
種名 科名／属名

マツブサ マツブサ科マツブサ属

タムシバ モクレン科モクレン属

コブシ モクレン科モクレン属

ホオノキ モクレン科モクレン属

カナクギノキ クスノキ科クロモジ属

クロモジ クスノキ科クロモジ属

ヒメクロモジ クスノキ科クロモジ属

アブラチャン クスノキ科クロモジ属

ダンコウバイ クスノキ科クロモジ属

ヤマコウバシ クスノキ科クロモジ属

サルトリイバラ サルトリイバラ科サルトリイ

ヤマカシュウ サルトリイバラ科サルトリイ

アケビ アケビ科アケビ属

メギ メギ科メギ属

アワブキ アワブキ科アワブキ属

ミヤマハハソ アワブキ科アワブキ属

マンサク マンサク科マンサク属

コウヤミズキ マンサク科トサミズキ属

ヤブサンザシ スグリ科スグリ属

ツタ ブドウ科ツタ属

フジ マメ科フジ属

マルバハギ マメ科ハギ属

ヤマハギ マメ科ハギ属

フジキ マメ科フジキ属

ハネミイヌエンジュ（イヌエ マメ科イヌエンジュ属

ハリエンジュ マメ科エンジュ属

イタチハギ マメ科イタチハギ属

ジャケツイバラ マメ科ジャケツイバラ属

ネムノキ マメ科ネムノキ属

ミヤコイバラ バラ科バラ属

ナガバモミジイチゴ バラ科キイチゴ属

クマイチゴ バラ科キイチゴ属

ヤマザクラ バラ科サクラ属

カスミザクラ バラ科サクラ属

ウワミズザクラ バラ科ウワミズサクラ属

イヌザクラ バラ科ウワミズサクラ属

カマツカ バラ科カマツカ属

ザイフリボク バラ科ザイフリボク属

ヤマブキ バラ科ヤマブキ属

ナナカマド バラ科ナナカマド属

ナンキンナナカマド バラ科ナナカマド属

アズキナシ バラ科アズキナシ属

ウラジロノキ バラ科アズキナシ属

オオウラジロノキ バラ科リンゴ属

ヤマナシ バラ科ナシ属

コゴメウツギ バラ科スグリウツギ属

イブキシモツケ バラ科シモツケ属

アキグミ グミ科グミ属

アリマグミ グミ科グミ属

クロウメモドキ クロウメモドキ科クロウメモド

イソノキ クロウメモドキ科イソノキ属

クマヤナギ クロウメモドキ科クマヤナギ属

オオクマヤナギ クロウメモドキ科クマヤナギ属

ヨコグラノキ クロウメモドキ科ヨコグラノキ属

ケケンポナシ クロウメモドキ科ケンポナシ

アキニレ ニレ科ニレ属

ケヤキ ニレ科ケヤキ属

ムクノキ アサ科ムクノキ属

エノキ アサ科エノキ属

ヒメコウゾ クワ科コウゾ属

イヌビワ クワ科イチジク属

ブナ ブナ科ブナ属

イヌブナ ブナ科ブナ属

クリ ブナ科クリ属

クヌギ ブナ科コナラ属

アベマキ ブナ科コナラ属

コナラ ブナ科コナラ属

ナラガシワ ブナ科コナラ属

オニグルミ クルミ科クルミ属

サワグルミ クルミ科サワグルミ属

シナサワグルミ クルミ科サワグルミ属

ノグルミ クルミ科ノグルミ属

ミズメ カバノキ科カバノキ属

アカシデ カバノキ科クマシデ属

クマシデ カバノキ科クマシデ属

イヌシデ カバノキ科クマシデ属

ハンノキ カバノキ科ハンノキ属

ケヤマハンノキ カバノキ科ハンノキ属

カワラハンノキ カバノキ科ハンノキ属

オオバヤシャブシ カバノキ科ハンノキ属

ヒメヤシャブシ カバノキ科ハンノキ属



ツノハシバミ カバノキ科ハシバミ属

コマユミ ニシキギ科ニシキギ属

ニシキギ ニシキギ科ニシキギ属

オオコマユミ ニシキギ科ニシキギ属

ツリバナ ニシキギ科ニシキギ属

サワダツ ニシキギ科ニシキギ属

マユミ ニシキギ科ニシキギ属

ツルウメモドキ ニシキギ科ツルウメモドキ属

オオツルウメモドキ ニシキギ科ツルウメモドキ属

アカメガシワ トウダイグサ科アカメガシワ

シラキ トウダイグサ科シラキ属

コバンノキ コミカンソウ科コミカンソウ属

ヒトツバハギ コミカンソウ科ヒトツバハギ

サイコクキツネヤナギ ヤナギ科ヤナギ属

ヤマヤナギ ヤナギ科ヤナギ属

マルバヤナギ ヤナギ科ヤナギ属

ネコヤナギ ヤナギ科ヤナギ属

ヤマネコヤナギ ヤナギ科ヤナギ属

イヌコリヤナギ ヤナギ科ヤナギ属

ジャヤナギ ヤナギ科ヤナギ属

オノエヤナギ ヤナギ科ヤナギ属

ヨシノヤナギ ヤナギ科ヤナギ属

ヤマナラシ ヤナギ科ヤナギ属

イイギリ ヤナギ科イイギリ属

ミツバウツギ ミツバウツギ科ミツバウツギ

ゴンズイ ミツバウツギ科ゴンズイ属

キブシ キブシ科キブシ属

ヤマウルシ ウルシ科ウルシ属

ハゼノキ ウルシ科ウルシ属

ヤマハゼ ウルシ科ウルシ属

ツタウルシ ウルシ科ウルシ属

ヌルデ ウルシ科ヌルデ属

ムクロジ ムクロジ科ムクロジ属

イロハモミジ ムクロジ科カエデ属

オオモミジ ムクロジ科カエデ属

コハウチワカエデ ムクロジ科カエデ属

ヒナウチワカエデ ムクロジ科カエデ属

コミネカエデ ムクロジ科カエデ属

イタヤカエデ ムクロジ科カエデ属

ウラゲエンコウカエデ ムクロジ科カエデ属

カジカエデ ムクロジ科カエデ属

ウリカエデ ムクロジ科カエデ属

ウリハダカエデ ムクロジ科カエデ属

チドリノキ ムクロジ科カエデ属

サンショウ ミカン科サンショウ属

イヌザンショウ ミカン科サンショウ属

カラスザンショウ ミカン科サンショウ属

コカラスザンショウ ミカン科サンショウ属

コクサギ ミカン科コクサギ属

ニガキ ニガキ科ニガキ属

センダン センダン科センダン属

ヘラノキ アオイ科シナノキ科

ガンピ ジンチョウゲ科ガンピ属

ミズキ ミズキ科ミズキ属

クマノミズキ ミズキ科ミズキ属

ヤマボウシ ミズキ科ミズキ属

コアジサイ アジサイ科アジサイ属

コガクウツギ アジサイ科アジサイ属

アマギコアジサイ アジサイ科アジサイ属

ノリウツギ アジサイ科アジサイ属

ヤマアジサイ アジサイ科アジサイ属

ツルアジサイ アジサイ科アジサイ属

イワガラミ アジサイ科イワガラミ属

ウツギ アジサイ科ウツギ属

ウラジロウツギ アジサイ科ウツギ属

マルバウツギ アジサイ科ウツギ属

バイカウツギ アジサイ科バイカウツギ属

カキノキ カキノキ科カキノキ属

ナツツバキ ツバキ科ナツツバキ属

タンナサワフタギ ハイノキ科ハイノキ属

エゴノキ エゴノキ科エゴノキ属

オオバアサガラ エゴノキ科アサガラ属

サルナシ マタタビ科マタタビ属

マタタビ マタタビ科マタタビ属

リョウブ リョウブ科リョウブ属

コバノミツバツツジ ツツジ科ツツジ属

ユキグニミツバツツジ ツツジ科ツツジ属

シロバナウンゼン ツツジ科ツツジ属

モチツツジ ツツジ科ツツジ属

ヤマツツジ ツツジ科ツツジ属

シロヤシオ ツツジ科ツツジ属

バイカツツジ ツツジ科ツツジ属

カンサイスノキ（スノキ） ツツジ科スノキ属



コウスノキ ツツジ科スノキ属

ナツハゼ ツツジ科スノキ属

ケアクシバ（アクシバ） ツツジ科スノキ属

ネジキ ツツジ科ネジキ属

ベニドウダン ツツジ科ドウダンツツジ属

ツリガネツツジ ツツジ科ラクヨウツツジ属

ホツツジ ツツジ科ホツツジ属

イボタノキ モクセイ科イボタノキ属

マルバアオダモ モクセイ科トネリコ属

フサフジウツギ ゴマノハグサ科フジウツギ

ムラサキシキブ シソ科ムラサキシキブ属

ヤブムラサキ シソ科ムラサキシキブ属

クサギ シソ科クサギ属

ハマゴウ シソ科ハマゴウ属

ミカエリソウ シソ科テンニンソウ属

キリ キリ科キリ属

ハナイカダ ハナイカダ科ハナイカダ属

アオハダ モチノキ科モチノキ属

ウメモドキ モチノキ科モチノキ属

フウリンウメモドキ モチノキ科モチノキ属

コウヤボウキ キク科コウヤボウキ属

ナガバノコウヤボウキ キク科コウヤボウキ属

ガマズミ レンブクソウ科ガマズミ属

コバノガマズミ レンブクソウ科ガマズミ属

ミヤマガマズミ レンブクソウ科ガマズミ属

オトコヨウゾメ レンブクソウ科ガマズミ属

ヤマシグレ レンブクソウ科ガマズミ属

オオカメノキ レンブクソウ科ガマズミ属

ヤブデマリ レンブクソウ科ガマズミ属

ゴマギ レンブクソウ科ガマズミ属

ニワトコ レンブクソウ科ニワトコ属

ヤマウグイスカグラ スイカズラ科スイカズラ属

ツクバネウツギ スイカズラ科ツクバネウツギ

コツクバネウツギ スイカズラ科ツクバネウツギ

タニウツギ スイカズラ科タニウツギ属

ヤブウツギ スイカズラ科タニウツギ属

ヤマウコギ ウコギ科ウコギ属

コシアブラ ウコギ科ウコギ属

タカノツメ ウコギ科タカノツメ属

タラノキ ウコギ科タラノキ属

ハリギリ ウコギ科ハリギリ属




