
iPis山陰版で検索可能な種（1934種）
アイナエ マチン科
アオイゴケ ヒルガオ科
アオキ ミズキ科
アオコウガイゼキショウ イグサ科
アオチドリ ラン科
アオノツガザクラ ツツジ科
アオハダ モチノキ科
アオビユ ヒユ科
アオベンケイ ベンケイソウ科
アオヤギバナ キク科
アカガシ ブナ科
アカショウマ ユキノシタ科
アカミノイヌツゲ モチノキ科
アカモノ ツツジ科
アキチョウジ シソ科
アキニレ ニレ科
アキノミチヤナギ タデ科
アクシバ ツツジ科
アコウ クワ科
アズマツメクサ ベンケイソウ科
アゼオトギリ オトギリソウ科
アブノメ ゴマノハグサ科
アベマキ ブナ科
アマモ アマモ科
アメリカイヌホオズキ ナス科
アメリカタカサブロウ キク科
アラゲヒョウタンボク スイカズラ科
アレチギシギシ タデ科
アレチヌスビトハギ マメ科
アレチノギク キク科
アレチハナガサ クマツヅラ科
アワブキ アワブキ科
イガホオズキ ナス科
イズセンリョウ ヤブコウジ科
イソノキ クロウメモドキ科
イタドリ タデ科
イチイ イチイ科
イヌウメモドキ モチノキ科
イヌコウジュ シソ科
イヌツゲ モチノキ科
イヌトウバナ シソ科
イヌハギ マメ科
イヌムラサキ ムラサキ科
イヌムラサキシキブ シソ科
イバラモ イバラモ科
イブキジャコウソウ シソ科
イブキボウフウ セリ科
イボタノキ モクセイ科
イワツメクサ ナデシコ科
イワナシ ツツジ科
イワニガナ キク科
イワヒゲ ツツジ科
ウグイスカグラ スイカズラ科
ウシハコベ ナデシコ科
ウスノキ ツツジ科
ウチョウラン ラン科
ウド ウコギ科
ウバメガシ ブナ科



ウメモドキ モチノキ科
ウラギク キク科
ウラジロウツギ アジサイ科
ウラジロフジウツギ ゴマノハグサ科
エゴマ シソ科
エゾアジサイ ユキノシタ科
エゾイヌゴマ シソ科
エゾイラクサ イラクサ科
エゾオオヤマハコベ ナデシコ科
エゾシオガマ ゴマノハグサ科
エゾシロネ シソ科
エゾツリバナ ニシキギ科
エゾトリカブト キンポウゲ科
エゾノギシギシ タデ科
エゾノシシウド セリ科
エゾノヨロイグサ セリ科
エゾユズリハ ユズリハ科
エゾリンドウ リンドウ科
エドヒガン バラ科
オウギカズラ シソ科
オオアブノメ オオバコ科
オオアリドオシ アカネ科
オオアリドシ アカネ科
オオアレチノギク キク科
オオイタビ クワ科
オオイヌノフグリ ゴマノハグサ科
オオウサギギク キク科
オオコマユミ ニシキギ科
オオツリバナ ニシキギ科
オオトリゲモ イバラモ科
オオナルコユリ ユリ科
オオバアサガラ エゴノキ科
オオバイボタ モクセイ科
オオハシカグサ アカネ科
オオバタンキリマメ マメ科
オオバヌスビトハギ マメ科
オオバミゾホオズキ ハエドクソウ科
オオバヤシャブシ カバノキ科
オオバヤナギ ヤナギ科
オオヒナノウスツボ ゴマノハグサ科
オオフタバムグラ アカネ科
オオマルバノテンニンソウ シソ科
オオムラサキシキブ クマツヅラ科
オオヤマザクラ バラ科
オオヤマハコベ ナデシコ科
オカタツナミソウ シソ科
オカトラノオ サクラソウ科
オトギリソウ オトギリソウ科
オドリコソウ シソ科
オニヒョウタンボク スイカズラ科
オニヤブマオ イラクサ科
オニユリ ユリ科
オニルリソウ ムラサキ科
オヤブジラミ セリ科
オリーブ モクセイ科
カイジンドウ シソ科
カキラン ラン科
カゴノキ クスノキ科
カナメモチ バラ科



カマツカ バラ科
カラタチバナ ヤブコウジ科
カリガネソウ シソ科
カリン バラ科
カワヂシャ ゴマノハグサ科
カワツルモ ヒルムシロ科
カワミドリ シソ科
カワラナデシコ ナデシコ科
カワラハハコ キク科
カワラハンノキ カバノキ科
カンコノキ トウダイグサ科
カンザブロウノキ ハイノキ科
ガンピ ジンチョウゲ科
キイジョウロウホトトギス ユリ科
キカシグサ ミソハギ科
キケマン ケシ科
キジョラン ガガイモ科
キセワタ シソ科
キソチドリ ラン科
キタコブシ モクレン科
キツネヤナギ ヤナギ科
キハギ マメ科
キバナノアマナ ユリ科
キバナノホトトギス ユリ科
キブシ キブシ科
キュウリグサ ムラサキ科
キンキマメザクラ バラ科
キンギンボク スイカズラ科
キンゴジカ アオイ科
ギンリョウソウモドキ イチヤクソウ科
ギンレイカ サクラソウ科
クサタチバナ ガガイモ科
クサレダマ サクラソウ科
クズ マメ科
クスダマツメクサ マメ科
クスドイゲ イイギリ科
クチナシ アカネ科
クヌギ ブナ科
クルマバナ シソ科
クロガネモチ モチノキ科
クロキ ハイノキ科
クロソヨゴ モチノキ科
クロバイ ハイノキ科
クロボシソウ イグサ科
クロユリ ユリ科
ケカマツカ バラ科
ケヤキ ニレ科
ケヤブハギ マメ科
ケンポナシ クロウメモドキ科
コアマモ アマモ科
コウガイゼキショウ イグサ科
コウヤボウキ キク科
コガマ ガマ科
コガンピ ジンチョウゲ科
コキンバイ バラ科
コケオトギリ オトギリソウ科
コケミズ イラクサ科
コショウノキ ジンチョウゲ科
コシロネ シソ科



コデマリ バラ科
コナスビ サクラソウ科
コナラ ブナ科
コハコベ ナデシコ科
コバノイラクサ イラクサ科
コバノタツナミ シソ科
コブシ モクレン科
コブニレ ニレ科
コマユミ ニシキギ科
コメツブツメクサ マメ科
コメバツガザクラ ツツジ科
コモチマンネングサ ベンケイソウ科
サイコクキツネヤナギ ヤナギ科
ザイフリボク バラ科
ザクロソウ ザクロソウ科
ササユリ ユリ科
サワオトギリ オトギリソウ科
サワダツ ニシキギ科
サワトウガラシ ゴマノハグサ科
サワハコベ ナデシコ科
サワフタギ ハイノキ科
サワルリソウ ムラサキ科
サンイントラノオ ゴマノハグサ科
サンショウソウ イラクサ科
シイモチ モチノキ科
シシウド セリ科
シソバタツナミ シソ科
シダレヤナギ ヤナギ科
シモツケ バラ科
シモバシラ シソ科
ジャコウソウ シソ科
シライトソウ ユリ科
シラキ トウダイグサ科
シラゲヒメジソ シソ科
シラタマノキ ツツジ科
シラネセンキュウ セリ科
シロツメクサ マメ科
シロネ シソ科
シロバナサクラタデ タデ科
シロバナネコノメソウ ユキノシタ科
シロヤマブキ バラ科
ジンバイソウ ラン科
シンミズヒキ タデ科
スズコウジュ シソ科
スズサイコ ガガイモ科
スズムシバナ キツネノマゴ科
スズメノヤリ イグサ科
スズメハコベ ゴマノハグサ科
スナビキソウ ムラサキ科
スノキ ツツジ科
セイヨウミヤコグサ マメ科
セッコク ラン科
セリ セリ科
センニンモ ヒルムシロ科
ソナレムグラ アカネ科
ソヨゴ モチノキ科
タイサンボク モクレン科
ダイセンクワガタ ゴマノハグサ科
ダイセンヒョウタンボク スイカズラ科



タイミンタチバナ ヤブコウジ科
タカネマンネングサ ベンケイソウ科
タケシマラン ユリ科
タチカメバソウ ムラサキ科
タチヤナギ ヤナギ科
タツナミソウ シソ科
タニギキョウ キキョウ科
タニタデ アカバナ科
タブノキ クスノキ科
タマアジサイ ユキノシタ科
タマミズキ モチノキ科
タムシバ モクレン科
タラヨウ モチノキ科
タンキリマメ マメ科
タンナサワフタギ ハイノキ科
チシャノキ ムラサキ科
チチコグサモドキ キク科
チョウジソウ キョウチクトウ科
チョウジタデ アカバナ科
ツガザクラ ツツジ科
ツキヌキソウ スイカズラ科
ツクシタツナミソウ シソ科
ツクシハギ マメ科
ツクバネ ビャクダン科
ツクバネガシ ブナ科
ツゲモチ モチノキ科
ツシマママコナ ゴマノハグサ科
ツタウルシ ウルシ科
ツリバナ ニシキギ科
ツルアリドオシ アカネ科
ツルツゲ モチノキ科
ツルニガクサ シソ科
ツルニンジン キキョウ科
ツルマサキ ニシキギ科
ツルマメ マメ科
デワノタツナミソウ シソ科
テンニンソウ シソ科
トウテイラン ゴマノハグサ科
トウバナ シソ科
トウヤクリンドウ リンドウ科
トキリマメ マメ科
トキワハゼ ゴマノハグサ科
ドクゼリ セリ科
トンボソウ ラン科
ナガエコナスビ サクラソウ科
ナガエミクリ ミクリ科
ナガバジュズネノキ アカネ科
ナガバノヤノネグサ タデ科
ナガバヤブマオ イラクサ科
ナギナタコウジュ シソ科
ナツアサドリ グミ科
ナツツバキ ツバキ科
ナナミノキ モチノキ科
ナミキソウ シソ科
ナラガシワ ブナ科
ナンバンキブシ キブシ科
ニガクサ シソ科
ヌカボシソウ イグサ科
ヌカボタデ タデ科



ヌスビトハギ マメ科
ヌマトラノオ サクラソウ科
ネコノチチ クロウメモドキ科
ネコノメソウ ユキノシタ科
ネジキ ツツジ科
ネズミモチ モクセイ科
ネバリタデ タデ科
ネバリノギク キク科
ネムノキ マメ科
ノアズキ マメ科
ノササゲ マメ科
ノハナショウブ アヤメ科
ノビネチドリ ラン科
ノミノフスマ ナデシコ科
ノヤマトンボ ラン科
バアソブ キキョウ科
ハイノキ ハイノキ科
ハエドクソウ ハエドクソウ科
ハクウンボク エゴノキ科
ハクサンハタザオ アブラナ科
バクチノキ バラ科
ハグロソウ キツネノマゴ科
ハコベ ナデシコ科
ハシカグサ アカネ科
ハシドイ モクセイ科
ハシリドコロ ナス科
ハダカホオズキ ナス科
ハッカ シソ科
バッコヤナギ ヤナギ科
ハドノキ イラクサ科
ハナイカダ ミズキ科
ハナイバナ ムラサキ科
ハナビゼリ セリ科
ハナヒリノキ ツツジ科
ハマウド セリ科
ハマゴウ クマツヅラ科
ハマサジ イソマツ科
ハマゼリ セリ科
ハマナデシコ ナデシコ科
ハマヒサカキ ツバキ科
ハマボッス サクラソウ科
ハマヤブマオ イラクサ科
バリバリノキ クスノキ科
ハンノキ カバノキ科
ヒサカキ ツバキ科
ヒツジグサ スイレン科
ビッチュウヤマハギ マメ科
ヒトツバタゴ モクセイ科
ヒトツバハギ トウダイグサ科
ヒナタイノコズチ ヒユ科
ヒナノウスツボ ゴマノハグサ科
ヒナノカンザシ ヒメハギ科
ヒナラン ラン科
ヒメアカバナ アカバナ科
ヒメイタビ クワ科
ヒメオトギリ オトギリソウ科
ヒメコウゾ クワ科
ヒメジソ シソ科
ヒメシャラ ツバキ科



ヒメシロネ シソ科
ヒメタデ タデ科
ヒメナベワリ ビャクブ科
ヒメハギ ヒメハギ科
ヒメミカンソウ トウダイグサ科
ヒメムカシヨモギ キク科
ヒメモチ モチノキ科
ヒメレンゲ ベンケイソウ科
ヒロハノツリバナ ニシキギ科
フウラン ラン科
フウリンウメモドキ モチノキ科
フサザクラ フサザクラ科
フジオトギリ オトギリソウ科
フジテンニンソウ シソ科
フタバムグラ アカネ科
フトヒルムシロ ヒルムシロ科
フトボナギナタコウジュ シソ科
ブナ ブナ科
フラサバソウ ゴマノハグサ科
ヘラノキ シナノキ科
ホウキギク キク科
ホオノキ モクレン科
ホコガタアカザ アカザ科
ホソアオゲイトウ ヒユ科
ホソバノヤマハハコ キク科
ホソバハマアカザ アカザ科
ホッスモ イバラモ科
ホナガイヌビユ ヒユ科
マサキ ニシキギ科
マツバウンラン ゴマノハグサ科
マツラン ラン科
マテバシイ ブナ科
マネキグサ シソ科
ママコナ ゴマノハグサ科
マメガキ カキノキ科
マメグンバイナズナ アブラナ科
マユミ ニシキギ科
マルバキンレイカ オミナエシ科
マルバゴマキ スイカズラ科
マルバチシャノキ ムラサキ科
マルバツユクサ ツユクサ科
マルバヌスビトハギ マメ科
マルバノサワトウガラシ オオバコ科
マルバノホロシ ナス科
マルバハギ マメ科
マルバヤナギ ヤナギ科
マルバヤハズソウ マメ科
マンシュウボダイジュ シナノキ科
ミカエリソウ シソ科
ミサオノキ アカネ科
ミズ イラクサ科
ミズオトギリ オトギリソウ科
ミズキカシグサ ミソハギ科
ミズタビラコ ムラサキ科
ミズチドリ ラン科
ミズナラ ブナ科
ミズヒキモ ヒルムシロ科
ミソナオシ マメ科
ミソハギ ミソハギ科



ミゾハコベ ミゾハコベ科
ミゾホオズキ ゴマノハグサ科
ミドリハコベ ナデシコ科
ミミズバイ ハイノキ科
ミヤギノハギ マメ科
ミヤコグサ マメ科
ミヤマアカバナ アカバナ科
ミヤマイボタ モクセイ科
ミヤマイラクサ イラクサ科
ミヤマウグイスカグラ スイカズラ科
ミヤマウズラ ラン科
ミヤマウメモドキ モチノキ科
ミヤマカワラハンノキ カバノキ科
ミヤマキケマン ケシ科
ミヤマキンバイ バラ科
ミヤマキンポウゲ キンポウゲ科
ミヤマクルマバナ シソ科
ミヤマクワガタ オオバコ科
ミヤマシグレ スイカズラ科
ミヤマダイコンソウ バラ科
ミヤマトウバナ シソ科
ミヤマハコベ ナデシコ科
ミヤマハタザオ アブラナ科
ミヤマハハソ アワブキ科
ミヤマホウソ アワブキ科
ミヤマママコナ ゴマノハグサ科
ミヤマヤナギ ヤナギ科
ムカゴトラノオ タデ科
ムクノキ ニレ科
ムラサキケマン ケシ科
ムラサキシキブ クマツヅラ科
ムラサキツメクサ マメ科
ムラサキマユミ ニシキギ科
メタセコイア ヒノキ科
モクタチバナ ヤブコウジ科
モチノキ モチノキ科
モロコシソウ ヤブコウジ科
ヤドリギ ビャクダン科
ヤナギイボタ モクセイ科
ヤナギトラノオ ヤブコウジ科
ヤナギモ ヒルムシロ科
ヤハズソウ マメ科
ヤブジラミ セリ科
ヤブツルアズキ マメ科
ヤブニンジン セリ科
ヤブマオ イラクサ科
ヤブマメ マメ科
ヤマアイ トウダイグサ科
ヤマアジサイ ユキノシタ科
ヤマウツボ ゴマノハグサ科
ヤマゴボウ ヤマゴボウ科
ヤマシグレ レンプクソウ科
ヤマタツナミソウ シソ科
ヤマトウバナ シソ科
ヤマトキソウ ラン科
ヤマトミクリ ミクリ科
ヤマナシ バラ科
ヤマナラシ ヤナギ科
ヤマネコヤナギ ヤナギ科



ヤマハギ マメ科
ヤマハコベ ナデシコ科
ヤマハッカ シソ科
ヤマブキ バラ科
ヤマブキショウマ バラ科
ヤマミズ イラクサ科
ヤマモモ ヤマモモ科
ヤマヤナギ ヤナギ科
ヨウシュヤマゴボウ ヤマゴボウ科
ヨロイグサ セリ科
リュウキュウマメガキ カキノキ科
リュウノヒゲモ ヒルムシロ科
リョウブ ツツジ科
ルイヨウショウマ キンポウゲ科
ルリミノキ アカネ科
レモンエゴマ シソ科
ワタゲカマツカ バラ科
ワチガイソウ ナデシコ科
アイノコバイカウツギ ユキノシタ科
アイノコフユイチゴ バラ科
アオイカズラ ツユクサ科
アオイスミレ スミレ科
アオガシ クスノキ科
アオカモメヅル ガガイモ科
アオカラムシ イラクサ科
アオタチカモメヅル ガガイモ科
アオダモ モクセイ科
アオツヅラフジ ツヅラフジ科
アオテンナンショウ サトイモ科
アオナラガシワ ブナ科
アオミズ イラクサ科
アオモジ クスノキ科
アカイタヤ カエデ科
アカシデ カバノキ科
アカソ イラクサ科
アカネスミレ スミレ科
アカバグミ グミ科
アカバナ アカバナ科
アカマツ マツ科
アカミタンポポ キク科
アカメガシワ トウダイグサ科
アキカラマツ キンポウゲ科
アキギリ シソ科
アキグミ グミ科
アキザキヤツシロラン ラン科
アギスミレ スミレ科
アギナシ オモダカ科
アキノキリンソウ キク科
アキノタムラソウ シソ科
アキノノゲシ キク科
アキノハハコグサ キク科
アキヨシアザミ キク科
アケビ アケビ科
アケボノシュスラン ラン科
アケボノスミレ スミレ科
アケボノソウ リンドウ科
アサガラ エゴノキ科
アサクラザンショウ ミカン科
アサザ ミツガシワ科



アサダ カバノキ科
アサツキ ユリ科
アサノハカエデ カエデ科
アシウスギ ヒノキ科
アジサイ アジサイ科
アシズリノジギク キク科
アズキナシ バラ科
アスナロ ヒノキ科
アズマヤマアザミ キク科
アゼトウガラシ ゴマノハグサ科
アゼナ ゴマノハグサ科
アセビ ツツジ科
アソノコギリソウ キク科
アツミカンアオイ ウマノスズクサ科
アテツマンサク マンサク科
アナマスミレ スミレ科
アブラギリ トウダイグサ科
アブラチャン クスノキ科
アブラナ アブラナ科
アマチャヅル ウリ科
アマヅル ブドウ科
アマドコロ ユリ科
アマナ ユリ科
アマニュウ セリ科
アメリカアゼナ ゴマノハグサ科
アメリカセンダングサ キク科
アメリカネナシカズラ ヒルガオ科
アメリカハッカ シソ科
アメリカフウロ フウロソウ科
アラカシ ブナ科
アラゲナツハゼ ツツジ科
アリアケスミレ スミレ科
アリタソウ アカザ科
アリドオシ アカネ科
アリノトウグサ アリノトウグサ科
アレチウリ ウリ科
アレチマツヨイグサ アカバナ科
イイギリ イイギリ科
イガオナモミ キク科
イカリソウ メギ科
イグサ イグサ科
イケマ ガガイモ科
イシミカワ タデ科
イシモチソウ モウセンゴケ科
イスノキ マンサク科
イズモコバイモ ユリ科
イタチハギ マメ科
イタビカズラ クワ科
イタヤカエデ カエデ科
イチイガシ ブナ科
イチビ アオイ科
イチヤクソウ イチヤクソウ科
イチョウ イチョウ科
イチリンソウ キンポウゲ科
イトイヌノヒゲ ホシクサ科
イトトリゲモ イバラモ科
イナモリソウ アカネ科
イヌエンジュ マメ科
イヌガシ クスノキ科



イヌカミツレ キク科
イヌガヤ イヌガヤ科
イヌガラシ アブラナ科
イヌキクイモ キク科
イヌゴマ シソ科
イヌコモチナデシコ ナデシコ科
イヌコリヤナギ ヤナギ科
イヌザクラ バラ科
イヌザンショウ ミカン科
イヌシデ カバノキ科
イヌショウマ キンポウゲ科
イヌセンブリ リンドウ科
イヌタデ タデ科
イヌタヌキモ タヌキモ科
イヌツルウメモドキ ニシキギ科
イヌナズナ アブラナ科
イヌヌマトラノオ サクラソウ科
イヌノヒゲ ホシクサ科
イヌビユ ヒユ科
イヌビワ クワ科
イヌブナ ブナ科
イヌマキ マキ科
イヌヨモギ キク科
イノコズチ ヒユ科
イブキシモツケ バラ科
イブキトラノオ タデ科
イボクサ ツユクサ科
イボミキンポウゲ キンポウゲ科
イヨフウロ フウロソウ科
イロハモミジ カエデ科
イワウチワ イワウメ科
イワウメヅル ニシキギ科
イワオウギ マメ科
イワカガミ イワウメ科
イワガサ バラ科
イワガラミ ユキノシタ科
イワギボウシ ユリ科
イワギリソウ イワタバコ科
イワキンバイ バラ科
イワシデ カバノキ科
イワショウブ チシマゼキショウ科
イワタイゲキ トウダイグサ科
イワタバコ イワタバコ科
イワネコノメソウ ユキノシタ科
イワハタザオ アブラナ科
イワヨモギ キク科
ウイキョウ セリ科
ウキクサ ウキクサ科
ウシタキソウ アカバナ科
ウスゲクロモジ クスノキ科
ウスゲタマブキ キク科
ウスバサイシン ウマノスズクサ科
ウスベニチチコグサ キク科
ウスベニニガナ キク科
ウスユキソウ キク科
ウツギ ユキノシタ科
ウツボグサ シソ科
ウバユリ ユリ科
ウマゴヤシ マメ科



ウマノアシガタ キンポウゲ科
ウマノスズクサ ウマノスズクサ科
ウマノミツバ セリ科
ウミヒルモ トチカガミ科
ウメガサソウ ツツジ科
ウメバチソウ ユキノシタ科
ウラギンツルグミ グミ科
ウラゲエンコウカエデ カエデ科
ウラジロアカザ アカザ科
ウラジロイチゴ バラ科
ウラジロウコギ ウコギ科
ウラジロガシ ブナ科
ウラジロノキ バラ科
ウラジロハナヒリノキ ツツジ科
ウラジロマタタビ マタタビ科
ウリカエデ カエデ科
ウリカワ オモダカ科
ウリクサ ゴマノハグサ科
ウリノキ ウリノキ科
ウリハダカエデ カエデ科
ウワバミソウ イラクサ科
ウワミズザクラ バラ科
ウンリュウヤナギ ヤナギ科
エイザンスミレ スミレ科
エゴノキ エゴノキ科
エゾイタヤ ムクロジ科
エゾイチゴ バラ科
エゾエノキ ニレ科
エゾオオバコ オオバコ科
エゾカワラナデシコ ナデシコ科
エゾクガイソウ オオバコ科
エゾゴマナ キク科
エゾタチカタバミ カタバミ科
エゾタンポポ キク科
エゾチドリ ラン科
エゾニワトコ レンプクソウ科
エゾネギ ネギ科
エゾノカワラマツバ アカネ科
エゾノコギリソウ キク科
エゾノヨツバムグラ アカネ科
エゾミソハギ ミソハギ科
エゾミヤマカタバミ カタバミ科
エノキ ニレ科
エノキグサ トウダイグサ科
エノシマオオバコ オオバコ科
エビアマモ アマモ科
エビガライチゴ バラ科
エビスグサ ジャケツイバラ科
エビヅル ブドウ科
エビネ ラン科
エビモ ヒルムシロ科
エンコウスギ ヒノキ科
エンコウソウ キンポウゲ科
エンジュ マメ科
オイランアザミ キク科
オウレン キンポウゲ科
オオアカネ アカネ科
オオアキノキリンソウ キク科
オオアブラギリ トウダイグサ科



オオアワダチソウ キク科
オオイタドリ タデ科
オオイタヤメイゲツ カエデ科
オオイヌタデ タデ科
オオイワカガミ イワウメ科
オオウラジロノキ バラ科
オオオナモミ キク科
オオカナダモ トチカガミ科
オオカニコウモリ キク科
オオカモメヅル ガガイモ科
オオキダチハマグルマ キク科
オオキヌタソウ アカネ科
オオキンケイギク キク科
オオキンレイカ オミナエシ科
オオケタデ タデ科
オオコメツツジ ツツジ科
オオササエビモ ヒルムシロ科
オオサンショウソウ イラクサ科
オオジシバリ キク科
オオシマザクラ バラ科
オオシラヒゲソウ ウメバチソウ科
オオズミ バラ科
オオダイトウヒレン キク科
オオタチツボスミレ スミレ科
オオタチヤナギ ヤナギ科
オオチドメ セリ科
オオツクバネウツギ スイカズラ科
オオツクバネガシ ブナ科
オオツルウメモドキ ニシキギ科
オオナワシログミ グミ科
オオナンバンギセル ハマウツボ科
オオニガナ キク科
オオニシキソウ トウダイグサ科
オオネバリタデ タデ科
オオバクサフジ マメ科
オオバグミ グミ科
オオバクロモジ クスノキ科
オオバコ オオバコ科
オオバショウマ キンポウゲ科
オオバスノキ ツツジ科
オオバタネツケバナ アブラナ科
オオバチドメ セリ科
オオハナウド セリ科
オオバナノエンレイソウ シュロソウ科
オオバナノコギリソウ キク科
オオバノヤエムグラ アカネ科
オオバノヨツバムグラ アカネ科
オオバメギ メギ科
オオバヨメナ キク科
オオヒキヨモギ ハマウツボ科
オオブタクサ キク科
オオフユイチゴ バラ科
オオホシクサ ホシクサ科
オオマツヨイグサ アカバナ科
オオミクリ ミクリ科
オオミスミソウ キンポウゲ科
オオミゾソバ タデ科
オオミヤマガマズミ スイカズラ科
オオメノマンネングサ ベンケイソウ科



オオモミジ カエデ科
オオモミジガサ キク科
オオヤマカタバミ カタバミ科
オオヤマサギソウ ラン科
オオヤマフスマ ナデシコ科
オオヤマレンゲ モクレン科
オオユウガギク キク科
オオヨモギ キク科
オオレイジンソウ キンポウゲ科
オカウコギ ウコギ科
オカオグルマ キク科
オカスミレ スミレ科
オガタマノキ モクレン科
オカヒジキ アカザ科
オキシャクナゲ ツツジ科
オキナグサ キンポウゲ科
オキノアブラギク キク科
オククルマムグラ アカネ科
オクモミジハグマ キク科
オグラノフサモ アリノトウグサ科
オグルマ キク科
オケラ キク科
オタカラコウ キク科
オッタチカタバミ カタバミ科
オッタチカンギク キク科
オトコエシ オミナエシ科
オトコオミナエシ オミナエシ科
オトコゼリ キンポウゲ科
オトコヨウゾメ スイカズラ科
オトコヨモギ キク科
オナモミ キク科
オニアザミ キク科
オニイタヤ カエデ科
オニグルミ クルミ科
オニシオガマ ハマウツボ科
オニシモツケ バラ科
オニタビラコ キク科
オニツルウメモドキ ニシキギ科
オニドコロ ヤマノイモ科
オニノゲシ キク科
オニノヤガラ ラン科
オニハマダイコン アブラナ科
オニビシ ヒシ科
オノエヤナギ ヤナギ科
オノエラン ラン科
オノマンネングサ ベンケイソウ科
オヒョウ ニレ科
オミナエシ オミナエシ科
オモダカ オモダカ科
オモト ユリ科
オヤマボクチ キク科
オランダハッカ シソ科
オランダミミナグサ ナデシコ科
オンタデ タデ科
カエデドコロ ヤマノイモ科
ガガイモ ガガイモ科
ガガブタ ミツガシワ科
カギカズラ アカネ科
カキツバタ アヤメ科



カキネガラシ アブラナ科
カキノキ カキノキ科
ガクウツギ ユキノシタ科
カクレミノ ウコギ科
カザグルマ キンポウゲ科
カジイチゴ バラ科
カジカエデ カエデ科
カジノキ クワ科
カシワ ブナ科
カシワバハグマ キク科
カシワモドキ ブナ科
カスマグサ マメ科
カスミザクラ バラ科
カセンソウ キク科
カタクリ ユリ科
カタバミ カタバミ科
カタバヤブマオ イラクサ科
カッコウアザミ キク科
カツラ カツラ科
カテンソウ イラクサ科
カナウツギ バラ科
カナクギノキ クスノキ科
カナビキソウ ビャクダン科
カナムグラ クワ科
カニコウモリ キク科
カノコソウ オミナエシ科
カノツメソウ セリ科
ガマズミ スイカズラ科
カヤ イチイ科
カラコギカエデ カエデ科
カラシナ アブラナ科
カラスザンショウ ミカン科
カラスシキミ ジンチョウゲ科
カラスノゴマ シナノキ科
カラスビシャク サトイモ科
カラマツ マツ科
カラマツソウ キンポウゲ科
カラムシ イラクサ科
カワチハギ マメ科
カワヤナギ ヤナギ科
カワラケツメイ ジャケツイバラ科
カワラサイコ バラ科
カワラニンジン キク科
カワラボウフウ セリ科
カワラマツバ アカネ科
カワラヨモギ キク科
ガンクビソウ キク科
ガンコウラン ツツジ科
カンサイスノキ ツツジ科
カンサイタンポポ キク科
カンボク スイカズラ科
キエビネ ラン科
キオン キク科
キカラスウリ ウリ科
キキョウ キキョウ科
キキョウソウ キキョウ科
キクアザミ キク科
キクザキイチゲ キンポウゲ科
キクバドコロ ヤマノイモ科



キクバヒヨドリ キク科
キクバヤマボクチ キク科
キクムグラ アカネ科
キクモ ゴマノハグサ科
キケンショウマ キンポウゲ科
キジカクシ ユリ科
ギシギシ タデ科
キシツツジ ツツジ科
キジムシロ バラ科
キセルアザミ キク科
キチジョウソウ ユリ科
キッコウハグマ キク科
キヅタ ウコギ科
キツネアザミ キク科
キツネノカミソリ ヒガンバナ科
キツネノボタン キンポウゲ科
キツネノマゴ キツネノマゴ科
キツリフネ ツリフネソウ科
キヌタソウ アカネ科
キハダ ミカン科
キバナアキギリ シソ科
キバナカワラマツバ アカネ科
キバナシャクナゲ ツツジ科
キバナノマツバニンジン アマ科
キビナワシロイチゴ バラ科
キビノナワシロイチゴ バラ科
キミズ イラクサ科
キュウシュウコゴメグサ ハマウツボ科
キョウガノコ バラ科
キランソウ シソ科
キリ ゴマノハグサ科
キリンソウ ベンケイソウ科
キレハイヌガラシ アブラナ科
キレハノブドウ ブドウ科
キレンゲショウマ ユキノシタ科
キンコウカ キンコウカ科
ギンセンカ アオイ科
キンバイソウ キンポウゲ科
ギンバイソウ ユキノシタ科
キンミズヒキ バラ科
ギンモクセイ モクセイ科
キンラン ラン科
ギンラン ラン科
ギンリョウソウ イチヤクソウ科
キンレイカ オミナエシ科
グイマツ マツ科
クコ ナス科
クサアジサイ ユキノシタ科
クサイ イグサ科
クサイチゴ バラ科
クサギ クマツヅラ科
クサコアカソ イラクサ科
クサスギカズラ ユリ科
クサネム マメ科
クサノオウ ケシ科
クサボタン キンポウゲ科
クソニンジン キク科
クマイチゴ バラ科
クマガイソウ ラン科



クマシデ カバノキ科
クマツヅラ クマツヅラ科
クマノギク キク科
クマノミズキ ミズキ科
クマヤナギ クロウメモドキ科
クモキリソウ ラン科
クララ マメ科
クリ ブナ科
クルマバアカネ アカネ科
クルマバザクロソウ ザクロソウ科
クルマバソウ アカネ科
クルマバハグマ キク科
クルマムグラ アカネ科
クルマユリ ユリ科
クロイチゴ バラ科
クロウメモドキ クロウメモドキ科
クロタキカズラ クロタキカズラ科
クロヅル ニシキギ科
クロバナヒキオコシ シソ科
クロビイタヤ ムクロジ科
クロホシクサ ホシクサ科
クロマツ マツ科
クロモ トチカガミ科
クロモジ クスノキ科
クロヤナギ ヤナギ科
クワクサ クワ科
クワズイモ サトイモ科
グンバイナズナ アブラナ科
ケアオダモ モクセイ科
ケキツネノボタン キンポウゲ科
ケクロモジ クスノキ科
ケグワ クワ科
ケケンポナシ クロウメモドキ科
ケタチツボスミレ スミレ科
ケツクバネウツギ リンネソウ科
ゲッケイジュ クスノキ科
ケナシヒメムカシヨモギ キク科
ケフシグロ ナデシコ科
ケムシクサ オオバコ科
ケヤマウコギ ウコギ科
ケヤマハンノキ カバノキ科
ゲンカイツツジ ツツジ科
ゲンゲ マメ科
ケンサキタンポポ キク科
ゲンジスミレ スミレ科
ゲンノショウコ フウロソウ科
コアカザ アカザ科
コアカソ イラクサ科
コアジサイ ユキノシタ科
コイケマ ガガイモ科
コイワカガミ イワウメ科
ゴウシュウアリタソウ ヒユ科
コウゾ クワ科
コウゾリナ キク科
コウホネ スイレン科
コウモリカズラ ツヅラフジ科
コウヤマキ コウヤマキ科
コウヤミズキ マンサク科
コウライテンナンショウ サトイモ科



コウリンカ キク科
コオニタビラコ キク科
コオニユリ ユリ科
コガクウツギ ユキノシタ科
コガシワ ブナ科
コカナダモ トチカガミ科
コカモメヅル ガガイモ科
コギシギシ タデ科
ゴキヅル ウリ科
コクサギ ミカン科
コクラン ラン科
コケイラン ラン科
コケモモ ツツジ科
コゴメウツギ バラ科
コゴメヤナギ ヤナギ科
コシアブラ ウコギ科
コシオガマ ゴマノハグサ科
コジキイチゴ バラ科
コシモツケ バラ科
コショウハッカ シソ科
コスミレ スミレ科
ゴゼンタチバナ ミズキ科
コセンダングサ キク科
コタチツボスミレ スミレ科
コチャルメルソウ ユキノシタ科
コツクバネウツギ スイカズラ科
コナギ ミズアオイ科
コニシキソウ トウダイグサ科
コハウチワカエデ カエデ科
コバギボウシ リュウゼツラン科
コハクウンボク エゴノキ科
コバナノワレモコウ バラ科
コバノイチヤクソウ ツツジ科
コバノガマズミ スイカズラ科
コバノカンアオイ ウマノスズクサ科
コバノクロウメモドキ クロウメモドキ科
コバノチョウセンエノキ ニレ科
コバノトンボソウ ラン科
コバノハナイカダ ミズキ科
コバノフユイチゴ バラ科
コバノミツバツツジ ツツジ科
コバンノキ トウダイグサ科
コバンモチ ホルトノキ科
コヒルガオ ヒルガオ科
コフウロ フウロソウ科
コボタンヅル キンポウゲ科
ゴマキ レンプクソウ科
ゴマギ スイカズラ科
コマツナギ マメ科
コマツヨイグサ アカバナ科
ゴマナ キク科
コミネカエデ カエデ科
コミヤマカタバミ カタバミ科
コミヤマガマズミ レンプクソウ科
コミヤマミズ イラクサ科
コムラサキ クマツヅラ科
コメツツジ ツツジ科
コメツブウマゴヤシ マメ科
コメナモミ キク科



コヤブタバコ キク科
コヤブデマリ スイカズラ科
コヤブラン ユリ科
ゴヨウアケビ アケビ科
ゴヨウマツ マツ科
コヨウラクツツジ ツツジ科
コリヤナギ ヤナギ科
コンギク キク科
ゴンズイ ミツバウツギ科
コンニャク サトイモ科
コンロンソウ アブラナ科
サイカチ マメ科
サイハイラン ラン科
サイヨウシャジン キキョウ科
サカキ ツバキ科
サカキカズラ キョウチクトウ科
サギソウ ラン科
サクラソウ サクラソウ科
サクラタデ タデ科
ザクロ ミソハギ科
サケバヒヨドリ キク科
ササエビモ ヒルムシロ科
ササバギンラン ラン科
ササバモ ヒルムシロ科
サジガンクビソウ キク科
ザゼンソウ サトイモ科
サツマイナモリ アカネ科
サデクサ タデ科
サナエタデ タデ科
サネカズラ マツブサ科
サビバナナカマド バラ科
サラサドウダン ツツジ科
サラシナショウマ キンポウゲ科
ザリコミ ユキノシタ科
サルトリイバラ ユリ科
サルナシ マタタビ科
サワオグルマ キク科
サワギキョウ キキョウ科
サワギク キク科
サワグルミ クルミ科
サワシバ カバノキ科
サワシロギク キク科
サワヒヨドリ キク科
サワラ ヒノキ科
サンインギク キク科
サンインクワガタ ゴマノハグサ科
サンインシロカネソウ キンポウゲ科
サンインスミレサイシン スミレ科
サンインヒキオコシ シソ科
サンカクヅル ブドウ科
サンカヨウ メギ科
サンショウ ミカン科
サンベサワアザミ キク科
サンヨウアオイ ウマノスズクサ科
サンヨウブシ キンポウゲ科
シオガマギク ゴマノハグサ科
シオジ モクセイ科
シオデ ユリ科
ジガバチソウ ラン科



シキミ シキミ科
シコクハタザオ アブラナ科
シシンラン イワタバコ科
シソ シソ科
シソクサ ゴマノハグサ科
シデシャジン キキョウ科
シナガワハギ マメ科
シナノキ シナノキ科
シハイスミレ スミレ科
シマカンギク キク科
シマキンレイカ オミナエシ科
シマサルナシ マタタビ科
シモクレン モクレン科
シモツケソウ バラ科
シャガ アヤメ科
シャク セリ科
シャクジョウソウ イチヤクソウ科
ジャケツイバラ ジャケツイバラ科
シャシャンボ ツツジ科
ジャニンジン アブラナ科
ジャノヒゲ ユリ科
ジャヤナギ ヤナギ科
シャリンバイ バラ科
ジュウニヒトエ シソ科
シュウブンソウ キク科
シュウメイギク キンポウゲ科
シュスラン ラン科
シュロソウ シュロソウ科
ジュンサイ スイレン科
シュンラン ラン科
ショウキラン ラン科
ショウコウミズキ マンサク科
ショウジョウバカマ ユリ科
ショウブ ショウブ科
シラカシ ブナ科
シラカワボウフウ セリ科
シラカンバ カバノキ科
シラネアザミ キク科
シラネニンジン セリ科
シラヒゲソウ ウメバチソウ科
シラヤマギク キク科
シリブカガシ ブナ科
シロイヌノヒゲ ホシクサ科
シロザ ヒユ科
シロダモ クスノキ科
シロバナイナモリソウ アカネ科
シロバナカモメヅル キョウチクトウ科
シロバナコタチツボスミレ スミレ科
シロバナセンボンヤリ キク科
シロバナタチツボスミレ スミレ科
シロバナタンポポ キク科
シロバナノヘビイチゴ バラ科
シロバナマンテマ ナデシコ科
ジロボウエンゴサク ケシ科
シロモジ クスノキ科
シロヨメナ キク科
シロヨモギ キク科
ジンジソウ ユキノシタ科
スイカズラ スイカズラ科



スイバ タデ科
スイラン キク科
スカシタゴボウ アブラナ科
スギ スギ科
スギナモ オオバコ科
スズカケソウ オオバコ科
スズメウリ ウリ科
スズメノエンドウ マメ科
スズメノトウガラシ ゴマノハグサ科
ススヤアカバナ アカバナ科
スダジイ ブナ科
ズダヤクシュ ユキノシタ科
スブタ トチカガミ科
ズミ バラ科
スミレ スミレ科
スミレサイシン スミレ科
スルガヒメユズリハ ユズリハ科
セイタカアワダチソウ キク科
セイタカトウヒレン キク科
セイヨウアブラナ アブラナ科
セイヨウエビラハギ マメ科
セイヨウタンポポ キク科
セイヨウノコギリソウ キク科
セイヨウフウチョウソウ フウチョウソウ科
セキショウ サトイモ科
セキショウモ トチカガミ科
セコイア ヒノキ科
ゼニアオイ アオイ科
セリバオウレン キンポウゲ科
センダン センダン科
センダングサ キク科
セントウソウ セリ科
センニンソウ キンポウゲ科
センブリ リンドウ科
センボンヤリ キク科
ソクシンラン ユリ科
ソクズ スイカズラ科
ソバ タデ科
ソバカズラ タデ科
ソバナ キキョウ科
ダイコンソウ バラ科
ダイセンオダマキ キンポウゲ科
ダイセンオトギリ オトギリソウ科
ダイセンキスミレ スミレ科
ダイセンミツバツツジ ツツジ科
ダイセンヤナギ ヤナギ科
タイミンガサ キク科
ダイモンジソウ ユキノシタ科
タウコギ キク科
タカサゴソウ キク科
タカサブロウ キク科
タカネオトギリ オトギリソウ科
タカネスズメノヒエ イグサ科
タカノツメ ウコギ科
タガラシ キンポウゲ科
タケシマヤマブドウ ブドウ科
タケニグサ ケシ科
タコノアシ ユキノシタ科
タジマタムラソウ シソ科



タチアオイ アオイ科
タチアザミ キク科
タチイヌノフグリ ゴマノハグサ科
タチオランダゲンゲ マメ科
タチカモメヅル ガガイモ科
タチコウガイゼキショウ イグサ科
タチチチコグサ キク科
タチツボスミレ スミレ科
タチドコロ ヤマノイモ科
タチフウロ フウロソウ科
タチモ アリノトウグサ科
タニウツギ スイカズラ科
タニガワハンノキ カバノキ科
タニソバ タデ科
タヌキマメ マメ科
タヌキモ タヌキモ科
タネツケバナ アブラナ科
タマガワホトトギス ユリ科
タムラソウ キク科
タラノキ ウコギ科
ダルマギク キク科
ダンコウバイ クスノキ科
ダンドボロギク キク科
タンナトリカブト キンポウゲ科
チゴユリ ユリ科
チシマギキョウ キキョウ科
チシマゼキショウ チシマゼキショウ科
チシマツガザクラ ツツジ科
チシマフウロ フウロソウ科
チチコグサ キク科
チトセカズラ マチン科
チドメグサ セリ科
チドリノキ カエデ科
チャノキ ツバキ科
チャボガヤ イチイ科
チャボゼキショウ チシマゼキショウ科
チャルメルソウ ユキノシタ科
チュウゴクホトトギス ユリ科
チョウジカズラ アカネ科
チョウジガマズミ スイカズラ科
チョウジギク キク科
チョウジザクラ バラ科
チョウセンゴヨウ マツ科
チョウセンシモツケ バラ科
チョウセンヒメツゲ ツゲ科
チングルマ バラ科
ツガ マツ科
ツクシウツギ ユキノシタ科
ツクシクロイヌノヒゲ ホシクサ科
ツクシコゴメグサ ハマウツボ科
ツクシシオガマ ゴマノハグサ科
ツクシタンポポ キク科
ツクシトネリコ モクセイ科
ツクシヤブウツギ スイカズラ科
ツクシヤブマオ イラクサ科
ツクバネウツギ スイカズラ科
ツクバネソウ ユリ科
ツゲ ツゲ科
ツシマナナカマド バラ科



ツタ ブドウ科
ツチアケビ ラン科
ツヅラフジ ツヅラフジ科
ツノハシバミ カバノキ科
ツバメオモト ユリ科
ツブラジイ ブナ科
ツボクサ セリ科
ツボスミレ スミレ科
ツボミオオバコ オオバコ科
ツマトリソウ ヤブコウジ科
ツメクサ ナデシコ科
ツメレンゲ ベンケイソウ科
ツユクサ ツユクサ科
ツリガネツツジ ツツジ科
ツリガネニンジン キキョウ科
ツリフネソウ ツリフネソウ科
ツルアジサイ ユキノシタ科
ツルウメモドキ ニシキギ科
ツルカノコソウ オミナエシ科
ツルグミ グミ科
ツルコウゾ クワ科
ツルシキミ ミカン科
ツルソバ タデ科
ツルタチツボスミレ スミレ科
ツルドクダミ タデ科
ツルナ ハマミズナ科
ツルフジバカマ マメ科
ツルボ ユリ科
ツルマオ イラクサ科
ツルミヤマシキミ ミカン科
ツルリンドウ リンドウ科
ツワブキ キク科
テイカカズラ キョウチクトウ科
テガタチドリ ラン科
テツカエデ カエデ科
テッポウユリ ユリ科
テリハキンバイ バラ科
テリハコナラ ブナ科
テリハタチツボスミレ スミレ科
テリハノイバラ バラ科
テリハミヤマガマズミ レンプクソウ科
テリミノイヌホオズキ ナス科
トウオオバコ オオバコ科
トウカエデ ムクロジ科
トウギボウシ ユリ科
トウゲブキ キク科
トウゴクミツバツツジ ツツジ科
トウダイグサ トウダイグサ科
トウネズミモチ モクセイ科
トガスグリ スグリ科
トキソウ ラン科
トキワイカリソウ メギ科
トキンソウ キク科
ドクウツギ ドクウツギ科
ドクダミ ドクダミ科
トゲナシアザミ キク科
トゲミノキツネノボタン キンポウゲ科
トケンラン ラン科
トサミズキ マンサク科



トチノキ トチノキ科
トチバニンジン ウコギ科
トックリイチゴ バラ科
トネリコ モクセイ科
トベラ トベラ科
トモエシオガマ ハマウツボ科
トモエソウ オトギリソウ科
トヨラクサイチゴ バラ科
トラノオスズカケ オオバコ科
トリアシショウマ ユキノシタ科
トリガタハンショウヅル キンポウゲ科
ナガイモ ヤマノイモ科
ナガエノアザミ キク科
ナガエノセンナリホオズキ ナス科
ナカガワノギク キク科
ナガバギシギシ タデ科
ナガハシスミレ スミレ科
ナガバジャノヒゲ ユリ科
ナガバシラヤマギク キク科
ナガバタチツボスミレ スミレ科
ナガバノウナギツカミ タデ科
ナガバノコウヤボウキ キク科
ナガバモミジイチゴ バラ科
ナガミノツルケマン ケシ科
ナギ マキ科
ナゴラン ラン科
ナシ バラ科
ナズナ アブラナ科
ナツエビネ ラン科
ナツグミ グミ科
ナツズイセン ヒガンバナ科
ナツトウダイ トウダイグサ科
ナツハゼ ツツジ科
ナツフジ マメ科
ナツメ クロウメモドキ科
ナナカマド バラ科
ナベナ マツムシソウ科
ナヨクサフジ マメ科
ナルコユリ ユリ科
ナワシロイチゴ バラ科
ナワシログミ グミ科
ナンキンナナカマド バラ科
ナンキンハゼ トウダイグサ科
ナンゴクウラシマソウ サトイモ科
ナンゴククガイソウ ゴマノハグサ科
ナンテン キンポウゲ科
ナンテンハギ マメ科
ナンバンカラムシ イラクサ科
ナンバンギセル ハマウツボ科
ナンバンハコベ ナデシコ科
ニオイタデ タデ科
ニガイチゴ バラ科
ニガカシュウ ヤマノイモ科
ニガキ ニガキ科
ニガナ キク科
ニシキウツギ タニウツギ科
ニシキギ ニシキギ科
ニシキゴロモ シソ科
ニシキソウ トウダイグサ科



ニシキハギ マメ科
ニシノオオタネツケバナ アブラナ科
ニシノヤマタイミンガサ キク科
ニッコウバイカウツギ ユキノシタ科
ニッポンイヌノヒゲ ホシクサ科
ニラ ネギ科
ニリンソウ キンポウゲ科
ニワゼキショウ アヤメ科
ニワトコ スイカズラ科
ニワフジ マメ科
ニンジン セリ科
ヌマスギ ヒノキ科
ヌマダイコン キク科
ヌルデ ウルシ科
ネコハギ マメ科
ネコヤナギ ヤナギ科
ネコヤマヒゴタイ キク科
ネジバナ ラン科
ネズコ ヒノキ科
ネズミサシ ヒノキ科
ネナシカズラ ヒルガオ科
ネバリノギラン キンコウカ科
ネビキミヤコグサ マメ科
ネムロシオガマ ハマウツボ科
ノアザミ キク科
ノイバラ バラ科
ノカイドウ バラ科
ノカンゾウ ワスレグサ科
ノギラン ユリ科
ノグルミ クルミ科
ノゲシ キク科
ノコギリソウ キク科
ノコンギク キク科
ノジギク キク科
ノジスミレ スミレ科
ノシラン ユリ科
ノダイオウ タデ科
ノダケ セリ科
ノタヌキモ タヌキモ科
ノヂシャ オミナエシ科
ノチドメ セリ科
ノハラガラシ アブラナ科
ノビル ユリ科
ノブキ キク科
ノブドウ ブドウ科
ノボタン ノボタン科
ノボロギク キク科
ノミノツヅリ ナデシコ科
ノラニンジン セリ科
ノリウツギ ユキノシタ科
ハイイヌガヤ イヌガヤ科
ハイイヌツゲ モチノキ科
バイカウツギ ユキノシタ科
バイカオウレン キンポウゲ科
バイカツツジ ツツジ科
バイカモ キンポウゲ科
バイケイソウ シュロソウ科
ハイネズ ヒノキ科
ハイハマボッス サクラソウ科



ハイマツ マツ科
ハイメドハギ マメ科
ハウチワカエデ カエデ科
ハキダメギク キク科
ハクウンラン ラン科
ハコネウツギ スイカズラ科
ハコネコメツツジ ツツジ科
ハコネトリカブト キンポウゲ科
ハコネハナヒリノキ ツツジ科
ハコネヒヨドリ キク科
ハコベホオズキ ナス科
ハゴロモヒカゲミツバ セリ科
ハシバミ カバノキ科
ハス ハス科
ハスイモ サトイモ科
ハスノハイチゴ バラ科
ハスノハカズラ ツヅラフジ科
ハゼノキ ウルシ科
ハダカコンロンソウ アブラナ科
ハタザオ アブラナ科
ハナウド セリ科
ハナタデ タデ科
ハナニガナ キク科
ハナビゼキショウ イグサ科
ハナミョウガ ショウガ科
ハネミイヌエンジュ マメ科
ハハコグサ キク科
ハマアカザ アカザ科
ハマウツボ ハマウツボ科
ハマエンドウ マメ科
ハマダイコン アブラナ科
ハマツメクサ ナデシコ科
ハマナス バラ科
ハマナタマメ マメ科
ハマニガナ キク科
ハマニンドウ スイカズラ科
ハマネナシカズラ ヒルガオ科
ハマハタザオ アブラナ科
ハマヒルガオ ヒルガオ科
ハマビワ クスノキ科
ハマベノギク キク科
ハマボウ アオイ科
ハマボウフウ セリ科
バライチゴ バラ科
ハリエンジュ マメ科
ハリギリ ウコギ科
ハリコウガイゼキショウ イグサ科
ハルザキヤマガラシ アブラナ科
ハルジオン キク科
ハルタデ タデ科
ハルトラノオ タデ科
ハルニレ ニレ科
ハルノタムラソウ シソ科
ハルユキノシタ ユキノシタ科
ハルリンドウ リンドウ科
ハンカイソウ キク科
ハンゲショウ ドクダミ科
ハンゴンソウ キク科
ハンショウヅル キンポウゲ科



ヒオウギ アヤメ科
ヒカゲツツジ ツツジ科
ヒカゲミツバ セリ科
ヒキオコシ シソ科
ヒキヨモギ ゴマノハグサ科
ヒゴシオン キク科
ヒゴスミレ スミレ科
ヒゴタイ キク科
ヒシ ヒシ科
ビッチュウアザミ キク科
ビッチュウフウロ フウロソウ科
ヒッツキアザミ キク科
ヒトツバヨモギ キク科
ヒナウキクサ ウキクサ科
ヒナウチワカエデ カエデ科
ヒナギキョウ キキョウ科
ヒナヒゴタイ キク科
ヒノキ ヒノキ科
ヒノキアスナロ ヒノキ科
ヒノキバヤドリギ ヤドリギ科
ヒメアオキ ミズキ科
ヒメアザミ キク科
ヒメイチゲ キンポウゲ科
ヒメウコギ ウコギ科
ヒメウズ キンポウゲ科
ヒメウチワカエデ カエデ科
ヒメウツギ ユキノシタ科
ヒメウワバミソウ イラクサ科
ヒメエンゴサク ケマンソウ科
ヒメオドリコソウ シソ科
ヒメカンアオイ ウマノスズクサ科
ヒメガンクビソウ キク科
ヒメキンミズヒキ バラ科
ヒメクワガタ オオバコ科
ヒメコウガイゼキショウ イグサ科
ヒメザゼンソウ サトイモ科
ヒメサルダヒコ シソ科
ヒメシャガ アヤメ科
ヒメジョオン キク科
ヒメスイバ タデ科
ヒメスミレ スミレ科
ヒメチドメ セリ科
ヒメドコロ ヤマノイモ科
ヒメナミキ シソ科
ヒメバライチゴ バラ科
ヒメヒオウギズイセン アヤメ科
ヒメヒゴタイ キク科
ヒメビシ ヒシ科
ヒメフタバラン ラン科
ヒメヘビイチゴ バラ科
ヒメミクリ ミクリ科
ヒメヤシャブシ カバノキ科
ヒメヤブラン ユリ科
ヒメユズリハ ユズリハ科
ヒメヨツバムグラ アカネ科
ヒメヨモギ キク科
ヒュウガミズキ マンサク科
ヒョウノセンカタバミ カタバミ科
ヒルガオ ヒルガオ科



ヒルムシロ ヒルムシロ科
ヒレアザミ キク科
ヒレタゴボウ アカバナ科
ビロードイチゴ バラ科
ビロードエノキグサ トウダイグサ科
ビロードモウズイカ ゴマノハグサ科
ヒロハウラジロヨモギ キク科
ヒロハコンロンソウ アブラナ科
ヒロハテンナンショウ サトイモ科
ヒロハノイヌノヒゲ ホシクサ科
ヒロハノカワラサイコ バラ科
ヒロハノコウガイゼキショウ イグサ科
ヒロハヘビノボラズ メギ科
ヒロハホウキギク キク科
ヒロハヤマヨモギ キク科
ヒロハユキザサ ナギイカダ科
フイリシハイスミレ スミレ科
フウ フウ科
フウトウカズラ コショウ科
フウロケマン ケシ科
フカギレオオモミジ ムクロジ科
フキ キク科
フクオウソウ キク科
フクシマシャジン キキョウ科
フクジュソウ キンポウゲ科
フクド キク科
フサモ アリノトウグサ科
フジ マメ科
フジアカショウマ ユキノシタ科
フジカンゾウ マメ科
フジキ マメ科
フシグロ ナデシコ科
フシグロセンノウ ナデシコ科
フジバカマ キク科
フジハタザオ アブラナ科
ブタクサ キク科
ブタクサモドキ キク科
フタバアオイ ウマノスズクサ科
フタリシズカ センリョウ科
フッキソウ ツゲ科
フデリンドウ リンドウ科
フユイチゴ バラ科
フユザンショウ ミカン科
フリソデヤナギ ヤナギ科
ヘクソカズラ アカネ科
ベニドウダン ツツジ科
ベニバナボロギク キク科
ベニヤマボウシ ミズキ科
ヘビイチゴ バラ科
ヘラオオバコ オオバコ科
ヘラオモダカ オモダカ科
ベンケイソウ ベンケイソウ科
ホウチャクソウ ユリ科
ホウライカズラ マチン科
ホウロクイチゴ バラ科
ホオズキ ナス科
ホクチアザミ キク科
ホクリクネコノメ ユキノシタ科
ホクリクムヨウラン ラン科



ボケ バラ科
ホザキノフサモ アリノトウグサ科
ホシクサ ホシクサ科
ホソイ イグサ科
ホソエノアザミ キク科
ホソバイヌビワ クワ科
ホソバエゾノコギリソウ キク科
ホソバオオアリドオシ アカネ科
ホソバガシワ ブナ科
ホソバガンクビソウ キク科
ホソバコンギク キク科
ホソバシュロソウ ユリ科
ホソバツルノゲイトウ ヒユ科
ホソバニガナ キク科
ホソバノウナギツカミ タデ科
ホソバノヨツバムグラ アカネ科
ホソバミズヒキモ ヒルムシロ科
ホソバヤハズエンドウ マメ科
ホソバワダン キク科
ボダイジュ シナノキ科
ホタルカズラ ムラサキ科
ホタルサイコ セリ科
ホタルブクロ キキョウ科
ボタンヅル キンポウゲ科
ボタンネコノメソウ ユキノシタ科
ボタンボウフウ セリ科
ホツツジ ツツジ科
ホドイモ マメ科
ホトケノザ シソ科
ホナガクマヤナギ クロウメモドキ科
ホンシャクナゲ ツツジ科
ボントクタデ タデ科
マイヅルソウ ユリ科
マタタビ マタタビ科
マツカゼソウ ミカン科
マツグミ オオバヤドリギ科
マツブサ マツブサ科
マツムシソウ マツムシソウ科
マツモ マツモ科
マツヨイグサ アカバナ科
ママコノシリヌグイ タデ科
マムシグサ サトイモ科
マメカミツレ キク科
マメグミ グミ科
マメダオシ ヒルガオ科
マメヅタ ウラボシ科
マルバアオダモ モクセイ科
マルバアキグミ グミ科
マルバウツギ ユキノシタ科
マルバウマノスズクサ ウマノスズクサ科
マルバコンロンソウ アブラナ科
マルバノイチヤクソウ イチヤクソウ科
マルバマンサク マンサク科
マルバルコウ ヒルガオ科
マンサク マンサク科
マンシュウハシドイ モクセイ科
マンセンカラマツ キンポウゲ科
マンテマ ナデシコ科
マンリョウ ヤブコウジ科



ミクリ ミクリ科
ミズアオイ ミズアオイ科
ミズオオバコ トチカガミ科
ミズキ ミズキ科
ミズギボウシ ユリ科
ミズコナラ ブナ科
ミズタガラシ アブラナ科
ミズタネツケバナ アブラナ科
ミズタマソウ アカバナ科
ミズトンボ ラン科
ミズヒキ タデ科
ミズマツバ ミソハギ科
ミスミソウ キンポウゲ科
ミズメ カバノキ科
ミズユキノシタ アカバナ科
ミゾカクシ キキョウ科
ミゾソバ タデ科
ミチタネツケバナ アブラナ科
ミチバタガラシ アブラナ科
ミチヤナギ タデ科
ミツガシワ ミツガシワ科
ミツデカエデ カエデ科
ミツバ セリ科
ミツバアケビ アケビ科
ミツバイワガサ バラ科
ミツバウツギ ミツバウツギ科
ミツバツチグリ バラ科
ミツバフウロ フウロソウ科
ミツバベンケイソウ ベンケイソウ科
ミツマタ ジンチョウゲ科
ミツモトソウ バラ科
ミネカエデ ムクロジ科
ミミカキグサ タヌキモ科
ミミコウモリ キク科
ミミナグサ ナデシコ科
ミヤコアオイ ウマノスズクサ科
ミヤコアザミ キク科
ミヤコイバラ バラ科
ミヤコオトギリ オトギリソウ科
ミヤジマママコナ ゴマノハグサ科
ミヤマアオダモ モクセイ科
ミヤマアキノキリンソウ キク科
ミヤマカタバミ カタバミ科
ミヤマガマズミ スイカズラ科
ミヤマカラマツ キンポウゲ科
ミヤマクマヤナギ クロウメモドキ科
ミヤマシキミ ミカン科
ミヤマシャジン キキョウ科
ミヤマセントウソウ セリ科
ミヤマタニソバ タデ科
ミヤマチドメ ウコギ科
ミヤマナルコユリ ユリ科
ミヤマニガイチゴ バラ科
ミヤマニガウリ ウリ科
ミヤマハンノキ カバノキ科
ミヤマフユイチゴ バラ科
ミヤマホツツジ ツツジ科
ミヤママタタビ マタタビ科
ミヤマムグラ アカネ科



ミヤマヤブタバコ キク科
ミヤマヨメナ キク科
ミヤマリンドウ リンドウ科
ミョウガ ショウガ科
ムカゴイラクサ イラクサ科
ムカゴニンジン セリ科
ムギラン ラン科
ムクゲ アオイ科
ムクロジ ムクロジ科
ムサシアブミ サトイモ科
ムシクサ ゴマノハグサ科
ムシトリナデシコ ナデシコ科
ムベ アケビ科
ムヨウラン ラン科
ムラクモアザミ キク科
ムラサキセンブリ リンドウ科
ムラサキニガナ キク科
ムラサキミミカキグサ タヌキモ科
ムロウテンナンショウ サトイモ科
メギ メギ科
メキシコマンネングサ ベンケイソウ科
メグサハッカ シソ科
メグスリノキ カエデ科
メタカラコウ キク科
メダラ ウコギ科
メドハギ マメ科
メナモミ キク科
メノマンネングサ ベンケイソウ科
メハジキ シソ科
メマツヨイグサ アカバナ科
メヤブマオ イラクサ科
メリケンムグラ アカネ科
モウセンゴケ モウセンゴケ科
モクゲンジ ムクロジ科
モチツツジ ツツジ科
モッコク ツバキ科
モミ マツ科
モミジイチゴ バラ科
モミジウリノキ ウリノキ科
モミジガサ キク科
モミジカラスウリ ウリ科
モミジハグマ キク科
モミジバヒメオドリコソウ シソ科
モミジバフウ フウ科
モリアザミ キク科
モリイバラ バラ科
モンゴリナラ ブナ科
ヤイトバナ アカネ科
ヤエムグラ アカネ科
ヤクシソウ キク科
ヤグルマソウ ユキノシタ科
ヤシャビシャク ユキノシタ科
ヤツデ ウコギ科
ヤナギイチゴ イラクサ科
ヤナギスブタ トチカガミ科
ヤナギタデ タデ科
ヤナギタンポポ キク科
ヤナギラン アカバナ科
ヤノネグサ タデ科



ヤハズエンドウ マメ科
ヤハズハハコ キク科
ヤブウツギ スイカズラ科
ヤブコウジ ヤブコウジ科
ヤブサンザシ ユキノシタ科
ヤブタバコ キク科
ヤブタビラコ キク科
ヤブツバキ ツバキ科
ヤブデマリ スイカズラ科
ヤブニッケイ クスノキ科
ヤブハギ マメ科
ヤブヘビイチゴ バラ科
ヤブミョウガ ツユクサ科
ヤブムグラ アカネ科
ヤブムラサキ クマツヅラ科
ヤブラン ユリ科
ヤブレガサ キク科
ヤマアザミ キク科
ヤマアマドコロ ユリ科
ヤマイバラ バラ科
ヤマウグイスカグラ スイカズラ科
ヤマウコギ ウコギ科
ヤマウルシ ウルシ科
ヤマエンゴサク ケシ科
ヤマオダマキ キンポウゲ科
ヤマカシュウ ユリ科
ヤマガラシ アブラナ科
ヤマグルマ ヤマグルマ科
ヤマクルマバナ シソ科
ヤマグワ クワ科
ヤマコウバシ クスノキ科
ヤマサギソウ ラン科
ヤマザクラ バラ科
ヤマザトタンポポ キク科
ヤマジノギク キク科
ヤマジノホトトギス ユリ科
ヤマシャクヤク ボタン科
ヤマシロギク キク科
ヤマスズメノヒエ イグサ科
ヤマゼリ セリ科
ヤマツツジ ツツジ科
ヤマトアオダモ モクセイ科
ヤマトキホコリ イラクサ科
ヤマトリカブト キンポウゲ科
ヤマニガナ キク科
ヤマネコノメソウ ユキノシタ科
ヤマノイモ ヤマノイモ科
ヤマノコギリソウ キク科
ヤマハゼ ウルシ科
ヤマハタザオ アブラナ科
ヤマハハコ キク科
ヤマハンノキ カバノキ科
ヤマヒハツ トウダイグサ科
ヤマヒョウタンボク スイカズラ科
ヤマビワ アワブキ科
ヤマフジ マメ科
ヤマブドウ ブドウ科
ヤマボウシ ミズキ科
ヤマホオズキ ナス科



ヤマボクチ キク科
ヤマホタルブクロ キキョウ科
ヤマホトトギス ユリ科
ヤマホロシ ナス科
ヤマムグラ アカネ科
ヤマモガシ ヤマモガシ科
ヤマモミジ カエデ科
ヤマヤブソテツ ホシクサ科
ヤマラッキョウ ユリ科
ヤマルリソウ ムラサキ科
ユウガギク キク科
ユウゲショウ アカバナ科
ユウスゲ ワスレグサ科
ユキグニミツバツツジ ツツジ科
ユキザサ ユリ科
ユキヤナギ バラ科
ユキワリイチゲ キンポウゲ科
ユクノキ マメ科
ユズ ミカン科
ユズリハ ユズリハ科
ユリワサビ アブラナ科
ヨウラクラン ラン科
ヨコグラノキ クロウメモドキ科
ヨシノアザミ キク科
ヨシノヤナギ ヤナギ科
ヨツバシオガマ ハマウツボ科
ヨツバハコベ ナデシコ科
ヨツバヒヨドリ キク科
ヨツバムグラ アカネ科
ヨブスマソウ キク科
ヨメナ キク科
ヨモギ キク科
ラショウモンカズラ シソ科
ラセイタソウ イラクサ科
ラッカセイ マメ科
リュウキンカ キンポウゲ科
リュウノウギク キク科
リンドウ リンドウ科
リンボク バラ科
ルイヨウボタン メギ科
レンギョウ モクセイ科
レンゲツツジ ツツジ科
ワカサハマギク キク科
ワサビ アブラナ科
ワニグチソウ ナギイカダ科
ワルナスビ ナス科
ワレモコウ バラ科


