アオイ目 slézotvaré
アオイ科 slézovité
アオウキクサ okřehek
アオウキクサ属 okřehek
アオウミガメ属 Chelonia (rod)
アオガンピ属 wikstroemie
アオキツメトゲブユ属 muchnička
アオギリ科 lejnicovité
アオクサカメムシ属 kněžice
アオコ属 srostlomíšek
アオザメ属 žralok
アオバナハウチワマメ vlčí bob úzkolistý
アオムシコマユバチ lumčík žlutomodrý
アオムシサムライコマユバチ lumčík žlu‐
tonohý
アオリイカ属 oliheň
アカアシチビコフキゾウムシ listopas čár‐
kovaný
アカイカ krakatice létavá
アカイカ属 krakatice
アガウェ アトロウィレンス agáve čer‐
nozelená
アガウェ アマニエンシス agáve Agave
amaniensis
アガウェ アングスティフォリア agáve
úzkolistá
アガウェ ラティッシマ agáve Agave la‐
tissima
アカウキクサ azola zpeřená
アカウキクサ属 azola
アカウキクサ科 azolovité
アカウニ属 ježovka
アカウミガメ属 kareta
アカウロスポラ属 houba Acaulospora
アカエイ属 trnucha
アカエゾマツ smrk Glehnův
アカエンバク oves setý východní
アカエンバク red oat grass
アカオビアザミウマ属 třásněnka
アカガエル属 skokan
アカガエル科 skokanovití
アカガシワ、ノーザンレッドオーク dub
červený
アカカミアリ solenopsis geminata
アカガレイ属 platýs
アカキア マンギウム akácie Acacia mangi‐
um

α‐アミラーゼ alfa‐amyláza
α‐ガラクトシダーゼ alfa‐galaktosidáza
α‐グルコシダーゼ alfa‐glukosidáza
β‐アミラーゼ beta‐amyláza
β‐ガラクトシダーゼ beta‐galaktosidáza
β‐グルカナーゼ beta glukanóza
β‐グルコシダーゼ beta‐glukosidáza
β－フルクトフラノシダーゼ beta‐
fruktofuranosidáza
β‐ラクトグロブリン beta‐laktoglobulin
γーアミノ酪酸、ギャバ GABA
γ‐アミノ酪酸 gama‐aminomáselná kyselina
γ‐ヘキサクロロシクロヘキサン gama‐HCH
γ‐ベンゼンヘキサクロリド gama‐BHC
λ－シハロトリン lambda‐cyhalothrin
アースダム sypané přehrady
アーモンド mandle
アーモンド mandloň obecná
アーモンド油 mandlový olej
アイオキシニル ioxynil
アイオロプス属 marša
アイカワタケ属 sírovec
アイゴ属 králíčkovec
アイシングラス vyzina
アイスクリーム mražené krémy
アイソザイム izozymy
アイビー břečťan
アイベックス kozorožec
アイベックス kozorožec horský
アイラーウイルス群 ilarviry
アイルランド海 irské moře
アインコルン pšenice jednozrnka
アウェナ ステリリス oves jalový
アウェナケアエ科 ovsové
アウストロポタモビウス属 rak
アウストロメニヂア属 gavúnovec
アウトグラファ カリフォルニカ kovo‐
lesklec kalifornský
アウトグラファ属 kovolesklec
アウラコルツム属 kyjatka
アウレオバシディウム プルランス au‐
reobazidium klíčivé
アウレオバシディウム属 aureobasidium
アエギプチアネラ bakterie Aegyptianella
アエクメア マグダレナェ echmea
Aechmea magdalenae
アエリア属 kněžice
アエロコックス bacil Aerococcus
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アカキア アウラカルパ akácie Acacia au‐
lacarpa
アカキア
アウラコカルパ、ニューギニアワット
ル akácie Acacia aulacarpa
アカキア アルビダ akácie bělavá
アカキア ウィクトリアェ akácie viktorij‐
ská
アカキア ウエレク akácie senegalská
アカキア カウェン akácie caven
アカキア キアノフィラ akácie modrolis‐
tá
アカキア キンキンナタ akácie Acacia
cincinnata
アカキア クサントフロエア akácie Aca‐
cia xanthophloea
アカキア クラシカルパ akácie tlustoplo‐
dá
アカキア ゲルランディ akácie Gerrardo‐
va
アカキア ストロニフェラ akácie Acacia
stolonifera
アカキア デクレンス モリス akácie
Mearnsova
アカキア トルテリス akácie štítová
アカキア フラウェスケンス akácie Aca‐
cia flavescens
アカキア ヘベクラダ akácie Acacia he‐
beclada
アカキア ベルランデェリ akácie Berlan‐
dierova
アカキア ホロセリケア akácie Acacia ho‐
losericea
アカキア メルリフェラ akácie Acacia
mellifera
アカキア ラエタ akácie Acacia laeta
アカキア ラデアナ akácie Acacia raddia‐
na
アカキア レプトカルパ akácie Acacia
leptocarpa
アカギンザメ属 chiméra
アカコブタケ属 dřevomor
アカザ属 merlík
アカザ目 středosemenné
アカザ科 merlíkovité
アカシア属 akácie
アカシカ、オジロジカ、鹿 jelen evropský
アカスグリ rybíz červený
アカタネノキ gandarie Bouea macrophylla

アカタネノキ、プラムマンゴ gandaria
アガチ sesbánie
アカツツガムシ sametky
アカツツガムシ属 sametka
アカツメクサ jetel luční
アカテツ属 mamej
アカテツ属 mamej
アカテツ科 sapodilovité
アカトウヒ smrk červený
アカトウヒ smrk ztepilý
アカネ mořena srdcolistá
アカネズミ属 myšice
アカネ属 mořena
アカネ目 hořcotvaré
アカネ科 mořenovité
アカバナ pupalky
アカバナセンネンボク dračinec vonný
アカバナ属 vrbovka
アカバナ科 pupalkovité
アカバネウイルス virus akabane
アカパンカビ属 Neurospora
アカヒゲガヤ vousatka ohnutá
アカヒゲガヤ vousatka ohnutá
アカヒゲガヤ属 roupec
アカフサスグリ rybíz červený
アカホシカメムシ Dysdercus cingulatus
アカマツ borovice hustokvětá
アカマツ borovice hustokvětá
アカマルカイガラムシ štítenka pomeran‐
čová
アカマルカイガラムシ属 štítenka
アカマンボウ leskyně
アカマンボウ perletník nádherný
アカマンボウ亜目 leskyňovci
アカマンボウ属 leskyně
アカマンボウ類 leskyně skvrnitá
アガマ属 agama
アカミガシ、ベニガシワ、スカーレット
オーク dub šarlatový
アカメ lates stříbřitý
アカメガシワ属 ošarka
アカメ属 robalo
アカラピス ウォオジ roztočík včelí
アカラピス属 roztočík
アカラピデ科 roztočíkovití
アカリツス属 vlnovník
アカリマ属 mandelinka
アカントアメーバ属 měňavka
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