリソシンカ マメ科
244-191 フイリタガネソウ カヤツリグサ科
142-093 フイリヒナスミレ スミレ科
223-138 フイリホウチャクソウ ユリ科
208-050 フイリミヤマガマズミ スイカズラ科
142-094 フイリヤクシマミヤマスミレ スミレ科
100-010 フウ マンサク科
123-002 フウセンカズラ ムクロジ科
185-021 フウセントウワタ ガガイモ科
088-002 フウトウカズラ コショウ科
248-088 フウラン ラン科
127-018 フウリンウメモドキ モチノキ科
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136-021 フウリンブッソウゲ アオイ科
097-021 フウロケマン ケシ科
151-001 フェイジョア フトモモ科
165-017 フカノキ ウコギ科
214-323 フキ キク科
214-324 フキタンポポ キク科
142-095 フギレコスミレ スミレ科
142-096 フギレナガバノスミレサイシン スミレ科
214-325 フクオウソウ キク科
212-020 フクシマシャジン キキョウ科
080-080 フクジュソウ キンポウゲ科
214-326 フクド キク科
127-019 フクラモチ モチノキ科
214-327 ブクリョウサイ キク科
102-015 フクリンマンネングサ ベンケイソウ科
027-048 フクロシダ メシダ科
237-243 フクロダガヤ イネ科
105-177 フゲンゾウ バラ科
106-123 フサアカシア マメ科
078-001 フサザクラ フサザクラ科
103-068 フサスグリ ユキノシタ科
196-002 フサフジウツギ フジウツギ科
106-124 フジ マメ科
103-069 フジアカショウマ ユキノシタ科
214-328 フジアザミ キク科
105-178 フジイバラ バラ科
196-003 フジウツギ フジウツギ科
095-017 フジオトギリ オトギリソウ科
106-125 フジカンゾウ マメ科
106-126 フジキ マメ科
065-049 フシグロセンノウ ナデシコ科
208-051 フジサンシキウツギ スイカズラ科
015-008 フジシダ コバノイシカグマ科
171-091 フジツツジ ツツジ科
065-050 フジナデシコ ナデシコ科
214-329 フジバカマ キク科
099-068 フジハタザオ アブラナ科
115-019 ブシュカン ミカン科
214-330 ブタクサ キク科
214-331 ブタクサモドキ キク科
214-332 ブタナ キク科
090-028 フタバアオイ ウマノスズクサ科
186-048 フタバムグラ アカネ科
248-089 フタバラン ラン科
223-139 フタマタチゴユリ ユリ科
089-006 フタリシズカ センリョウ科
066-015 フダンソウ アカザ科
130-003 フッキソウ ツゲ科
136-022 ブッソウゲ アオイ科
237-244 ブツメンチク イネ科
182-014 フデリンドウ リンドウ科
244-192 フトイ カヤツリグサ科
133-008 ブドウ ブドウ科
218-005 フトヒルムシロ ヒルムシロ科
047-026 フトボクマシデ カバノキ科
194-091 フトボナギナタコウジュ シソ科
048-022 ブナ ブナ科
025-073 フナコシイノデ オシダ科
185-022 フナバラソウ ガガイモ科
015-009 フモトカグマ コバノイシカグマ科
027-049 フモトシケシダ メシダ科
015-010 フモトシダ コバノイシカグマ科
142-097 フモトスミレ スミレ科
136-023 フユアオイ アオイ科
105-179 フユイチゴ バラ科
105-180 フユザクラ バラ科
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115-020 フユザンショウ ミカン科
006-012 フユノハナワラビ ハナヤスリ科
136-024 フヨウ アオイ科
108-014 フヨウカタバミ カタバミ科
105-181 ブラックベリー バラ科
214-333 フランスギク キク科
046-029 フリソデヤナギ ヤナギ科
194-092 ブルーセージ シソ科
039-022 ブルーパシフィック ヒノキ科
171-092 ブルーベリー ツツジ科
099-069 ブロッコリー アブラナ科
105-182 ブンゴウメ バラ科
115-021 ブンタン ミカン科
197-067 ヘーベ ゴマノハグサ科
013-002 ヘゴ ヘゴ科
147-002 ベゴニア シュウカイドウ科
186-049 ヘツカニガキ アカネ科
246-007 ヘディキウム・コロナリウム ショウガ科
025-074 ベニイタチシダ オシダ科
103-070 ベニガク ユキノシタ科
103-071 ベニガクウツギ ユキノシタ科
248-090 ベニサイハイラン ラン科
171-093 ベニサラサドウダン ツツジ科
025-075 ベニシダ オシダ科
122-027 ベニシダレ カエデ科
248-091 ベニシュスラン ラン科
105-183 ベニチドリ バラ科
214-334 ベニバナ キク科
105-184 ベニバナイチゴ バラ科
170-010 ベニバナイチヤクソウ イチヤクソウ科
178-005 ベニバナエゴノキ エゴノキ科
108-015 ベニバナカントウミヤマカタバミ カタバミ科
109-018 ベニバナゲンノショウコ フウロソウ科
194-093 ベニバナサルビヤ シソ科
182-015 ベニバナセンブリ リンドウ科
106-127 ベニバナツメクサ マメ科
100-011 ベニバナトキワマンサク マンサク科
124-003 ベニバナトチノキ トチノキ科
208-052 ベニバナニシキウツギ スイカズラ科
208-053 ベニバナノツクバネウツギ スイカズラ科
208-054 ベニバナハコネウツギ スイカズラ科
214-335 ベニバナボロギク キク科
092-002 ベニバナヤマシャクヤク ボタン科
039-023 ベニヒ ヒノキ科
113-040 ベニヒマ トウダイグサ科
244-193 ベニヒメカンスゲ カヤツリグサ科
237-245 ベニホウオウチク イネ科
139-009 ベニミツマタ ジンチョウゲ科
164-013 ベニヤマボウシ ミズキ科
105-185 ヘビイチゴ バラ科
148-017 ヘビウリ ウリ科
027-050 ヘビノネゴザ メシダ科
027-051 ヘビヤマイヌワラビ メシダ科
223-140 ヘメロカリス ユリ科
207-007 ヘラオオバコ オオバコ科
215-008 ヘラオモダカ オモダカ科
027-052 ヘラシダ メシダ科
135-005 ヘラノキ シナノキ科
214-336 ヘラバヒメジョオン キク科
214-337 へラバヒメジョオン キク科
214-338 ペラペラヨメナ キク科
190-021 ヘリオトロープ ムラサキ科
200-009 ベンガルヤハズカズラ キツネノマゴ科
130-004 ベンテンツゲ ツゲ科
115-022 ヘンルーダ ミカン科
113-041 ポインセチア トウダイグサ科
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237-246 ホウオウチク イネ科
066-016 ホウキギ アカザ科
214-339 ホウキギク キク科
214-340 ボウズハルジオン キク科
126-005 ホウセンカ ツリフネソウ科
223-141 ホウチャクソウ ユリ科
223-142 ホウチャクチゴユリ ユリ科
018-002 ホウビカンジュ ツルシダ科
022-021 ホウビシダ チャセンシダ科
237-247 ボウムギ イネ科
019-011 ホウライシダ ミズワラビ科
237-248 ホウライチク イネ科
248-092 ボウラン ラン科
066-017 ホウレンソウ アカザ科
105-186 ホウロクイチゴ バラ科
195-035 ホオズキ ナス科
069-010 ホオノキ モクレン科
106-128 ホオベニエニシダ マメ科
070-001 ポーポーノキ バンレイシ科
127-020 ホーリー モチノキ科
237-249 ホガエリガヤ イネ科
025-076 ホクリクイノデ オシダ科
103-072 ホクリクネコノメソウ ユキノシタ科
105-187 ボケ バラ科
066-018 ホコガタアカザ アカザ科
025-077 ホコザキベニシダ オシダ科
248-093 ホザキイチョウラン ラン科
174-023 ホザキザクラ サクラソウ科
105-188 ホザキシモツケ バラ科
105-189 ホザキナナカマド バラ科
159-005 ホザキノフサモ アリノトウグサ科
204-005 ホザキノミミカキグサ タヌキモ科
065-051 ホザキマンテマ ナデシコ科
197-068 ホザキモウズイカ ゴマノハグサ科
056-003 ホザキヤドリギ ヤドリギ科
188-013 ホシアサガオ ヒルガオ科
235-009 ホシクサ ホシクサ科
186-050 ホシザキイナモリソウ アカネ科
090-029 ホシザキカンアオイ ウマノスズクサ科
105-190 ホシザクラ バラ科
026-017 ホシダ ヒメシダ科
244-194 ホシナシゴウソ カヤツリグサ科
223-143 ホスタ・フランシス・ウィリアムズ ユリ科
067-012 ホソアオゲイトウ ヒユ科
232-015 ホソイ イグサ科
025-078 ホソイノデ オシダ科
122-028 ホソエウリハダカエデ カエデ科
122-029 ホソエカエデ カエデ科
099-070 ホソエガラシ アブラナ科
214-341 ホソエノアザミ キク科
232-016 ホソコウガイゼキショウ イグサ科
082-018 ホソバアカメギ メギ科
214-342 ホソバアキノノゲシ キク科
223-144 ホソバアマナ ユリ科
058-067 ホソバイヌタデ タデ科
051-021 ホソバイヌビワ クワ科
027-053 ホソバイヌワラビ メシダ科
052-034 ホソバイラクサ イラクサ科
197-069 ホソバウンラン ゴマノハグサ科
223-145 ホソバオオアマナ ユリ科
214-343 ホソバオグルマ キク科
214-344 ホソバオケラ キク科
244-195 ホソバオゼヌマスゲ カヤツリグサ科
048-023 ホソバカシワ ブナ科
025-079 ホソバカナワラビ オシダ科
214-345 ホソバガンクビソウ キク科
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244-196 ホソバカンスゲ カヤツリグサ科
012-007 ホソバコケシノブ コケシノブ科
197-070 ホソバコゴメグサ ゴマノハグサ科
105-191 ホソバシャリンバイ バラ科
223-146 ホソバシュロソウ ユリ科
075-021 ホソバタブ クスノキ科
065-052 ホソバツメクサ ナデシコ科
067-013 ホソバツルノゲイトウ ヒユ科
182-016 ホソバツルリンドウ リンドウ科
082-019 ホソバテンジクメギ メギ科
239-030 ホソバテンナンショウ サトイモ科
166-052 ホソバトウキ セリ科
002-007 ホソバトウゲシバ ヒカゲノカズラ科
237-250 ホソバドジョウツナギ イネ科
080-081 ホソバトリカブト キンポウゲ科
223-147 ホソバノアマナ ユリ科
058-068 ホソバノウナギツカミ タデ科
248-094 ホソバノキソチドリ ラン科
102-016 ホソバノキリンソウ ベンケイソウ科
066-019 ホソバノハマアカザ アカザ科
186-051 ホソバノヨツバムグラ アカネ科
214-346 ホソバハグマ キク科
244-197 ホソバヒカゲスゲ カヤツリグサ科
197-071 ホソバヒメトラノオ ゴマノハグサ科
149-007 ホソバヒメミソハギ ミソハギ科
218-006 ホソバミズヒキモ ヒルムシロ科
065-053 ホソバミミナグサ ナデシコ科
214-347 ホソバヤマハハコ キク科
097-022 ホソバヤマブキソウ ケシ科
214-348 ホソバワダン キク科
237-251 ホソムギ イネ科
135-006 ボダイジュ シナノキ科
244-198 ホタルイ カヤツリグサ科
190-022 ホタルカズラ ムラサキ科
166-053 ホタルサイコ セリ科
212-021 ホタルブクロ キキョウ科
092-003 ボタン ボタン科
239-031 ボタンウキクサ サトイモ科
191-025 ボタンクサギ クマツヅラ科
080-082 ボタンヅル キンポウゲ科
166-054 ボタンボウフウ セリ科
186-052 ボチョウジ アカネ科
237-252 ホッスガヤ イネ科
171-094 ホツツジ ツツジ科
051-022 ホップ クワ科
115-023 ホップノキ ミカン科
228-003 ホテイアオイ ミズアオイ科
030-025 ホテイシダ ウラボシ科
237-253 ホテイチク イネ科
248-095 ホテイラン ラン科
106-129 ホドイモ マメ科
194-094 ホトケノザ シソ科
223-148 ホトトギス ユリ科
016-005 ホラシノブ ホングウシダ科
113-042 ホルトソウ トウダイグサ科
134-002 ホルトノキ ホルトノキ科
115-024 ボロニア ミカン科
054-001 ボロボロノキ ボロボロノキ科
214-349 ホロマンノコギリソウ キク科
105-192 ホロムイイチゴ バラ科
217-001 ホロムイソウ ホロムイソウ科
171-095 ホロムイツツジ ツツジ科
048-024 ホワイトオーク ブナ科
016-006 ホングウシダ ホングウシダ科
115-025 ボンタン ミカン科
136-025 ボンテンカ アオイ科
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058-069 ボントクタデ タデ科
244-199 ホンモンジスゲ カヤツリグサ科
223-149 マイヅルソウ ユリ科
239-032 マイヅルテンナンショウ サトイモ科
237-254 マカラスムギ イネ科
106-130 マキエハギ マメ科
142-098 マキノスミレ スミレ科
151-002 マキバブラシノキ フトモモ科
237-255 マコモ イネ科
128-024 マサキ ニシキギ科
244-200 マスクサ カヤツリグサ科
185-023 マダガスカルジャスミン ガガイモ科
237-256 マダケ イネ科
093-005 マタタビ マタタビ科
237-257 マチク イネ科
244-201 マツカサススキ カヤツリグサ科
115-026 マツカゼソウ ミカン科
056-004 マツグミ ヤドリギ科
021-012 マツザカシダ イノモトソウ科
102-017 マツノハマンネングサ ベンケイソウ科
244-202 マツバイ カヤツリグサ科
197-072 マツバウンラン ゴマノハグサ科
062-003 マツバギク ハマミズナ科
244-203 マツバスゲ カヤツリグサ科
166-055 マツバゼリ セリ科
112-003 マツバニンジン アマ科
063-005 マツバボタン スベリヒユ科
001-001 マツバラン マツバラン科
072-003 マツブサ マツブサ科
211-004 マツムシソウ マツムシソウ科
065-054 マツモト ナデシコ科
158-019 マツヨイグサ アカバナ科
065-055 マツヨイセンノウ ナデシコ科
248-096 マツラン ラン科
048-025 マテバシイ ブナ科
197-073 ママコナ ゴマノハグサ科
058-070 ママコノシリヌグイ タデ科
239-033 マムシグサ サトイモ科
025-080 マムシヤブソテツ オシダ科
188-014 マメアサガオ ヒルガオ科
177-005 マメガキ カキノキ科
140-008 マメグミ グミ科
099-071 マメグンバイナズナ アブラナ科
105-193 マメザクラ バラ科
105-194 マメザクラ×シナミザクラ バラ科
244-204 マメスゲ カヤツリグサ科
030-026 マメヅタ ウラボシ科
248-097 マメヅタラン ラン科
152-001 マヤプシギ ハマザクロ科
248-098 マヤラン ラン科
225-013 マユハケオモト ヒガンバナ科
128-025 マユミ ニシキギ科
214-350 マリーゴールド キク科
103-073 マルスグリ ユキノシタ科
180-029 マルバアオダモ モクセイ科
066-020 マルバアカザ アカザ科
140-009 マルバアキグミ グミ科
188-015 マルバアサガオ ヒルガオ科
188-016 マルバアメリカアサガオ ヒルガオ科
067-014 マルバイノコズチ ヒユ科
105-195 マルバイワシモツケ バラ科
103-074 マルバウツギ ユキノシタ科
215-009 マルバオモダカ オモダカ科
075-022 マルバクスノキ クスノキ科
140-010 マルバグミ グミ科
142-099 マルバケスミレ スミレ科
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197-074 マルバコゴメグサ ゴマノハグサ科
099-072 マルバコンロンソウ アブラナ科
197-075 マルバサワトウガラシ ゴマノハグサ科
105-196 マルバシモツケ バラ科
142-100 マルバスミレ スミレ科
214-351 マルバダケブキ キク科
142-101 マルバタチツボスミレ スミレ科
013-003 マルハチ ヘゴ科
190-023 マルバチシャノキ ムラサキ科
234-009 マルバツユクサ ツユクサ科
166-056 マルバトウキ セリ科
214-352 マルバトゲチシャ キク科
140-011 マルバナツグミ グミ科
106-131 マルバヌスビトハギ マメ科
100-012 マルバノキ マンサク科
105-197 マルバノシャリンバイ バラ科
106-132 マルバハギ マメ科
214-353 マルバフジバカマ キク科
025-081 マルバベニシダ オシダ科
016-007 マルバホングウシダ ホングウシダ科
100-013 マルバマンサク マンサク科
102-018 マルバマンネングサ ベンケイソウ科
046-030 マルバヤナギ ヤナギ科
106-133 マルバヤハズソウ マメ科
188-017 マルバルコウ ヒルガオ科
113-043 マルミノウルシ トウダイグサ科
059-001 マルミノヤマゴボウ ヤマゴボウ科
100-014 マンサク マンサク科
065-056 マンテマ ナデシコ科
002-008 マンネンスギ ヒカゲノカズラ科
173-010 マンリョウ ヤブコウジ科
025-082 ミウライノデ オシダ科
194-095 ミカエリソウ シソ科
244-205 ミカヅキグサ カヤツリグサ科
103-075 ミカワチャルメルソウ ユキノシタ科
115-027 ミカン ミカン科
237-258 ミギワトダシバ イネ科
242-003 ミクリ ミクリ科
244-206 ミクリガヤツリ カヤツリグサ科
244-207 ミコシガヤ カヤツリグサ科
186-053 ミサオノキ アカネ科
025-083 ミサキカグマ オシダ科
022-022 ミサクボシダ チャセンシダ科
237-259 ミサヤマチャヒキ イネ科
166-057 ミシマサイコ セリ科
240-004 ミジンコウキクサ ウキクサ科
052-035 ミズ イラクサ科
228-004 ミズアオイ ミズアオイ科
216-007 ミズオオバコ トチカガミ科
095-018 ミズオトギリ オトギリソウ科
244-208 ミズガヤツリ カヤツリグサ科
247-001 ミズカンナ クズウコン科
164-014 ミズキ ミズキ科
214-354 ミズギク キク科
223-150 ミズギボウシ ユリ科
158-020 ミズキンバイ アカバナ科
002-009 ミズスギ ヒカゲノカズラ科
149-008 ミズスギナ ミソハギ科
237-260 ミズタカモジグサ イネ科
099-073 ミズタガラシ アブラナ科
099-074 ミズタネツケバナ アブラナ科
190-024 ミズタビラコ ムラサキ科
158-021 ミズタマソウ アカバナ科
248-099 ミズチドリ ラン科
005-005 ミズドクサ トクサ科
248-100 ミズトンボ ラン科
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048-026 ミズナラ ブナ科
004-001 ミズニラ ミズニラ科
193-002 ミズハコベ アワゴケ科
239-034 ミズバショウ サトイモ科
244-209 ミズハナビ カヤツリグサ科
058-071 ミズヒキ タデ科
214-355 ミズヒマワリ キク科
149-009 ミズマツバ ミソハギ科
080-083 ミスミソウ キンポウゲ科
047-027 ミズメ カバノキ科
158-022 ミズユキノシタ アカバナ科
019-012 ミズワラビ ミズワラビ科
102-019 ミセバヤ ベンケイソウ科
237-261 ミゾイチゴツナギ イネ科
212-022 ミゾカクシ キキョウ科
194-096 ミソガワソウ シソ科
194-097 ミゾコウジュ シソ科
058-072 ミゾソバ タデ科
106-134 ミソナオシ マメ科
149-010 ミソハギ ミソハギ科
197-076 ミゾホオズキ ゴマノハグサ科
244-210 ミタケスゲ カヤツリグサ科
022-023 ミタケトラノオ チャセンシダ科
237-262 ミチシバ イネ科
099-075 ミチタネツケバナ アブラナ科
025-084 ミチノククマワラビ オシダ科
105-198 ミチノクナシ バラ科
103-076 ミチノクネコノメソウ ユキノシタ科
244-211 ミチノクホンモンジスゲ カヤツリグサ科
099-076 ミチバタガラシ アブラナ科
058-073 ミチヤナギ タデ科
183-003 ミツガシワ ミツガシワ科
030-027 ミツデウラボシ ウラボシ科
122-030 ミツデカエデ カエデ科
208-055 ミツトウゲヒョウタンボク スイカズラ科
166-058 ミツバ セリ科
083-002 ミツバアケビ アケビ科
129-003 ミツバウツギ ミツバウツギ科
080-084 ミツバオウレン キンポウゲ科
166-059 ミツバグサ セリ科
099-077 ミツバコンロンソウ アブラナ科
105-199 ミツバツチグリ バラ科
171-096 ミツバツツジ ツツジ科
239-035 ミツバテンナンショウ サトイモ科
080-085 ミツバノバイカオウレン キンポウゲ科
191-026 ミツバハマゴウ クマツヅラ科
109-019 ミツバフウロ フウロソウ科
109-020 ミツバフウロ×ゲンノショウコ フウロソウ科
139-010 ミツマタ ジンチョウゲ科
105-200 ミツモトソウ バラ科
025-085 ミドリカナワラビ オシダ科
142-102 ミドリタチツボスミレ スミレ科
080-086 ミドリニリンソウ キンポウゲ科
065-057 ミドリハコベ ナデシコ科
248-101 ミドリヒメフタバラン ラン科
026-018 ミドリヒメワラビ ヒメシダ科
142-103 ミドリミツモリスミレ スミレ科
066-021 ミナトアカザ アカザ科
122-031 ミネカエデ カエデ科
171-097 ミネズオウ ツツジ科
244-212 ミネハリイ カヤツリグサ科
237-263 ミノゴメ イネ科
237-264 ミノボロ イネ科
244-213 ミノボロスゲ カヤツリグサ科
184-006 ミフクラギ キョウチクトウ科
204-006 ミミカキグサ タヌキモ科
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239-036 ミミガタテンナンショウ サトイモ科
214-356 ミミコウモリ キク科
179-006 ミミズバイ ハイノキ科
065-058 ミミナグサ ナデシコ科
021-013 ミミモチシダ イノモトソウ科
106-135 ミヤギノハギ マメ科
244-214 ミヤケスゲ カヤツリグサ科
090-030 ミヤコアオイ ウマノスズクサ科
214-357 ミヤコアザミ キク科
027-054 ミヤコイヌワラビ メシダ科
106-136 ミヤコグサ マメ科
237-265 ミヤコザサ イネ科
052-036 ミヤコミズ イラクサ科
214-358 ミヤコワスレ キク科
122-032 ミヤサマカエデ カエデ科
244-215 ミヤマアオスゲ カヤツリグサ科
180-030 ミヤマアオダモ モクセイ科
158-023 ミヤマアカバナ アカバナ科
214-359 ミヤマアキノキリンソウ キク科
214-360 ミヤマアキノノゲシ キク科
182-017 ミヤマアケボノソウ リンドウ科
244-216 ミヤマアシボソスゲ カヤツリグサ科
214-361 ミヤマアズマギク キク科
237-266 ミヤマアブラススキ イネ科
237-267 ミヤマアワガエリ イネ科
232-017 ミヤマイ イグサ科
025-086 ミヤマイタチシダ オシダ科
237-268 ミヤマイチゴツナギ イネ科
180-031 ミヤマイボタ モクセイ科
052-037 ミヤマイラクサ イラクサ科
166-060 ミヤマウイキョウ セリ科
208-056 ミヤマウグイスカグラ スイカズラ科
165-018 ミヤマウコギ ウコギ科
237-269 ミヤマウシノケグサ イネ科
214-362 ミヤマウスユキソウ キク科
248-102 ミヤマウズラ ラン科
019-013 ミヤマウラジロ ミズワラビ科
105-201 ミヤマウラジロイチゴ バラ科
030-028 ミヤマウラボシ ウラボシ科
080-087 ミヤマオダマキ キンポウゲ科
214-363 ミヤマオトコヨモギ キク科
108-016 ミヤマカタバミ カタバミ科
208-057 ミヤマガマズミ スイカズラ科
080-088 ミヤマカラマツ キンポウゲ科
047-028 ミヤマカワラハンノキ カバノキ科
244-217 ミヤマカンスゲ カヤツリグサ科
097-023 ミヤマキケマン ケシ科
142-104 ミヤマキスミレ スミレ科
171-098 ミヤマキリシマ ツツジ科
105-202 ミヤマキンバイ バラ科
080-089 ミヤマキンポウゲ キンポウゲ科
237-270 ミヤマクマザサ イネ科
132-011 ミヤマクマヤナギ クロウメモドキ科
025-087 ミヤマクマワラビ オシダ科
244-218 ミヤマクロスゲ カヤツリグサ科
197-077 ミヤマクワガタ ゴマノハグサ科
214-364 ミヤマコアザミ キク科
214-365 ミヤマコウゾリナ キク科
237-271 ミヤマコウボウ イネ科
197-078 ミヤマコゴメグサ ゴマノハグサ科
174-024 ミヤマコナスビ サクラソウ科
105-203 ミヤマザクラ バラ科
214-366 ミヤマサワアザミ キク科
197-079 ミヤマシオガマ ゴマノハグサ科
115-028 ミヤマシキミ ミカン科
208-058 ミヤマシグレ スイカズラ科
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166-061 ミヤマシシウド セリ科
244-219 ミヤマジュズスゲ カヤツリグサ科
244-220 ミヤマシラスゲ カヤツリグサ科
142-105 ミヤマスミレ スミレ科
166-062 ミヤマセンキュウ セリ科
166-063 ミヤマゼンコ セリ科
105-204 ミヤマダイコンソウ バラ科
103-077 ミヤマダイモンジソウ ユキノシタ科
174-025 ミヤマタゴボウ サクラソウ科
058-074 ミヤマタニソバ タデ科
158-024 ミヤマタニタデ アカバナ科
106-137 ミヤマタニワタシ マメ科
099-078 ミヤマタネツケバナ アブラナ科
214-367 ミヤマタンポポ キク科
057-003 ミヤマツチトリモチ ツチトリモチ科
142-106 ミヤマツボスミレ スミレ科
065-059 ミヤマツメクサ ナデシコ科
166-064 ミヤマトウキ セリ科
194-098 ミヤマトウバナ シソ科
237-272 ミヤマドジョウツナギ イネ科
106-138 ミヤマトベラ マメ科
080-090 ミヤマトリカブト キンポウゲ科
194-099 ミヤマナミキ シソ科
048-027 ミヤマナラ ブナ科
223-151 ミヤマナルコユリ ユリ科
105-205 ミヤマニガイチゴ バラ科
148-018 ミヤマニガウリ ウリ科
166-065 ミヤマニンジン セリ科
237-273 ミヤマヌカボ イネ科
039-024 ミヤマネズ ヒノキ科
237-274 ミヤマノガリヤス イネ科
030-029 ミヤマノキシノブ ウラボシ科
027-055 ミヤマノコギリシダ メシダ科
223-152 ミヤマバイケイソウ ユリ科
065-060 ミヤマハコベ ナデシコ科
099-079 ミヤマハタザオ アブラナ科
125-003 ミヤマハハソ アワブキ科
080-091 ミヤマハンショウヅル キンポウゲ科
047-029 ミヤマハンノキ カバノキ科
132-012 ミヤマハンモドキ クロウメモドキ科
002-010 ミヤマヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ科
194-100 ミヤマヒキオコシ シソ科
039-025 ミヤマビャクシン ヒノキ科
248-103 ミヤマフタバラン ラン科
105-206 ミヤマフユイチゴ バラ科
025-088 ミヤマベニシダ オシダ科
232-018 ミヤマホソコウガイゼキショウ イグサ科
244-221 ミヤマホタルイ カヤツリグサ科
171-099 ミヤマホツツジ ツツジ科
093-006 ミヤママタタビ マタタビ科
197-080 ミヤマママコナ ゴマノハグサ科
052-038 ミヤマミズ イラクサ科
065-061 ミヤマミミナグサ ナデシコ科
186-054 ミヤマムグラ アカネ科
027-056 ミヤマメシダ メシダ科
248-104 ミヤマモジズリ ラン科
047-030 ミヤマヤシャブシ カバノキ科
046-031 ミヤマヤナギ ヤナギ科
214-368 ミヤマヤブタバコ キク科
105-207 ミヤマヤマブキショウマ バラ科
214-369 ミヤマヨメナ キク科
182-018 ミヤマリンドウ リンドウ科
026-019 ミヤマワラビ ヒメシダ科
246-008 ミョウガ ショウガ科
212-023 ミョウギシャジン キキョウ科
052-039 ムカゴイラクサ イラクサ科
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237-275 ムカゴツヅリ イネ科
058-075 ムカゴトラノオ タデ科
248-105 ムカゴトンボ ラン科
166-066 ムカゴニンジン セリ科
103-078 ムカゴネコノメ ユキノシタ科
237-276 ムギクサ イネ科
065-062 ムギセンノウ ナデシコ科
136-026 ムクゲ アオイ科
049-010 ムクノキ ニレ科
123-003 ムクロジ ムクロジ科
214-370 ムサシアザミ キク科
239-037 ムサシアブミ サトイモ科
223-153 ムサシノキスゲ ユリ科
197-081 ムシクサ ゴマノハグサ科
204-007 ムシトリスミレ タヌキモ科
065-063 ムシトリナデシコ ナデシコ科
244-222 ムジナスゲ カヤツリグサ科
096-004 ムジナモ モウセンゴケ科
105-208 ムシャザクラ バラ科
194-101 ムシャリンドウ シソ科
223-154 ムスカリ・アルメニアクム ユリ科
237-277 ムツオレグサ イネ科
237-278 ムツノガリヤス イネ科
094-027 ムニンヒメツバキ ツバキ科
083-003 ムベ アケビ科
248-106 ムヨウラン ラン科
190-025 ムラサキ ムラサキ科
080-092 ムラサキイチリンソウ キンポウゲ科
106-139 ムラサキウマゴヤシ マメ科
197-082 ムラサキウンラン ゴマノハグサ科
237-279 ムラサキエノコロ イネ科
108-017 ムラサキカタバミ カタバミ科
214-371 ムラサキカッコウアザミ キク科
097-024 ムラサキケマン ケシ科
142-107 ムラサキコマノツメ スミレ科
191-027 ムラサキシキブ クマツヅラ科
182-019 ムラサキセンブリ リンドウ科
237-280 ムラサキタカオススキ イネ科
223-155 ムラサキタカネアオヤギソウ ユリ科
106-140 ムラサキツメクサ マメ科
234-010 ムラサキツユクサ ツユクサ科
171-100 ムラサキツリガネツツジ ツツジ科
214-372 ムラサキニガナ キク科
180-032 ムラサキハシドイ モクセイ科
239-038 ムラサキハンゲ サトイモ科
204-008 ムラサキミミカキグサ タヌキモ科
214-373 ムラサキムカシヨモギ キク科
248-107 ムラサキムヨウラン ラン科
106-141 ムラサキモメンヅル マメ科
171-101 ムラサキヤシオ ツツジ科
171-102 ムラサキヤマツツジ ツツジ科
239-039 ムロウテンナンショウ サトイモ科
239-040 ムロウナンテンショウ サトイモ科
244-223 メアオスゲ カヤツリグサ科
105-209 メアカンキンバイ バラ科
058-076 メイゲツソウ タデ科
237-281 メガルカヤ イネ科
082-020 メギ メギ科
194-102 メキシカンセージ シソ科
102-020 メキシコマンネングサ ベンケイソウ科
122-033 メグスリノキ カエデ科
195-036 メジロホオズキ ナス科
214-374 メタカラコウ キク科
237-282 メダケ イネ科
038-007 メタセコイア スギ科
165-019 メダラ ウコギ科
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106-142 メドハギ マメ科
214-375 メナモミ キク科
102-021 メノマンネングサ ベンケイソウ科
194-103 メハジキ シソ科
237-283 メヒシバ イネ科
156-002 メヒルギ ヒルギ科
158-025 メマツヨイグサ アカバナ科
025-089 メヤブソテツ オシダ科
052-040 メヤブマオ イラクサ科
244-224 メリケンガヤツリ カヤツリグサ科
237-284 メリケンカルカヤ イネ科
186-055 メリケンムグラ アカネ科
135-007 モイワボダイジュ シナノキ科
197-083 モウズイカ ゴマノハグサ科
096-005 モウセンゴケ モウセンゴケ科
237-285 モウソウチク イネ科
244-225 モエギスゲ カヤツリグサ科
021-014 モエジマシダ イノモトソウ科
123-004 モクゲンジ ムクロジ科
106-143 モクセンナ マメ科
173-011 モクタチバナ ヤブコウジ科
043-002 モクマオウ モクマオウ科
128-026 モクレイシ ニシキギ科
069-011 モクレン モクレン科
105-210 モチヅキザクラ バラ科
171-103 モチツツジ ツツジ科
127-021 モチノキ モチノキ科
103-079 モックオレンジ ユキノシタ科
105-211 モッコウバラ バラ科
094-028 モッコク ツバキ科
214-376 モトタカサブロウ キク科
246-009 モバナシュクシャ ショウガ科
037-031 モミ マツ科
136-027 モミジアオイ アオイ科
105-212 モミジイチゴ バラ科
162-002 モミジウリノキ ウリノキ科
214-377 モミジガサ キク科
080-093 モミジカラマツ キンポウゲ科
101-002 モミジバスズカケノキ スズカケノキ科
214-378 モミジバタテヤマギク キク科
188-018 モミジバヒルガオ ヒルガオ科
100-015 モミジバフウ マンサク科
188-019 モミジルコウソウ ヒルガオ科
106-144 モメンヅル マメ科
105-213 モモ バラ科
194-104 モモイロキランソウ シソ科
106-145 モモイロシロツメクサ マメ科
197-084 モモイロタチイヌノフグリ ゴマノハグサ科
142-108 モモイロタチツボスミレ スミレ科
214-379 モモイロタンポポ キク科
142-109 モモイロナガバノスミレサイシン スミレ科
106-146 モモイロニセアカシア マメ科
214-380 モリアザミ キク科
105-214 モリイバラ バラ科
013-004 モリヘゴ ヘゴ科
237-286 モロコシ イネ科
174-026 モロコシソウ サクラソウ科
135-008 モロヘイヤ シナノキ科
239-041 モンステラ サトイモ科
115-029 モンタチバナ ミカン科
214-381 モンツキコウゾリナ キク科
190-026 モンパノキ ムラサキ科
214-382 ヤーコン キク科
186-056 ヤイトバナ アカネ科
103-080 ヤエアジサイ ユキノシタ科
080-094 ヤエイチリンソウ キンポウゲ科
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103-081 ヤエガクアジサイ ユキノシタ科
108-018 ヤエカタバミ カタバミ科
214-383 ヤエキクイモ キク科
099-080 ヤエザキタネツケバナ アブラナ科
105-215 ヤエザキノイバラ バラ科
105-216 ヤエザクラ バラ科
194-105 ヤエジソ シソ科
080-095 ヤエセツブンソウ キンポウゲ科
105-217 ヤエテリハノイバラ バラ科
087-003 ヤエドクダミ ドクダミ科
080-096 ヤエニリンソウ キンポウゲ科
214-384 ヤエヒマワリ キク科
105-218 ヤエベニシダレ バラ科
212-024 ヤエホタルブクロ キキョウ科
186-057 ヤエムグラ アカネ科
052-041 ヤエヤマカテンソウ イラクサ科
186-058 ヤエヤマコンロンカ アカネ科
171-104 ヤエヤマツツジ ツツジ科
156-003 ヤエヤマヒルギ ヒルギ科
105-219 ヤエヤマブキ バラ科
097-025 ヤエヤマブキソウ ケシ科
244-226 ヤガミスゲ カヤツリグサ科
025-090 ヤクカナワラビ オシダ科
214-385 ヤクシソウ キク科
248-108 ヤクシマアカシュスラン ラン科
103-082 ヤクシマアジサイ ユキノシタ科
186-059 ヤクシマアリドオシ アカネ科
122-034 ヤクシマオナガカエデ カエデ科
105-220 ヤクシマキイチゴ バラ科
171-105 ヤクシマシャクナゲ ツツジ科
142-110 ヤクシマスミレ スミレ科
094-029 ヤクシマツバキ ツバキ科
186-060 ヤクシマツルアリドオシ アカネ科
239-042 ヤクシマテンナンショウ サトイモ科
136-028 ヤクシマフヨウ アオイ科
142-111 ヤクシマミヤマスミレ スミレ科
186-061 ヤクシマムグラ アカネ科
037-032 ヤクタネゴヨウ マツ科
122-035 ヤグルマカエデ カエデ科
214-386 ヤグルマギク キク科
103-083 ヤグルマソウ ユキノシタ科
195-037 ヤコウボク ナス科
008-006 ヤシャゼンマイ ゼンマイ科
237-287 ヤシャダケ イネ科
103-084 ヤシャビシャク ユキノシタ科
047-031 ヤシャブシ カバノキ科
203-006 ヤセウツボ ハマウツボ科
238-009 ヤタイヤシ ヤシ科
237-288 ヤダケ イネ科
244-227 ヤチカワズスゲ カヤツリグサ科
002-011 ヤチスギラン ヒカゲノカズラ科
244-228 ヤチスゲ カヤツリグサ科
180-033 ヤチダモ モクセイ科
044-001 ヤチヤナギ ヤマモモ科
037-033 ヤツガタケトウヒ マツ科
186-062 ヤツガタケムグラ アカネ科
091-001 ヤッコソウ ラフレシア科
212-025 ヤツシロソウ キキョウ科
214-387 ヤツタカネアザミ キク科
165-020 ヤツデ ウコギ科
056-005 ヤドリギ ヤドリギ科
052-042 ヤナギイチゴ イラクサ科
067-015 ヤナギイノコズチ ヒユ科
216-008 ヤナギスブタ トチカガミ科
058-077 ヤナギタデ タデ科
214-388 ヤナギタンポポ キク科
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058-078 ヤナギヌカボ タデ科
214-389 ヤナギノギク キク科
191-028 ヤナギハナガサ クマツヅラ科
214-390 ヤナギバヒメジョオン キク科
200-010 ヤナギバルイラソウ キツネノマゴ科
218-007 ヤナギモ ヒルムシロ科
158-026 ヤナギラン アカバナ科
214-391 ヤネタビラコ キク科
058-079 ヤノネグサ タデ科
103-085 ヤハズアジサイ ユキノシタ科
106-147 ヤハズエンドウ マメ科
106-148 ヤハズソウ マメ科
214-392 ヤハズハハコ キク科
047-032 ヤハズハンノキ カバノキ科
214-393 ヤハズヒゴタイ キク科
102-022 ヤハズマンネングサ ベンケイソウ科
208-059 ヤブウツギ スイカズラ科
248-109 ヤブエビネ ラン科
133-009 ヤブガラシ ブドウ科
223-156 ヤブカンゾウ ユリ科
173-012 ヤブコウジ ヤブコウジ科
105-221 ヤブザクラ バラ科
103-086 ヤブサンザシ ユキノシタ科
166-067 ヤブジラミ セリ科
244-229 ヤブスゲ カヤツリグサ科
025-091 ヤブソテツ オシダ科
214-394 ヤブタバコ キク科
214-395 ヤブタビラコ キク科
094-030 ヤブツバキ ツバキ科
106-149 ヤブツルアズキ マメ科
208-060 ヤブデマリ スイカズラ科
075-023 ヤブニッケイ クスノキ科
166-068 ヤブニンジン セリ科
106-150 ヤブハギ マメ科
105-222 ヤブヘビイチゴ バラ科
052-043 ヤブマオ イラクサ科
106-151 ヤブマメ マメ科
234-011 ヤブミョウガ ツユクサ科
186-063 ヤブムグラ アカネ科
191-029 ヤブムラサキ クマツヅラ科
223-157 ヤブラン ユリ科
214-396 ヤブレガサ キク科
113-044 ヤマアイ トウダイグサ科
214-397 ヤマアザミ キク科
103-087 ヤマアジサイ ユキノシタ科
244-230 ヤマアゼスゲ カヤツリグサ科
237-289 ヤマアワ イネ科
244-231 ヤマイ カヤツリグサ科
025-092 ヤマイタチシダ オシダ科
027-057 ヤマイヌワラビ メシダ科
105-223 ヤマイバラ バラ科
208-061 ヤマウグイスカグラ スイカズラ科
165-021 ヤマウコギ ウコギ科
203-007 ヤマウツボ ハマウツボ科
121-005 ヤマウルシ ウルシ科
097-026 ヤマエンゴサク ケシ科
244-232 ヤマオオイトスゲ カヤツリグサ科
080-097 ヤマオダマキ キンポウゲ科
177-006 ヤマガキ カキノキ科
223-158 ヤマカシュウ ユリ科
237-290 ヤマカモジグサ イネ科
099-081 ヤマガラシ アブラナ科
097-027 ヤマキケマン ケシ科
214-398 ヤマクラゲ キク科
077-001 ヤマグルマ ヤマグルマ科
051-023 ヤマグワ クワ科
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075-024 ヤマコウバシ クスノキ科
059-002 ヤマゴボウ ヤマゴボウ科
197-085 ヤマサギゴケ ゴマノハグサ科
248-110 ヤマサギソウ ラン科
105-224 ヤマザクラ バラ科
214-399 ヤマザトタンポポ キク科
194-106 ヤマジオウ シソ科
208-062 ヤマシグレ スイカズラ科
214-400 ヤマジノギク キク科
239-043 ヤマジノテンナンショウ サトイモ科
223-159 ヤマジノホトトギス ユリ科
092-004 ヤマシャクヤク ボタン科
232-019 ヤマスズメノヒエ イグサ科
166-069 ヤマゼリ セリ科
009-004 ヤマソテツ キジノオシダ科
214-401 ヤマタイミンガサ キク科
194-107 ヤマタツナミソウ シソ科
099-082 ヤマタネツケバナ アブラナ科
171-106 ヤマツツジ ツツジ科
244-233 ヤマテキリスゲ カヤツリグサ科
180-034 ヤマトアオダモ モクセイ科
194-108 ヤマトウバナ シソ科
248-111 ヤマトキソウ ラン科
052-044 ヤマトキホコリ イラクサ科
160-001 ヤマトグサ ヤマトグサ科
237-291 ヤマトボシガラ イネ科
223-160 ヤマトユキザサ ユリ科
197-086 ヤマトラノオ ゴマノハグサ科
080-098 ヤマトリカブト キンポウゲ科
008-007 ヤマドリゼンマイ ゼンマイ科
180-035 ヤマトレンギョウ モクセイ科
105-225 ヤマナシ バラ科
166-070 ヤマナシウマノミツバ セリ科
046-032 ヤマナラシ ヤナギ科
214-402 ヤマニガナ キク科
237-292 ヤマヌカボ イネ科
103-088 ヤマネコノメソウ ユキノシタ科
227-010 ヤマノイモ ヤマノイモ科
106-152 ヤマハギ マメ科
065-064 ヤマハコベ ナデシコ科
121-006 ヤマハゼ ウルシ科
099-083 ヤマハタザオ アブラナ科
194-109 ヤマハッカ シソ科
214-403 ヤマハハコ キク科
047-033 ヤマハンノキ カバノキ科
214-404 ヤマヒヨドリ キク科
125-004 ヤマビワ アワブキ科
202-003 ヤマビワソウ イワタバコ科
105-226 ヤマブキ バラ科
105-227 ヤマブキショウマ バラ科
097-028 ヤマブキソウ ケシ科
106-153 ヤマフジ マメ科
133-010 ヤマブドウ ブドウ科
164-015 ヤマボウシ ミズキ科
195-038 ヤマホオズキ ナス科
212-026 ヤマホタルブクロ キキョウ科
223-161 ヤマホトトギス ユリ科
195-039 ヤマホロシ ナス科
105-228 ヤママメザクラ バラ科
052-045 ヤマミズ イラクサ科
237-293 ヤマミゾイチゴツナギ イネ科
058-080 ヤマミゾソバ タデ科
186-064 ヤマムグラ アカネ科
053-001 ヤマモガシ ヤマモガシ科
122-036 ヤマモミジ カエデ科
044-002 ヤマモモ ヤマモモ科
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158-027 ヤマモモソウ アカバナ科
046-033 ヤマヤナギ ヤナギ科
025-093 ヤマヤブソテツ オシダ科
223-162 ヤマユリ ユリ科
223-163 ヤマラッキョウ ユリ科
190-027 ヤマルリソウ ムラサキ科
244-234 ヤラメスゲ カヤツリグサ科
244-235 ヤリハリイ カヤツリグサ科
103-089 ヤワタソウ ユキノシタ科
026-020 ヤワラシダ ヒメシダ科
244-236 ヤワラスゲ カヤツリグサ科
065-065 ヤンバルハコベ ナデシコ科
148-019 ユウガオ ウリ科
214-405 ユウガギク キク科
151-003 ユーカリジュ フトモモ科
158-028 ユウゲショウ アカバナ科
248-112 ユウコクラン ラン科
248-113 ユウシュンラン ラン科
223-164 ユウスゲ ユリ科
214-406 ユウゼンギク キク科
108-019 ユキグニミヤマカタバミ カタバミ科
223-165 ユキザサ ユリ科
094-031 ユキツバキ ツバキ科
103-090 ユキノシタ ユキノシタ科
225-014 ユキノハナ ヒガンバナ科
094-032 ユキバタツバキ ツバキ科
214-407 ユキバトウヒレン キク科
239-044 ユキモチソウ サトイモ科
105-229 ユキヤナギ バラ科
080-099 ユキワリイチゲ キンポウゲ科
115-030 ユズ ミカン科
105-230 ユスラウメ バラ科
114-003 ユズリハ ユズリハ科
222-003 ユッカ リュウゼツラン科
015-011 ユノミネシダ コバノイシカグマ科
244-237 ユメノシマガヤツリ カヤツリグサ科
069-012 ユリノキ モクレン科
099-084 ユリワサビ アブラナ科
195-040 ヨウシュチョウセンアサガオ ナス科
195-041 ヨウシュホオズキ ナス科
059-003 ヨウシュヤマゴボウ ヤマゴボウ科
248-114 ヨウラクラン ラン科
048-028 ヨーロッパナラ ブナ科
132-013 ヨコグラノキ クロウメモドキ科
026-021 ヨコグラヒメワラビ ヒメシダ科
025-094 ヨゴレイタチシダ オシダ科
103-091 ヨゴレネコノメ ユキノシタ科
237-294 ヨシ イネ科
237-295 ヨシススキ イネ科
214-408 ヨシノアザミ キク科
046-034 ヨシノヤナギ ヤナギ科
197-087 ヨツバシオガマ ゴマノハグサ科
106-154 ヨツバハギ マメ科
214-409 ヨツバヒヨドリ キク科
186-065 ヨツバムグラ アカネ科
214-410 ヨブスマソウ キク科
214-411 ヨメナ キク科
214-412 ヨモギ キク科
188-020 ヨルガオ ヒルガオ科
038-008 ヨレスギ スギ科
237-296 ライムギ イネ科
040-003 ラカンマキ マキ科
211-005 ラシャカキグサ マツムシソウ科
194-110 ラショウモンカズラ シソ科
052-046 ラセイタソウ イラクサ科
103-092 ラセイタタマアジサイ ユキノシタ科
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223-166 ラッキョウ ユリ科
237-297 ラッキョウヤダケ イネ科
036-002 ラッパイチョウ イチョウ科
194-111 ラベンダー シソ科
194-112 ラミアストルム・ガレオブドロン シソ科
090-031 ランヨウアオイ ウマノスズクサ科
237-298 リシリカニツリ イネ科
244-238 リシリスゲ カヤツリグサ科
097-029 リシリヒナゲシ ケシ科
123-005 リュウガン ムクロジ科
171-107 リュウキュウアセビ ツツジ科
105-231 リュウキュウイチゴ バラ科
021-015 リュウキュウイノモトソウ イノモトソウ科
090-032 リュウキュウウマノスズクサ ウマノスズクサ科
177-007 リュウキュウガキ カキノキ科
174-027 リュウキュウコザクラ サクラソウ科
142-112 リュウキュウコスミレ スミレ科
106-155 リュウキュウコマツナギ マメ科
244-239 リュウキュウスゲ カヤツリグサ科
237-299 リュウキュウチク イネ科
171-108 リュウキュウツツジ ツツジ科
037-034 リュウキュウマツ マツ科
177-008 リュウキュウマメガキ カキノキ科
195-042 リュウキュウヤナギ ナス科
080-100 リュウキンカ キンポウゲ科
222-004 リュウゼツラン リュウゼツラン科
214-413 リュウノウギク キク科
007-001 リュウビンタイ リュウビンタイ科
007-002 リュウビンタイモドキ リュウビンタイ科
169-001 リョウブ リョウブ科
025-095 リョウメンシダ オシダ科
105-232 リンゴ バラ科
182-020 リンドウ リンドウ科
208-063 リンネソウ スイカズラ科
105-233 リンボク バラ科
080-101 ルイヨウショウマ キンポウゲ科
082-021 ルイヨウボタン メギ科
188-021 ルコウソウ ヒルガオ科
058-081 ルバーブ タデ科
106-156 ルピナス マメ科
229-020 ルリイロニワゼキショウ アヤメ科
190-028 ルリジサ ムラサキ科
190-029 ルリソウ ムラサキ科
197-088 ルリトラノオ ゴマノハグサ科
174-028 ルリハコベ サクラソウ科
186-066 ルリミノキ アカネ科
080-102 レイジンソウ キンポウゲ科
025-096 レザーファーン オシダ科
214-414 レタス キク科
048-029 レッドオーク ブナ科
248-115 レブンアツモリソウ ラン科
214-415 レブンウスユキソウ キク科
197-089 レブンシオガマ ゴマノハグサ科
194-113 レモンエゴマ シソ科
180-036 レンギョウ モクセイ科
080-103 レンゲショウマ キンポウゲ科
171-109 レンゲツツジ ツツジ科
085-009 レンコン スイレン科
209-001 レンプクソウ レンプクソウ科
106-157 レンリソウ マメ科
074-002 ロウバイ ロウバイ科
194-114 ローズマリー シソ科
185-024 ロクオンソウ ガガイモ科
212-027 ロベリアソウ キキョウ科
065-066 ワイガイソウ ナデシコ科
142-113 ワカシュウスミレ スミレ科
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099-085 ワサビ アブラナ科
099-086 ワサビダイコン アブラナ科
238-010 ワシントンヤシ ヤシ科
190-030 ワスレナグサ ムラサキ科
136-029 ワタ アオイ科
105-234 ワタゲカマツカ バラ科
214-416 ワタゲツルハナグルマ キク科
214-417 ワタゲハナグルマ キク科
244-240 ワタスゲ カヤツリグサ科
065-067 ワダソウ ナデシコ科
126-006 ワタラセツリフネソウ ツリフネソウ科
214-418 ワダン キク科
223-167 ワニグチソウ ユリ科
015-012 ワラビ コバノイシカグマ科
195-043 ワルナスビ ナス科
105-235 ワレモコウ バラ科


