
1 / 10 ページ

　告示　：　平成16年3月9日北海道告示第243号

告示
用並
び順

告示の「科名」 告示の「種名等」

1 ミズゴケ ミズゴケ属

2 シオグサ タテヤママリモ

3 ヒカゲノカズラ チシマヒカゲノカズラ（ミヤマヒカゲノカズラを含む）

4 ヒカゲノカズラ スギラン

5 ヒカゲノカズラ コスギラン

6 ヒカゲノカズラ タカネヒカゲノカズラ

7 イワヒバ エゾノヒメクラマゴケ

8 イワヒバ コケスギラン

9 イワヒバ ヒモカズラ

10 イワヒバ エゾノヒモカズラ

11 イワヒバ イワヒバ

12 トクサ ヒメドクサ

13 ハナヤスリ ヒメハナワラビ

14 コケシノブ コケシノブ

15 ミズワラビ リシリシノブ

16 ミズワラビ カラクサシダ

17 オシダ オニヤブソテツ

18 オシダ カラフトメンマ

19 オシダ オオクジャクシダ

20 オシダ ニオイシダ

21 オシダ クマワラビ

22 オシダ ツルデンダ

23 オシダ カラクサイノデ

24 メシダ キタノミヤマシダ

25 メシダ トガクシデンダ

26 メシダ ミヤマイワデンダ

27 チャセンシダ ヤマドリトラノオ

28 チャセンシダ イチョウシダ

29 チャセンシダ チャセンシダ

30 チャセンシダ アオチャセンシダ

31 ウラボシ ミツデウラボシ

32 ウラボシ ホテイシダ

33 ウラボシ ヒメノキシノブ

34 マツ ハイマツ

35 ヒノキ ミヤマビャクシン

36 ヒノキ リシリビャクシン

37 ヒノキ ハイネズ

38 ミクリ ホソバウキミクリ

39 ミクリ エゾミクリ

40 ミクリ ミクリ

41 ミクリ タマミクリ（コミクリ）

42 ミクリ チシマミクリ（タカネミクリ）

43 ヒルムシロ ヒルムシロ

44 ヒルムシロ エゾヒルムシロ

45 ヒルムシロ オヒルムシロ（オオヒルムシロ）

46 ホロムイソウ ホロムイソウ

47 ホロムイソウ オオシバナ（マルミノシバナ）

48 ホロムイソウ ホソバノシバナ（ミサキソウ）

49 オモダカ ヘラオモダカ

50 オモダカ サジオモダカ

51 オモダカ アギナシ

52 イネ コミヤマヌカボ

53 イネ ミヤマヌカボ

54 イネ ノガリヤス（サイドウガヤ）

北海道立自然公園条例による高山植物の指定

・特別地域において、採取又は損傷を規制する植物は次のとおりである。
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55 イネ オニノガリヤス

56 イネ チシマガリヤス

57 イネ ミヤマノガリヤス

58 イネ ヒロハノコメススキ

59 イネ ユウバリカニツリ

60 イネ ハマムギ

61 イネ ヤマムギ

62 イネ エゾムギ（ホソテンキ）

63 イネ タカネエゾムギ

64 イネ ササガヤ（キタササガヤを含む）

65 イネ ヤマオオウシノケグサ

66 イネ ムツオレグサ（ミノゴメ）

67 イネ ミヤマコウボウ

68 イネ エゾコウボウ（エゾヤマコウボウを含む）

69 イネ エゾノサヤヌカグサ

70 イネ ヌマガヤ

71 イネ アイアシ

72 イネ ミヤマアワガエリ

73 イネ アイヌソモソモ

74 イネ ナンブソモソモ

75 イネ エゾミヤマソモソモ

76 イネ カラフトイチゴツナギ（ザラバナソモソモを含む）

77 イネ ヒメカラフトイチゴツナギ

78 イネ タチイチゴツナギ

79 イネ ヒエガエリ

80 イネ チシマドジョウツナギ

81 イネ ハマエノコロ

82 イネ リシリカニツリ

83 イネ シバ

84 イネ オニシバ

85 カヤツリグサ タカネシバスゲ

86 カヤツリグサ クリイロスゲ

87 カヤツリグサ ビロードスゲ

88 カヤツリグサ ネムロスゲ

89 カヤツリグサ イトキンスゲ

90 カヤツリグサ ムジナスゲ

91 カヤツリグサ ハタベスゲ

92 カヤツリグサ ヤチスゲ（アカヌマゴウソ）

93 カヤツリグサ ヤガミスゲ

94 カヤツリグサ タカネヒメスゲ

95 カヤツリグサ トマリスゲ（ホロムイスゲ）

96 カヤツリグサ キタノカワズスゲ

97 カヤツリグサ ホソバオゼヌマスゲ

98 カヤツリグサ ヤチカワズスゲ（カワズスゲを含む）

99 カヤツリグサ ヒカゲハリスゲ（ハリスゲ）

100 カヤツリグサ ウスイロスゲ（エゾカワズスゲ）

101 カヤツリグサ タカネマスクサ

102 カヤツリグサ タヌキラン

103 カヤツリグサ テキリスゲ

104 カヤツリグサ キンスゲ（セイタカキンスゲ）

105 カヤツリグサ ウシオスゲ（ウミベスゲ）

106 カヤツリグサ イトヒキスゲ

107 カヤツリグサ カラフトイワスゲ

108 カヤツリグサ カミカワスゲ（チョウセンアオスゲ）

109 カヤツリグサ シオクグ（ハマクグ）

110 カヤツリグサ リシリスゲ

111 カヤツリグサ シコタンスゲ

112 カヤツリグサ ミヤマクロスゲ

113 カヤツリグサ タイセツイワスゲ

114 カヤツリグサ ヒメウシオスゲ
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115 カヤツリグサ ミヤケスゲ（ヒメアオスゲ）

116 カヤツリグサ オノエスゲ（レブンスゲ）

117 カヤツリグサ アゼスゲ（オオアゼスゲ、エゾアゼスゲを含む）

118 カヤツリグサ ヌイオスゲ（シロウマヒメスゲ）

119 カヤツリグサ オニナルコスゲ

120 カヤツリグサ エゾサワスゲ（ヒメサワスゲ）

121 カヤツリグサ シロミノハリイ

122 カヤツリグサ サギスゲ

123 カヤツリグサ ワタスゲ（スズメノケヤリ）

124 カヤツリグサ カワラスガナ

125 カヤツリグサ ミカヅキグサ

126 カヤツリグサ タカネクロスゲ（ミヤマワタスゲ）

127 カヤツリグサ ヒメワタスゲ（ミヤマサギスゲ）

128 カヤツリグサ ミネハリイ

129 サトイモ ウラシマソウ

130 サトイモ ヒメカイウ（ミズイモ）

131 サトイモ ミズバショウ

132 ホシクサ クシロホシクサ

133 ミズアオイ ミズアオイ

134 イグサ ミヤマイ

135 イグサ エゾホソイ（リシリイ）

136 イグサ ドロイ（ミズイ）

137 イグサ ハマイ（オオイヌイ）

138 イグサ セキショウイ（エゾノミクリゼキショウ）

139 イグサ タカネスズメノヒエ

140 ユリ エゾネギ（ベンテンアサツキ）

141 ユリ アサツキ

142 ユリ シロウマアサツキ

143 ユリ ヒメエゾネギ

144 ユリ ミヤマラッキョウ

145 ユリ ツバメオモト

146 ユリ スズラン（キミカゲソウ）

147 ユリ カタクリ

148 ユリ クロユリ

149 ユリ ゼンテイカ（エゾゼンテイカ）

150 ユリ エゾスカシユリ

151 ユリ クルマユリ

152 ユリ ヒメヤブラン

153 ユリ チシマアマナ

154 ユリ ノギラン

155 ユリ ジャノヒゲ

156 ユリ コウライワニグチソウ（エゾワニグチソウ）

157 ユリ ツルボ

158 ユリ チシマゼキショウ（クロミノイワゼキショウ、チャボゼキショウ、アポイゼキショウを含む）

159 ユリ ヒメイワショウブ

160 ユリ ヤマホトトギス

161 ユリ コジマエンレイソウ

162 ユリ オオバナノエンレイソウ

163 ユリ シラオイエンレイソウ

164 ユリ ヒダカエンレイソウ

165 ユリ エンレイソウ

166 ユリ クロミノエンレイソウ

167 ユリ アオミエンレイソウ

168 ユリ シロバナエンレイソウ（ミヤマエンレイソウ）

169 アヤメ カキツバタ

170 アヤメ アヤメ

171 アヤメ ヒオウギアヤメ

172 ラン コアニチドリ

173 ラン エビネ

174 ラン キンセイラン
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175 ラン オクシリエビネ

176 ラン サルメンエビネ

177 ラン ユウシュンラン

178 ラン アオチドリ

179 ラン サイハイラン

180 ラン トケンラン

181 ラン シュンラン

182 ラン コアツモリソウ

183 ラン キバナノアツモリソウ

184 ラン クマガイソウ

185 ラン アツモリソウ

186 ラン ホテイアツモリ

187 ラン サワラン（アサヒラン）

188 ラン コイチヨウラン

189 ラン カキラン（スズラン）

190 ラン ツチアケビ

191 ラン アケボノシュスラン

192 ラン ヒロハツリシュスラン

193 ラン ヒメミヤマウズラ

194 ラン テガタチドリ（チドリソウ）

195 ラン ミヤマモジズリ

196 ラン ミズトンボ

197 ラン クシロチドリ

198 ラン ギボウシラン

199 ラン ジガバチソウ

200 ラン クモキリソウ

201 ラン スズムシソウ

202 ラン フタバラン（コフタバラン）

203 ラン ミヤマフタバラン

204 ラン タカネフタバラン

205 ラン ホザキイチヨウラン

206 ラン アリドオシラン

207 ラン サカネラン

208 ラン ハクサンチドリ（シロバナハクサンチドリを含む）

209 ラン カモメラン

210 ラン タカネトンボ

211 ラン ミヤケラン

212 ラン ジンバイソウ

213 ラン ミズチドリ

214 ラン シロウマチドリ（ユウバリチドリ）

215 ラン ツレサギソウ

216 ラン エゾチドリ（フタバツレサギ）

217 ラン オオキソチドリ（キソチドリを含む）

218 ラン ミヤマチドリ（ニッコウチドリ）

219 ラン オオヤマサギソウ

220 ラン ホソバノキソチドリ

221 ラン コバノトンボソウ

222 ラン トキソウ

223 ラン ヤマトキソウ

224 ラン トンボソウ

225 ヤナギ ミヤマヤナギ（ミネヤナギ）

226 ヤナギ タライカヤナギ

227 ヤナギ エゾノタカネヤナギ（マルバヤナギ）

228 イラクサ ウワバミソウ

229 ビャクダン カマヤリソウ

230 ウマノスズクサ オクエゾサイシン

231 タデ ヒメイワタデ

232 タデ エゾノミズタデ

233 タデ イブキトラノオ

234 タデ サデクサ
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235 タデ ナガバハマミチヤナギ

236 タデ ムカゴトラノオ

237 タデ ウラジロタデ

238 タデ タカネスイバ

239 タデ ノダイオウ

240 アカザ アッケシソウ

241 ナデシコ カトウハコベ

242 ナデシコ ミツモリミミナグサ

243 ナデシコ タカネナデシコ

244 ナデシコ ハマハコベ

245 ナデシコ エゾノタカネツメクサ

246 ナデシコ ホソバツメクサ（コバノツメクサ）

247 ナデシコ タチハコベ（エゾフスマ）

248 ナデシコ エゾマンテマ

249 ナデシコ カラフトマンテマ

250 ナデシコ シラオイハコベ（エゾフスマ）

251 ナデシコ エゾハコベ

252 ナデシコ ナガバツメクサ

253 ナデシコ オオイワツメクサ

254 ナデシコ エゾオオヤマハコベ

255 ナデシコ シコタンハコベ（ネムロハコベ）

256 スイレン コウホネ

257 スイレン ネムロコウホネ（エゾコウホネ）

258 スイレン オゼコウホネ

259 スイレン エゾノヒツジグサ

260 スイレン エゾベニヒツジグサ

261 マツモ マツモ（キンギョモ）

262 キンポウゲ エゾレイジンソウ

263 キンポウゲ オオレイジンソウ

264 キンポウゲ ヤマトリカブト（オクトリカブト）

265 キンポウゲ シレトコトリカブト

266 キンポウゲ カラフトブシ

267 キンポウゲ エゾトリカブト（ウスバトリカブト、テリハブシを含む）

268 キンポウゲ エゾノホソバトリカブト

269 キンポウゲ フクジュソウ

270 キンポウゲ フタマタイチゲ

271 キンポウゲ エゾノハクサンイチゲ

272 キンポウゲ キクザキイチゲ

273 キンポウゲ アズマイチゲ

274 キンポウゲ サンリンソウ

275 キンポウゲ ミヤマオダマキ

276 キンポウゲ キリギシソウ

277 キンポウゲ エゾノリュウキンカ

278 キンポウゲ エンコウソウ

279 キンポウゲ クロバナハンショウヅル

280 キンポウゲ クサボタン

281 キンポウゲ ミツバオウレン

282 シラネアオイ シラネアオイ

283 ボタン ヤマシャクヤク

284 ボタン ベニバナヤマシャクヤク

285 キンポウゲ ツクモグサ

286 キンポウゲ ミヤマキンポウゲ

287 キンポウゲ エゾキンポウゲ

288 キンポウゲ カラクサキンポウゲ

289 キンポウゲ シコタンキンポウゲ

290 キンポウゲ イトキンポウゲ

291 キンポウゲ チャボカラマツ

292 キンポウゲ モミジカラマツ

293 キンポウゲ チシマノキンバイソウ

294 キンポウゲ シナノキンバイ（シナノキンバイソウ）
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295 アケビ ミツバアケビ

296 メギ イカリソウ

297 クスノキ オオバクロモジ

298 ケシ エゾオオケマン

299 ケシ ツルキケマン（ナガミノツルキケマンを含む）

300 ケシ コマクサ

301 アブラナ ハクサンハタザオ（ツルタガラシ）

302 アブラナ ミヤマハタザオ

303 アブラナ エゾノイワハタザオ

304 アブラナ ミヤマタネツケバナ

305 アブラナ ハナタネツケバナ

306 アブラナ エゾノジャニンジン

307 アブラナ トモシリソウ

308 アブラナ シロバナノイヌナズナ（エゾイヌナズナ）

309 アブラナ シリベシナズナ

310 アブラナ ナンブイヌナズナ

311 アブラナ モイワナズナ

312 アブラナ ハクセンナズナ

313 アブラナ ハマダイコン

314 アブラナ タカネグンバイ

315 アブラナ ワサビ

316 モウセンゴケ モウセンゴケ

317 ベンケイソウ アオノイワレンゲ（コモチレンゲを含む）

318 ベンケイソウ ホソバイワベンケイ（アオノイワベンケイ）

319 ベンケイソウ エゾミセバヤ（ヒメミセバヤ、ユウバリミセバヤを含む）

320 ベンケイソウ ムラサキベンケイソウ

321 ベンケイソウ イワベンケイ

322 ユキノシタ アラシグサ

323 ユキノシタ エゾネコノメソウ（カラフトネコノメソウ）

324 ユキノシタ ヤマネコノメソウ

325 ユキノシタ エゾノチャルメルソウ

326 ユキノシタ マルバチャルメルソウ

327 ユキノシタ エゾウメバチソウ（ウメバチソウ、コウメバチソウを含む）

328 ユキノシタ トガスグリ

329 ユキノシタ トカチスグリ（チシマスグリ）

330 ユキノシタ シコタンソウ

331 ユキノシタ ダイモンジソウ（ミヤマダイモンジソウなど種内変異を含む）

332 ユキノシタ エゾクロクモソウ

333 ユキノシタ フキユキノシタ

334 ユキノシタ クモマユキノシタ（ヒメヤマハナソウ）

335 ユキノシタ エゾノクモマグサ

336 ユキノシタ ヤマハナソウ

337 ユキノシタ ユウバリクモマグサ

338 マンサク マルバマンサク

339 バラ ハゴロモグサ

340 バラ クロミサンザシ

341 バラ アラゲアカサンザシ（オオバサンザシ）

342 バラ チョウノスケソウ

343 バラ エゾクサイチゴ

344 バラ ミヤマダイコンソウ

345 バラ チングルマ（イワグルマ）

346 バラ エゾツルキンバイ

347 バラ イワキンバイ

348 バラ キンロバイ

349 バラ ミヤマキンバイ

350 バラ ユウバリキンバイ

351 バラ チシマキンバイ

352 バラ メアカンキンバイ

353 バラ ウラジロキンバイ（エゾウラジロキンバイを含む）

354 バラ クロバナロウゲ
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355 バラ ミネザクラ（タカネザクラ、チシマザクラ、エトロフザクラを含む）

356 バラ カラフトイバラ（ヤマハマナス）

357 バラ ハマナス

358 バラ オオタカネイバラ

359 バラ ホロムイイチゴ（ヤチイチゴ）

360 バラ ベニバナイチゴ

361 バラ チシマワレモコウ

362 バラ タカネトウウチソウ

363 バラ タカネナナカマド（ミヤマナナカマドを含む）

364 バラ アオマルバシモツケ（マルバシモツケ、エゾノマルバシモツケを含む）

365 バラ エゾシモツケ

366 バラ エゾノシロバナシモツケ

367 バラ ホザキシモツケ

368 マメ ムラサキモメンヅル

369 マメ タイツリオウギ

370 マメ モメンヅル

371 マメ カリバオウギ

372 マメ チシマゲンゲ

373 マメ イワオウギ（タテヤマオウギ）

374 マメ リシリゲンゲ

375 マメ センダイハギ

376 フウロソウ チシマフウロ

377 フウロソウ グンナイフウロ（タカネグンナイフウロを含む）

378 フウロソウ エゾフウロ（ハマフウロを含む）

379 トウダイグサ ノウルシ

380 トウダイグサ ヒメナツトウダイ

381 ドクウツギ ドクウツギ

382 クロウメモドキ ミヤマハンモドキ（ユウバリノキ）

383 オトギリソウ エゾオトギリ

384 オトギリソウ ハイオトギリ（ヒダカオトギリを含む）

385 オトギリソウ オシマオトギリ

386 オトギリソウ マシケオトギリ

387 スミレ キバナノコマノツメ

388 スミレ ウスバスミレ

389 スミレ ケウスバスミレ（チシマウスバスミレ）

390 スミレ オオバキスミレ

391 スミレ フギレオオバキスミレ

392 スミレ タカネスミレ

393 スミレ セナミスミレ（イソスミレ）

394 スミレ サクラスミレ

395 スミレ オオバタチツボスミレ

396 スミレ アカネスミレ

397 スミレ ナガハシスミレ

398 スミレ アイヌタチツボスミレ

399 スミレ アポイタチツボスミレ

400 スミレ マルバケスミレ

401 スミレ シソバキスミレ

402 キブシ キブシ

403 ヒシ ヒシ

404 ヒシ ヒメビシ

405 アカバナ ヒメアカバナ

406 アカバナ ミヤマアカバナ

407 アカバナ エゾアカバナ

408 アカバナ チョウジタデ

409 スギナモ ヨツバスギナモ（ヒロハスギナモ）

410 ウコギ キヅタ（フユヅタ）

411 セリ ミヤマトウキ（ナンブトウキ）

412 セリ ホソバトウキ

413 セリ ホタルサイコ

414 セリ コガネサイコ
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415 セリ エゾサイコ（ホソバノコガネサイコ）

416 セリ レブンサイコ

417 セリ ハマゼリ

418 セリ エゾノヤマゼンゴ

419 セリ ハマボウフウ

420 セリ ハクサンボウフウ

421 セリ シラネニンジン

422 セリ ミヤマウイキョウ（イワウイキョウ）

423 ミズキ ゴゼンタチバナ

424 ミズキ エゾゴゼンタチバナ

425 イワウメ イワウメ

426 イワウメ イワカガミ

427 イワウメ コイワカガミ

428 イチヤクソウ オオウメガサソウ

429 イチヤクソウ ベニバナイチヤクソウ

430 イチヤクソウ カラフトイチヤクソウ

431 イチヤクソウ エゾイチヤクソウ

432 ツツジ ヒメシャクナゲ

433 ツツジ コメバツガザクラ

434 ツツジ ウラシマツツジ

435 ツツジ チシマツガザクラ

436 ツツジ イワヒゲ

437 ツツジ ヤチツツジ

438 ツツジ サラサドウダン

439 ツツジ アカモノ

440 ツツジ シラタマノキ

441 ツツジ ジムカデ

442 ツツジ カラフトイソツツジ（イソツツジを含む）

443 ツツジ ミネズオウ

444 ツツジ アオノツガザクラ

445 ツツジ ニシキツガザクラ

446 ツツジ エゾノツガザクラ

447 ツツジ ナガバツガザクラ（カオルツガザクラを含む）

448 ツツジ キバナシャクナゲ

449 ツツジ ハクサンシャクナゲ

450 ツツジ エゾツツジ

451 ツツジ エゾムラサキツツジ

452 ツツジ ヤマツツジ

453 ツツジ コメツツジ

454 ツツジ ミヤマホツツジ

455 ツツジ ツルコケモモ

456 ツツジ イワツツジ

457 ツツジ クロマメノキ

458 ツツジ コケモモ

459 ガンコウラン ガンコウラン

460 ヤブコウジ ヤブコウジ（ヤマタチバナ）

461 サクラソウ トチナイソウ（チシマコザクラ）

462 サクラソウ サクラソウモドキ

463 サクラソウ ウミミドリ（シオマツバ）

464 サクラソウ ハマボッス

465 サクラソウ エゾコザクラ

466 サクラソウ レブンコザクラ

467 サクラソウ ユキワリコザクラ

468 サクラソウ ユキワリソウ

469 サクラソウ ユウバリコザクラ

470 サクラソウ オオサクラソウ（エゾオオサクラソウ、ウスゲノエゾザクラを含む）

471 サクラソウ ハイハマボッス

472 サクラソウ ツマトリソウ（コツマトリソウを含む）

473 リンドウ チシマリンドウ

474 リンドウ リシリリンドウ
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475 リンドウ ミヤマリンドウ

476 リンドウ エゾリンドウ（ホロムイリンドウ、エゾオヤマリンドウを含む）

477 リンドウ ユウバリリンドウ（ユウパリリンドウ）

478 リンドウ フデリンドウ

479 リンドウ ハナイカリ

480 リンドウ ホソバツルリンドウ

481 リンドウ アケボノソウ

482 リンドウ エゾミヤマアケボノソウ

483 リンドウ チシマセンブリ

484 ミツガシワ イワイチョウ

485 ミツガシワ ミツガシワ

486 キョウチクトウ バシクルモン（オショロソウ）

487 ガガイモ フナバラソウ

488 ガガイモ エゾノクサタチバナ

489 ヒルガオ ハマヒルガオ

490 ハナシノブ カラフトハナシノブ

491 ハナシノブ クシロハナシノブ

492 ハナシノブ エゾハナシノブ（ミヤマハナシノブを含む）

493 ムラサキ ミヤマムラサキ（エゾルリムラサキ、シロバナミヤマムラサキを含む）

494 ムラサキ イワムラサキ

495 ムラサキ ムラサキ

496 ムラサキ ハマベンケイソウ

497 ムラサキ エゾルリソウ

498 ムラサキ スナビキソウ

499 シソ カイジンドウ

500 シソ ジャコウソウ

501 シソ ムシャリンドウ

502 シソ クロバナヒキオコシ

503 シソ キセワタ

504 シソ ヒメハッカ

505 シソ エゾナミキソウ（オオナミキソウ）

506 シソ イブキジャコウソウ

507 ナス ヤマホロシ

508 ナス オオマルバノホロシ

509 ゴマノハグサ エゾコゴメグサ

510 ゴマノハグサ ミチノクコゴメグサ

511 ゴマノハグサ ママコナ

512 ゴマノハグサ ミヤマママコナ

513 ゴマノハグサ ヨツバシオガマ

514 ゴマノハグサ シベリアシオガマ（シオガマギクを含む）

515 ゴマノハグサ ネムロシオガマ

516 ゴマノハグサ タカネシオガマ

517 ゴマノハグサ イワブクロ

518 ゴマノハグサ キクバクワガタ（エゾミヤマクワガタを含む）

519 ゴマノハグサ テングクワガタ

520 ゴマノハグサ エゾヒメクワガタ

521 ゴマノハグサ エゾクガイソウ

522 ウルップソウ ユウバリソウ

523 ハマウツボ オニク

524 ハマウツボ ハマウツボ

525 ハマウツボ キヨスミウツボ

526 タヌキモ ムシトリスミレ

527 タヌキモ コタヌキモ

528 タヌキモ タヌキモ

529 オオバコ イソオオバコ

530 アカネ エゾキヌタソウ

531 アカネ エゾムグラ

532 アカネ ホソバノヨツバムグラ

533 アカネ キバナカワラマツバ（カワラマツバを含む）

534 アカネ エゾノカワラマツバ
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535 スイカズラ リンネソウ

536 スイカズラ エゾヒョウタンボク（オオバブシダマ）

537 スイカズラ ケヨノミ（クロミノウグイスカグラを含む）

538 スイカズラ チシマヒョウタンボク

539 スイカズラ ネムロブシダマ

540 スイカズラ ベニバナヒョウタンボク

541 スイカズラ ウコンウツギ

542 オミナエシ チシマキンレイカ（タカネオミナエシ）

543 マツムシソウ マツムシソウ（エゾマツムシソウを含む）

544 キキョウ モイワシャジン

545 キキョウ ユウバリシャジン

546 キキョウ ツリガネニンジン

547 キキョウ ハクサンシャジン

548 キキョウ チシマギキョウ

549 キキョウ イワギキョウ

550 キキョウ サワギキョウ

551 キク ノコギリソウ（ハゴロモソウ、ホロマンノコギリソウ、アカバナエゾノコギリソウを含む）

552 キク エゾノコギリソウ

553 キク キッコウハグマ

554 キク オオウサギギク（カラフトキングルマ）

555 キク エゾウサギギク

556 キク サマニヨモギ

557 キク オニオトコヨモギ

558 キク イワヨモギ

559 キク ヒロハウラジロヨモギ（オオワタヨモギ）

560 キク シコタンヨモギ（キクヨモギ）

561 キク アサギリソウ

562 キク シロヨモギ

563 キク ミヤマアズマギク

564 キク アポイアズマギク

565 キク ウラギク（ハマシオン）

566 キク コハマギク

567 キク チシマコハマギク

568 キク ピレオギク

569 キク マルバヒレアザミ

570 キク ミネアザミ

571 キク エゾタカネニガナ

572 キク フタマタタンポポ

573 キク エゾムカシヨモギ（オクムカシヨモギ）

574 キク タカネニガナ

575 キク クモマニガナ

576 キク エゾウスユキソウ

577 キク オオヒラウスユキソウ

578 キク トウゲブキ（エゾタカラコウ）

579 キク ホソバコウゾリナ

580 キク カンチコウゾリナ

581 キク ユキバヒゴタイ

582 キク ナガバキタアザミ

583 キク エゾトウヒレン

584 キク ユウバリキタアザミ

585 キク ウスユキトウヒレン

586 キク ミヤマオグルマ

587 キク エゾオグルマ

588 キク オオヒラタンポポ

589 キク シコタンタンポポ（ネムロタンポポ）

590 キク タカネタンポポ（ユウバリタンポポ）


