
id 標準和名 漢字和名 id 標準和名 漢字和名 id 標準和名 漢字和名
1 アカネ 茜 7 イタビカズラ 薜茘葛 62 ハマクサギ 浜臭木
2 アマチャヅル 甘茶蔓 8 イヌガヤ 犬榧 63 ハルニレ（変種）春楡
3 アレチハナガサ 荒地笠 9 イヌザンショウ 犬山椒 64 ヒメバライチゴ 姫薔薇苺
4 イタドリ 虎杖 10 イボタノキ 疣取木 65 フユイチゴ 冬苺
5 イチヤクソウ 一薬草 11 イロハモミジ いろは紅葉 66 ホソバタブ 細葉椨
6 イラクサ 刺草 12 ウツギ 空木 67 ホルトノキ
7 ウバユリ 姥百合 13 ウラジロノキ 裏白の木 68 ミミズバイ 蚯蚓灰
8 オオチドメ 大血止 14 エゴノキ 刳之木 69 ムクノキ 椋の木
9 オオハンゲ 大半夏 15 エノキ 榎 70 ムベ 野木瓜

10 オクノカンスゲ 奥の寒菅 16 エンジュ 槐 71 モミ 樅
11 オニタビラコ 鬼田平子 17 カクレミノ 隠蓑 72 モミジウリノキ（変種紅葉瓜の木
12 オニドコロ 鬼野老 18 カゴノキ 鹿子の木 73 ヤブコウジ 藪柑子
13 カエデドコロ 楓野老 19 ガマズミ 蒲染 74 ヤブツバキ 薮椿
14 カタバミ 片喰 20 カラスザンショウ（変種烏山椒 75 ヤブニッケイ 薮肉桂
15 カラムシ(変種） 苧麻 21 カラタチ 枳殻、枸橘 76 ヤブムラサキ 薮紫
16 キカラスウリ（変種黄烏瓜 22 カンザブロウノキ 勘三郎の木 77 ヤマウルシ 山漆
17 キジョラン 鬼女蘭 23 キダチニンドウ 木立忍冬 78 ヤマグワ 山桑
18 キッコウハグマ 亀甲白熊 24 キヅタ 木蔦 79 ヤマコウバシ 山香ばし
19 クズ 葛 25 キレハノブドウ（品種切葉野葡萄 80 ヤマフジ 山藤
20 ジャノヒゲ 蛇の髭 26 クサギ 臭木 81 ヤマボウシ 山法師
21 シンミズヒキ 新水引 27 クヌギ 櫟 82 リョウブ 令法
22 セイヨウタンポポ西洋蒲公英 28 クマイチゴ 熊苺 83 オオモミジ 大紅葉
23 チチコグサ 父子草 29 クロガネモチ 黒鉄黐 84 ケヤキ 欅
24 チヂミザサ 縮み笹 30 クロキ 黒木 85 スダジイ すだ椎
25 ツユクサ 露草 31 コアカソ 小赤麻 86 バリバリノキ バリバリの木
26 トウバナ 塔花 32 コナラ 小楢 87 ヒメコウゾ 姫楮
27 トキワツユクサ 常磐露草 33 ゴンズイ 権萃 88 ヤマハゼ 山櫨
28 ドクダミ 蕺草 34 サネカズラ 実葛 1 イノモトソウ 井許草
29 トキワツユクサ 常磐露草 35 サルトリイバラ 猿捕茨 2 イワガネソウ 岩根草
30 ニガカシュウ 苦荷首烏 36 サンゴジュ（変種） 珊瑚樹 3 イワヒバ 岩檜葉
31 ノササゲ 野大角豆 37 サンショウ 山椒 4 ウラジロ 裏白
32 バショウ 芭蕉 38 ジャケツイバラ（変種蛇結茨 5 オオカグマ
33 ハナミョウガ 花茗荷 39 シラキ 白木 6 カニクサ 蟹草
34 ヒメジョオン 姫女苑 40 シロダモ 白だも 7 クリハラン 栗葉蘭
35 ヒメヒオウギズイセン（雑姫檜扇水仙 41 タブノキ 椨の木 8 コシダ 小羊歯
36 ボタンヅル 牡丹蔓 42 タラノキ 楤木 9 ゼンマイ 薇
37 ミズヒキ 水引 43 タラヨウ 多羅葉 10 タチシノブ 立忍
38 ムラサキカタバミ紫片喰 44 チシャノキ 萵苣の木 11 トウゲシバ 峠芝
39 モミジカラスウリ 紅葉烏瓜 45 チャンチンモドキ 香椿擬 12 ノキシノブ 軒忍
40 ヤハズソウ 矢筈草 46 ツブラジイ 円ら椎 13 ナチシダ 那智羊歯
41 ヤブカンゾウ（変種藪萱草 47 ツルコウジ 蔓柑子 14 ヒメクラマゴケ 鞍馬苔
42 ヤブマオ 藪麻苧 48 テイカカズラ 定家葛 15 ヒロハヤブソテツ
43 ヤブラン 藪蘭 49 トベラ 扉 16 ヘラシダ 箆羊歯
44 ヤマアイ 山藍 50 ナガバモミジイチゴ（変種長葉紅葉苺 17 ホソバカナワラビ細葉金蕨
45 ヤマノイモ 山の芋 51 ナワシログミ 苗代茱萸 18 ホラシノブ 洞忍
46 ヤマムグラ 山葎 52 ナンテン 南天 19 マメヅタ 豆蔦
47 ヨウシュヤマゴボ洋種山牛蒡 53 ニガキ 苦木 20 リョウメンシダ 両面羊歯
48 ヨモギ（変種） 蓬 54 ニッケイ 肉桂
49 レモンエゴマ 檸檬荏胡麻 55 ヌルデ（変種） 白膠木
1 アオキ（変種） 青木 56 ネジキ（変種） 捩木
2 アオツヅラフジ 青葛藤 57 ネズミモチ 鼠黐
3 アカメガシワ 赤芽柏 58 ネムノキ 合歓木
4 アブラギリ 油桐 59 ノイバラ 野茨
5 アラカシ 粗樫 60 ノグルミ 野胡桃
6 イズセンリョウ 伊豆千両 61 ノブドウ（変種） 野葡萄

階層：科-属-種-亜種-変種-品種
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