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1 堺市野生生物目録改訂の目的と背景 
堺市では、市内に生息・生育する野生生物について、その分布と現況を把握し、本市の豊かな自然環

境の保全や環境影響評価のための基礎資料として活用することを目的に、確認記録の収集・整理を行っ
てきた。2015年、「堺市の生物多様性保全上考慮すべき野生生物－堺市レッドリスト 2015・堺市外来
種ブラックリスト 2015－」公表時に、それまでに整理した堺市の野生生物情報をもとに、市内に生息・
生育する野生生物を一覧にまとめた「堺市野生生物目録（平成 27年 3月版）」を公表した。 
今回公表する「堺市野生生物目録（2021年 3月版）」は、2015年の目録作成時に構築したデータベ

ースに、その後得られた新たな知見や、野生生物の現状を反映させ、「堺市野生生物目録（平成 27年 3
月版）」を改訂したものである。 

2 選定体制 
目録改訂にあたり、15名の専門家による計 7回の懇話会において検討を行った。 

堺市レッドリスト・堺市外来種ブラックリスト改訂懇話会構成員（50音順、敬称略） 
氏名 役職名（法人格等省略） 担当分野 

秋田 耕佑 大阪市立環境科学研究センター 研究員 両生類、爬虫類 

石田 惣 大阪市立自然史博物館 主任学芸員 
陸産・淡水産貝類、陸産・淡
水産甲殻類、その他無脊椎動
物、海岸生物

乾 陽子 大阪教育大学 准教授 昆虫類 
上田 昇平 大阪府立大学大学院 准教授 昆虫類 

上原 一彦 大阪府立環境農林水産総合研究所 
生物多様性センター センター長 淡水魚類 

植村 修二 近畿植物同好会 維管束植物 
風間 美穂 きしわだ自然資料館 学芸員 鳥類 

佐久間 大輔（副座長） 大阪市立自然史博物館 学芸課長 維管束植物、蘚苔類、淡水藻
類、菌類、生態系 

中山 祐一郎 大阪府立大学大学院 教授 維管束植物 
西野 貴子 大阪府立大学大学院 助教 維管束植物 
平井 規央（座長） 大阪府立大学大学院 教授 昆虫類 
平田 慎一郎 きしわだ自然資料館 学芸員 昆虫類、クモ類 
布施 静香 京都大学大学院 助教 維管束植物 
松本 吏樹郎 大阪市立自然史博物館 主任学芸員 昆虫類 
和田 岳 大阪市立自然史博物館 主任学芸員 哺乳類、鳥類、生態系 

協力機関、協力者（50音順、敬称略） 
麻生泉（有限会社緑空間計画）、今井周治（近畿植物同好会）、大阪市立自然史博物館、木村進

（堺植物同好会）、公益社団法人大阪自然環境保全協会 堺自然観察会、清水俊雄（堺野鳥の会）、ふ
れあいの森パートナーズ、宮武頼夫（元大阪市立自然史博物館館長）、山住一郎（近畿植物同好
会）、山本哲央（日本トンボ学会） 
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3 対象分類群 
堺市野生生物目録の対象分類群は以下のとおりとした。 

①哺乳類 ②鳥類 ③爬虫類 ④両生類 ⑤淡水魚類（汽水魚を含む）
⑥陸産・淡水産貝類 ⑦昆虫類 ⑧クモ類 ⑨陸産・淡水産甲殻類
⑩その他無脊椎動物※1 ⑪海岸生物※2 ⑫維管束植物 ⑬蘚苔類 ⑭淡水藻類
⑮菌類
※1）陸産・淡水産貝類、昆虫類、クモ類、陸産・淡水産甲殻類に属さない陸産・淡水産無脊椎動物
※2）海産の貝類、甲殻類、その他無脊椎動物、藻類

今回、新たに海岸生物（無脊椎動物及び藻類）についても目録を作成した。堺市にもかつては豊かな
生物相を擁する自然海岸が連続していたが、戦後の埋め立てによりその環境が失われた。近年、干潟な
どの環境を再生する取組が増えており、過去と現況の自然の記録を知ることは環境再生の方向性を定め
る上で重要である。 

4 掲載種数 
堺市野生生物目録での掲載種数は以下に示すとおりである。 

分類群 目録掲載種数 
哺乳類 19種(17種) 
鳥類 294種(265種) 
爬虫類 14種(13種) 
両生類 13種(12種) 
淡水魚類 66種(53種) 
陸産・淡水産貝類 62種(48種) 
昆虫類 2,849種(2,445種) 
クモ類 104種(67種) 
陸産・淡水産甲殻類 28種(15種) 
その他無脊椎動物 36種(－種) 
海岸生物 217種(－種) 
維管束植物 1,604種(1,565種) 
蘚苔類 198種(158種) 
淡水藻類 4種(4種) 
菌類 482種(464種) 
合計 5,990種(5,126種) 
注）（）内は平成 27年版目録掲載種数。 

2



なお、各項目の目録記載事項は以下のとおりである。 
No.：分類群ごとに通し番号とした。 
分類階級：原則として動物は目名及び科名、植物は分類及び科名を記載するが、分類群によ

っては上位の分類階級を記載する場合もある。 
種名：各分類群で使用する体系に基づく名称を記載。各分類群で使用した体系は、リスト末

尾に記載した。分類群により、亜種や変種等の種内分類群を含む。 
学名：属名と種小名で示す二語名法を基本とした。 

5 掲載基準 
目録掲載にあたっては、堺市内における確認記録について詳細に検討を行い、疑義がある記録につい

ては標本の存在を確かめる等の検証を行った。検証の結果、目録に掲載しなかったものも存在するが、
目録掲載を見送った種については、その理由をデータベースに明記して後に再検証できるよう整理した。 
なお、原則として飼育・栽培種、植栽種は対象外としたが、堺市内において野生状態で安定的に生息・

生育しているものについては個別に検討し掲載種とした。 
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堺市野生生物目録（哺乳類）　(1/1)

1 モグラ目 モグラ科 ヒミズ Urotrichus talpoides
2 モグラ目 モグラ科 コウベモグラ Mogera wogura
3 コウモリ目 ヒナコウモリ科 アブラコウモリ Pipistrellus abramus
4 コウモリ目 ヒナコウモリ科 ヒナコウモリ Vespertilio sinensis
5 ウサギ目 ウサギ科 ノウサギ Lepus brachyurus
6 ネズミ目 ネズミ科 アカネズミ Apodemus speciosus
7 ネズミ目 ネズミ科 カヤネズミ Micromys minutus
8 ネズミ目 ネズミ科 ハツカネズミ Mus musculus
9 ネズミ目 ネズミ科 クマネズミ Rattus rattus
10 ネズミ目 ネズミ科 ドブネズミ Rattus norvegicus
11 ネズミ目 ヌートリア科 ヌートリア Myocastor coypus
12 ネコ目 アライグマ科 アライグマ Procyon lotor
13 ネコ目 イヌ科 タヌキ Nyctereutes procyonoides
14 ネコ目 イタチ科 テン Martes melampus
15 ネコ目 イタチ科 チョウセンイタチ Mustela sibirica coreana
16 ネコ目 イタチ科 イタチ Mustela itatsi
17 ネコ目 イタチ科 ニホンアナグマ Meles meles anakuma
18 ネコ目 ジャコウネコ科 ハクビシン Paguma larvata
19 ウシ目 イノシシ科 イノシシ Sus scrofa

注）種名及び配列は原則として「河川水辺の国勢調査　2019年度版生物リスト」（国土交通省, 2019）に従った。

No. 目名 科名 種名 学名
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堺市野生生物目録（鳥類）　(1/6)

1 キジ目 キジ科 ウズラ Coturnix japonica
2 キジ目 キジ科 コジュケイ Bambusicola thoracicus
3 キジ目 キジ科 ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii
4 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus
5 カモ目 カモ科 サカツラガン Anser cygnoides
6 カモ目 カモ科 ヒシクイ Anser fabalis
7 カモ目 カモ科 ハイイロガン Anser anser
8 カモ目 カモ科 マガン Anser albifrons
9 カモ目 カモ科 カリガネ Anser erythropus
10 カモ目 カモ科 ハクガン Anser caerulescens
11 カモ目 カモ科 シジュウカラガン Branta hutchinsii
12 カモ目 カモ科 コクガン Branta bernicla
13 カモ目 カモ科 コブハクチョウ Cygnus olor
14 カモ目 カモ科 コハクチョウ Cygnus columbianus
15 カモ目 カモ科 ツクシガモ Tadorna tadorna
16 カモ目 カモ科 アカツクシガモ Tadorna ferruginea
17 カモ目 カモ科 オシドリ Aix galericulata
18 カモ目 カモ科 オカヨシガモ Anas strepera
19 カモ目 カモ科 ヨシガモ Anas falcata
20 カモ目 カモ科 ヒドリガモ Anas penelope
21 カモ目 カモ科 アメリカヒドリ Anas americana
22 カモ目 カモ科 マガモ Anas platyrhynchos
23 カモ目 カモ科 アイガモ・アヒル Anas platyrhynchos var. domesticus
24 カモ目 カモ科 カルガモ Anas zonorhyncha
25 カモ目 カモ科 ハシビロガモ Anas clypeata
26 カモ目 カモ科 オナガガモ Anas acuta
27 カモ目 カモ科 シマアジ Anas querquedula
28 カモ目 カモ科 トモエガモ Anas formosa
29 カモ目 カモ科 コガモ Anas crecca
30 カモ目 カモ科 アカハシハジロ Netta rufina
31 カモ目 カモ科 ホシハジロ Aythya ferina
32 カモ目 カモ科 アカハジロ Aythya baeri
33 カモ目 カモ科 メジロガモ Aythya nyroca
34 カモ目 カモ科 キンクロハジロ Aythya fuligula
35 カモ目 カモ科 スズガモ Aythya marila
36 カモ目 カモ科 シノリガモ Histrionicus histrionicus
37 カモ目 カモ科 ビロードキンクロ Melanitta fusca
38 カモ目 カモ科 クロガモ Melanitta americana
39 カモ目 カモ科 ホオジロガモ Bucephala clangula
40 カモ目 カモ科 ミコアイサ Mergellus albellus
41 カモ目 カモ科 カワアイサ Mergus merganser
42 カモ目 カモ科 ウミアイサ Mergus serrator
43 カイツブリ目 カイツブリ科 カイツブリ Tachybaptus ruficollis
44 カイツブリ目 カイツブリ科 アカエリカイツブリ Podiceps grisegena
45 カイツブリ目 カイツブリ科 カンムリカイツブリ Podiceps cristatus
46 カイツブリ目 カイツブリ科 ミミカイツブリ Podiceps auritus
47 カイツブリ目 カイツブリ科 ハジロカイツブリ Podiceps nigricollis
48 ハト目 ハト科 カワラバト Columba livia
49 ハト目 ハト科 キジバト Streptopelia orientalis
50 ハト目 ハト科 ベニバト Streptopelia tranquebarica

No. 目名 科名 種名 学名
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堺市野生生物目録（鳥類）　(2/6)

No. 目名 科名 種名 学名
51 ハト目 ハト科 アオバト Treron sieboldii
52 ミズナギドリ目 ミズナギドリ科 シロハラミズナギドリ Pterodroma hypoleuca
53 ミズナギドリ目 ミズナギドリ科 オオミズナギドリ Calonectris leucomelas
54 ミズナギドリ目 ミズナギドリ科 ハシボソミズナギドリ Puffinus tenuirostris
55 ミズナギドリ目 ミズナギドリ科 アナドリ Bulweria bulwerii
56 コウノトリ目 コウノトリ科 コウノトリ Ciconia boyciana
57 カツオドリ目 グンカンドリ科 コグンカンドリ Fregata ariel
58 カツオドリ目 ウ科 カワウ Phalacrocorax carbo
59 カツオドリ目 ウ科 ウミウ Phalacrocorax capillatus
60 ペリカン目 サギ科 ヨシゴイ Ixobrychus sinensis
61 ペリカン目 サギ科 オオヨシゴイ Ixobrychus eurhythmus
62 ペリカン目 サギ科 ミゾゴイ Gorsachius goisagi
63 ペリカン目 サギ科 ゴイサギ Nycticorax nycticorax
64 ペリカン目 サギ科 ササゴイ Butorides striata
65 ペリカン目 サギ科 アカガシラサギ Ardeola bacchus
66 ペリカン目 サギ科 アマサギ Bubulcus ibis
67 ペリカン目 サギ科 アオサギ Ardea cinerea
68 ペリカン目 サギ科 ダイサギ Ardea alba
69 ペリカン目 サギ科 チュウサギ Egretta intermedia
70 ペリカン目 サギ科 コサギ Egretta garzetta
71 ペリカン目 サギ科 カラシラサギ Egretta eulophotes
72 ペリカン目 トキ科 ヘラサギ Platalea leucorodia
73 ツル目 クイナ科 クイナ Rallus aquaticus
74 ツル目 クイナ科 ヒメクイナ Porzana pusilla
75 ツル目 クイナ科 ヒクイナ Porzana fusca
76 ツル目 クイナ科 バン Gallinula chloropus
77 ツル目 クイナ科 オオバン Fulica atra
78 カッコウ目 カッコウ科 ジュウイチ Hierococcyx hyperythrus
79 カッコウ目 カッコウ科 ホトトギス Cuculus poliocephalus
80 カッコウ目 カッコウ科 ツツドリ Cuculus optatus
81 カッコウ目 カッコウ科 カッコウ Cuculus canorus
82 ヨタカ目 ヨタカ科 ヨタカ Caprimulgus indicus
83 アマツバメ目 アマツバメ科 アマツバメ Apus pacificus
84 アマツバメ目 アマツバメ科 ヒメアマツバメ Apus nipalensis
85 チドリ目 チドリ科 タゲリ Vanellus vanellus
86 チドリ目 チドリ科 ケリ Vanellus cinereus
87 チドリ目 チドリ科 ムナグロ Pluvialis fulva
88 チドリ目 チドリ科 ダイゼン Pluvialis squatarola
89 チドリ目 チドリ科 イカルチドリ Charadrius placidus
90 チドリ目 チドリ科 コチドリ Charadrius dubius
91 チドリ目 チドリ科 シロチドリ Charadrius alexandrinus
92 チドリ目 チドリ科 メダイチドリ Charadrius mongolus
93 チドリ目 チドリ科 オオメダイチドリ Charadrius leschenaultii
94 チドリ目 チドリ科 オオチドリ Charadrius veredus
95 チドリ目 ミヤコドリ科 ミヤコドリ Haematopus ostralegus
96 チドリ目 セイタカシギ科 セイタカシギ Himantopus himantopus
97 チドリ目 セイタカシギ科 クロエリセイタカシギ Himantopus mexicanus
98 チドリ目 シギ科 ヤマシギ Scolopax rusticola
99 チドリ目 シギ科 アオシギ Gallinago solitaria
100 チドリ目 シギ科 オオジシギ Gallinago hardwickii
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堺市野生生物目録（鳥類）　(3/6)

No. 目名 科名 種名 学名
101 チドリ目 シギ科 チュウジシギ Gallinago megala
102 チドリ目 シギ科 タシギ Gallinago gallinago
103 チドリ目 シギ科 オオハシシギ Limnodromus scolopaceus
104 チドリ目 シギ科 オグロシギ Limosa limosa
105 チドリ目 シギ科 オオソリハシシギ Limosa lapponica
106 チドリ目 シギ科 チュウシャクシギ Numenius phaeopus
107 チドリ目 シギ科 ダイシャクシギ Numenius arquata
108 チドリ目 シギ科 ホウロクシギ Numenius madagascariensis
109 チドリ目 シギ科 ツルシギ Tringa erythropus
110 チドリ目 シギ科 アカアシシギ Tringa totanus
111 チドリ目 シギ科 コアオアシシギ Tringa stagnatilis
112 チドリ目 シギ科 アオアシシギ Tringa nebularia
113 チドリ目 シギ科 クサシギ Tringa ochropus
114 チドリ目 シギ科 タカブシギ Tringa glareola
115 チドリ目 シギ科 キアシシギ Heteroscelus brevipes
116 チドリ目 シギ科 ソリハシシギ Xenus cinereus
117 チドリ目 シギ科 イソシギ Actitis hypoleucos
118 チドリ目 シギ科 キョウジョシギ Arenaria interpres
119 チドリ目 シギ科 オバシギ Calidris tenuirostris
120 チドリ目 シギ科 コオバシギ Calidris canutus
121 チドリ目 シギ科 ミユビシギ Calidris alba
122 チドリ目 シギ科 トウネン Calidris ruficollis
123 チドリ目 シギ科 オジロトウネン Calidris temminckii
124 チドリ目 シギ科 ヒバリシギ Calidris subminuta
125 チドリ目 シギ科 ヒメウズラシギ Calidris bairdii
126 チドリ目 シギ科 ウズラシギ Calidris acuminata
127 チドリ目 シギ科 サルハマシギ Calidris ferruginea
128 チドリ目 シギ科 ハマシギ Calidris alpina
129 チドリ目 シギ科 ヘラシギ Eurynorhynchus pygmeus
130 チドリ目 シギ科 キリアイ Limicola falcinellus
131 チドリ目 シギ科 エリマキシギ Philomachus pugnax
132 チドリ目 シギ科 アカエリヒレアシシギ Phalaropus lobatus
133 チドリ目 シギ科 ハイイロヒレアシシギ Phalaropus fulicarius
134 チドリ目 レンカク科 レンカク Hydrophasianus chirurgus
135 チドリ目 タマシギ科 タマシギ Rostratula benghalensis
136 チドリ目 ツバメチドリ科 ツバメチドリ Glareola maldivarum
137 チドリ目 カモメ科 クロアジサシ Anous stolidus
138 チドリ目 カモメ科 ミツユビカモメ Rissa tridactyla
139 チドリ目 カモメ科 ユリカモメ Larus ridibundus
140 チドリ目 カモメ科 ウミネコ Larus crassirostris
141 チドリ目 カモメ科 カモメ Larus canus
142 チドリ目 カモメ科 ワシカモメ Larus glaucescens
143 チドリ目 カモメ科 シロカモメ Larus hyperboreus
144 チドリ目 カモメ科 セグロカモメ Larus argentatus
145 チドリ目 カモメ科 オオセグロカモメ Larus schistisagus
146 チドリ目 カモメ科 ハシブトアジサシ Gelochelidon nilotica
147 チドリ目 カモメ科 オニアジサシ Sterna caspia
148 チドリ目 カモメ科 コアジサシ Sterna albifrons
149 チドリ目 カモメ科 ベニアジサシ Sterna dougallii
150 チドリ目 カモメ科 アジサシ Sterna hirundo
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堺市野生生物目録（鳥類）　(4/6)

No. 目名 科名 種名 学名
151 チドリ目 カモメ科 クロハラアジサシ Chlidonias hybrida
152 チドリ目 カモメ科 ハジロクロハラアジサシ Chlidonias leucopterus
153 チドリ目 トウゾクカモメ科 トウゾクカモメ Stercorarius pomarinus
154 タカ目 ミサゴ科 ミサゴ Pandion haliaetus
155 タカ目 タカ科 ハチクマ Pernis ptilorhynchus
156 タカ目 タカ科 トビ Milvus migrans
157 タカ目 タカ科 オオワシ Haliaeetus pelagicus
158 タカ目 タカ科 チュウヒ Circus spilonotus
159 タカ目 タカ科 ハイイロチュウヒ Circus cyaneus
160 タカ目 タカ科 ツミ Accipiter gularis
161 タカ目 タカ科 ハイタカ Accipiter nisus
162 タカ目 タカ科 オオタカ Accipiter gentilis
163 タカ目 タカ科 サシバ Butastur indicus
164 タカ目 タカ科 ノスリ Buteo buteo
165 タカ目 タカ科 ケアシノスリ Buteo lagopus
166 タカ目 タカ科 クマタカ Nisaetus nipalensis
167 フクロウ目 フクロウ科 オオコノハズク Otus lempiji
168 フクロウ目 フクロウ科 フクロウ Strix uralensis
169 フクロウ目 フクロウ科 アオバズク Ninox scutulata
170 フクロウ目 フクロウ科 トラフズク Asio otus
171 フクロウ目 フクロウ科 コミミズク Asio flammeus
172 サイチョウ目 ヤツガシラ科 ヤツガシラ Upupa epops
173 ブッポウソウ目 カワセミ科 アカショウビン Halcyon coromanda
174 ブッポウソウ目 カワセミ科 カワセミ Alcedo atthis
175 ブッポウソウ目 カワセミ科 ヤマセミ Megaceryle lugubris
176 ブッポウソウ目 ブッポウソウ科 ブッポウソウ Eurystomus orientalis
177 キツツキ目 キツツキ科 アリスイ Jynx torquilla
178 キツツキ目 キツツキ科 コゲラ Dendrocopos kizuki
179 キツツキ目 キツツキ科 アカゲラ Dendrocopos major
180 キツツキ目 キツツキ科 アオゲラ Picus awokera
181 ハヤブサ目 ハヤブサ科 チョウゲンボウ Falco tinnunculus
182 ハヤブサ目 ハヤブサ科 コチョウゲンボウ Falco columbarius
183 ハヤブサ目 ハヤブサ科 チゴハヤブサ Falco subbuteo
184 ハヤブサ目 ハヤブサ科 ハヤブサ Falco peregrinus
185 インコ目 オウム科 オカメインコ Nymphicus hollandicus
186 インコ目 インコ科 セキセイインコ Melopsittacus undulatus
187 スズメ目 サンショウクイ科 サンショウクイ Pericrocotus divaricatus
188 スズメ目 コウライウグイス科 コウライウグイス Oriolus chinensis
189 スズメ目 カササギヒタキ科 サンコウチョウ Terpsiphone atrocaudata
190 スズメ目 モズ科 モズ Lanius bucephalus
191 スズメ目 モズ科 アカモズ Lanius cristatus
192 スズメ目 カラス科 カケス Garrulus glandarius
193 スズメ目 カラス科 カササギ Pica pica
194 スズメ目 カラス科 ハシボソガラス Corvus corone
195 スズメ目 カラス科 ハシブトガラス Corvus macrorhynchos
196 スズメ目 キクイタダキ科 キクイタダキ Regulus regulus
197 スズメ目 ツリスガラ科 ツリスガラ Remiz pendulinus
198 スズメ目 シジュウカラ科 コガラ Poecile montanus
199 スズメ目 シジュウカラ科 ヤマガラ Poecile varius
200 スズメ目 シジュウカラ科 ヒガラ Periparus ater
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堺市野生生物目録（鳥類）　(5/6)

No. 目名 科名 種名 学名
201 スズメ目 シジュウカラ科 シジュウカラ Parus minor
202 スズメ目 ヒバリ科 コヒバリ Calandrella cheleensis
203 スズメ目 ヒバリ科 ヒバリ Alauda arvensis
204 スズメ目 ツバメ科 ショウドウツバメ Riparia riparia
205 スズメ目 ツバメ科 ツバメ Hirundo rustica
206 スズメ目 ツバメ科 コシアカツバメ Hirundo daurica
207 スズメ目 ツバメ科 イワツバメ Delichon dasypus
208 スズメ目 ヒヨドリ科 ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis
209 スズメ目 ウグイス科 ウグイス Cettia diphone
210 スズメ目 ウグイス科 ヤブサメ Urosphena squameiceps
211 スズメ目 エナガ科 エナガ Aegithalos caudatus
212 スズメ目 ムシクイ科 オオムシクイ Phylloscopus examinandus
213 スズメ目 ムシクイ科 メボソムシクイ Phylloscopus xanthodryas
214 スズメ目 ムシクイ科 エゾムシクイ Phylloscopus borealoides
215 スズメ目 ムシクイ科 センダイムシクイ Phylloscopus coronatus
216 スズメ目 チメドリ科 ソウシチョウ Leiothrix lutea
217 スズメ目 メジロ科 メジロ Zosterops japonicus
218 スズメ目 センニュウ科 マキノセンニュウ Locustella lanceolata
219 スズメ目 センニュウ科 シマセンニュウ Locustella ochotensis
220 スズメ目 ヨシキリ科 オオヨシキリ Acrocephalus orientalis
221 スズメ目 ヨシキリ科 コヨシキリ Acrocephalus bistrigiceps
222 スズメ目 セッカ科 セッカ Cisticola juncidis
223 スズメ目 レンジャク科 キレンジャク Bombycilla garrulus
224 スズメ目 レンジャク科 ヒレンジャク Bombycilla japonica
225 スズメ目 ゴジュウカラ科 ゴジュウカラ Sitta europaea
226 スズメ目 ミソサザイ科 ミソサザイ Troglodytes troglodytes
227 スズメ目 ムクドリ科 ハッカチョウ Acridotheres cristatellus
228 スズメ目 ムクドリ科 ギンムクドリ Spodiopsar sericeus
229 スズメ目 ムクドリ科 ムクドリ Spodiopsar cineraceus
230 スズメ目 ムクドリ科 コムクドリ Agropsar philippensis
231 スズメ目 ムクドリ科 バライロムクドリ Pastor roseus
232 スズメ目 ムクドリ科 ホシムクドリ Sturnus vulgaris
233 スズメ目 カワガラス科 カワガラス Cinclus pallasii
234 スズメ目 ヒタキ科 マミジロ Zoothera sibirica
235 スズメ目 ヒタキ科 トラツグミ Zoothera dauma
236 スズメ目 ヒタキ科 カラアカハラ Turdus hortulorum
237 スズメ目 ヒタキ科 クロツグミ Turdus cardis
238 スズメ目 ヒタキ科 マミチャジナイ Turdus obscurus
239 スズメ目 ヒタキ科 シロハラ Turdus pallidus
240 スズメ目 ヒタキ科 アカハラ Turdus chrysolaus
241 スズメ目 ヒタキ科 ツグミ Turdus naumanni
242 スズメ目 ヒタキ科 ハチジョウツグミ Turdus naumanni naumanni
243 スズメ目 ヒタキ科 コマドリ Luscinia akahige
244 スズメ目 ヒタキ科 ノゴマ Luscinia calliope
245 スズメ目 ヒタキ科 コルリ Luscinia cyane
246 スズメ目 ヒタキ科 ルリビタキ Tarsiger cyanurus
247 スズメ目 ヒタキ科 ジョウビタキ Phoenicurus auroreus
248 スズメ目 ヒタキ科 ノビタキ Saxicola torquatus
249 スズメ目 ヒタキ科 イナバヒタキ Oenanthe isabellina
250 スズメ目 ヒタキ科 イソヒヨドリ Monticola solitarius
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堺市野生生物目録（鳥類）　(6/6)

No. 目名 科名 種名 学名
251 スズメ目 ヒタキ科 エゾビタキ Muscicapa griseisticta
252 スズメ目 ヒタキ科 サメビタキ Muscicapa sibirica
253 スズメ目 ヒタキ科 コサメビタキ Muscicapa dauurica
254 スズメ目 ヒタキ科 マミジロキビタキ Ficedula zanthopygia
255 スズメ目 ヒタキ科 キビタキ Ficedula narcissina
256 スズメ目 ヒタキ科 ムギマキ Ficedula mugimaki
257 スズメ目 ヒタキ科 オジロビタキ Ficedula albicilla
258 スズメ目 ヒタキ科 ニシオジロビタキ Ficedula parva
259 スズメ目 ヒタキ科 オオルリ Cyanoptila cyanomelana
260 スズメ目 スズメ科 ニュウナイスズメ Passer rutilans
261 スズメ目 スズメ科 スズメ Passer montanus
262 スズメ目 ハタオリドリ科 オオキンランチョウ Euplectes orix
263 スズメ目 カエデチョウ科 ベニスズメ Amandava amandava
264 スズメ目 カエデチョウ科 コシジロキンパラ Lonchura striata
265 スズメ目 カエデチョウ科 キンパラ Lonchura atricapilla
266 スズメ目 カエデチョウ科 ブンチョウ Lonchura oryzivora
267 スズメ目 セキレイ科 キセキレイ Motacilla cinerea
268 スズメ目 セキレイ科 ハクセキレイ Motacilla alba
269 スズメ目 セキレイ科 セグロセキレイ Motacilla grandis
270 スズメ目 セキレイ科 ビンズイ Anthus hodgsoni
271 スズメ目 セキレイ科 タヒバリ Anthus rubescens
272 スズメ目 アトリ科 アトリ Fringilla montifringilla
273 スズメ目 アトリ科 カワラヒワ Chloris sinica
274 スズメ目 アトリ科 マヒワ Carduelis spinus
275 スズメ目 アトリ科 ベニヒワ Carduelis flammea
276 スズメ目 アトリ科 ベニマシコ Uragus sibiricus
277 スズメ目 アトリ科 アカマシコ Carpodacus erythrinus
278 スズメ目 アトリ科 オオマシコ Carpodacus roseus
279 スズメ目 アトリ科 イスカ Loxia curvirostra
280 スズメ目 アトリ科 ウソ Pyrrhula pyrrhula
281 スズメ目 アトリ科 シメ Coccothraustes coccothraustes
282 スズメ目 アトリ科 コイカル Eophona migratoria
283 スズメ目 アトリ科 イカル Eophona personata
284 スズメ目 ホオジロ科 ホオジロ Emberiza cioides
285 スズメ目 ホオジロ科 ホオアカ Emberiza fucata
286 スズメ目 ホオジロ科 キマユホオジロ Emberiza chrysophrys
287 スズメ目 ホオジロ科 カシラダカ Emberiza rustica
288 スズメ目 ホオジロ科 ミヤマホオジロ Emberiza elegans
289 スズメ目 ホオジロ科 ノジコ Emberiza sulphurata
290 スズメ目 ホオジロ科 アオジ Emberiza spodocephala
291 スズメ目 ホオジロ科 クロジ Emberiza variabilis
292 スズメ目 ホオジロ科 オオジュリン Emberiza schoeniclus
293 スズメ目 ホオジロ科 キガシラシトド Zonotrichia atricapilla
294 スズメ目 フウキンチョウ科 コウカンチョウ Paroaria coronata

注）種名及び配列は原則として「河川水辺の国勢調査　2019年度版生物リスト」（国土交通省, 2019）に従った。
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堺市野生生物目録（爬虫類）　(1/1)

1 カメ目 イシガメ科 クサガメ Mauremys reevesii
2 カメ目 イシガメ科 ニホンイシガメ Mauremys japonica
3 カメ目 ヌマガメ科 ミシシッピアカミミガメ Trachemys scripta elegans
4 カメ目 スッポン科 ニホンスッポン Pelodiscus sinensis
5 有鱗目 ヤモリ科 ニホンヤモリ Gekko japonicus
6 有鱗目 トカゲ科 ニホントカゲ Plestiodon japonicus
7 有鱗目 カナヘビ科 ニホンカナヘビ Takydromus tachydromoides
8 有鱗目 ナミヘビ科 シロマダラ Lycodon orientalis
9 有鱗目 ナミヘビ科 ジムグリ Euprepiophis conspicillatus
10 有鱗目 ナミヘビ科 アオダイショウ Elaphe climacophora
11 有鱗目 ナミヘビ科 シマヘビ Elaphe quadrivirgata
12 有鱗目 ナミヘビ科 ヒバカリ Hebius vibakari vibakari
13 有鱗目 ナミヘビ科 ヤマカガシ Rhabdophis tigrinus
14 有鱗目 クサリヘビ科 ニホンマムシ Gloydius blomhoffii

注１）種名及び配列は原則として「日本産爬虫両生類標準和名リスト」（日本爬虫両棲類学会, 2020）に従った。
注２）カミツキガメ、ワニガメは堺市での確認記録はあるが、繁殖は確認されていないため、目録には含めなかった。

No. 目名 科名 種名 学名
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堺市野生生物目録（両生類）　(1/1)

1 有尾目 サンショウウオ科 ヤマトサンショウウオ Hynobius vandenburghi
2 有尾目 イモリ科 アカハライモリ Cynops pyrrhogaster
3 無尾目 ピパ科 アフリカツメガエル Xenopus laevis
4 無尾目 アマガエル科 ニホンアマガエル Dryophytes japonicus
5 無尾目 アカガエル科 タゴガエル Rana tagoi tagoi
6 無尾目 アカガエル科 ニホンアカガエル Rana japonica
7 無尾目 アカガエル科 ウシガエル Lithobates catesbeianus
8 無尾目 アカガエル科 ツチガエル Glandirana rugosa
9 無尾目 アカガエル科 ナゴヤダルマガエル Pelophylax porosus brevipodus
10 無尾目 アカガエル科 トノサマガエル Pelophylax nigromaculatus
11 無尾目 ヌマガエル科 ヌマガエル Fejervarya kawamurai
12 無尾目 アオガエル科 シュレーゲルアオガエル Zhangixalus schlegelii
13 無尾目 アオガエル科 カジカガエル Buergeria buergeri

注）種名及び配列は原則として「日本産爬虫両生類標準和名リスト」（日本爬虫両棲類学会, 2020）に従った。

No. 目名 科名 種名 学名
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堺市野生生物目録（淡水魚類）　(1/2)

1 トビエイ目 アカエイ科 アカエイ Hemitrygon akajei
2 レピソステウス目 レピソステウス科 アリゲーターガー Atractosteus spatula
3 カライワシ目 カライワシ科 カライワシ Elops hawaiensis
4 ウナギ目 ウナギ科 ニホンウナギ Anguilla japonica
5 ニシン目 ニシン科 コノシロ Konosirus punctatus
6 コイ目 コイ科 コイ Cyprinus carpio
7 コイ目 コイ科 ゲンゴロウブナ Carassius cuvieri
8 コイ目 コイ科 キンギョ Carassius auratus
9 コイ目 コイ科 オオキンブナ Carassius buergeri buergeri
10 コイ目 コイ科 ギンブナ Carassius sp.
11 コイ目 コイ科 タイリクバラタナゴ Rhodeus ocellatus ocellatus
12 コイ目 コイ科 カワバタモロコ Hemigrammocypris neglectus
13 コイ目 コイ科 オイカワ Opsariichthys platypus
14 コイ目 コイ科 カワムツ Candidia temminckii
15 コイ目 コイ科 ヌマムツ Candidia sieboldii
16 コイ目 コイ科 ソウギョ Ctenopharyngodon idellus
17 コイ目 コイ科 モツゴ Pseudorasbora parva
18 コイ目 コイ科 タモロコ Gnathopogon elongatus elongatus
19 コイ目 コイ科 カマツカ Pseudogobio esocinus esocinus
20 コイ目 コイ科 コウライニゴイ Hemibarbus labeo
21 コイ目 コイ科 コウライモロコ Squalidus chankaensis tsuchigae
22 コイ目 ドジョウ科 ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus
23 ナマズ目 ナマズ科 ナマズ Silurus asotus
24 サケ目 アユ科 アユ Plecoglossus altivelis altivelis
25 サケ目 サケ科 サツキマス Oncorhynchus masou ishikawae
26 タウナギ目 タウナギ科 タウナギ（本土産） Monopterus albus
27 トゲウオ目 ヨウジウオ科 ヨウジウオ Syngnathus schlegeli
28 トゲウオ目 ヨウジウオ科 テングヨウジ Microphis brachyurus brachyurus
29 ボラ目 ボラ科 ボラ Mugil cephalus cephalus
30 ボラ目 ボラ科 セスジボラ Chelon affinis
31 ボラ目 ボラ科 メナダ Chelon haematocheilus
32 カダヤシ目 カダヤシ科 カダヤシ Gambusia affinis
33 カダヤシ目 カダヤシ科 グッピー Poecilia reticulata
34 ダツ目 メダカ科 ミナミメダカ Oryzias latipes
35 スズキ目 アカメ科 アカメ Lates japonicus
36 スズキ目 スズキ科 スズキ Lateolabrax japonicus
37 スズキ目 サンフィッシュ科 ブルーギル Lepomis macrochirus macrochirus
38 スズキ目 サンフィッシュ科 オオクチバス Micropterus salmoides
39 スズキ目 ヒイラギ科 ヒイラギ Nuchequula nuchalis
40 スズキ目 クロサギ科 イトヒキサギ Gerres filamentosus
41 スズキ目 タイ科 クロダイ Acanthopagrus schlegelii
42 スズキ目 タイ科 キチヌ Acanthopagrus latus

43 スズキ目 カワスズメ科 パロットファイヤー・シクリッド
Paraneetroplus synspilus x
Amphilophus citrinellus

44 スズキ目 シマイサキ科 シマイサキ Rhynchopelates oxyrhynchus
45 スズキ目 ドンコ科 ドンコ Odontobutis obscura
46 スズキ目 カワアナゴ科 カワアナゴ Eleotris oxycephala
47 スズキ目 カワアナゴ科 テンジクカワアナゴ Eleotris fusca
48 スズキ目 ハゼ科 ミミズハゼ Luciogobius guttatus
49 スズキ目 ハゼ科 ヒモハゼ Eutaeniichthys gilli

No. 目名 科名 種名 学名
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堺市野生生物目録（淡水魚類）　(2/2)

No. 目名 科名 種名 学名
50 スズキ目 ハゼ科 マハゼ Acanthogobius flavimanus
51 スズキ目 ハゼ科 アベハゼ Mugilogobius abei
52 スズキ目 ハゼ科 ヌマチチブ Tridentiger brevispinis
53 スズキ目 ハゼ科 チチブ Tridentiger obscurus
54 スズキ目 ハゼ科 ヒナハゼ Redigobius bikolanus
55 スズキ目 ハゼ科 カワヨシノボリ Rhinogobius flumineus
56 スズキ目 ハゼ科 ゴクラクハゼ Rhinogobius similis
57 スズキ目 ハゼ科 シマヒレヨシノボリ Rhinogobius sp. BF
58 スズキ目 ハゼ科 トウヨシノボリ類 Rhinogobius sp. OR unidentified
59 スズキ目 ハゼ科 ウロハゼ Glossogobius olivaceus
60 スズキ目 ハゼ科 ヒメハゼ Favonigobius gymnauchen
61 スズキ目 ハゼ科 スミウキゴリ Gymnogobius petschiliensis
62 スズキ目 ハゼ科 ウキゴリ Gymnogobius urotaenia
63 スズキ目 タイワンドジョウ科 タイワンドジョウ Channa maculata
64 スズキ目 タイワンドジョウ科 カムルチー Channa argus
65 カレイ目 カレイ科 イシガレイ Platichthys bicoloratus
66 フグ目 フグ科 クサフグ Takifugu alboplumbeus

注）種名及び配列は原則として「河川水辺の国勢調査　2019年度版生物リスト」（国土交通省, 2019）に従った。
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堺市野生生物目録（陸産・淡水産貝類）　(1/2)

1 腹足綱 ニシキウズ目 アマオブネ科 イシマキ Clithon  retropictum
2 腹足綱 ニシキウズ目 リンゴガイ科 スクミリンゴガイ Pomacea canaliculata
3 腹足綱 ニシキウズ目 ヤマタニシ科 ヤマタニシ Cyclophorus herklotsi
4 腹足綱 ニシキウズ目 ヤマタニシ科 ヤマクルマ Spirostoma japonicum
5 腹足綱 ニシキウズ目 ゴマガイ科 ゴマガイ Diplommatina cassa
6 腹足綱 ニシキウズ目 タニシ科 マルタニシ Cipangopaludina cf. laeta
7 腹足綱 ニシキウズ目 タニシ科 オオタニシ Heterogen japonica
8 腹足綱 ニシキウズ目 タニシ科 ヒメタニシ Sinotaia histrica
9 腹足綱 ニシキウズ目 カワニナ科 カワニナ Semisulcospira libertina
10 腹足綱 ニシキウズ目 カワニナ科 チリメンカワニナ Semisulcospira reiniana
11 腹足綱 ニシキウズ目 カワザンショウ科 ウスイロオカチグサ Solenomphala debilis
12 腹足綱 嚢舌上目 モノアラガイ科 コシダカヒメモノアラガイ Galba cf. truncatula
13 腹足綱 嚢舌上目 モノアラガイ科 ヒメモノアラガイ Orientogalba ollula
14 腹足綱 嚢舌上目 モノアラガイ科 ハブタエモノアラガイ Pseudosuccinea columella
15 腹足綱 嚢舌上目 モノアラガイ科 モノアラガイ Radix auricularia japonica
16 腹足綱 嚢舌上目 インドヒラマキ科 インドヒラマキ Indoplanorbis exustus
17 腹足綱 嚢舌上目 サカマキガイ科 サカマキガイ Physella acuta
18 腹足綱 嚢舌上目 ヒラマキガイ科 カワネジガイ Camptoceras hirasei
19 腹足綱 嚢舌上目 ヒラマキガイ科 メリケンコザラ Ferrissia californica
20 腹足綱 嚢舌上目 ヒラマキガイ科 カワコザラ Laevapex nipponica
21 腹足綱 嚢舌上目 ヒラマキガイ科 ヒラマキミズマイマイ Gyraulus chinensis spirillus
22 腹足綱 嚢舌上目 ヒラマキガイ科 レンズヒラマキ Helicorbis cf. cantori
23 腹足綱 嚢舌上目 ヒラマキガイ科 ヒラマキモドキ Polypylis hemisphaerula
24 腹足綱 柄眼目 アフリカマイマイ科 オカチョウジ Allopeas clavulinum kyotoense
25 腹足綱 柄眼目 アフリカマイマイ科 ホソオカチョウジ Allopeas pyrgula
26 腹足綱 柄眼目 アフリカマイマイ科 トクサオカチョウジ Allopeas javanicum
27 腹足綱 柄眼目 アフリカマイマイ科 オオクビキレガイ Rumina decorata

28 腹足綱 柄眼目 ナタネガイ科 ヒメナタネ
Punctum amblygonum
pretiosum

29 腹足綱 柄眼目 ナタネガイ科 カトウナタネガイ Punctum elachistum
30 腹足綱 柄眼目 オカモノアラガイ科 ナガオカモノアラガイ Oxyloma hirasei

31 腹足綱 柄眼目 キセルガイ科 ウスベニギセル
Tyrannophaedusa aurantiaca
aurantiaca

32 腹足綱 柄眼目 キセルガイ科 シリオレギセル
Tyrannophaedusa
(Decolliphaedusa ) bilabrata

33 腹足綱 柄眼目 キセルガイ科 ナミギセル
Stereophaedusa
(Stereophaedusa ) japonica
japonica

34 腹足綱 柄眼目 キセルガイ科 ナミコギセル Euphaedusa tau tau
35 腹足綱 柄眼目 ナメクジ科 ナメクジ Meghimatium bilineatum
36 腹足綱 柄眼目 ナメクジ科 ヤマナメクジ Meghimatium fruhstorferi
37 腹足綱 柄眼目 コウラナメクジ科 チャコウラナメクジ Limax marginatus
38 腹足綱 柄眼目 コウラナメクジ科 キイロナメクジ Limax flavus
39 腹足綱 柄眼目 コハクガイ科 コハクガイ Zonitoides arboreus
40 腹足綱 柄眼目 エゾエンザ科 ヒメコハク Hawaiia minuscula
41 腹足綱 柄眼目 シタラ科 キビガイ Gastrodontella stenogyra
42 腹足綱 柄眼目 シタラ科 ハリマキビ Parakaliella harimensis
43 腹足綱 柄眼目 シタラ科 マルシタラ Parasitala reinhardti
44 腹足綱 柄眼目 ナンバンマイマイ科 ウスカワマイマイ Acusta despecta sieboldiana
45 腹足綱 柄眼目 ナンバンマイマイ科 オトメマイマイ Trishoplita goodwini

学名No. 綱名 目名 科名 種名
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堺市野生生物目録（陸産・淡水産貝類）　(2/2)

学名No. 綱名 目名 科名 種名
46 腹足綱 柄眼目 ナンバンマイマイ科 チャイロオトメマイマイ Trishoplita mesogonia
47 腹足綱 柄眼目 ナンバンマイマイ科 クチマガリマイマイ Aegista (Coelorus ) cavicollis

48 腹足綱 柄眼目 ナンバンマイマイ科 オオケマイマイ
Aegista (Plectotropis ) vulgivaga
vulgivaga

49 腹足綱 柄眼目 ナンバンマイマイ科 コハクオナジマイマイ Bradybaena pellucida
50 腹足綱 柄眼目 ナンバンマイマイ科 オナジマイマイ Bradybaena similaris
51 腹足綱 柄眼目 ナンバンマイマイ科 クチベニマイマイ Euhadra amaliae
52 腹足綱 柄眼目 ナンバンマイマイ科 ギューリキマイマイ Euhadra eoa gulicki
53 腹足綱 柄眼目 ナンバンマイマイ科 ナミマイマイ Euhadra sandai communis
54 腹足綱 柄眼目 ナンバンマイマイ科 セトウチマイマイ Euhadra subnimbosa
55 腹足綱 柄眼目 ナンバンマイマイ科 ケハダビロウドマイマイ Nipponochloritis fragilis

56 腹足綱 柄眼目 ナンバンマイマイ科 コベソマイマイ
Satsuma  (Satsuma )
myomphala myomphala

57 腹足綱 柄眼目 ナンバンマイマイ科 ヒメタマゴマイマイ Satsuma (Satsuma ) pagodula
58 二枚貝綱 イシガイ目 イシガイ科 マツカサガイ広域分布種 Pronodularia cf. japanensis 1

59 二枚貝綱 イシガイ目 イシガイ科 ミナミタガイ又はヌマガイ
Beringiana fukuharai or
Sinanodonta lauta

60 二枚貝綱 ザルガイ目 ドブシジミ科 ドブシジミ Musculium japonicum
61 二枚貝綱 マルスダレガイ目 シジミ科 タイワンシジミ Corbicula fluminea
62 二枚貝綱 マルスダレガイ目 シジミ科 マシジミ Corbicula leana

注）種名及び配列は原則として「岡山県野生生物目録」（岡山県, 2019）に従った。
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堺市野生生物目録（昆虫類）　(1/59)

1 トビムシ目 ヒメトビムシ科 ヒメトビムシ
Hypogastrura (Ceratophysella )
communis

2 トビムシ目 シロトビムシ科 ウエノシロトビムシ Onychiurus uenoi
3 トビムシ目 シロトビムシ科 ヨシイホソシロトビムシ Tullbergia yosii
4 トビムシ目 ツチトビムシ科 フォルソムトビムシ Folsomia fimetaria
5 トビムシ目 ツチトビムシ科 チビッコツチトビムシ Proisotoma subminuta
6 トビムシ目 アヤトビムシ科 ザウテルアヤトビムシ Homidia sauteri
7 トビムシ目 ミジントビムシ科 ミジントビムシ Neelides minutus
8 トビムシ目 マルトビムシ科 キマルトビムシ Sminthurus viridis
9 イシノミ目 イシノミ科 イシノミ Pedetontus nipponicus
10 カゲロウ目 ヒメフタオカゲロウ科 マエグロヒメフタオカゲロウ Ameletus costalis
11 カゲロウ目 コカゲロウ科 ミツオミジカオフタバコカゲロウ Acentrella gnom
12 カゲロウ目 コカゲロウ科 ミジカオフタバコカゲロウ Acentrella sibirica
13 カゲロウ目 コカゲロウ科 フローレンスコカゲロウ Alainites florens
14 カゲロウ目 コカゲロウ科 ヨシノコカゲロウ Alainites yoshinensis
15 カゲロウ目 コカゲロウ科 フタバコカゲロウ Baetiella japonica
16 カゲロウ目 コカゲロウ科 サホコカゲロウ Baetis sahoensis
17 カゲロウ目 コカゲロウ科 フタモンコカゲロウ Baetis taiwanensis
18 カゲロウ目 コカゲロウ科 シロハラコカゲロウ Baetis thermicus
19 カゲロウ目 コカゲロウ科 タマリフタバカゲロウ Cloeon ryogokuense
20 カゲロウ目 コカゲロウ科 ウスイロフトヒゲコカゲロウ Labiobaetis atrebatinus orientalis
21 カゲロウ目 コカゲロウ科 コバネヒゲトガリコカゲロウ Tenuibaetis parvipterus
22 カゲロウ目 コカゲロウ科 ウデマガリコカゲロウ Tenuibaetis flexifemora
23 カゲロウ目 ガガンボカゲロウ科 ガガンボカゲロウ Dipteromimus tipuliformis
24 カゲロウ目 ヒラタカゲロウ科 シロタニガワカゲロウ Ecdyonurus yoshidae
25 カゲロウ目 モンカゲロウ科 フタスジモンカゲロウ Ephemera japonica
26 カゲロウ目 モンカゲロウ科 トウヨウモンカゲロウ Ephemera orientalis
27 カゲロウ目 モンカゲロウ科 モンカゲロウ Ephemera strigata
28 カゲロウ目 マダラカゲロウ科 シリナガマダラカゲロウ Ephacerella longicaudata
29 カゲロウ目 マダラカゲロウ科 イマニシマダラカゲロウ Ephemerella occiprens
30 カゲロウ目 マダラカゲロウ科 ツノマダラカゲロウ Ephemerella tsuno
31 カゲロウ目 マダラカゲロウ科 アカマダラカゲロウ Teleganopsis punctisetae
32 カゲロウ目 マダラカゲロウ科 エラブタマダラカゲロウ Torleya japonica
33 トンボ目 アオイトトンボ科 ホソミオツネントンボ Indolestes peregrinus
34 トンボ目 アオイトトンボ科 コバネアオイトトンボ Lestes japonicus
35 トンボ目 アオイトトンボ科 アオイトトンボ Lestes sponsa
36 トンボ目 アオイトトンボ科 オオアオイトトンボ Lestes temporalis
37 トンボ目 アオイトトンボ科 オツネントンボ Sympecma paedisca
38 トンボ目 イトトンボ科 ホソミイトトンボ Aciagrion migratum
39 トンボ目 イトトンボ科 キイトトンボ Ceriagrion melanurum
40 トンボ目 イトトンボ科 ベニイトトンボ Ceriagrion nipponicum
41 トンボ目 イトトンボ科 アジアイトトンボ Ischnura asiatica
42 トンボ目 イトトンボ科 アオモンイトトンボ Ischnura senegalensis
43 トンボ目 イトトンボ科 モートンイトトンボ Mortonagrion selenion
44 トンボ目 イトトンボ科 クロイトトンボ Paracercion calamorum calamorum
45 トンボ目 イトトンボ科 セスジイトトンボ Paracercion hieroglyphicum
46 トンボ目 イトトンボ科 ムスジイトトンボ Paracercion melanotum
47 トンボ目 モノサシトンボ科 モノサシトンボ Copera annulata
48 トンボ目 カワトンボ科 ハグロトンボ Atrocalopteryx atrata
49 トンボ目 カワトンボ科 ミヤマカワトンボ Calopteryx cornelia

No. 目名 科名 種名 学名
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堺市野生生物目録（昆虫類）　(2/59)

No. 目名 科名 種名 学名
50 トンボ目 カワトンボ科 ニホンカワトンボ Mnais costalis
51 トンボ目 カワトンボ科 アサヒナカワトンボ Mnais pruinosa
52 トンボ目 ヤンマ科 ネアカヨシヤンマ Aeschnophlebia anisoptera
53 トンボ目 ヤンマ科 アオヤンマ Aeschnophlebia longistigma
54 トンボ目 ヤンマ科 オオルリボシヤンマ Aeshna crenata
55 トンボ目 ヤンマ科 マルタンヤンマ Anaciaeschna martini
56 トンボ目 ヤンマ科 オオギンヤンマ Anax guttatus
57 トンボ目 ヤンマ科 クロスジギンヤンマ Anax nigrofasciatus nigrofasciatus
58 トンボ目 ヤンマ科 ギンヤンマ Anax parthenope julius
59 トンボ目 ヤンマ科 コシボソヤンマ Boyeria maclachlani
60 トンボ目 ヤンマ科 カトリヤンマ Gynacantha japonica
61 トンボ目 ヤンマ科 ミルンヤンマ Planaeschna milnei milnei
62 トンボ目 ヤンマ科 ヤブヤンマ Polycanthagyna melanictera
63 トンボ目 ヤンマ科 サラサヤンマ Sarasaeschna pryeri
64 トンボ目 サナエトンボ科 ヤマサナエ Asiagomphus melaenops
65 トンボ目 サナエトンボ科 キイロサナエ Asiagomphus pryeri
66 トンボ目 サナエトンボ科 ダビドサナエ Davidius nanus
67 トンボ目 サナエトンボ科 タイワンウチワヤンマ Ictinogomphus pertinax
68 トンボ目 サナエトンボ科 オナガサナエ Melligomphus viridicostus
69 トンボ目 サナエトンボ科 アオサナエ Nihonogomphus viridis
70 トンボ目 サナエトンボ科 ホンサナエ Shaogomphus postocularis
71 トンボ目 サナエトンボ科 コオニヤンマ Sieboldius albardae
72 トンボ目 サナエトンボ科 ウチワヤンマ Sinictinogomphus clavatus
73 トンボ目 サナエトンボ科 オジロサナエ Stylogomphus suzukii
74 トンボ目 サナエトンボ科 メガネサナエ Stylurus oculatus
75 トンボ目 サナエトンボ科 タベサナエ Trigomphus citimus tabei
76 トンボ目 サナエトンボ科 フタスジサナエ Trigomphus interruptus
77 トンボ目 サナエトンボ科 オグマサナエ Trigomphus ogumai
78 トンボ目 ムカシヤンマ科 ムカシヤンマ Tanypteryx pryeri
79 トンボ目 オニヤンマ科 オニヤンマ Anotogaster sieboldii
80 トンボ目 エゾトンボ科 トラフトンボ Epitheca marginata
81 トンボ目 エゾトンボ科 オオヤマトンボ Epophthalmia elegans
82 トンボ目 エゾトンボ科 コヤマトンボ Macromia amphigena amphigena
83 トンボ目 エゾトンボ科 ハネビロエゾトンボ Somatochlora clavata
84 トンボ目 エゾトンボ科 タカネトンボ Somatochlora uchidai
85 トンボ目 エゾトンボ科 エゾトンボ Somatochlora viridiaenea
86 トンボ目 トンボ科 ショウジョウトンボ Crocothemis servilia mariannae
87 トンボ目 トンボ科 コフキトンボ Deielia phaon
88 トンボ目 トンボ科 ベッコウトンボ Libellula angelina
89 トンボ目 トンボ科 ヨツボシトンボ Libellula quadrimaculata asahinai
90 トンボ目 トンボ科 ハラビロトンボ Lyriothemis pachygastra
91 トンボ目 トンボ科 ハッチョウトンボ Nannophya pygmaea
92 トンボ目 トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum
93 トンボ目 トンボ科 シオヤトンボ Orthetrum japonicum
94 トンボ目 トンボ科 オオシオカラトンボ Orthetrum melania
95 トンボ目 トンボ科 ウスバキトンボ Pantala flavescens
96 トンボ目 トンボ科 コシアキトンボ Pseudothemis zonata
97 トンボ目 トンボ科 チョウトンボ Rhyothemis fuliginosa
98 トンボ目 トンボ科 コノシメトンボ Sympetrum baccha matutinum
99 トンボ目 トンボ科 キトンボ Sympetrum croceolum
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堺市野生生物目録（昆虫類）　(3/59)

No. 目名 科名 種名 学名
100 トンボ目 トンボ科 ナツアカネ Sympetrum darwinianum
101 トンボ目 トンボ科 マユタテアカネ Sympetrum eroticum eroticum
102 トンボ目 トンボ科 スナアカネ Sympetrum fonscolombei
103 トンボ目 トンボ科 アキアカネ Sympetrum frequens
104 トンボ目 トンボ科 ナニワトンボ Sympetrum gracile
105 トンボ目 トンボ科 ノシメトンボ Sympetrum infuscatum
106 トンボ目 トンボ科 マイコアカネ Sympetrum kunckeli
107 トンボ目 トンボ科 マダラナニワトンボ Sympetrum maculatum
108 トンボ目 トンボ科 ヒメアカネ Sympetrum parvulum
109 トンボ目 トンボ科 ミヤマアカネ Sympetrum pedemontanum elatum
110 トンボ目 トンボ科 リスアカネ Sympetrum risi risi
111 トンボ目 トンボ科 ネキトンボ Sympetrum speciosum speciosum
112 トンボ目 トンボ科 タイリクアカネ Sympetrum striolatum imitoides
113 トンボ目 トンボ科 オオキトンボ Sympetrum uniforme
114 ゴキブリ目 オオゴキブリ科 オオゴキブリ Panesthia angustipennis spadica
115 ゴキブリ目 ゴキブリ科 コワモンゴキブリ Periplaneta australasiae
116 ゴキブリ目 ゴキブリ科 クロゴキブリ Periplaneta fuliginosa
117 ゴキブリ目 ゴキブリ科 ヤマトゴキブリ Periplaneta japonica
118 ゴキブリ目 チャバネゴキブリ科 クロモンチビゴキブリ Anaplecta japonica
119 ゴキブリ目 チャバネゴキブリ科 モリチャバネゴキブリ Blattella nipponica
120 ゴキブリ目 チャバネゴキブリ科 ツチゴキブリ Margattea kumamotonis kumamotonis
121 ゴキブリ目 チャバネゴキブリ科 ウスヒラタゴキブリ Megamareta pallidiola pallidiola
122 ゴキブリ目 チャバネゴキブリ科 ヒメクロゴキブリ Sorineuchora nigra
123 ゴキブリ目 チャバネゴキブリ科 キスジゴキブリ Symploce striata striata
124 カマキリ目 ヒメカマキリ科 サツマヒメカマキリ Acromantis satsumensis
125 カマキリ目 ヒメカマキリ科 ヒメカマキリ Acromantis japonica
126 カマキリ目 カマキリ科 ヒナカマキリ Amantis nawai
127 カマキリ目 カマキリ科 ハラビロカマキリ Hierodula patellifera
128 カマキリ目 カマキリ科 ウスバカマキリ Mantis religiosa sinica
129 カマキリ目 カマキリ科 コカマキリ Statilia maculata
130 カマキリ目 カマキリ科 チョウセンカマキリ Tenodera angustipennis
131 カマキリ目 カマキリ科 オオカマキリ Tenodera sinensis
132 シロアリ目 ミゾガシラシロアリ科 イエシロアリ Coptotermes formosanus
133 シロアリ目 ミゾガシラシロアリ科 ヤマトシロアリ Reticulitermes speratus speratus
134 ハサミムシ目 マルムネハサミムシ科 ヒゲジロハサミムシ Anisolabella marginalis
135 ハサミムシ目 マルムネハサミムシ科 ハマベハサミムシ Anisolabis maritima
136 ハサミムシ目 マルムネハサミムシ科 コヒゲジロハサミムシ Euborellia annulipes
137 ハサミムシ目 マルムネハサミムシ科 コバネハサミムシ Euborellia annulata
138 ハサミムシ目 クギヌキハサミムシ科 クギヌキハサミムシ Forficula scudderii
139 ハサミムシ目 オオハサミムシ科 オオハサミムシ Labidura riparia
140 バッタ目 コロギス科 ハネナシコロギス Nippancistroger testaceus
141 バッタ目 コロギス科 コロギス Prosopogryllacris japonica
142 バッタ目 カマドウマ科 カマドウマ Atachycines apicalis apicalis
143 バッタ目 カマドウマ科 ハヤシウマ Diestrammena itodo
144 バッタ目 カマドウマ科 マダラカマドウマ Diestrammena japonica
145 バッタ目 ツユムシ科 ツマグロツユムシ Deflorita apicalis
146 バッタ目 ツユムシ科 セスジツユムシ Ducetia japonica
147 バッタ目 ツユムシ科 サトクダマキモドキ Holochlora japonica
148 バッタ目 ツユムシ科 ヤマクダマキモドキ Holochlora longifissa
149 バッタ目 ツユムシ科 アリガタツユムシ Isopsera sulcata
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堺市野生生物目録（昆虫類）　(4/59)

No. 目名 科名 種名 学名
150 バッタ目 ツユムシ科 ツユムシ Phaneroptera falcata
151 バッタ目 ツユムシ科 アシグロツユムシ Phaneroptera nigroantennata
152 バッタ目 ツユムシ科 ヒメクダマキモドキ Phaulula macilenta
153 バッタ目 キリギリス科 コバネヒメギス Chizuella bonneti
154 バッタ目 キリギリス科 ウスイロササキリ Conocephalus chinensis
155 バッタ目 キリギリス科 オナガササキリ Conocephalus exemptus
156 バッタ目 キリギリス科 ホシササキリ Conocephalus maculatus
157 バッタ目 キリギリス科 ササキリ Conocephalus melaenus
158 バッタ目 キリギリス科 ヒメギス Eobiana engelhardti subtropica
159 バッタ目 キリギリス科 クビキリギス Euconocephalus varius
160 バッタ目 キリギリス科 ニシキリギリス Gampsocleis buergeri
161 バッタ目 キリギリス科 ハヤシノウマオイ Hexacentrus hareyamai
162 バッタ目 キリギリス科 ササキリモドキ Kuzicus suzukii
163 バッタ目 キリギリス科 ヒメツユムシ Leptoteratura sp.
164 バッタ目 キリギリス科 カヤキリ Pseudorhynchus japonicus
165 バッタ目 キリギリス科 クサキリ Ruspolia lineosa
166 バッタ目 キリギリス科 ヤブキリ Tettigonia orientalis
167 バッタ目 キリギリス科 シブイロカヤキリ Xestophrys javanicus
168 バッタ目 キリギリス科 セスジササキリモドキ Xiphidiopsis albicornis
169 バッタ目 ケラ科 ケラ Gryllotalpa orientalis
170 バッタ目 マツムシ科 マツムシモドキ Aphonoides japonicus
171 バッタ目 マツムシ科 スズムシ Meloimorpha japonica
172 バッタ目 マツムシ科 ヒロバネカンタン Oecanthus euryelytra
173 バッタ目 マツムシ科 カンタン Oecanthus longicauda
174 バッタ目 マツムシ科 アオマツムシ Truljalia hibinonis
175 バッタ目 マツムシ科 マツムシ Xenogryllus marmoratus marmoratus
176 バッタ目 コオロギ科 ヒメコオロギ Comidoblemmus nipponensis
177 バッタ目 コオロギ科 ハラオカメコオロギ Loxoblemmus campestris
178 バッタ目 コオロギ科 ミツカドコオロギ Loxoblemmus doenitzi
179 バッタ目 コオロギ科 モリオカメコオロギ Loxoblemmus sylvestris
180 バッタ目 コオロギ科 クマコオロギ Mitius minor
181 バッタ目 コオロギ科 タンボコオロギ Modicogryllus siamensis
182 バッタ目 コオロギ科 クマスズムシ Sclerogryllus puctatus
183 バッタ目 コオロギ科 エンマコオロギ Teleogryllus emma
184 バッタ目 コオロギ科 ナツノツヅレサセコオロギ Velarifictorus grylloides
185 バッタ目 コオロギ科 ツヅレサセコオロギ Velarifictorus micado
186 バッタ目 コオロギ科 コガタコオロギ Velarifictorus ornatus
187 バッタ目 カネタタキ科 カネタタキ Ornebius kanetataki
188 バッタ目 アリツカコオロギ科 アリツカコオロギ Myrmecophilus sapporensis
189 バッタ目 アリツカコオロギ科 テラニシアリツカコオロギ Myrmecophilus teranishii
190 バッタ目 ヒバリモドキ科 ウスグモスズ Amusurgus genji
191 バッタ目 ヒバリモドキ科 マダラスズ Dianemobius nigrofasciatus
192 バッタ目 ヒバリモドキ科 キンヒバリ Natula matsuurai
193 バッタ目 ヒバリモドキ科 ヒゲシロスズ Polionemobius flavoantennalis
194 バッタ目 ヒバリモドキ科 シバスズ Polionemobius mikado
195 バッタ目 ヒバリモドキ科 ヤチスズ Pteronemobius ohmachii
196 バッタ目 ヒバリモドキ科 クサヒバリ Svistella bifasciata
197 バッタ目 ヒバリモドキ科 キアシヒバリモドキ Trigonidium japonicum
198 バッタ目 バッタ科 ショウリョウバッタ Acrida cinerea
199 バッタ目 バッタ科 マダラバッタ Aiolopus thalassinus tamulus
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200 バッタ目 バッタ科 クルマバッタ Gastrimargus marmoratus
201 バッタ目 バッタ科 ヒナバッタ Glyptobothrus maritimus maritimus
202 バッタ目 バッタ科 ショウリョウバッタモドキ Gonista bicolor
203 バッタ目 バッタ科 トノサマバッタ Locusta migratoria
204 バッタ目 バッタ科 イナゴモドキ Mecostethus parapleurus
205 バッタ目 バッタ科 ナキイナゴ Mongolotettix japonicus
206 バッタ目 バッタ科 クルマバッタモドキ Oedaleus infernalis
207 バッタ目 バッタ科 ツマグロバッタ Stethophyma magister
208 バッタ目 バッタ科 イボバッタ Trilophidia japonica
209 バッタ目 イナゴ科 ハネナガイナゴ Oxya japonica
210 バッタ目 イナゴ科 コバネイナゴ Oxya yezoensis
211 バッタ目 イナゴ科 ヤマトフキバッタ Parapodisma setouchiensis
212 バッタ目 イナゴ科 ツチイナゴ Patanga japonica
213 バッタ目 イナゴ科 セグロイナゴ Shirakiacris shirakii
214 バッタ目 オンブバッタ科 オンブバッタ Atractomorpha lata
215 バッタ目 オンブバッタ科 アカハネオンブバッタ Atractomorpha sinensis
216 バッタ目 ヒシバッタ科 トゲヒシバッタ Criotettix japonicus
217 バッタ目 ヒシバッタ科 ニセハネナガヒシバッタ Ergatettix dorsifer
218 バッタ目 ヒシバッタ科 ハネナガヒシバッタ Euparatettix insularis
219 バッタ目 ヒシバッタ科 ハラヒシバッタ Tetrix japonica
220 バッタ目 ヒシバッタ科 ヒメヒシバッタ Tetrix minor
221 バッタ目 ヒシバッタ科 モリヒシバッタ Tetrix silvicultrix
222 バッタ目 ノミバッタ科 ノミバッタ Xya japonica
223 バッタ目 ノミバッタ科 マダラノミバッタ Xya riparia
224 ナナフシ目 ナナフシ科 ニホントビナナフシ Micadina phluctainoides
225 ナナフシ目 ナナフシ科 ヤスマツトビナナフシ Micadina yasumatsui
226 ナナフシ目 ナナフシ科 トゲナナフシ Neohirasea japonica
227 ナナフシ目 ナナフシ科 エダナナフシ Phraortes elongatus
228 ナナフシ目 ナナフシ科 ナナフシモドキ Ramulus mikado
229 ナナフシ目 ナナフシ科 タイワントビナナフシ Sipyloidea sipylus

230
チャタテムシ
目

ウロコチャタテ科 ウロコチャタテ Paramphientomum yumyum

231
チャタテムシ
目

ケブカチャタテ科 ウスベニチャタテ Amphipsocus rubrostigma

232
チャタテムシ
目

スカシチャタテ科 スカシチャタテ Hemipsocus chloroticus

233
チャタテムシ
目

マルチャタテ科 マルチャタテ Mesopsocus unipunctatus

234 カメムシ目 コガシラウンカ科 ウチワコガシラウンカ Catanidia sobrina
235 カメムシ目 ヒシウンカ科 キガシラヒシウンカ Kuvera flaviceps
236 カメムシ目 ヒシウンカ科 イボタヒシウンカ Kuvera ligustri
237 カメムシ目 ヒシウンカ科 ヨスジヒシウンカ Reptalus quadricinctus
238 カメムシ目 ウンカ科 トビイロウンカ Nilaparvata lugens
239 カメムシ目 ウンカ科 サメシマウンカ Opiconsiva albicollis
240 カメムシ目 ウンカ科 セジロウンカ Sogatella furcifera
241 カメムシ目 ウンカ科 ヒエウンカ Sogatella vibix
242 カメムシ目 ウンカ科 テラウチウンカ Terauchiana singularis
243 カメムシ目 ウンカ科 コブウンカ Tropidocephala brunneipennis
244 カメムシ目 ウンカ科 クロコブウンカ Tropidocephala nigra
245 カメムシ目 ハネナガウンカ科 アヤヘリハネナガウンカ Losbanosia hibarensis
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246 カメムシ目 ハネナガウンカ科 アカメガシワハネビロウンカ Vekunta malloti
247 カメムシ目 テングスケバ科 テングスケバ Dictyophara patruelis
248 カメムシ目 テングスケバ科 ツマグロスケバ Orthopagus lunulifer
249 カメムシ目 アオバハゴロモ科 アオバハゴロモ Geisha distinctissima
250 カメムシ目 アオバハゴロモ科 トビイロハゴロモ Mimophantia maritima
251 カメムシ目 マルウンカ科 マルウンカ Gergithus variabilis
252 カメムシ目 ハゴロモ科 ベッコウハゴロモ Orosanga japonicus
253 カメムシ目 ハゴロモ科 アミガサハゴロモ Pochazia albomaculata
254 カメムシ目 ハゴロモ科 オオシラホシハゴロモ Ricania quadrimaculata
255 カメムシ目 グンバイウンカ科 ミドリグンバイウンカ Kallitaxila sinica
256 カメムシ目 グンバイウンカ科 ヒラタグンバイウンカ Ossoides lineatus
257 カメムシ目 グンバイウンカ科 ハウチワウンカ Trypetimorpha japonica
258 カメムシ目 セミ科 クマゼミ Cryptotympana facialis
259 カメムシ目 セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata
260 カメムシ目 セミ科 ミンミンゼミ Hyalessa maculaticollis
261 カメムシ目 セミ科 チッチゼミ Kosemia radiator
262 カメムシ目 セミ科 ツクツクボウシ Meimuna opalifera
263 カメムシ目 セミ科 ニイニイゼミ Platypleura kaempferi
264 カメムシ目 セミ科 ヒグラシ Tanna japonensis
265 カメムシ目 セミ科 ハルゼミ Terpnosia vacua
266 カメムシ目 ツノゼミ科 マルツノゼミ Gargara genistae
267 カメムシ目 ツノゼミ科 トビイロツノゼミ Machaerotypus sibiricus
268 カメムシ目 アワフキムシ科 シロオビアワフキ Aphrophora intermedia
269 カメムシ目 アワフキムシ科 モンキアワフキ Aphrophora major
270 カメムシ目 アワフキムシ科 ハマベアワフキ Aphrophora maritima
271 カメムシ目 アワフキムシ科 ホシアワフキ Aphrophora stictica
272 カメムシ目 アワフキムシ科 マダラアワフキ Awafukia nawae
273 カメムシ目 アワフキムシ科 マルアワフキ Lepyronia coleoptrata

274 カメムシ目
コガシラアワフキムシ
科

コガシラアワフキ Eoscarta assimilis

275 カメムシ目 トゲアワフキムシ科 ムネアカアワフキ Hindoloides bipunctata
276 カメムシ目 ヨコバイ科 キウィヒメヨコバイ Alebrasca actinidiae
277 カメムシ目 ヨコバイ科 トバヨコバイ Alobaldia tobae
278 カメムシ目 ヨコバイ科 カンキツヒメヨコバイ Apheliona ferruginea
279 カメムシ目 ヨコバイ科 カスリヨコバイ Balclutha punctata
280 カメムシ目 ヨコバイ科 ヒメアオズキンヨコバイ Batracomorphus diminutus
281 カメムシ目 ヨコバイ科 アオズキンヨコバイ Batracomorphus mundus
282 カメムシ目 ヨコバイ科 ホシアオズキンヨコバイ Batracomorphus stigmaticus
283 カメムシ目 ヨコバイ科 ツマグロオオヨコバイ Bothrogonia ferruginea
284 カメムシ目 ヨコバイ科 オオヨコバイ Cicadella viridis
285 カメムシ目 ヨコバイ科 ベニヒメヨコバイ Dayus takagii
286 カメムシ目 ヨコバイ科 オオオナガトガリヨコバイ Doratulina grandis
287 カメムシ目 ヨコバイ科 ブチミャクヨコバイ Drabescus nigrifemoratus
288 カメムシ目 ヨコバイ科 イシダヒメヨコバイ Edwardsiana ishidai
289 カメムシ目 ヨコバイ科 ミドリヨコバイ Elymana sulphurella
290 カメムシ目 ヨコバイ科 ヨツモンコヒメヨコバイ Empoascanara limbata
291 カメムシ目 ヨコバイ科 シロヒメヨコバイ Eurhadina betularia
292 カメムシ目 ヨコバイ科 キスジカンムリヨコバイ Evacanthus interruptus
293 カメムシ目 ヨコバイ科 サジヨコバイ Hecalus prasinus
294 カメムシ目 ヨコバイ科 ヒシモンヨコバイ Hishimonus sellatus
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295 カメムシ目 ヨコバイ科 マエジロオオヨコバイ Kolla atramentaria
296 カメムシ目 ヨコバイ科 ミドリヒロヨコバイ Laburrus similis
297 カメムシ目 ヨコバイ科 ミミズク Ledra auditura
298 カメムシ目 ヨコバイ科 コミミズク Ledropsis discolor
299 カメムシ目 ヨコバイ科 ホシヒメヨコバイ Limassolla multipunctata
300 カメムシ目 ヨコバイ科 キマダラヒロヨコバイ Limotettix flavopictus
301 カメムシ目 ヨコバイ科 ヒメフタテンウスバヨコバイ Macrosteles striifrons
302 カメムシ目 ヨコバイ科 イネマダラヨコバイ Maiestas oryzae
303 カメムシ目 ヨコバイ科 オビヒメヨコバイ Naratettix zonatus
304 カメムシ目 ヨコバイ科 ツマグロヨコバイ Nephotettix cincticeps
305 カメムシ目 ヨコバイ科 ホソサジヨコバイ Nirvana pallida
306 カメムシ目 ヨコバイ科 リンゴマダラヨコバイ Orientus ishidae
307 カメムシ目 ヨコバイ科 クワキヨコバイ Pagaronia guttigera
308 カメムシ目 ヨコバイ科 シロミャクイチモンジヨコバイ Paramesodes albinervosus
309 カメムシ目 ヨコバイ科 クロヒラタヨコバイ Penthimia nitida
310 カメムシ目 ヨコバイ科 ヒトツメヨコバイ Phlogotettix cyclops
311 カメムシ目 ヨコバイ科 クロサジヨコバイ Planaphrodes nigricans
312 カメムシ目 ヨコバイ科 シラホシスカシヨコバイ Scaphoideus festivus
313 カメムシ目 ヨコバイ科 クロスジホソサジヨコバイ Sophonia orientalis
314 カメムシ目 ヨコバイ科 チマダラヒメヨコバイ Tautoneura mori
315 カメムシ目 ヨコバイ科 ヤノトガリヨコバイ Yanocephalus yanonis
316 カメムシ目 キジラミ科 オビキジラミ Aphalara fasciata
317 カメムシ目 キジラミ科 トベラキジラミ Cacopsylla tobirae
318 カメムシ目 キジラミ科 エノキカイガラキジラミ Celtisaspis japonica
319 カメムシ目 キジラミ科 センダンコクロキジラミ Metapsylla uei
320 カメムシ目 キジラミ科 ベニキジラミ Psylla coccinea
321 カメムシ目 キジラミ科 サツマキジラミ Psylla satsumensis
322 カメムシ目 キジラミ科 ニッケイトガリキジラミ Trioza cinnamoni
323 カメムシ目 キジラミ科 クロトガリキジラミ Trioza nigra
324 カメムシ目 キジラミ科 シラカシトガリキジラミ Trioza sp.
325 カメムシ目 アブラムシ科 クリオオアブラムシ Lachnus tropicalis
326 カメムシ目 アブラムシ科 ナシミドリオオアブラムシ Nippolachnus piri
327 カメムシ目 アブラムシ科 クヌギクチナガオオアブラムシ Stomaphis japonica
328 カメムシ目 アブラムシ科 エノキワタアブラムシ Shivaphis celti
329 カメムシ目 アブラムシ科 エンドウヒゲナガアブラムシ Acyrthosiphon pisum
330 カメムシ目 アブラムシ科 ノゲシフクレアブラムシ Hyperomyzus carduellinus
331 カメムシ目 アブラムシ科 ヨモギヒメヒゲナガアブラムシ Macrosiphoniella yomogicola
332 カメムシ目 アブラムシ科 ソラマメヒゲナガアブラムシ Megoura crassicauda
333 カメムシ目 アブラムシ科 ウメコブアブラムシ Myzus mumecola
334 カメムシ目 アブラムシ科 モモアカアブラムシ Myzus persicae
335 カメムシ目 アブラムシ科 ウツギトックリアブラムシ Rhopalosiphoninus deutzifoliae
336 カメムシ目 アブラムシ科 イバラヒゲナガアブラムシ Sitobion ibarae
337 カメムシ目 アブラムシ科 オオヒゲナガアブラムシ Uroleucon giganteum

338 カメムシ目 アブラムシ科
セイタカアワダチソウヒゲナガアブ
ラムシ

Uroleucon nigrotuberculatum

339 カメムシ目 アブラムシ科 コウゾリナヒゲナガアブラムシ Uroleucon picridis
340 カメムシ目 アブラムシ科 ユキヤナギアブラムシ Aphis citricola
341 カメムシ目 アブラムシ科 ワタアブラムシ Aphis gossypii
342 カメムシ目 アブラムシ科 ギシギシアブラムシ Aphis rumicis
343 カメムシ目 アブラムシ科 マテバシイケクダアブラムシ Eutrichosiphum heterotrichum
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344 カメムシ目 アブラムシ科 カンスゲワタムシ Colopha kansugei
345 カメムシ目 アブラムシ科 ヌルデシロアブラムシ Schlechtendalia chinensis
346 カメムシ目 アブラムシ科 オカボクロアブラムシ Tetraneura nigriabdominalis
347 カメムシ目 コナジラミ科 アオキコナジラミ Aleurotuberculatus aucubae
348 カメムシ目 コナジラミ科 イヌツゲクビレコナジラミ Aleurotuberculatus hikosanensis
349 カメムシ目 コナジラミ科 テイカカズラコナジラミ Aleurotuberculatus trachelospermi
350 カメムシ目 コナジラミ科 ミカンコナジラミ Dialeurodes citri
351 カメムシ目 カタカイガラムシ科 ツノロウムシ Ceroplastes ceriferus
352 カメムシ目 カタカイガラムシ科 イボタロウムシ Ericerus pela
353 カメムシ目 マルカイガラムシ科 ヤノネカイガラムシ Unaspis yanonensis

354 カメムシ目
ワタフキカイガラムシ
科

オオワラジカイガラムシ Drosicha corpulenta

355 カメムシ目
ワタフキカイガラムシ
科

イセリアカイガラムシ Icerya purchasi

356 カメムシ目 サシガメ科 ヨコヅナサシガメ Agriosphodrus dohrni
357 カメムシ目 サシガメ科 アカサシガメ Cydnocoris russatus
358 カメムシ目 サシガメ科 ビロウドサシガメ Ectrychotes andreae
359 カメムシ目 サシガメ科 キベリヒゲナガサシガメ Euagoras plagiatus
360 カメムシ目 サシガメ科 アカシマサシガメ Haematoloecha nigrorufa
361 カメムシ目 サシガメ科 オオトビサシガメ Isyndus obscurus
362 カメムシ目 サシガメ科 クロバアカサシガメ Labidocoris insignis
363 カメムシ目 サシガメ科 トビイロサシガメ Oncocephalus assimilis
364 カメムシ目 サシガメ科 モモブトトビイロサシガメ Oncocephalus femoratus
365 カメムシ目 サシガメ科 クロサシガメ Peirates cinctiventris
366 カメムシ目 サシガメ科 クロモンサシガメ Peirates turpis
367 カメムシ目 サシガメ科 トゲサシガメ Polididus armatissimus
368 カメムシ目 サシガメ科 アカヘリサシガメ Rhynocoris rubromarginatus
369 カメムシ目 サシガメ科 ヒゲナガサシガメ Serendiba staliana
370 カメムシ目 サシガメ科 キイロサシガメ Sirthenea flavipes
371 カメムシ目 サシガメ科 シマサシガメ Sphedanolestes impressicollis
372 カメムシ目 サシガメ科 ヤニサシガメ Velinus nodipes
373 カメムシ目 グンバイムシ科 ウチワグンバイ Cantacader lethierryi
374 カメムシ目 グンバイムシ科 プラタナスグンバイ Corythucha ciliata
375 カメムシ目 グンバイムシ科 アワダチソウグンバイ Corythucha marmorata
376 カメムシ目 グンバイムシ科 ヤブガラシグンバイ Cysteochila consueta
377 カメムシ目 グンバイムシ科 コアカソグンバイ Cysteochila fieberi
378 カメムシ目 グンバイムシ科 ヘクソカズラグンバイ Dulinius conchatus
379 カメムシ目 グンバイムシ科 ヤナギグンバイ Metasalis populi
380 カメムシ目 グンバイムシ科 ツツジグンバイ Stephanitis pyrioides
381 カメムシ目 グンバイムシ科 トサカグンバイ Stephanitis takeyai
382 カメムシ目 グンバイムシ科 ヒメグンバイ Uhlerites debilis
383 カメムシ目 ハナカメムシ科 コヒメハナカメムシ Orius minutus
384 カメムシ目 ハナカメムシ科 ナミヒメハナカメムシ Orius sauteri
385 カメムシ目 トコジラミ科 トコジラミ Cimex lectularius
386 カメムシ目 カスミカメムシ科 ナカグロカスミカメ Adelphocoris suturalis
387 カメムシ目 カスミカメムシ科 フタモンカスミカメ Adelphocoris variabilis
388 カメムシ目 カスミカメムシ科 ヒゲナガカスミカメ Adelphocorisella lespedezae
389 カメムシ目 カスミカメムシ科 マツノヒゲボソカスミカメ Alloeotomus simplus
390 カメムシ目 カスミカメムシ科 コアカソカスミカメ Apolygus pallens
391 カメムシ目 カスミカメムシ科 ツマグロアオカスミカメ Apolygus spinolae
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392 カメムシ目 カスミカメムシ科 ツマグロハギカスミカメ Apolygus subpulchellus
393 カメムシ目 カスミカメムシ科 コミドリチビトビカスミカメ Campylomma livida
394 カメムシ目 カスミカメムシ科 シイノキクロカスミカメ Castanopsides hasegawai
395 カメムシ目 カスミカメムシ科 ヒメセダカカスミカメ Charagochilus angusticollis
396 カメムシ目 カスミカメムシ科 アカホシカスミカメ Creontiades coloripes
397 カメムシ目 カスミカメムシ科 マダラカスミカメ Cyphodemidea saundersi
398 カメムシ目 カスミカメムシ科 カワヤナギツヤカスミカメ Deraeocoris claspericapilatus
399 カメムシ目 カスミカメムシ科 ケブカキベリナガカスミカメ Dryophilocoris miyamotoi
400 カメムシ目 カスミカメムシ科 オオクロトビカスミカメ Ectometopterus micantulus
401 カメムシ目 カスミカメムシ科 シラゲヨモギカスミカメ Europiella artemisiae
402 カメムシ目 カスミカメムシ科 ハギメンガタカスミカメ Eurystylus sauteri
403 カメムシ目 カスミカメムシ科 コブヒゲカスミカメ Harpocera orientalis
404 カメムシ目 カスミカメムシ科 クスベニヒラタカスミカメ Mansoniella cinnamomi
405 カメムシ目 カスミカメムシ科 ズアカシダカスミカメ Monalocoris filicis
406 カメムシ目 カスミカメムシ科 ムモンミドリカスミカメ Neolygus lobatus
407 カメムシ目 カスミカメムシ科 モチツツジカスミカメ Orthotylus gotohi
408 カメムシ目 カスミカメムシ科 キアシクロホソカスミカメ Phylus miyamotoi
409 カメムシ目 カスミカメムシ科 クロヒョウタンカスミカメ Pilophorus typicus
410 カメムシ目 カスミカメムシ科 ヒメヨモギカスミカメ Plagiognathus yomogi
411 カメムシ目 カスミカメムシ科 アカスジカスミカメ Stenotus rubrovittatus
412 カメムシ目 カスミカメムシ科 ウスモンミドリカスミカメ Taylorilygus apicalis
413 カメムシ目 カスミカメムシ科 イネホソミドリカスミカメ Trigonotylus caelestialium
414 カメムシ目 マキバサシガメ科 アカマキバサシガメ Gorpis brevilineatus
415 カメムシ目 マキバサシガメ科 ハラビロマキバサシガメ Himacerus apterus
416 カメムシ目 マキバサシガメ科 ハネナガマキバサシガメ Nabis stenoferus
417 カメムシ目 マキバサシガメ科 アシブトマキバサシガメ Prostemma hilgendorfii
418 カメムシ目 マキバサシガメ科 キバネアシブトマキバサシガメ Prostemma kiborti
419 カメムシ目 ヒラタカメムシ科 トビイロオオヒラタカメムシ Neuroctenus castaneus
420 カメムシ目 ヒラタカメムシ科 ニッポンヒメヒラタカメムシ Paraneurus nipponicus
421 カメムシ目 ヒラタカメムシ科 イボヒラタカメムシ Usingerida verrucigera
422 カメムシ目 オオホシカメムシ科 オオホシカメムシ Physopelta gutta
423 カメムシ目 オオホシカメムシ科 ヒメホシカメムシ Physopelta parviceps
424 カメムシ目 ホシカメムシ科 フタモンホシカメムシ Pyrrhocoris sibiricus
425 カメムシ目 ホシカメムシ科 クロホシカメムシ Pyrrhocoris sinuaticollis
426 カメムシ目 ホソヘリカメムシ科 クモヘリカメムシ Leptocorisa chinensis
427 カメムシ目 ホソヘリカメムシ科 ヒメクモヘリカメムシ Paraplesius unicolor
428 カメムシ目 ホソヘリカメムシ科 ホソヘリカメムシ Riptortus pedestris
429 カメムシ目 ヘリカメムシ科 ホオズキカメムシ Acanthocoris sordidus
430 カメムシ目 ヘリカメムシ科 ホソハリカメムシ Cletus punctiger
431 カメムシ目 ヘリカメムシ科 ハリカメムシ Cletus schmidti
432 カメムシ目 ヘリカメムシ科 ヒメハリカメムシ Cletus trigonus
433 カメムシ目 ヘリカメムシ科 ヘリカメムシ Coreus marginatus orientalis
434 カメムシ目 ヘリカメムシ科 ヒメトゲヘリカメムシ Coriomeris scabricornis
435 カメムシ目 ヘリカメムシ科 ハラビロヘリカメムシ Homoeocerus dilatatus
436 カメムシ目 ヘリカメムシ科 オオクモヘリカメムシ Homoeocerus striicornis
437 カメムシ目 ヘリカメムシ科 ホシハラビロヘリカメムシ Homoeocerus unipunctatus
438 カメムシ目 ヘリカメムシ科 オオツマキヘリカメムシ Hygia lativentris
439 カメムシ目 ヘリカメムシ科 ツマキヘリカメムシ Hygia opaca
440 カメムシ目 ヘリカメムシ科 マツヘリカメムシ Leptoglossus occidentalis
441 カメムシ目 ヘリカメムシ科 キバラヘリカメムシ Plinachtus bicoloripes
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442 カメムシ目 ヒメヘリカメムシ科 スカシヒメヘリカメムシ Liorhyssus hyalinus
443 カメムシ目 ヒメヘリカメムシ科 アカヒメヘリカメムシ Rhopalus maculatus
444 カメムシ目 ヒメヘリカメムシ科 ケブカヒメヘリカメムシ Rhopalus sapporensis
445 カメムシ目 ヒメヘリカメムシ科 ブチヒメヘリカメムシ Stictopleurus punctatonervosus
446 カメムシ目 イトカメムシ科 ヒメイトカメムシ Metacanthus pulchellus
447 カメムシ目 イトカメムシ科 イトカメムシ Yemma exilis
448 カメムシ目 ナガカメムシ科 セスジナガカメムシ Arocatus melanostoma
449 カメムシ目 ナガカメムシ科 ウスイロナガカメムシ Bryanellocoris orientalis
450 カメムシ目 ナガカメムシ科 ヒョウタンナガカメムシ Caridops albomarginatus
451 カメムシ目 ナガカメムシ科 ウスイロヒメヒラタナガカメムシ Cymus elegans
452 カメムシ目 ナガカメムシ科 ヒメコバネナガカメムシ Dimorphopterus bicoloripes
453 カメムシ目 ナガカメムシ科 ニッポンコバネナガカメムシ Dimorphopterus japonicus
454 カメムシ目 ナガカメムシ科 コバネナガカメムシ Dimorphopterus pallipes
455 カメムシ目 ナガカメムシ科 ヒメオオメナガカメムシ Geocoris proteus
456 カメムシ目 ナガカメムシ科 オオメナガカメムシ Geocoris varius
457 カメムシ目 ナガカメムシ科 ヒメマダラナガカメムシ Graptostethus servus
458 カメムシ目 ナガカメムシ科 サビヒョウタンナガカメムシ Horridipamera inconspicua
459 カメムシ目 ナガカメムシ科 キベリヒョウタンナガカメムシ Horridipamera lateralis
460 カメムシ目 ナガカメムシ科 ホソコバネナガカメムシ Macropes obnubilus
461 カメムシ目 ナガカメムシ科 オオモンシロナガカメムシ Metochus abbreviatus
462 カメムシ目 ナガカメムシ科 チャイロナガカメムシ Neolethaeus dallasi
463 カメムシ目 ナガカメムシ科 ホソメダカナガカメムシ Ninomimus flavipes
464 カメムシ目 ナガカメムシ科 ヒメナガカメムシ Nysius plebeius
465 カメムシ目 ナガカメムシ科 クロズヒョウタンナガカメムシ Pachybrachius festivus
466 カメムシ目 ナガカメムシ科 ヒラタヒョウタンナガカメムシ Pachybrachius luridus
467 カメムシ目 ナガカメムシ科 ヒゲナガカメムシ Pachygrontha antennata
468 カメムシ目 ナガカメムシ科 クロスジヒゲナガカメムシ Pachygrontha similis
469 カメムシ目 ナガカメムシ科 モンシロナガカメムシ Panaorus albomaculatus
470 カメムシ目 ナガカメムシ科 シロヘリナガカメムシ Panaorus japonicus
471 カメムシ目 ナガカメムシ科 アカアシホソナガカメムシ Paromius gracilis
472 カメムシ目 ナガカメムシ科 コガシラコバネナガカメムシ Pirkimerus japonicus
473 カメムシ目 ナガカメムシ科 ムラサキナガカメムシ Pylorgus colon
474 カメムシ目 ナガカメムシ科 ウスチャヒョウタンナガカメムシ Remaudiereana flavipes
475 カメムシ目 ナガカメムシ科 イチゴチビナガカメムシ Stigmatonotum geniculatum
476 カメムシ目 ナガカメムシ科 コバネヒョウタンナガカメムシ Togo hemipterus
477 カメムシ目 ナガカメムシ科 ジュウジナガカメムシ Tropidothorax cruciger
478 カメムシ目 ナガカメムシ科 ヒメジュウジナガカメムシ Tropidothorax sinensis
479 カメムシ目 メダカナガカメムシ科 メダカナガカメムシ Chauliops fallax
480 カメムシ目 ツノカメムシ科 セアカツノカメムシ Acanthosoma denticaudum
481 カメムシ目 ツノカメムシ科 ベニモンツノカメムシ Elasmostethus humeralis
482 カメムシ目 ツノカメムシ科 アオモンツノカメムシ Elasmostethus nubilus
483 カメムシ目 ツノカメムシ科 エサキモンキツノカメムシ Sastragala esakii
484 カメムシ目 ツチカメムシ科 ミツボシツチカメムシ Adomerus triguttulus
485 カメムシ目 ツチカメムシ科 ヨコヅナツチカメムシ Adrisa magna
486 カメムシ目 ツチカメムシ科 ヒメツチカメムシ Fromundus pygmaeus
487 カメムシ目 ツチカメムシ科 コツチカメムシ Macroscytus fraterculus
488 カメムシ目 ツチカメムシ科 ツチカメムシ Macroscytus japonensis
489 カメムシ目 ツチカメムシ科 マルツチカメムシ Microporus nigrita
490 カメムシ目 ノコギリカメムシ科 ノコギリカメムシ Megymenum gracilicorne
491 カメムシ目 カメムシ科 ウズラカメムシ Aelia fieberi
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492 カメムシ目 カメムシ科 シロヘリカメムシ Aenaria lewisi
493 カメムシ目 カメムシ科 ウシカメムシ Alcimocoris japonensis
494 カメムシ目 カメムシ科 シロヘリクチブトカメムシ Andrallus spinidens
495 カメムシ目 カメムシ科 ムラサキカメムシ Carpocoris purpureipennis
496 カメムシ目 カメムシ科 ブチヒゲカメムシ Dolycoris baccarum
497 カメムシ目 カメムシ科 ハナダカカメムシ Dybowskyia reticulata
498 カメムシ目 カメムシ科 キマダラカメムシ Erthesina fullo
499 カメムシ目 カメムシ科 ナガメ Eurydema rugosa
500 カメムシ目 カメムシ科 トゲシラホシカメムシ Eysarcoris aeneus
501 カメムシ目 カメムシ科 ムラサキシラホシカメムシ Eysarcoris annamita
502 カメムシ目 カメムシ科 マルシラホシカメムシ Eysarcoris guttigerus
503 カメムシ目 カメムシ科 シラホシカメムシ Eysarcoris ventralis
504 カメムシ目 カメムシ科 ツヤアオカメムシ Glaucias subpunctatus
505 カメムシ目 カメムシ科 エビイロカメムシ Gonopsis affinis
506 カメムシ目 カメムシ科 アカスジカメムシ Graphosoma rubrolineatum
507 カメムシ目 カメムシ科 クサギカメムシ Halyomorpha halys
508 カメムシ目 カメムシ科 フタテンカメムシ Laprius gastricus
509 カメムシ目 カメムシ科 ナカボシカメムシ Menida musiva
510 カメムシ目 カメムシ科 ツマジロカメムシ Menida violacea
511 カメムシ目 カメムシ科 アオクサカメムシ Nezara antennata
512 カメムシ目 カメムシ科 ミナミアオカメムシ Nezara viridula
513 カメムシ目 カメムシ科 イチモンジカメムシ Piezodorus hybneri
514 カメムシ目 カメムシ科 ヒメチャバネアオカメムシ Plautia splendens
515 カメムシ目 カメムシ科 チャバネアオカメムシ Plautia stali
516 カメムシ目 カメムシ科 オオクロカメムシ Scotinophara horvathi
517 カメムシ目 カメムシ科 イネクロカメムシ Scotinophara lurida
518 カメムシ目 カメムシ科 ヒメクロカメムシ Scotinophara scottii
519 カメムシ目 カメムシ科 タマカメムシ Sepontiella aenea
520 カメムシ目 カメムシ科 ルリクチブトカメムシ Zicrona caerulea
521 カメムシ目 マルカメムシ科 マルカメムシ Megacopta punctatissima
522 カメムシ目 キンカメムシ科 オオキンカメムシ Eucorysses grandis
523 カメムシ目 キンカメムシ科 チャイロカメムシ Eurygaster testudinaria
524 カメムシ目 クヌギカメムシ科 サジクヌギカメムシ Urostylis striicornis
525 カメムシ目 クヌギカメムシ科 クヌギカメムシ Urostylis westwoodii
526 カメムシ目 アメンボ科 オオアメンボ Aquarius elongatus
527 カメムシ目 アメンボ科 アメンボ Aquarius paludum paludum
528 カメムシ目 アメンボ科 ヒメアメンボ Gerris latiabdominis
529 カメムシ目 アメンボ科 ハネナシアメンボ Gerris nepalensis
530 カメムシ目 アメンボ科 コセアカアメンボ Gerris gracilicornis
531 カメムシ目 アメンボ科 ヤスマツアメンボ Gerris insularis
532 カメムシ目 アメンボ科 シマアメンボ Metrocoris histrio
533 カメムシ目 アメンボ科 トガリアメンボ Rhagadotarsus kraepelini
534 カメムシ目 ケシミズカメムシ科 ケシミズカメムシ Hebrus nipponicus
535 カメムシ目 イトアメンボ科 イトアメンボ Hydrometra albolineata
536 カメムシ目 イトアメンボ科 オキナワイトアメンボ Hydrometra okinawana
537 カメムシ目 イトアメンボ科 ヒメイトアメンボ Hydrometra procera
538 カメムシ目 ミズカメムシ科 マダラミズカメムシ Mesovelia horvathi
539 カメムシ目 ミズカメムシ科 ムモンミズカメムシ Mesovelia miyamotoi
540 カメムシ目 ミズカメムシ科 ミズカメムシ Mesovelia vittigera
541 カメムシ目 カタビロアメンボ科 ケシカタビロアメンボ Microvelia douglasi
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542 カメムシ目 カタビロアメンボ科 カスリケシカタビロアメンボ Microvelia kyushuensis
543 カメムシ目 カタビロアメンボ科 マダラケシカタビロアメンボ Microvelia reticulata
544 カメムシ目 カタビロアメンボ科 オヨギカタビロアメンボ Xiphovelia japonica
545 カメムシ目 ミズギワカメムシ科 コミズギワカメムシ Micracanthia ornatula
546 カメムシ目 ミズギワカメムシ科 ウスイロミズギワカメムシ Saldula pallipes
547 カメムシ目 ミズムシ科 オオミズムシ Hesperocorixa kolthoffi
548 カメムシ目 ミズムシ科 クロチビミズムシ Micronecta orientalis
549 カメムシ目 ミズムシ科 ハイイロチビミズムシ Micronecta sahlbergii
550 カメムシ目 ミズムシ科 チビミズムシ Micronecta sedula
551 カメムシ目 ミズムシ科 エサキコミズムシ Sigara septemlineata
552 カメムシ目 ミズムシ科 コミズムシ Sigara substriata
553 カメムシ目 メミズムシ科 メミズムシ Ochterus marginatus
554 カメムシ目 コオイムシ科 コオイムシ Appasus japonicus
555 カメムシ目 コオイムシ科 タガメ Kirkaldyia deyrolli
556 カメムシ目 タイコウチ科 タイコウチ Laccotrephes japonensis
557 カメムシ目 タイコウチ科 ミズカマキリ Ranatra chinensis
558 カメムシ目 タイコウチ科 ヒメミズカマキリ Ranatra unicolor
559 カメムシ目 コバンムシ科 コバンムシ Ilyocoris cimicoides exclamationis
560 カメムシ目 マツモムシ科 コマツモムシ Anisops ogasawarensis
561 カメムシ目 マツモムシ科 マツモムシ Notonecta triguttata
562 カメムシ目 マルミズムシ科 ヒメマルミズムシ Paraplea indistinguenda
563 カメムシ目 マルミズムシ科 マルミズムシ Paraplea japonica
564 アザミウマ目 アザミウマ科 Astrothrips aucubae Astrothrips aucubae
565 ヘビトンボ目 ヘビトンボ科 タイリククロスジヘビトンボ Parachauliodes continentalis
566 ヘビトンボ目 ヘビトンボ科 ヤマトクロスジヘビトンボ Parachauliodes japonicus
567 ヘビトンボ目 ヘビトンボ科 ヘビトンボ Protohermes grandis
568 ラクダムシ目 ラクダムシ科 ラクダムシ Inocellia japonica

569
アミメカゲロ
ウ目

ヒロバカゲロウ科 ヒロバカゲロウ Lysmus harmandinus

570
アミメカゲロ
ウ目

ヒロバカゲロウ科 スカシヒロバカゲロウ Osmylus hyalinatus

571
アミメカゲロ
ウ目

ヒロバカゲロウ科 ウンモンヒロバカゲロウ Osmylus tessellatus

572
アミメカゲロ
ウ目

ヒロバカゲロウ科 ヤマトヒロバカゲロウ Spilosmylus tuberculatus

573
アミメカゲロ
ウ目

カマキリモドキ科 キカマキリモドキ Eumantispa harmandi

574
アミメカゲロ
ウ目

カマキリモドキ科 ヒメカマキリモドキ Mantispa japonica japonica

575
アミメカゲロ
ウ目

ミズカゲロウ科 ミズカゲロウ Sisyra nikkoana

576
アミメカゲロ
ウ目

クサカゲロウ科 シロスジクサカゲロウ Apertochrysa albolineatoides

577
アミメカゲロ
ウ目

クサカゲロウ科 アミメクサカゲロウ Apochryrsa matsumurae

578
アミメカゲロ
ウ目

クサカゲロウ科 キントキクサカゲロウ Brinckochrysa kintoki

579
アミメカゲロ
ウ目

クサカゲロウ科 クモンクサカゲロウ Chrysopa formosa
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580
アミメカゲロ
ウ目

クサカゲロウ科 ヨツボシクサカゲロウ Chrysopa pallens

581
アミメカゲロ
ウ目

クサカゲロウ科 ヤマトクサカゲロウ Chrysoperla nipponensis

582
アミメカゲロ
ウ目

クサカゲロウ科 スズキクサカゲロウ Chrysoperla suzukii

583
アミメカゲロ
ウ目

クサカゲロウ科 フタモンクサカゲロウ Dichochrysa formosana

584
アミメカゲロ
ウ目

クサカゲロウ科 ヨツボシアカマダラクサカゲロウ Dichochrysa parabora

585
アミメカゲロ
ウ目

クサカゲロウ科 カオマダラクサカゲロウ Mallada disjardinsi

586
アミメカゲロ
ウ目

ヒメカゲロウ科 チャバネヒメカゲロウ Eumicromus numerosus

587
アミメカゲロ
ウ目

ヒメカゲロウ科 シロタエヒメカゲロウ Micromus dissimilis

588
アミメカゲロ
ウ目

ヒメカゲロウ科 ホソバヒメカゲロウ Micromus multipunctatus

589
アミメカゲロ
ウ目

ヒメカゲロウ科 ウスチャバネヒメカゲロウ Micromus timidus

590
アミメカゲロ
ウ目

ヒメカゲロウ科 アシマダラヒメカゲロウ Spilomicromus maculatipes

591
アミメカゲロ
ウ目

ヒメカゲロウ科 ミドリヒメカゲロウ Notiobiella subolivacea

592
アミメカゲロ
ウ目

ツノトンボ科 ツノトンボ Ascalohybris subjacens

593
アミメカゲロ
ウ目

ウスバカゲロウ科 ウスバカゲロウ Baliga micans

594
アミメカゲロ
ウ目

ウスバカゲロウ科 コカスリウスバカゲロウ Distoleon contubernalis

595
アミメカゲロ
ウ目

ウスバカゲロウ科 コウスバカゲロウ Myrmeleon formicarius

596
アミメカゲロ
ウ目

ウスバカゲロウ科 ホシウスバカゲロウ Paraglenurus japonicus

597
アミメカゲロ
ウ目

ウスバカゲロウ科 リュウキュウホシウスバカゲロウ Paraglenurus okinawensis

598
アミメカゲロ
ウ目

ウスバカゲロウ科 オオウスバカゲロウ Synclisis japonica

599
シリアゲムシ
目

シリアゲムシ科 キシタトゲシリアゲ Panorpa fulvicaudaria

600
シリアゲムシ
目

シリアゲムシ科 ヤマトシリアゲ Panorpa japonica

601 トビケラ目 ムネカクトビケラ科 ムネカクトビケラ Ecnomus tenellus
602 トビケラ目 シマトビケラ科 コガタシマトビケラ Cheumatopsyche brevilineata
603 トビケラ目 シマトビケラ科 ナミコガタシマトビケラ Cheumatopsyche infascia
604 トビケラ目 シマトビケラ科 サトコガタシマトビケラ Cheumatopsyche tanidai
605 トビケラ目 シマトビケラ科 オオヤマシマトビケラ Hydropsyche dilatata
606 トビケラ目 シマトビケラ科 ギフシマトビケラ Hydropsyche gifuana
607 トビケラ目 シマトビケラ科 ウルマーシマトビケラ Hydropsyche orientalis
608 トビケラ目 カワトビケラ科 ツダコタニガワトビケラ Chimarra tsudai
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609 トビケラ目
ヒゲナガカワトビケラ
科

ヒゲナガカワトビケラ Stenopsyche marmorata

610 トビケラ目
カワリナガレトビケラ
科

ツメナガナガレトビケラ Apsilochorema sutshanum

611 トビケラ目 ヒメトビケラ科 マツイヒメトビケラ Hydroptila phenianica
612 トビケラ目 ナガレトビケラ科 ヒロアタマナガレトビケラ Rhyacophila brevicephala
613 トビケラ目 アシエダトビケラ科 コバントビケラ Anisocentropus kawamurai
614 トビケラ目 ニンギョウトビケラ科 ニンギョウトビケラ Goera japonica
615 トビケラ目 ニンギョウトビケラ科 キョウトニンギョウトビケラ Goera kyotonis
616 トビケラ目 ヒゲナガトビケラ科 アオヒゲナガトビケラ Mystacides azureus
617 トビケラ目 ヒゲナガトビケラ科 トウヨウクサツミトビケラ Oecetis tsudai
618 トビケラ目 エグリトビケラ科 エグリトビケラ Nemotaulius admorsus
619 トビケラ目 エグリトビケラ科 トビイロトビケラ Nothopsyche pallipes
620 トビケラ目 エグリトビケラ科 ホタルトビケラ Nothopsyche ruficollis
621 トビケラ目 ホソバトビケラ科 ホソバトビケラ Molanna moesta
622 トビケラ目 フトヒゲトビケラ科 フタスジキソトビケラ Psilotreta kisoensis
623 トビケラ目 トビケラ科 アミメトビケラ Oligotricha fluvipes
624 トビケラ目 トビケラ科 ツマグロトビケラ Phryganea japonica
625 トビケラ目 マルバネトビケラ科 マルバネトビケラ Phryganopsyche latipennis
626 トビケラ目 ケトビケラ科 トウヨウグマガトビケラ Gumaga orientalis
627 チョウ目 ヒゲナガガ科 ホソオビヒゲナガ Nemophora aurifera
628 チョウ目 ヒロズコガ科 アトモンヒロズコガ Morophaga bucephala
629 チョウ目 ヒロズコガ科 マダラマルハヒロズコガ Ippa conspersa
630 チョウ目 ヒロズコガ科 デコボコヒロズコガ Dasyses barbata
631 チョウ目 ミノガ科 ネグロミノガ Acanthopsyche nigraplaga
632 チョウ目 ミノガ科 クロツヤミノガ Bambalina sp.
633 チョウ目 ミノガ科 チャミノガ Eumeta minuscula
634 チョウ目 ミノガ科 オオミノガ Eumeta variegata
635 チョウ目 ミノガ科 ニトベミノガ Mahasena aurea
636 チョウ目 ホソガ科 ミカンコハモグリ Phyllocnistis citrella
637 チョウ目 スガ科 シャシャンボツバメスガ Saridoscelis sphenias
638 チョウ目 スガ科 モチツツジメムシガ Argyresthia beta
639 チョウ目 クチブサガ科 スイカズラクチブサガ Bhadorcosma lonicerae
640 チョウ目 コナガ科 コナガ Plutella xylostella
641 チョウ目 ホソハマキモドキガ科 ツマキホソハマキモドキ Lepidotarphius perornatellus
642 チョウ目 ホソハマキモドキガ科 ナミホソハマキモドキ Glyphipterix semiflavana
643 チョウ目 マルハキバガ科 ヘリクロコマルハキバガ Acryptolechia sp. 1
644 チョウ目 マルハキバガ科 カレハヒメマルハキバガ Pseudodoxia achlyphanes
645 チョウ目 マルハキバガ科 シロスジベニマルハキバガ Promalactis enopisema
646 チョウ目 マルハキバガ科 シロスジカバマルハキバガ Promalactis suzukiella
647 チョウ目 マルハキバガ科 カレハチビマルハキバガ Tyrolimnas anthraconesa
648 チョウ目 ヒゲナガキバガ科 ゴマフシロハビロキバガ Scythropiodes leucostola
649 チョウ目 ヒゲナガキバガ科 シロハビロキバガ Scythropiodes venusta
650 チョウ目 ヒゲナガキバガ科 マエチャオオハビロキバガ Rhizosthenes falciformis
651 チョウ目 ヒゲナガキバガ科 オビカクバネヒゲナガキバガ Deltoplastis apostatis
652 チョウ目 ヒゲナガキバガ科 カクバネヒゲナガキバガ Lecitholaxa thiodora
653 チョウ目 ミツボシキバガ科 ミツボシキバガ Autosticha modicella
654 チョウ目 ミツボシキバガ科 ヒマラヤスギミツボシキバガ Autosticha kyotensis
655 チョウ目 エグリキバガ科 ネズミエグリキバガ Acria ceramitis
656 チョウ目 カザリバガ科 ベニモントガリホソガ Labdia semicoccinea
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657 チョウ目 カザリバガ科 ギンスジトガリホソガ Labdia niphosticta
658 チョウ目 カザリバガ科 コブヒゲトガリホソガ Labdia antennella
659 チョウ目 カザリバガ科 ススキキオビカザリバ Cosmopterix dulcivora
660 チョウ目 カザリバガ科 カザリバ Cosmopterix fulminella
661 チョウ目 キバガ科 バクガ Sitotroga cerealella
662 チョウ目 キバガ科 イッシキチビキバガ Parastenolechia issikiella
663 チョウ目 キバガ科 クロマダラコキバガ Caryocolum junctellum
664 チョウ目 キバガ科 セジロチビキバガ Agnippe syrictis
665 チョウ目 キバガ科 イモキバガ Helcystogramma triannulellum
666 チョウ目 キバガ科 カバイロキバガ Dichomeris heriguronis
667 チョウ目 キバガ科 ウスヅマスジキバガ Dichomeris japonicella
668 チョウ目 キバガ科 ハイイロマダラノコメキバガ Faristenia furtumella
669 チョウ目 キバガ科 ツチイロキバガ Empalactis neotaphronoma
670 チョウ目 キバガ科 シロノコメキバガ Hypatima excellentella
671 チョウ目 キバガ科 チャマダラノコメキバガ Hypatima teramotoi
672 チョウ目 スカシバガ科 ブドウスカシバ Nokona regalis
673 チョウ目 ボクトウガ科 ボクトウガ Cossus jezoensis
674 チョウ目 ボクトウガ科 ゴマフボクトウ Zeuzera multistrigata leuconota
675 チョウ目 ハマキガ科 ウンモンキハマキ Acleris aurichalcana
676 チョウ目 ハマキガ科 ギンヨスジハマキ Acleris leechi
677 チョウ目 ハマキガ科 チャノコカクモンハマキ Adoxophyes honmai
678 チョウ目 ハマキガ科 アトキハマキ Archips audax
679 チョウ目 ハマキガ科 ミダレカクモンハマキ Archips fuscocupreana
680 チョウ目 ハマキガ科 マツアトキハマキ Archips oporana
681 チョウ目 ハマキガ科 イッシキヒメハマキ Aterpia issikii
682 チョウ目 ハマキガ科 トガリバヒメハマキ Bactra festa
683 チョウ目 ハマキガ科 シロテントガリバヒメハマキ Bactra venosana
684 チョウ目 ハマキガ科 ビロードハマキ Cerace xanthocosma
685 チョウ目 ハマキガ科 リンゴオオハマキ Choristoneura adumbratana
686 チョウ目 ハマキガ科 アトボシハマキ Choristoneura longicellana
687 チョウ目 ハマキガ科 ホソバハイイロハマキ Cnephasia stephensiana stolidana
688 チョウ目 ハマキガ科 ハラブトヒメハマキ Cryptaspasma angulicostana
689 チョウ目 ハマキガ科 クロサンカクモンヒメハマキ Cryptaspasma trigonana
690 チョウ目 ハマキガ科 シロツメモンヒメハマキ Cydia amurensis
691 チョウ目 ハマキガ科 ヨツメヒメハマキ Cydia danilevskyi
692 チョウ目 ハマキガ科 サンカクモンヒメハマキ Cydia glandicolana
693 チョウ目 ハマキガ科 エンジュヒメハマキ Cydia trasias
694 チョウ目 ハマキガ科 トビモンコハマキ Diplocalyptis congruentana
695 チョウ目 ハマキガ科 ヨモギネムシガ Epiblema foenella
696 チョウ目 ハマキガ科 ヒロオビヒメハマキ Epinotia bicolor
697 チョウ目 ハマキガ科 マツヒメハマキ Epinotia rubiginosana
698 チョウ目 ハマキガ科 トビモンシロヒメハマキ Eucosma metzneriana
699 チョウ目 ハマキガ科 ウスキシロヒメハマキ Gibberifera simplana
700 チョウ目 ハマキガ科 ヨツスジヒメシンクイ Grapholita delineana
701 チョウ目 ハマキガ科 フタスジヒメハマキ Grapholita pallifrontana
702 チョウ目 ハマキガ科 グミオオウスツマヒメハマキ Hedya auricristana
703 チョウ目 ハマキガ科 チャハマキ Homona magnanima
704 チョウ目 ハマキガ科 コシロアシヒメハマキ Hystrichoscelus spathanum
705 チョウ目 ハマキガ科 ホソバチビヒメハマキ Lobesia aeolopa
706 チョウ目 ハマキガ科 コホソスジハマキ Neocalyptis angustilineata
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707 チョウ目 ハマキガ科 バラシロヒメハマキ Notocelia rosaecolana
708 チョウ目 ハマキガ科 ウツギヒメハマキ Olethreutes electana
709 チョウ目 ハマキガ科 クワヒメハマキ Olethreutes mori
710 チョウ目 ハマキガ科 クロネハイイロヒメハマキ Rhopobota naevana
711 チョウ目 ハマキガ科 テングハマキ Sparganothis pilleriana
712 チョウ目 ハマキガ科 ミドリヒメハマキ Zeiraphera virinea
713 チョウ目 ハマキモドキガ科 コウゾハマキモドキ Choreutis hyligenes
714 チョウ目 ハマキモドキガ科 イヌビワハマキモドキ Choreutis japonica
715 チョウ目 ハマキモドキガ科 ゴボウハマキモドキ Tebenna micalis
716 チョウ目 トリバガ科 シラホシトリバ Deuterocopus albipunctatus
717 チョウ目 トリバガ科 オダマキトリバ Amblyptilia punctidactyla
718 チョウ目 トリバガ科 キンバネチビトリバ Stenodacma pyrrhodes
719 チョウ目 トリバガ科 ヨモギトリバ Hellinsia lienigianus
720 チョウ目 イラガ科 マダライラガ Kitanola uncula
721 チョウ目 イラガ科 テングイラガ Microleon longipalpis
722 チョウ目 イラガ科 イラガ Monema flavescens
723 チョウ目 イラガ科 ナシイラガ Narosoideus flavidorsalis
724 チョウ目 イラガ科 アオイラガ Parasa consocia
725 チョウ目 イラガ科 ヒロヘリアオイラガ Parasa lepida lepida
726 チョウ目 イラガ科 クロシタアオイラガ Parasa hilarula
727 チョウ目 イラガ科 タイワンイラガ Phlossa conjuncta
728 チョウ目 イラガ科 アカイラガ Phrixolepia sericea
729 チョウ目 イラガ科 ヒメクロイラガ Scopelodes contracta
730 チョウ目 マダラガ科 キスジホソマダラ Balataea gracilis
731 チョウ目 マダラガ科 ウスバツバメガ Elcysma westwoodii
732 チョウ目 マダラガ科 タケノホソクロバ Fuscartona martini
733 チョウ目 マダラガ科 ウメスカシクロバ Illiberis rotundata
734 チョウ目 マダラガ科 ホタルガ Pidorus atratus
735 チョウ目 マダラガ科 ミノウスバ Pryeria sinica
736 チョウ目 セセリチョウ科 アオバセセリ Choaspes benjaminii japonicus
737 チョウ目 セセリチョウ科 ダイミョウセセリ Daimio tethys tethys
738 チョウ目 セセリチョウ科 ミヤマセセリ Erynnis montana montana
739 チョウ目 セセリチョウ科 ホソバセセリ Isoteinon lamprospilus lamprospilus
740 チョウ目 セセリチョウ科 ギンイチモンジセセリ Leptalina unicolor
741 チョウ目 セセリチョウ科 イチモンジセセリ Parnara guttata guttata
742 チョウ目 セセリチョウ科 チャバネセセリ Pelopidas mathias oberthueri
743 チョウ目 セセリチョウ科 オオチャバネセセリ Polytremis pellucida pellucida
744 チョウ目 セセリチョウ科 キマダラセセリ Potanthus flavus flavus
745 チョウ目 セセリチョウ科 コチャバネセセリ Thoressa varia
746 チョウ目 シジミチョウ科 ミズイロオナガシジミ Antigius attilia attilia
747 チョウ目 シジミチョウ科 ムラサキツバメ Arhopala bazalus turbata
748 チョウ目 シジミチョウ科 ムラサキシジミ Arhopala japonica
749 チョウ目 シジミチョウ科 コツバメ Callophrys ferrea ferrea
750 チョウ目 シジミチョウ科 ルリシジミ Celastrina argiolus ladonides
751 チョウ目 シジミチョウ科 クロマダラソテツシジミ Chilades pandava
752 チョウ目 シジミチョウ科 ウラギンシジミ Curetis acuta paracuta
753 チョウ目 シジミチョウ科 ツバメシジミ Everes argiades argiades
754 チョウ目 シジミチョウ科 アカシジミ Japonica lutea lutea
755 チョウ目 シジミチョウ科 ウラナミアカシジミ Japonica saepestriata saepestriata
756 チョウ目 シジミチョウ科 ウラナミシジミ Lampides boeticus
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757 チョウ目 シジミチョウ科 ベニシジミ Lycaena phlaeas chinensis
758 チョウ目 シジミチョウ科 ミドリシジミ Neozephyrus japonicus japonicus
759 チョウ目 シジミチョウ科 トラフシジミ Rapala arata
760 チョウ目 シジミチョウ科 ゴイシシジミ Taraka hamada hamada
761 チョウ目 シジミチョウ科 ヤマトシジミ Zizeeria maha argia
762 チョウ目 シジミチョウ科 シルビアシジミ Zizina emelina emelina
763 チョウ目 タテハチョウ科 コムラサキ Apatura metis substituta
764 チョウ目 タテハチョウ科 サカハチチョウ Araschnia burejana burejana
765 チョウ目 タテハチョウ科 ミドリヒョウモン Argynnis paphia tsushimana
766 チョウ目 タテハチョウ科 ツマグロヒョウモン Argyreus hyperbius hyperbius
767 チョウ目 タテハチョウ科 イシガケチョウ Cyrestis thyodamas mabella
768 チョウ目 タテハチョウ科 メスグロヒョウモン Damora sagana liane
769 チョウ目 タテハチョウ科 スジグロカバマダラ Danaus genutia genutia
770 チョウ目 タテハチョウ科 スミナガシ Dichorragia nesimachus nesiotes
771 チョウ目 タテハチョウ科 ゴマダラチョウ Hestina persimilis japonica
772 チョウ目 タテハチョウ科 アオタテハモドキ Junonia orithya orithya
773 チョウ目 タテハチョウ科 ルリタテハ Kaniska canace nojaponicum
774 チョウ目 タテハチョウ科 クロヒカゲ Lethe diana diana
775 チョウ目 タテハチョウ科 ヒカゲチョウ Lethe sicelis
776 チョウ目 タテハチョウ科 テングチョウ Libythea lepita celtoides
777 チョウ目 タテハチョウ科 イチモンジチョウ Limenitis camilla japonica
778 チョウ目 タテハチョウ科 アサマイチモンジ Limenitis glorifica
779 チョウ目 タテハチョウ科 ウスイロコノマチョウ Melanitis leda leda
780 チョウ目 タテハチョウ科 クロコノマチョウ Melanitis phedima oitensis
781 チョウ目 タテハチョウ科 ジャノメチョウ Minois dryas bipunctata
782 チョウ目 タテハチョウ科 コジャノメ Mycalesis francisca perdiccas
783 チョウ目 タテハチョウ科 ヒメジャノメ Mycalesis gotama fulginia
784 チョウ目 タテハチョウ科 サトキマダラヒカゲ Neope goschkevitschii
785 チョウ目 タテハチョウ科 ホシミスジ Neptis pryeri hamadai
786 チョウ目 タテハチョウ科 コミスジ Neptis sappho intermedia
787 チョウ目 タテハチョウ科 ヒオドシチョウ Nymphalis xanthomelas japonica
788 チョウ目 タテハチョウ科 アサギマダラ Parantica sita niphonica
789 チョウ目 タテハチョウ科 キタテハ Polygonia c-aureum c-aureum
790 チョウ目 タテハチョウ科 オオムラサキ Sasakia charonda charonda
791 チョウ目 タテハチョウ科 ヒメアカタテハ Vanessa cardui
792 チョウ目 タテハチョウ科 アカタテハ Vanessa indica indica
793 チョウ目 タテハチョウ科 ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus argus
794 チョウ目 アゲハチョウ科 ジャコウアゲハ Atrophaneura alcinous alcinous
795 チョウ目 アゲハチョウ科 アオスジアゲハ Graphium sarpedon nipponum
796 チョウ目 アゲハチョウ科 カラスアゲハ Papilio dehaanii dehaanii
797 チョウ目 アゲハチョウ科 モンキアゲハ Papilio helenus nicconicolens
798 チョウ目 アゲハチョウ科 キアゲハ Papilio machaon hippocrates
799 チョウ目 アゲハチョウ科 オナガアゲハ Papilio macilentus macilentus
800 チョウ目 アゲハチョウ科 ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergii
801 チョウ目 アゲハチョウ科 クロアゲハ Papilio protenor demetrius
802 チョウ目 アゲハチョウ科 アゲハ Papilio xuthus
803 チョウ目 シロチョウ科 ツマキチョウ Anthocharis scolymus scolymus
804 チョウ目 シロチョウ科 モンキチョウ Colias erate poliographa
805 チョウ目 シロチョウ科 ツマグロキチョウ Eurema laeta betheseba
806 チョウ目 シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina
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807 チョウ目 シロチョウ科 スジグロシロチョウ Pieris melete
808 チョウ目 シロチョウ科 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora
809 チョウ目 ツトガ科 ウスムラサキノメイガ Agrotera nemoralis
810 チョウ目 ツトガ科 キボシノメイガ Analthes insignis
811 チョウ目 ツトガ科 シロヒトモンノメイガ Analthes semitritalis orbicularis
812 チョウ目 ツトガ科 ツトガ Ancylolomia japonica
813 チョウ目 ツトガ科 フチムラサキノメイガ Aurorobotys aurorina
814 チョウ目 ツトガ科 シロモンノメイガ Bocchoris inspersalis
815 チョウ目 ツトガ科 オオキノメイガ Botyodes principalis
816 チョウ目 ツトガ科 アカウスグロノメイガ Bradina angustalis pryeri
817 チョウ目 ツトガ科 ヒメアカウスグロノメイガ Bradina trigonalis
818 チョウ目 ツトガ科 シロツトガ Calamotropha paludella purella
819 チョウ目 ツトガ科 フタオレツトガ Calamotropha yamanakai yamanakai
820 チョウ目 ツトガ科 ヨシツトガ Chilo luteellus
821 チョウ目 ツトガ科 ニカメイガモドキ Chilo niponella
822 チョウ目 ツトガ科 ニカメイガ Chilo suppressalis
823 チョウ目 ツトガ科 キベリハネボソノメイガ Circobotys aurealis
824 チョウ目 ツトガ科 キホソノメイガ Circobotys heterogenalis gensanalis
825 チョウ目 ツトガ科 カギバノメイガ Circobotys nycterina
826 チョウ目 ツトガ科 モンキシロノメイガ Cirrhochrista brizoalis
827 チョウ目 ツトガ科 ナカアカクルマメイガ Clupeosoma pryeri
828 チョウ目 ツトガ科 コブノメイガ Cnaphalocrocis medinalis
829 チョウ目 ツトガ科 モモノゴマダラノメイガ Conogethes punctiferalis
830 チョウ目 ツトガ科 シロスジツトガ Crambus argyrophorus
831 チョウ目 ツトガ科 ナカグロツトガ Crambus virgatellus
832 チョウ目 ツトガ科 タケノメイガ Crypsiptya coclesalis
833 チョウ目 ツトガ科 ツゲノメイガ Cydalima perspectalis
834 チョウ目 ツトガ科 ワタヘリクロノメイガ Diaphania indica
835 チョウ目 ツトガ科 キアヤヒメノメイガ Diasemia accalis
836 チョウ目 ツトガ科 シロアヤヒメノメイガ Diasemia reticularis
837 チョウ目 ツトガ科 エグリノメイガ Diplopseustis perieresalis
838 チョウ目 ツトガ科 マダラミズメイガ Elophila interruptalis interruptalis
839 チョウ目 ツトガ科 ヒメマダラミズメイガ Elophila turbata
840 チョウ目 ツトガ科 アヤナミノメイガ Eurrhyparodes accessalis
841 チョウ目 ツトガ科 クロスジツトガ Flavocrambus striatellus
842 チョウ目 ツトガ科 シロエグリツトガ Glaucocharis exsectella
843 チョウ目 ツトガ科 クワノメイガ Glyphodes pyloalis
844 チョウ目 ツトガ科 クロヘリキノメイガ Goniorhynchus butyrosus
845 チョウ目 ツトガ科 クロズノメイガ Goniorhynchus exemplaris
846 チョウ目 ツトガ科 ワタノメイガ Haritalodes derogatus
847 チョウ目 ツトガ科 ハイマダラノメイガ Hellula undalis
848 チョウ目 ツトガ科 モンキクロノメイガ Herpetogramma luctuosale zelleri
849 チョウ目 ツトガ科 ミツテンノメイガ Mabra charonialis
850 チョウ目 ツトガ科 マメノメイガ Maruca vitrata
851 チョウ目 ツトガ科 シロテンキノメイガ Nacoleia commixta
852 チョウ目 ツトガ科 サツマキノメイガ Nacoleia satsumalis
853 チョウ目 ツトガ科 ホシオビホソノメイガ Nomis albopedalis
854 チョウ目 ツトガ科 ワモンノメイガ Nomophila noctuella
855 チョウ目 ツトガ科 キバラノメイガ Omiodes noctescens
856 チョウ目 ツトガ科 シロアシクロノメイガ Omiodes tristrialis
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857 チョウ目 ツトガ科 アワノメイガ Ostrinia furnacalis
858 チョウ目 ツトガ科 ユウグモノメイガ Ostrinia palustralis memnialis
859 チョウ目 ツトガ科 フキノメイガ Ostrinia zaguliaevi
860 チョウ目 ツトガ科 ヨスジノメイガ Pagyda quadrilineata
861 チョウ目 ツトガ科 ヒメシロノメイガ Palpita inusitata
862 チョウ目 ツトガ科 マエアカスカシノメイガ Palpita nigropunctalis
863 チョウ目 ツトガ科 シバツトガ Parapediasia teterella
864 チョウ目 ツトガ科 イネコミズメイガ Parapoynx vittalis
865 チョウ目 ツトガ科 ウスオビキノメイガ Paratalanta jessica
866 チョウ目 ツトガ科 クビシロノメイガ Piletocera aegimiusalis
867 チョウ目 ツトガ科 コガタシロモンノメイガ Piletocera sodalis
868 チョウ目 ツトガ科 クロスジキンノメイガ Pleuroptya balteata
869 チョウ目 ツトガ科 ウスイロキンノメイガ Pleuroptya punctimarginalis
870 チョウ目 ツトガ科 ヨツメノメイガ Pleuroptya quadrimaculalis
871 チョウ目 ツトガ科 キムジノメイガ Prodasycnemis inornata
872 チョウ目 ツトガ科 ホソスジツトガ Pseudargyria interruptella
873 チョウ目 ツトガ科 クロオビノメイガ Pycnarmon pantherata
874 チョウ目 ツトガ科 ベニフキノメイガ Pyrausta panopealis
875 チョウ目 ツトガ科 シロオビノメイガ Spoladea recurvalis
876 チョウ目 ツトガ科 シロスジエグリノメイガ Sufetula sunidesalis
877 チョウ目 ツトガ科 モンシロクロノメイガ Syllepte segnalis
878 チョウ目 ツトガ科 トビマダラモンメイガ Trichophysetis rufoterminalis
879 チョウ目 ツトガ科 クロモンキノメイガ Udea testacea
880 チョウ目 ツトガ科 モンシロルリノメイガ Uresiphita tricolor
881 チョウ目 メイガ科 オオアカオビマダラメイガ Acrobasis frankella
882 チョウ目 メイガ科 コメシマメイガ Aglossa dimidiata
883 チョウ目 メイガ科 ツマグロシマメイガ Arippara indicator
884 チョウ目 メイガ科 フタシロテンホソマダラメイガ Assara korbi
885 チョウ目 メイガ科 マエグロツヅリガ Cataprosopus monstrosus
886 チョウ目 メイガ科 ウスアカモンクロマダラメイガ Ceroprepes ophthalmicella
887 チョウ目 メイガ科 ウスオビトガリメイガ Endotricha consocia
888 チョウ目 メイガ科 キモントガリメイガ Endotricha kuznetzovi
889 チョウ目 メイガ科 キベリトガリメイガ Endotricha minialis
890 チョウ目 メイガ科 ウスベニトガリメイガ Endotricha olivacealis
891 チョウ目 メイガ科 カバイロトガリメイガ Endotricha theonalis
892 チョウ目 メイガ科 フサヒゲマダラメイガ Epicrocis hilarella
893 チョウ目 メイガ科 シロイチモジマダラメイガ Etiella zinckenella
894 チョウ目 メイガ科 フタスジツヅリガ Eulophopalpia pauperalis
895 チョウ目 メイガ科 アカシマメイガ Herculia pelasgalis
896 チョウ目 メイガ科 ウスムラサキシマメイガ Hypsopygia postflava
897 チョウ目 メイガ科 トビマダラメイガ Kaurava ardentella
898 チョウ目 メイガ科 アカフツヅリガ Lamoria glaucalis
899 チョウ目 メイガ科 トサカフトメイガ Locastra muscosalis
900 チョウ目 メイガ科 アカマダラメイガ Oncocera semirubella
901 チョウ目 メイガ科 シロスジクロマダラメイガ Ortholepis infausta
902 チョウ目 メイガ科 ナカトビフトメイガ Orthaga achatina
903 チョウ目 メイガ科 クロモンフトメイガ Orthaga euadrusalis
904 チョウ目 メイガ科 アオフトメイガ Orthaga olivacea
905 チョウ目 メイガ科 フタスジシマメイガ Orthopygia glaucinalis
906 チョウ目 メイガ科 ツマアカシマメイガ Orthopygia nannodes
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907 チョウ目 メイガ科 ツマキシマメイガ Orthopygia placens
908 チョウ目 メイガ科 キンボシシマメイガ Orybina regalis
909 チョウ目 メイガ科 トビスジマダラメイガ Patagoniodes nipponellus
910 チョウ目 メイガ科 ノシメマダラメイガ Plodia interpunctella
911 チョウ目 メイガ科 カシノシマメイガ Pyralis farinalis
912 チョウ目 メイガ科 オオクシヒゲシマメイガ Sacada fasciata
913 チョウ目 メイガ科 オオフトメイガ Salma amica
914 チョウ目 メイガ科 マエモンシマメイガ Tegulifera bicoloralis
915 チョウ目 メイガ科 キガシラシマメイガ Trebania flavifrontalis
916 チョウ目 マドガ科 アカジママドガ Striglina cancellata
917 チョウ目 マドガ科 マドガ Thyris usitata
918 チョウ目 カギバガ科 マエキカギバ Agnidra scabiosa scabiosa
919 チョウ目 カギバガ科 ヒトツメカギバ Auzata superba superba
920 チョウ目 カギバガ科 ホシボシトガリバ Demopsestis punctigera
921 チョウ目 カギバガ科 ニッコウトガリバ Epipsestis nikkoensis
922 チョウ目 カギバガ科 サカハチトガリバ Kurama mirabilis
923 チョウ目 カギバガ科 マユミトガリバ Neoploca arctipennis
924 チョウ目 カギバガ科 ヤマトカギバ Nordstromia japonica
925 チョウ目 カギバガ科 アシベニカギバ Oreta pulchripes
926 チョウ目 カギバガ科 オオバトガリバ Tethea ampliata ampliata
927 チョウ目 カギバガ科 ホソトガリバ Tethea octogesima octogesima
928 チョウ目 カギバガ科 モントガリバ Thyatira batis
929 チョウ目 カギバガ科 ウコンカギバ Tridrepana crocea
930 チョウ目 アゲハモドキガ科 キンモンガ Psychostrophia melanargia
931 チョウ目 シャクガ科 ヒトスジマダラエダシャク Abraxas latifasciata
932 チョウ目 シャクガ科 ユウマダラエダシャク Abraxas miranda miranda
933 チョウ目 シャクガ科 チズモンアオシャク Agathia carissima carissima
934 チョウ目 シャクガ科 シロフフユエダシャク Agriopis dira
935 チョウ目 シャクガ科 ナカウスエダシャク Alcis angulifera
936 チョウ目 シャクガ科 コケエダシャク Alcis jubata melanonota
937 チョウ目 シャクガ科 クロバネフユシャク Alsophila foedata
938 チョウ目 シャクガ科 シロオビフユシャク Alsophila japonensis
939 チョウ目 シャクガ科 ゴマダラシロエダシャク Antipercnia albinigrata albinigrata
940 チョウ目 シャクガ科 オカモトトゲエダシャク Apochima juglansiaria
941 チョウ目 シャクガ科 クロクモエダシャク Apocleora rimosa

942 チョウ目 シャクガ科 ヒョウモンエダシャク
Arichanna gaschkevitchii
gaschkevitchii

943 チョウ目 シャクガ科 ヨモギエダシャク Ascotis selenaria cretacea
944 チョウ目 シャクガ科 キエダシャク Auaxa sulphurea
945 チョウ目 シャクガ科 トビモンオオエダシャク Biston robustum robustum
946 チョウ目 シャクガ科 ツマトビキエダシャク Bizia aexaria
947 チョウ目 シャクガ科 ホシスジトガリナミシャク Carige cruciplaga cruciplaga
948 チョウ目 シャクガ科 フタモンクロナミシャク Catarhoe obscura obscura
949 チョウ目 シャクガ科 フタテンオエダシャク Chiasmia defixaria
950 チョウ目 シャクガ科 ウスオエダシャク Chiasmia hebesata
951 チョウ目 シャクガ科 クロスジアオナミシャク Chloroclystis v-ata
952 チョウ目 シャクガ科 シロテンエダシャク Cleora leucophaea leucophaea
953 チョウ目 シャクガ科 フトスジエダシャク Cleora repulsaria
954 チョウ目 シャクガ科 カバエダシャク Colotois pennaria ussuriensis
955 チョウ目 シャクガ科 ギンスジアオシャク Comibaena argentataria
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956 チョウ目 シャクガ科 クロモンアオシャク Comibaena nigromacularia
957 チョウ目 シャクガ科 ヨツモンマエジロアオシャク Comibaena procumbaria
958 チョウ目 シャクガ科 コヨツメアオシャク Comostola subtiliaria nympha
959 チョウ目 シャクガ科 ヒメウコンエダシャク Corymica arnearia
960 チョウ目 シャクガ科 アカアシアオシャク Culpinia diffusa
961 チョウ目 シャクガ科 セブトエダシャク Cusiala stipitaria kariuzawensis
962 チョウ目 シャクガ科 ウメエダシャク Cystidia couaggaria couaggaria
963 チョウ目 シャクガ科 トンボエダシャク Cystidia stratonice
964 チョウ目 シャクガ科 ヒロオビトンボエダシャク Cystidia truncangulata
965 チョウ目 シャクガ科 ハスオビエダシャク Descoreba simplex
966 チョウ目 シャクガ科 ツマキナカジロナミシャク Dysstroma citrata nyiwonis
967 チョウ目 シャクガ科 ミカヅキナミシャク Earophila correlata
968 チョウ目 シャクガ科 オオハガタナミシャク Ecliptopera umbrosaria umbrosaria
969 チョウ目 シャクガ科 シロズエダシャク Ecpetelia albifrontaria
970 チョウ目 シャクガ科 オオトビスジエダシャク Ectropis excellens
971 チョウ目 シャクガ科 アトスジグロナミシャク Epilobophora obscuraria
972 チョウ目 シャクガ科 ウスミドリナミシャク Episteira nigrilinearia
973 チョウ目 シャクガ科 チャバネフユエダシャク Erannis golda
974 チョウ目 シャクガ科 ヘリスジナミシャク Eschatarchia lineata lineata
975 チョウ目 シャクガ科 ヒメシロフアオシャク Eucyclodes infracta
976 チョウ目 シャクガ科 クロテンヤスジカバナミシャク Eupithecia interpunctaria
977 チョウ目 シャクガ科 セアカカバナミシャク Eupithecia quadripunctata
978 チョウ目 シャクガ科 セスジナミシャク Evecliptopera illitata illitata
979 チョウ目 シャクガ科 カギシロスジアオシャク Geometra dieckmanni
980 チョウ目 シャクガ科 オオシロオビアオシャク Geometra papilionaria subrigua
981 チョウ目 シャクガ科 クロスジアオシャク Geometra valida
982 チョウ目 シャクガ科 ケブカチビナミシャク Gymnoscelis esakii
983 チョウ目 シャクガ科 ナミガタエダシャク Heterarmia charon charon
984 チョウ目 シャクガ科 ウラベニエダシャク Heterolocha aristonaria
985 チョウ目 シャクガ科 サザナミオビエダシャク Heterostegane hyriaria
986 チョウ目 シャクガ科 フトオビエダシャク Hypomecis crassestrigata
987 チョウ目 シャクガ科 ウスバミスジエダシャク Hypomecis punctinalis conferenda
988 チョウ目 シャクガ科 ヨスジキヒメシャク Idaea auricruda
989 チョウ目 シャクガ科 オオウスモンキヒメシャク Idaea imbecilla
990 チョウ目 シャクガ科 キオビベニヒメシャク Idaea impexa
991 チョウ目 シャクガ科 ホソスジキヒメシャク Idaea remissa
992 チョウ目 シャクガ科 ミジンキヒメシャク Idaea trisetata
993 チョウ目 シャクガ科 ナミスジコアオシャク Idiochlora ussuriaria
994 チョウ目 シャクガ科 モンキキナミシャク Idiotephria amelia
995 チョウ目 シャクガ科 ギフウスキナミシャク Idiotephria debilitata
996 チョウ目 シャクガ科 ウスバフユシャク Inurois fletcheri
997 チョウ目 シャクガ科 チャノウンモンエダシャク Jankowskia fuscaria fuscaria
998 チョウ目 シャクガ科 ヒメウスアオシャク Jodis putata
999 チョウ目 シャクガ科 ツマジロエダシャク Krananda latimarginaria
1000 チョウ目 シャクガ科 アトクロナミシャク Lampropteryx minna
1001 チョウ目 シャクガ科 クロズウスキエダシャク Lomographa simplicior simplicior
1002 チョウ目 シャクガ科 バラシロエダシャク Lomographa temerata
1003 チョウ目 シャクガ科 ヒメツバメアオシャク Maxates protrusa
1004 チョウ目 シャクガ科 チャエダシャク Megabiston plumosaria
1005 チョウ目 シャクガ科 ホシシャク Naxa seriaria
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1006 チョウ目 シャクガ科 マエキトビエダシャク Nothomiza formosa
1007 チョウ目 シャクガ科 オオマエキトビエダシャク Nothomiza oxygoniodes
1008 チョウ目 シャクガ科 エグリヅマエダシャク Odontopera arida arida
1009 チョウ目 シャクガ科 クロオビフユナミシャク Operophtera relegata
1010 チョウ目 シャクガ科 オオナミフユナミシャク Operophtera variabilis
1011 チョウ目 シャクガ科 コヨツメエダシャク Ophthalmitis irrorataria
1012 チョウ目 シャクガ科 トビスジヒメナミシャク Orthonama obstipata
1013 チョウ目 シャクガ科 シロツバメエダシャク Ourapteryx maculicaudaria
1014 チョウ目 シャクガ科 ウスキツバメエダシャク Ourapteryx nivea
1015 チョウ目 シャクガ科 コガタツバメエダシャク Ourapteryx obtusicauda
1016 チョウ目 シャクガ科 ウスキオエダシャク Oxymacaria normata proximaria
1017 チョウ目 シャクガ科 クロスジフユエダシャク Pachyerannis obliquaria
1018 チョウ目 シャクガ科 アトジロエダシャク Pachyligia dolosa
1019 チョウ目 シャクガ科 ウスアオエダシャク Parabapta clarissa
1020 チョウ目 シャクガ科 ヒロバウスアオエダシャク Paradarisa chloauges kurosawai
1021 チョウ目 シャクガ科 オオゴマダラエダシャク Parapercnia giraffata
1022 チョウ目 シャクガ科 ウラモンアカエダシャク Parepione grata
1023 チョウ目 シャクガ科 ハラアカウスアオナミシャク Pasiphila obscura
1024 チョウ目 シャクガ科 クスアオシャク Pelagodes subquadraria
1025 チョウ目 シャクガ科 シモフリトゲエダシャク Phigalia sinuosaria
1026 チョウ目 シャクガ科 シロトゲエダシャク Phigalia verecundaria
1027 チョウ目 シャクガ科 チャオビフユエダシャク Phigaliohybernia fulvinfula

1028 チョウ目 シャクガ科 トビネオオエダシャク
Phthonosema invenustaria
invenustaria

1029 チョウ目 シャクガ科 リンゴツノエダシャク Phthonosema tendinosaria
1030 チョウ目 シャクガ科 ナカキエダシャク Plagodis dolabraria
1031 チョウ目 シャクガ科 ヒロバトガリエダシャク Planociampa antipala
1032 チョウ目 シャクガ科 ツマキエダシャク Platycerota incertaria
1033 チョウ目 シャクガ科 マエキオエダシャク Plesiomorpha flaviceps
1034 チョウ目 シャクガ科 フタツメオオシロヒメシャク Problepsis albidior matsumurai
1035 チョウ目 シャクガ科 ニセオレクギエダシャク Protoboarmia faustinata
1036 チョウ目 シャクガ科 ウスバシロエダシャク Pseuderannis amplipennis

1037 チョウ目 シャクガ科 フタナミトビヒメシャク
Pylargosceles steganioides
steganioides

1038 チョウ目 シャクガ科 フタヤマエダシャク Rikiosatoa grisea
1039 チョウ目 シャクガ科 ハラゲチビエダシャク Satoblephara parvularia
1040 チョウ目 シャクガ科 ギンバネヒメシャク Scopula epiorrhoe
1041 チョウ目 シャクガ科 ウスキクロテンヒメシャク Scopula ignobilis
1042 チョウ目 シャクガ科 マエキヒメシャク Scopula nigropunctata imbella
1043 チョウ目 シャクガ科 ナミスジチビヒメシャク Scopula personata
1044 チョウ目 シャクガ科 キナミシロヒメシャク Scopula superior
1045 チョウ目 シャクガ科 クロハグルマエダシャク Synegia esther
1046 チョウ目 シャクガ科 ハグルマエダシャク Synegia hadassa hadassa
1047 チョウ目 シャクガ科 カギバアオシャク Tanaorhinus reciprocata confuciaria
1048 チョウ目 シャクガ科 ヨツメアオシャク Thetidia albocostaria
1049 チョウ目 シャクガ科 キマダラツバメエダシャク Thinopteryx crocoptera striolata
1050 チョウ目 シャクガ科 ミヤマツバメエダシャク Thinopteryx delectans
1051 チョウ目 シャクガ科 フトベニスジヒメシャク Timandra apicirosea
1052 チョウ目 シャクガ科 ベニスジヒメシャク Timandra recompta prouti
1053 チョウ目 シャクガ科 シタコバネナミシャク Trichopteryx hemana
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1054 チョウ目 シャクガ科 ホソバナミシャク Tyloptera bella bella
1055 チョウ目 シャクガ科 ナカシロスジナミシャク Xanthorhoe biriviata angularia
1056 チョウ目 シャクガ科 フトジマナミシャク Xanthorhoe saturata
1057 チョウ目 シャクガ科 モンシロツマキリエダシャク Xerodes albonotaria albonotaria
1058 チョウ目 シャクガ科 ミスジツマキリエダシャク Xerodes rufescentaria
1059 チョウ目 シャクガ科 トガリエダシャク Xyloscia subspersata
1060 チョウ目 ツバメガ科 クロホシフタオ Dysaethria moza
1061 チョウ目 ツバメガ科 クロオビシロフタオ Oroplema plagifera
1062 チョウ目 オビガ科 オビガ Apha aequalis
1063 チョウ目 カレハガ科 マツカレハ Dendrolimus spectabilis
1064 チョウ目 カレハガ科 タケカレハ Euthrix albomaculata directa
1065 チョウ目 カレハガ科 ホシカレハ Gastropacha populifolia angustipennis
1066 チョウ目 カレハガ科 クヌギカレハ Kunugia undans flaveola
1067 チョウ目 カレハガ科 ムラクモカレハ Lebeda nobilis
1068 チョウ目 カレハガ科 オビカレハ Malacosoma neustrium testacea
1069 チョウ目 ヤママユガ科 オオミズアオ Actias aliena aliena
1070 チョウ目 ヤママユガ科 オナガミズアオ Actias gnoma gnoma
1071 チョウ目 ヤママユガ科 ヤママユ Antheraea yamamai yamamai
1072 チョウ目 ヤママユガ科 ウスタビガ Rhodinia fugax fugax
1073 チョウ目 ヤママユガ科 シンジュサン Samia cynthia pryeri
1074 チョウ目 ヤママユガ科 クスサン Saturnia japonica japonica
1075 チョウ目 スズメガ科 クロメンガタスズメ Acherontia lachesis
1076 チョウ目 スズメガ科 メンガタスズメ Acherontia styx medusa
1077 チョウ目 スズメガ科 ブドウスズメ Acosmeryx castanea
1078 チョウ目 スズメガ科 エビガラスズメ Agrius convolvuli
1079 チョウ目 スズメガ科 モンホソバスズメ Ambulyx schauffelbergeri
1080 チョウ目 スズメガ科 クルマスズメ Ampelophaga rubiginosa rubiginosa
1081 チョウ目 スズメガ科 ウンモンスズメ Callambulyx tatarinovii gabyae
1082 チョウ目 スズメガ科 オオスカシバ Cephonodes hylas hylas
1083 チョウ目 スズメガ科 トビイロスズメ Clanis bilineata tsingtauica
1084 チョウ目 スズメガ科 キョウチクトウスズメ Daphnis nerii
1085 チョウ目 スズメガ科 ベニスズメ Deilephila elpenor lewisii
1086 チョウ目 スズメガ科 サザナミスズメ Dolbina tancrei
1087 チョウ目 スズメガ科 ホシホウジャク Macroglossum pyrrhosticta
1088 チョウ目 スズメガ科 クロホウジャク Macroglossum saga
1089 チョウ目 スズメガ科 ホウジャク Macroglossum stellatarum
1090 チョウ目 スズメガ科 モモスズメ Marumba gaschkewitschii echephron
1091 チョウ目 スズメガ科 クチバスズメ Marumba sperchius sperchius
1092 チョウ目 スズメガ科 ホシヒメホウジャク Neogurelca himachala sangaica
1093 チョウ目 スズメガ科 シモフリスズメ Psilogramma increta
1094 チョウ目 スズメガ科 ウチスズメ Smerinthus planus planus
1095 チョウ目 スズメガ科 クロスズメ Sphinx caliginea caliginea
1096 チョウ目 スズメガ科 コエビガラスズメ Sphinx constricta
1097 チョウ目 スズメガ科 コスズメ Theretra japonica
1098 チョウ目 スズメガ科 キイロスズメ Theretra nessus nessus
1099 チョウ目 スズメガ科 セスジスズメ Theretra oldenlandiae oldenlandiae
1100 チョウ目 シャチホコガ科 ツマアカシャチホコ Clostera anachoreta anachoreta
1101 チョウ目 シャチホコガ科 セグロシャチホコ Clostera anastomosis
1102 チョウ目 シャチホコガ科 キシャチホコ Cutuza straminea
1103 チョウ目 シャチホコガ科 ホソバネグロシャチホコ Disparia diluta variegata
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1104 チョウ目 シャチホコガ科 セダカシャチホコ Euhampsonia cristata
1105 チョウ目 シャチホコガ科 ホソバシャチホコ Fentonia ocypete ocypete
1106 チョウ目 シャチホコガ科 ナカグロモクメシャチホコ Furcula furcula sangaica
1107 チョウ目 シャチホコガ科 ネスジシャチホコ Fusadonta basilinea
1108 チョウ目 シャチホコガ科 ギンシャチホコ Harpyia umbrosa ginkakuji
1109 チョウ目 シャチホコガ科 プライヤエグリシャチホコ Lophontosia pryeri
1110 チョウ目 シャチホコガ科 ウスキシャチホコ Mimopydna pallida
1111 チョウ目 シャチホコガ科 ヘリスジシャチホコ Neopheosia fasciata fasciata
1112 チョウ目 シャチホコガ科 ルリモンシャチホコ Peridea oberthueri oberthueri
1113 チョウ目 シャチホコガ科 ムクツマキシャチホコ Phalera angustipennis
1114 チョウ目 シャチホコガ科 ツマキシャチホコ Phalera assimilis assimilis
1115 チョウ目 シャチホコガ科 モンクロシャチホコ Phalera flavescens
1116 チョウ目 シャチホコガ科 タカサゴツマキシャチホコ Phalera takasagoensis
1117 チョウ目 シャチホコガ科 オオトビモンシャチホコ Phalerodonta manleyi manleyi
1118 チョウ目 シャチホコガ科 オオエグリシャチホコ Pterostoma gigantinum
1119 チョウ目 シャチホコガ科 トビギンボシシャチホコ Rosama ornata
1120 チョウ目 シャチホコガ科 ウスイロギンモンシャチホコ Spatalia doerriesi
1121 チョウ目 シャチホコガ科 シャチホコガ Stauropus fagi persimilis
1122 チョウ目 シャチホコガ科 プライヤアオシャチホコ Syntypistis pryeri
1123 チョウ目 ヒトリガ科 カノコガ Amata fortunei fortunei
1124 チョウ目 ヒトリガ科 ハガタベニコケガ Barsine aberrans aberrans
1125 チョウ目 ヒトリガ科 スジベニコケガ Barsine striata striata
1126 チョウ目 ヒトリガ科 シロヒトリ Chionarctia nivea
1127 チョウ目 ヒトリガ科 アカスジシロコケガ Cyana hamata hamata
1128 チョウ目 ヒトリガ科 ナガサキムジホソバ Danielithosia immaculata
1129 チョウ目 ヒトリガ科 ヤネホソバ Eilema fuscodorsalis
1130 チョウ目 ヒトリガ科 キマエホソバ Eilema japonica japonica
1131 チョウ目 ヒトリガ科 キシタホソバ Eilema vetusta aegrota
1132 チョウ目 ヒトリガ科 フタオビコケガ Eugoa basipuncta
1133 チョウ目 ヒトリガ科 クロテンハイイロコケガ Eugoa grisea grisea
1134 チョウ目 ヒトリガ科 アメリカシロヒトリ Hyphantria cunea
1135 チョウ目 ヒトリガ科 アカヒトリ Lemyra flammeola flammeola
1136 チョウ目 ヒトリガ科 クワゴマダラヒトリ Lemyra imparilis
1137 チョウ目 ヒトリガ科 ヨツボシホソバ Lithosia quadra
1138 チョウ目 ヒトリガ科 ウンナンヨツボシホソバ Lithosia yuennanensis
1139 チョウ目 ヒトリガ科 ベニヘリコケガ Miltochrista miniata rosaria
1140 チョウ目 ヒトリガ科 フタホシキコケガ Nudina artaxidia
1141 チョウ目 ヒトリガ科 モンシロモドキ Nyctemera adversata
1142 チョウ目 ヒトリガ科 チャオビチビコケガ Philenora latifasciata
1143 チョウ目 ヒトリガ科 セスジヒトリ Spilarctia graminivora

1144 チョウ目 ヒトリガ科 スジモンヒトリ
Spilarctia seriatopunctata
seriatopunctata

1145 チョウ目 ヒトリガ科 オビヒトリ Spilarctia subcarnea
1146 チョウ目 ヒトリガ科 キハラゴマダラヒトリ Spilosoma lubricipedum
1147 チョウ目 ヒトリガ科 アカハラゴマダラヒトリ Spilosoma punctarium
1148 チョウ目 ヒトリガ科 クロスジチビコケガ Stictane rectilinea chinesica
1149 チョウ目 ヒトリガ科 ゴマダラキコケガ Stigmatophora leacrita
1150 チョウ目 ヒトリガ科 モンクロベニコケガ Stigmatophora rhodophila
1151 チョウ目 ヒトリモドキガ科 イチジクヒトリモドキ Asota ficus
1152 チョウ目 ドクガ科 ヒメシロドクガ Arctornis chichibense
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1153 チョウ目 ドクガ科 チャドクガ Arna pseudoconspersa
1154 チョウ目 ドクガ科 ドクガ Artaxa subflava
1155 チョウ目 ドクガ科 アカヒゲドクガ Calliteara lunulata lunulata
1156 チョウ目 ドクガ科 リンゴドクガ Calliteara pseudabietis pseudabietis
1157 チョウ目 ドクガ科 マメドクガ Cifuna locuples confusa
1158 チョウ目 ドクガ科 キアシドクガ Ivela auripes
1159 チョウ目 ドクガ科 スゲオオドクガ Laelia gigantea
1160 チョウ目 ドクガ科 ブチヒゲヤナギドクガ Leucoma candida
1161 チョウ目 ドクガ科 マイマイガ Lymantria dispar japonica
1162 チョウ目 ドクガ科 カシワマイマイ Lymantria mathura aurora
1163 チョウ目 ドクガ科 ノンネマイマイ Lymantria monacha
1164 チョウ目 ドクガ科 ヒメシロモンドクガ Orgyia thyellina
1165 チョウ目 ドクガ科 ウチジロマイマイ Parocneria furva
1166 チョウ目 ドクガ科 ゴマフリドクガ Somena pulverea pulverea
1167 チョウ目 ドクガ科 モンシロドクガ Sphrageidus similis
1168 チョウ目 ドクガ科 アカモンドクガ Telochurus recens approximans
1169 チョウ目 ドクガ科 ニワトコドクガ Topomesoides jonasii
1170 チョウ目 ヤガ科 ミツモンキンウワバ Acanthoplusia agnata
1171 チョウ目 ヤガ科 フタテンヒメヨトウ Acosmetia biguttula
1172 チョウ目 ヤガ科 サクラケンモン Acronicta adaucta
1173 チョウ目 ヤガ科 リンゴケンモン Acronicta intermedia
1174 チョウ目 ヤガ科 シロハラケンモン Acronicta pulverosa
1175 チョウ目 ヤガ科 ナシケンモン Acronicta rumicis
1176 チョウ目 ヤガ科 フジロアツバ Adrapsa notigera
1177 チョウ目 ヤガ科 シラナミクロアツバ Adrapsa simplex
1178 チョウ目 ヤガ科 ナカジロシタバ Aedia leucomelas
1179 チョウ目 ヤガ科 フサヒゲオビキリガ Agrochola evelina
1180 チョウ目 ヤガ科 タマナヤガ Agrotis ipsilon
1181 チョウ目 ヤガ科 カブラヤガ Agrotis segetum
1182 チョウ目 ヤガ科 オオカブラヤガ Agrotis tokionis
1183 チョウ目 ヤガ科 オオウスヅマカラスヨトウ Amphipyra erebina
1184 チョウ目 ヤガ科 ナンカイカラスヨトウ Amphipyra horiei
1185 チョウ目 ヤガ科 カラスヨトウ Amphipyra livida corvina
1186 チョウ目 ヤガ科 オオシマカラスヨトウ Amphipyra monolitha surnia
1187 チョウ目 ヤガ科 クロテンカバアツバ Anachrostis nigripunctalis
1188 チョウ目 ヤガ科 ウリキンウワバ Anadevidia peponis
1189 チョウ目 ヤガ科 ホソバキリガ Anorthoa angustipennis
1190 チョウ目 ヤガ科 アオフシラクモヨトウ Antapamea conciliata
1191 チョウ目 ヤガ科 ネスジシラクモヨトウ Apamea hampsoni
1192 チョウ目 ヤガ科 フクラスズメ Arcte coerula
1193 チョウ目 ヤガ科 ツキワクチバ Artena dotata
1194 チョウ目 ヤガ科 ソトジロツマキリクチバ Arytrura musculus
1195 チョウ目 ヤガ科 シロテンウスグロヨトウ Athetis albisignata
1196 チョウ目 ヤガ科 テンウスイロヨトウ Athetis dissimilis
1197 チョウ目 ヤガ科 ヒメウスグロヨトウ Athetis lapidea
1198 チョウ目 ヤガ科 シロモンオビヨトウ Athetis lineosa
1199 チョウ目 ヤガ科 ヒメサビスジヨトウ Athetis stellata
1200 チョウ目 ヤガ科 ギシギシヨトウ Atrachea nitens
1201 チョウ目 ヤガ科 クロハナコヤガ Aventiola pusilla
1202 チョウ目 ヤガ科 モクメヤガ Axylia putris
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1203 チョウ目 ヤガ科 ハジマヨトウ Bambusiphila vulgaris
1204 チョウ目 ヤガ科 ムラサキアシブトクチバ Bastilla maturata
1205 チョウ目 ヤガ科 フタスジアツバ Bertula bistrigata
1206 チョウ目 ヤガ科 コウンモンクチバ Blasticorhinus ussuriensis
1207 チョウ目 ヤガ科 ハングロアツバ Bomolocha squalida
1208 チョウ目 ヤガ科 ヤマガタアツバ Bomolocha stygiana
1209 チョウ目 ヤガ科 ハマオモトヨトウ Brithys crini crini
1210 チョウ目 ヤガ科 ウスアオモンコヤガ Bryophilina mollicula
1211 チョウ目 ヤガ科 ヒメツマキリヨトウ Callopistria duplicans
1212 チョウ目 ヤガ科 キスジツマキリヨトウ Callopistria japonibia
1213 チョウ目 ヤガ科 ムラサキツマキリヨトウ Callopistria juventina
1214 チョウ目 ヤガ科 アヤナミツマキリヨトウ Callopistria placodoides
1215 チョウ目 ヤガ科 マダラツマキリヨトウ Callopistria repleta
1216 チョウ目 ヤガ科 コシロシタバ Catocala actaea
1217 チョウ目 ヤガ科 マメキシタバ Catocala duplicata
1218 チョウ目 ヤガ科 キシタバ Catocala patala
1219 チョウ目 ヤガ科 コガタキシタバ Catocala praegnax olbiterata
1220 チョウ目 ヤガ科 フシキキシタバ Catocala separans
1221 チョウ目 ヤガ科 アサマキシタバ Catocala streckeri
1222 チョウ目 ヤガ科 トラガ Chelonomorpha japana japana
1223 チョウ目 ヤガ科 チビクロアツバ Chibidokuga hypenodes
1224 チョウ目 ヤガ科 ウチジロコヤガ Chorsia albicincta
1225 チョウ目 ヤガ科 マエモンコヤガ Chorsia japonica
1226 チョウ目 ヤガ科 イチジクキンウワバ Chrysodeixis eriosoma
1227 チョウ目 ヤガ科 ハナオイアツバ Cidariplura gladiata
1228 チョウ目 ヤガ科 キンスジアツバ Colobochyla salicalis
1229 チョウ目 ヤガ科 オオホシミミヨトウ Condica illecta
1230 チョウ目 ヤガ科 カシワオビキリガ Conistra ardescens
1231 チョウ目 ヤガ科 テンスジキリガ Conistra fletcheri
1232 チョウ目 ヤガ科 ナワキリガ Conistra nawae
1233 チョウ目 ヤガ科 カバイロシマコヤガ Corgatha argillacea
1234 チョウ目 ヤガ科 シマフコヤガ Corgatha nitens
1235 チョウ目 ヤガ科 シラオビキリガ Cosmia camptostigma
1236 チョウ目 ヤガ科 シマケンモン Craniophora fasciata
1237 チョウ目 ヤガ科 キノコヨトウ Cryphia mitsuhashi
1238 チョウ目 ヤガ科 エゾギクキンウワバ Ctenoplusia albostriata
1239 チョウ目 ヤガ科 ホソバセダカモクメ Cucullia pustulata fraterna
1240 チョウ目 ヤガ科 ハイイロセダカモクメ Cucullia maculosa
1241 チョウ目 ヤガ科 ハガタクチバ Daddala lucilla
1242 チョウ目 ヤガ科 ケンモンミドリキリガ Daseochaeta viridis
1243 チョウ目 ヤガ科 オオバコヤガ Diarsia canescens
1244 チョウ目 ヤガ科 コウスチャヤガ Diarsia deparca
1245 チョウ目 ヤガ科 アカフヤガ Diarsia pacifica
1246 チョウ目 ヤガ科 ウスイロアカフヤガ Diarsia ruficauda
1247 チョウ目 ヤガ科 ウスヅマクチバ Dinumma deponens
1248 チョウ目 ヤガ科 ムラサキアツバ Diomea cremata
1249 チョウ目 ヤガ科 キイロソトオビアツバ Draganodes coronata
1250 チョウ目 ヤガ科 ホソバオビキリガ Dryobotodes angusta
1251 チョウ目 ヤガ科 オオシラホシアツバ Edessena hamada
1252 チョウ目 ヤガ科 モンシロムラサキクチバ Ercheia niveostrigata
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1253 チョウ目 ヤガ科 モンムラサキクチバ Ercheia umbrosa
1254 チョウ目 ヤガ科 オオトモエ Erebus ephesperis
1255 チョウ目 ヤガ科 アカテンクチバ Erygia apicalis
1256 チョウ目 ヤガ科 アケビコノハ Eudocima tyrannus
1257 チョウ目 ヤガ科 トビイロアカガネヨトウ Euplexia albilineola
1258 チョウ目 ヤガ科 アカガネヨトウ Euplexia lucipara
1259 チョウ目 ヤガ科 ミツボシキリガ Eupsilia tripunctata
1260 チョウ目 ヤガ科 コフサヤガ Eutelia adulatricoides
1261 チョウ目 ヤガ科 フサヤガ Eutelia geyeri
1262 チョウ目 ヤガ科 ウスグロヤガ Euxoa sibirica
1263 チョウ目 ヤガ科 アトヘリヒトホシアツバ Gesonia fallax
1264 チョウ目 ヤガ科 フタスジエグリアツバ Gonepatica opalina
1265 チョウ目 ヤガ科 アカキリバ Gonitis mesogona
1266 チョウ目 ヤガ科 ナカグロクチバ Grammodes geometrica
1267 チョウ目 ヤガ科 ナカジロアツバ Harita belinda tetrasticta
1268 チョウ目 ヤガ科 オオタバコガ Helicoverpa armigera armigera
1269 チョウ目 ヤガ科 ウスキミスジアツバ Herminia arenosa
1270 チョウ目 ヤガ科 シラナミアツバ Herminia innocens
1271 チョウ目 ヤガ科 トビスジアツバ Herminia tarsicrinalis
1272 チョウ目 ヤガ科 クロクモヤガ Hermonassa cecilia
1273 チョウ目 ヤガ科 オオシラナミアツバ Hipoepa fractalis
1274 チョウ目 ヤガ科 ベニエグリコヤガ Holocryptis nymphula
1275 チョウ目 ヤガ科 ソトウスグロアツバ Hydrillodes lentalis
1276 チョウ目 ヤガ科 キシタアツバ Hypena claripennis
1277 チョウ目 ヤガ科 ナミテンアツバ Hypena strigata minna
1278 チョウ目 ヤガ科 アオアツバ Hypena subcyanea
1279 チョウ目 ヤガ科 タイワンキシタアツバ Hypena trigonalis
1280 チョウ目 ヤガ科 モンキコヤガ Hyperstrotia flavipuncta

1281 チョウ目 ヤガ科 オオシロテンクチバ
Hypersypnoides submarginata
submarginata

1282 チョウ目 ヤガ科 カキバトモエ Hypopyra vespertilio
1283 チョウ目 ヤガ科 マエジロアツバ Hypostrotia cinerea
1284 チョウ目 ヤガ科 クサビヨトウ Lateroligia ophiogramma
1285 チョウ目 ヤガ科 カシワキボシキリガ Lithophane pruinosa
1286 チョウ目 ヤガ科 キマダラアツバ Lophomilia polybapta
1287 チョウ目 ヤガ科 ニセミカドアツバ Lophomilia takao
1288 チョウ目 ヤガ科 アミメケンモン Lophonycta confusa
1289 チョウ目 ヤガ科 チビアツバ Luceria fletcheri
1290 チョウ目 ヤガ科 クビグロクチバ Lygephila maxima
1291 チョウ目 ヤガ科 ヒメクビグロクチバ Lygephila recta
1292 チョウ目 ヤガ科 マイコトラガ Maikona jezoensis jezoensis
1293 チョウ目 ヤガ科 ネジロコヤガ Maliattha chalcogramma
1294 チョウ目 ヤガ科 ヒメネジロコヤガ Maliattha signifera
1295 チョウ目 ヤガ科 ヨトウガ Mamestra brassicae
1296 チョウ目 ヤガ科 カバフヒメクチバ Mecodina cineracea
1297 チョウ目 ヤガ科 シャクドウクチバ Mecodina nubiferalis
1298 チョウ目 ヤガ科 ツマオビアツバ Mesoplectra griselda
1299 チョウ目 ヤガ科 シロスジトモエ Metopta rectifasciata
1300 チョウ目 ヤガ科 シロヒシモンコヤガ Micardia argentata
1301 チョウ目 ヤガ科 スジモンコヤガ Microxyla confusa
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1302 チョウ目 ヤガ科 ニセウンモンクチバ Mocis ancilla
1303 チョウ目 ヤガ科 ウンモンクチバ Mocis annetta
1304 チョウ目 ヤガ科 オオウンモンクチバ Mocis undata
1305 チョウ目 ヤガ科 ゴマケンモン Moma alpium
1306 チョウ目 ヤガ科 フサキバアツバ Mosopia sordidum
1307 チョウ目 ヤガ科 アトジロキヨトウ Mythimna compta
1308 チョウ目 ヤガ科 マダラキヨトウ Mythimna flavostigma
1309 チョウ目 ヤガ科 クサシロキヨトウ Mythimna loreyi
1310 チョウ目 ヤガ科 クロシタキヨトウ Mythimna placida
1311 チョウ目 ヤガ科 フタテンキヨトウ Mythimna radiata
1312 チョウ目 ヤガ科 アワヨトウ Mythimna separata
1313 チョウ目 ヤガ科 マメチャイロキヨトウ Mythimna stolida
1314 チョウ目 ヤガ科 スジシロキヨトウ Mythimna striata
1315 チョウ目 ヤガ科 フタオビコヤガ Naranga aenescens
1316 チョウ目 ヤガ科 フタテンチビアツバ Neachrostia bipuncta
1317 チョウ目 ヤガ科 チャオビヨトウ Niphonyx segregata
1318 チョウ目 ヤガ科 ヒゲブトクロアツバ Nodaria tristis
1319 チョウ目 ヤガ科 ヘーネアオハガタヨトウ Nyctycia hoenei
1320 チョウ目 ヤガ科 ベニモンヨトウ Oligonyx vulnerata
1321 チョウ目 ヤガ科 ヒメエグリバ Oraesia emarginata
1322 チョウ目 ヤガ科 アカエグリバ Oraesia excavata
1323 チョウ目 ヤガ科 ノコメセダカヨトウ Orthogonia sera
1324 チョウ目 ヤガ科 アカバキリガ Orthosia carnipennis
1325 チョウ目 ヤガ科 クロテンキリガ Orthosia fausta
1326 チョウ目 ヤガ科 シロヘリキリガ Orthosia limbata
1327 チョウ目 ヤガ科 クロミミキリガ Orthosia lizetta
1328 チョウ目 ヤガ科 チャイロキリガ Orthosia odiosa
1329 チョウ目 ヤガ科 ブナキリガ Orthosia paromoea
1330 チョウ目 ヤガ科 ヒメクルマコヤガ Oruza divisa
1331 チョウ目 ヤガ科 ホシコヤガ Ozarba punctigera
1332 チョウ目 ヤガ科 マエモンツマキリアツバ Pangrapta costinotata
1333 チョウ目 ヤガ科 キモンツマキリアツバ Pangrapta flavomacula
1334 チョウ目 ヤガ科 リンゴツマキリアツバ Pangrapta obscurata
1335 チョウ目 ヤガ科 ウンモンツマキリアツバ Pangrapta perturbans
1336 チョウ目 ヤガ科 ホソナミアツバ Paracolax fentoni
1337 チョウ目 ヤガ科 ミスジアツバ Paracolax trilinealis
1338 チョウ目 ヤガ科 クルマアツバ Paracolax tristalis
1339 チョウ目 ヤガ科 キボシアツバ Paragabara flavomacula
1340 チョウ目 ヤガ科 ウスグロセニジモンアツバ Paragona inchoata
1341 チョウ目 ヤガ科 アシブトクチバ Parallelia stuposa
1342 チョウ目 ヤガ科 ホソオビアシブトクチバ Parallelia arctotaenia
1343 チョウ目 ヤガ科 ニセタマナヤガ Peridroma saucia
1344 チョウ目 ヤガ科 スモモキリガ Anorthoa munda
1345 チョウ目 ヤガ科 モクメクチバ Perinaenia accipiter
1346 チョウ目 ヤガ科 ヨモギコヤガ Phyllophila obliterata cretacea
1347 チョウ目 ヤガ科 イネキンウワバ Plusia festucae
1348 チョウ目 ヤガ科 マダラエグリバ Plusiodonta casta
1349 チョウ目 ヤガ科 ウスアオヨトウ Polyphaenis subviridis
1350 チョウ目 ヤガ科 シロマダラコヤガ Protodeltote distinguenda
1351 チョウ目 ヤガ科 シロフコヤガ Protodeltote pygarga

44



堺市野生生物目録（昆虫類）　(29/59)

No. 目名 科名 種名 学名
1352 チョウ目 ヤガ科 マエホシヨトウ Pyrrhidivalva sordida
1353 チョウ目 ヤガ科 クロチャマダラキリガ Rhynchaglaea fuscipennis
1354 チョウ目 ヤガ科 チャマダラキリガ Rhynchaglaea scitula
1355 チョウ目 ヤガ科 マエシロモンアツバ Rivula curvifera
1356 チョウ目 ヤガ科 トビイロフタテンアツバ Rivula errabunda
1357 チョウ目 ヤガ科 オオアカキリバ Rusicada privata
1358 チョウ目 ヤガ科 トビイロトラガ Sarbanissa subflava
1359 チョウ目 ヤガ科 シロシタヨトウ Sarcopolia illoba
1360 チョウ目 ヤガ科 クロスジヒメアツバ Schrankia costaestrigalis
1361 チョウ目 ヤガ科 ハスオビヒメアツバ Schrankia separatalis
1362 チョウ目 ヤガ科 イネヨトウ Sesamia inferens
1363 チョウ目 ヤガ科 テンオビヨトウ Sesamia turpis
1364 チョウ目 ヤガ科 オオアカマエアツバ Simplicia niphona
1365 チョウ目 ヤガ科 アカマエアツバ Simplicia rectalis
1366 チョウ目 ヤガ科 ニセアカマエアツバ Simplicia xanthoma
1367 チョウ目 ヤガ科 カバスジヤガ Sineugraphe exusta
1368 チョウ目 ヤガ科 テンモンシマコヤガ Sophta ruficeps
1369 チョウ目 ヤガ科 ハグルマトモエ Spirama helicina
1370 チョウ目 ヤガ科 オスグロトモエ Spirama retorta
1371 チョウ目 ヤガ科 スジキリヨトウ Spodoptera depravata
1372 チョウ目 ヤガ科 シロイチモジヨトウ Spodoptera exigua
1373 チョウ目 ヤガ科 ハスモンヨトウ Spodoptera litura
1374 チョウ目 ヤガ科 ネモンシロフコヤガ Sugia idiostygia
1375 チョウ目 ヤガ科 シラフクチバ Sypnoides picta
1376 チョウ目 ヤガ科 チョウセンツマキリアツバ Tamba corealis
1377 チョウ目 ヤガ科 カザリツマキリアツバ Tamba igniflua
1378 チョウ目 ヤガ科 ウスキトガリキリガ Telorta acuminata
1379 チョウ目 ヤガ科 ノコメトガリキリガ Telorta divergens
1380 チョウ目 ヤガ科 ムクゲコノハ Thyas juno
1381 チョウ目 ヤガ科 キクキンウワバ Thysanoplusia intermixta
1382 チョウ目 ヤガ科 シロスジアオヨトウ Trachea atriplicis
1383 チョウ目 ヤガ科 オオシロテンアオヨトウ Trachea punkikonis lucilla
1384 チョウ目 ヤガ科 キイロアツバ Treitschkendia helva
1385 チョウ目 ヤガ科 ヒメコブヒゲアツバ Treitschkendia tarsipennalis
1386 チョウ目 ヤガ科 イラクサギンウワバ Trichoplusia ni
1387 チョウ目 ヤガ科 キバラケンモン Trichosea champa
1388 チョウ目 ヤガ科 シロホシキシタヨトウ Triphaenopsis lucilla
1389 チョウ目 ヤガ科 フタトガリアオイガ Xanthodes transversa
1390 チョウ目 ヤガ科 ウスチャヤガ Xestia dilatata
1391 チョウ目 ヤガ科 マエキヤガ Xestia stupenda
1392 チョウ目 ヤガ科 キバラモクメキリガ Xylena formosa
1393 チョウ目 ヤガ科 アヤモクメキリガ Xylena fumosa
1394 チョウ目 ヤガ科 ハネナガモクメキリガ Xylena nihonica
1395 チョウ目 ヤガ科 アヤナミアツバ Zekelita plusioides
1396 チョウ目 コブガ科 ギンボシリンガ Ariolica argentea
1397 チョウ目 コブガ科 キノカワガ Blenina senex
1398 チョウ目 コブガ科 サラサリンガ Camptoloma interioratum
1399 チョウ目 コブガ科 アカマエアオリンガ Earias pudicana
1400 チョウ目 コブガ科 ベニモンアオリンガ Earias roseifera
1401 チョウ目 コブガ科 ナンキンキノカワガ Gadirtha impingens impingens
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1402 チョウ目 コブガ科 ツクシアオリンガ Hylophilodes tsukusensis
1403 チョウ目 コブガ科 ヨシノコブガ Manoba melancholica
1404 チョウ目 コブガ科 トビモンシロコブガ Meganola albula pacifica
1405 チョウ目 コブガ科 クロスジコブガ Meganola fumosa
1406 チョウ目 コブガ科 ネジロキノカワガ Negritothripa hampsoni
1407 チョウ目 コブガ科 クロスジシロコブガ Nola taeniata
1408 チョウ目 コブガ科 アオスジアオリンガ Pseudoips prasinanus
1409 チョウ目 コブガ科 アカスジアオリンガ Pseudoips sylpha
1410 チョウ目 コブガ科 リュウキュウキノカワガ Risoba prominens
1411 ハエ目 ヒメガガンボ科 セダカガガンボ Conosia irrorata
1412 ハエ目 ヒメガガンボ科 チュウゴクキマダラヒメガガンボ Epiphragma evanescens
1413 ハエ目 ヒメガガンボ科 コマダラヒメガガンボ Ilisia asymmetrica
1414 ハエ目 ヒメガガンボ科 ハマダラクロヒメガガンボ Rhipidia maculata
1415 ハエ目 ガガンボ科 ベッコウガガンボ Dictenidia pictipennis pictipennis
1416 ハエ目 ガガンボ科 ミカドガガンボ Holorusia mikado
1417 ハエ目 ガガンボ科 マエキガガンボ Indotipula yamata yamata
1418 ハエ目 ガガンボ科 エゾホソガガンボ Nephrotoma cornicina
1419 ハエ目 ガガンボ科 シリグロホソガガンボ Nephrotoma nigricauda
1420 ハエ目 ガガンボ科 ホリカワクシヒゲガガンボ Pselliophora bifascipennis
1421 ハエ目 ガガンボ科 キリウジガガンボ Tipula aino
1422 ハエ目 ガガンボ科 マダラガガンボ Tipula coquilletti
1423 ハエ目 ガガンボ科 マドガガンボ Tipula nova
1424 ハエ目 ケヨソイカ科 アカケヨソイカ Chaoborus crystallinus
1425 ハエ目 ユスリカ科 ダンダラヒメユスリカ Ablabesmyia monilis
1426 ハエ目 ユスリカ科 クロユスリカ Benthalia dissidens
1427 ハエ目 ユスリカ科 フチグロユスリカ Chironomus circumdatus
1428 ハエ目 ユスリカ科 ウスイロユスリカ Chironomus kiiensis
1429 ハエ目 ユスリカ科 ホンセスジユスリカ Chironomus nippodorsalis
1430 ハエ目 ユスリカ科 ヤマトユスリカ Chironomus nipponensis
1431 ハエ目 ユスリカ科 オオユスリカ Chironomus plumosus
1432 ハエ目 ユスリカ科 セスジユスリカ Chironomus yoshimatsui
1433 ハエ目 ユスリカ科 ナカオビツヤユスリカ Cricotopus triannulatus
1434 ハエ目 ユスリカ科 ミツオビツヤユスリカ Cricotopus trifasciatus
1435 ハエ目 ユスリカ科 メスグロユスリカ Dicrotendipes pelochloris
1436 ハエ目 ユスリカ科 ハイイロユスリカ Glyptotendipes tokunagai
1437 ハエ目 ユスリカ科 ヒメコガタユスリカ Microchironomus tener
1438 ハエ目 ユスリカ科 ブランコエリユスリカ Orthocladius suspensus
1439 ハエ目 ユスリカ科 フトオケバネユスリカ Polypedilum convexum
1440 ハエ目 ユスリカ科 ヤモンユスリカ Polypedilum nubifer
1441 ハエ目 ユスリカ科 オオケバネユスリカ Polypedilum sordens
1442 ハエ目 ユスリカ科 カモヤマユスリカ Potthastia longimanus
1443 ハエ目 ユスリカ科 アカムシユスリカ Propsilocerus akamusi
1444 ハエ目 ユスリカ科 カタジロナガレツヤユスリカ Rheocricotopus chalybeatus
1445 ハエ目 ユスリカ科 キザキユスリカ Sergentia kizakiensis
1446 ハエ目 ユスリカ科 ハヤセヒメユスリカ Trissopelopia longimana
1447 ハエ目 カ科 シナハマダラカ Anopheles (Anopheles ) sinensis
1448 ハエ目 カ科 ヒトスジシマカ Aedes  (Stegomyia ) albopictus
1449 ハエ目 カ科 オオクロヤブカ Armigeres (Armigeres ) subalbatus
1450 ハエ目 カ科 アカイエカ Culex  (Culex ) pipiens pallens
1451 ハエ目 カ科 コガタアカイエカ Culex (Culex ) tritaeniorhynchus
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1452 ハエ目 ホソカ科 ニッポンホソカ Dixa nipponica
1453 ハエ目 ホソカ科 キスジクロホソカ Dixa obtusa
1454 ハエ目 ケバエ科 ハグロケバエ Bibio tenebrosus
1455 ハエ目 タマバエ科 イノコズチウロコタマバエ Lasioptera achyranthii
1456 ハエ目 タマバエ科 エノキトガリタマバエ Celticecis japonica
1457 ハエ目 タマバエ科 ヨモギワタタマバエ Rhopalomyia giraldii
1458 ハエ目 タマバエ科 イヌツゲタマバエ Asteralobia  (Asteralobia ) sasakii
1459 ハエ目 ナガレアブ科 クロモンナガレアブ Asuragina caerulescens
1460 ハエ目 ナガレアブ科 クロモンシギアブ Atherix kodamai
1461 ハエ目 ナガレアブ科 ヒメモンナガレアブ Atrichops fontinalis
1462 ハエ目 ナガレアブ科 コモンナガレアブ Atrichops morimotoi
1463 ハエ目 ナガレアブ科 サツマモンナガレアブ Suragina satsumana
1464 ハエ目 シギアブ科 キアシキンシギアブ Chrysopilus ditissimis
1465 ハエ目 ミズアブ科 エゾホソルリミズアブ Actina jezoensis
1466 ハエ目 ミズアブ科 トゲナシミズアブ Allognosta vagans
1467 ハエ目 ミズアブ科 アメリカミズアブ Hermetia illucens
1468 ハエ目 ミズアブ科 ハラキンミズアブ Microchrysa flaviventris
1469 ハエ目 ミズアブ科 キイロコウカアブ Ptecticus aurifer
1470 ハエ目 ミズアブ科 Ptecticus sinchangensis Ptecticus sinchangensis
1471 ハエ目 ミズアブ科 コウカアブ Ptecticus tenebrifer
1472 ハエ目 ミズアブ科 ルリミズアブ Sargus niphonensis
1473 ハエ目 ミズアブ科 ミズアブ Stratiomys japonica
1474 ハエ目 アブ科 ホルバートアブ Atylotus horvathi
1475 ハエ目 アブ科 イヨシロオビアブ Tabanus iyoensis
1476 ハエ目 アブ科 アカウシアブ Tabanus chrysurus
1477 ハエ目 アブ科 ヤマトアブ Tabanus rufidens
1478 ハエ目 アブ科 シロフアブ Tabanus trigeminus
1479 ハエ目 アブ科 ウシアブ Tabanus trigonus
1480 ハエ目 ムシヒキアブ科 イッシキイシアブ Choerades isshikii
1481 ハエ目 ムシヒキアブ科 アオメアブ Cophinopoda chinensis
1482 ハエ目 ムシヒキアブ科 オオイシアブ Laphria mitsukurii
1483 ハエ目 ムシヒキアブ科 サキグロムシヒキ Machimus scutellaris
1484 ハエ目 ムシヒキアブ科 ナミマガリケムシヒキ Neoitamus angusticornis
1485 ハエ目 ムシヒキアブ科 シロズヒメムシヒキ Philonicus albiceps
1486 ハエ目 ムシヒキアブ科 シオヤアブ Promachus yesonicus
1487 ハエ目 ツリアブ科 コウヤツリアブ Anthrax aygulus
1488 ハエ目 ツリアブ科 ビロウドツリアブ Bombylius major
1489 ハエ目 ツリアブ科 クロバネツリアブ Ligyra tantalus
1490 ハエ目 ツリアブ科 スキバツリアブ Villa limbata
1491 ハエ目 アシナガバエ科 アシナガキンバエ Dolichopus nitidus
1492 ハエ目 アシナガバエ科 マダラアシナガバエ Mesorhaga nebulosus
1493 ハエ目 アタマアブ科 ツボイアタマアブ Eudorylas javanensis
1494 ハエ目 ハナアブ科 オオヒメヒラタアブ Allograpta iavana
1495 ハエ目 ハナアブ科 ナガヒラタアブ Asarkina porcina
1496 ハエ目 ハナアブ科 クロヒラタアブ Betasyrphus serarius
1497 ハエ目 ハナアブ科 ハラアカハラナガハナアブ Chalcosyrphus frontalis
1498 ハエ目 ハナアブ科 フタスジヒラタアブ Dasysyrphus bilineatus
1499 ハエ目 ハナアブ科 ヒロオビヒラタアブ Dasysyrphus tricinctus
1500 ハエ目 ハナアブ科 ホソヒラタアブ Episyrphus balteatus
1501 ハエ目 ハナアブ科 キゴシハナアブ Eristalinus quinquestriatus
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1502 ハエ目 ハナアブ科 ホシメハナアブ Eristalinus tarsalis
1503 ハエ目 ハナアブ科 シマハナアブ Eristalis cerealis
1504 ハエ目 ハナアブ科 スルスミシマハナアブ Eristalis japonica
1505 ハエ目 ハナアブ科 キョウコシマハナアブ Eristalis kyokoae
1506 ハエ目 ハナアブ科 ナミハナアブ Eristalis tenax
1507 ハエ目 ハナアブ科 セイヨウハイジマハナアブ Eumerus strigatus
1508 ハエ目 ハナアブ科 ナミホシヒラタアブ Eupeodes bucculatus
1509 ハエ目 ハナアブ科 フタホシヒラタアブ Eupeodes corollae
1510 ハエ目 ハナアブ科 スズキフタモンハナアブ Ferdinandea cuprea
1511 ハエ目 ハナアブ科 アシブトハナアブ Helophilus eristaloideus
1512 ハエ目 ハナアブ科 ルリハナアブ Kertesziomyia viridis
1513 ハエ目 ハナアブ科 フタガタハラブトハナアブ Mallota dimorpha
1514 ハエ目 ハナアブ科 マツムラハラブトハナアブ Mallota rubripes
1515 ハエ目 ハナアブ科 ホソツヤヒラタアブ Melanostoma mellinum
1516 ハエ目 ハナアブ科 ツヤヒラタアブ Melanostoma orientale
1517 ハエ目 ハナアブ科 ホシツヤヒラタアブ Melanostoma scalare
1518 ハエ目 ハナアブ科 シマアシブトハナアブ Mesembrius peregrinus
1519 ハエ目 ハナアブ科 キンアリノスアブ Microdon auricomus
1520 ハエ目 ハナアブ科 アリノスアブ Microdon japonicus
1521 ハエ目 ハナアブ科 トゲアリノスアブ Microdon oitanus
1522 ハエ目 ハナアブ科 ハチモドキハナアブ Monoceromyia pleuralis
1523 ハエ目 ハナアブ科 シママメヒラタアブ Paragus fasciatus
1524 ハエ目 ハナアブ科 キアシマメヒラタアブ Paragus haemorrhous
1525 ハエ目 ハナアブ科 ノヒラマメヒラタアブ Paragus quadrifasciatus
1526 ハエ目 ハナアブ科 キヒゲアシブトハナアブ Parhelophilus citricornis
1527 ハエ目 ハナアブ科 オオハナアブ Phytomia zonata
1528 ハエ目 ハナアブ科 コマバムツホシヒラタアブ Scaeva komabensis
1529 ハエ目 ハナアブ科 ミナミヒメヒラタアブ Sphaerophoria indiana
1530 ハエ目 ハナアブ科 ホソヒメヒラタアブ Sphaerophoria macrogaster
1531 ハエ目 ハナアブ科 カオスジヒメヒラタアブ Sphaerophoria raginae
1532 ハエ目 ハナアブ科 スズキナガハナアブ Spilomyia suzukii
1533 ハエ目 ハナアブ科 モモブトチビハナアブ Syritta pipiens
1534 ハエ目 ハナアブ科 マガイヒラタアブ Syrphus dubius
1535 ハエ目 ハナアブ科 オオフタホシヒラタアブ Syrphus ribesii
1536 ハエ目 ハナアブ科 ケヒラタアブ Syrphus torvus
1537 ハエ目 ハナアブ科 キイロナミホシヒラタアブ Syrphus vitripennis
1538 ハエ目 ハナアブ科 ヤマトヒラタアブ Syrphus yamatonis
1539 ハエ目 ハナアブ科 クロベッコウハナアブ Volucella nigricans
1540 ハエ目 ハナアブ科 ヨツボシヒラタアブ Xanthandrus comtus
1541 ハエ目 ハナアブ科 キベリヒラタアブ Xanthogramma sapporense
1542 ハエ目 ハナアブ科 ルリイロハラナガハナアブ Xylota abiens
1543 ハエ目 ノミバエ科 オオアカノミバエ Diplonevra  (Diplonerva ) peregrina
1544 ハエ目 ノミバエ科 Diplonevra abbreviata Diplonevra abbreviata
1545 ハエ目 ノミバエ科 Puliciphora tokyoensis Puliciphora tokyoensis
1546 ハエ目 ハモグリバエ科 ナモグリバエ Phytomyza horticola
1547 ハエ目 メバエ科 マダラメバエ Myopa buccata
1548 ハエ目 ショウジョウバエ科 ヒョウモンショウジョウバエ Drosophila busckii
1549 ハエ目 ショウジョウバエ科 ダルマショウジョウバエ Drosophila daruma
1550 ハエ目 ショウジョウバエ科 カスリショウジョウバエ Drosophila hydei
1551 ハエ目 ショウジョウバエ科 キハダショウジョウバエ Drosophila lutescens
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1552 ハエ目 ショウジョウバエ科 ムナスジショウジョウバエ Drosophila rufa
1553 ハエ目 ショウジョウバエ科 オウトウショウジョウバエ Drosophila suzukii
1554 ハエ目 ショウジョウバエ科 ツヤカブトショウジョウバエ Stegana nigrifrons
1555 ハエ目 ベッコウバエ科 ベッコウバエ Dryomyza formosa
1556 ハエ目 ミギワバエ科 ニノミヤトビクチミギワバエ Brachydeutera ibari
1557 ハエ目 ミギワバエ科 カサネトビクチミギワバエ Brachydeutera longipes
1558 ハエ目 ミギワバエ科 ミナミカマバエ Ochthera circularis
1559 ハエ目 ミギワバエ科 トキワクロツヤミギワバエ Psilopa polita
1560 ハエ目 ミギワバエ科 ヒラウキブネミギワバエ Setacera breviventris
1561 ハエ目 トゲハネバエ科 Suillia rubida Suillia rubida
1562 ハエ目 シマバエ科 シモフリシマバエ Homoneura euaresta
1563 ハエ目 シマバエ科 ヤブクロシマバエ Minettia  (Frendelia ) longipennis
1564 ハエ目 クロツヤバエ科 ヤマトクロツヤバエ Lonchaea sylvatica
1565 ハエ目 ナガズヤセバエ科 ホシアシナガヤセバエ Stypocladius appendiculatus
1566 ハエ目 ヒロクチバエ科 ハマダラヒロクチバエ Prosthiochaeta flavihirta
1567 ハエ目 ヒロクチバエ科 ムネアカマダラバエ Rivellia basilaris
1568 ハエ目 ヤチバエ科 ヒゲナガヤチバエ Sepedon aenescens
1569 ハエ目 ツヤホソバエ科 クロツヤホソバエ Decachaetophora aeneipes
1570 ハエ目 ツヤホソバエ科 ヒトテンツヤホソバエ Sepsis monostigma
1571 ハエ目 ミバエ科 ヒラヤマアミメケブカミバエ Campiglossa hirayamae
1572 ハエ目 ミバエ科 ノゲシケブカミバエ Ensina sonchi
1573 ハエ目 ミバエ科 ネッタイヒメクロミバエ Spathulina acroleuca
1574 ハエ目 ミバエ科 ツマホシケブカミバエ Trupanea convergens
1575 ハエ目 ハナバエ科 タネバエ Delia platura
1576 ハエ目 ハナバエ科 アカザモグリハナバエ Pegomya exilis
1577 ハエ目 クロバエ科 ケブカクロバエ Aldrichina grahami
1578 ハエ目 クロバエ科 オオクロバエ Calliphora nigribarbis
1579 ハエ目 クロバエ科 ホホアカクロバエ Calliphora vicina
1580 ハエ目 クロバエ科 オビキンバエ Chrysomya megacephala
1581 ハエ目 クロバエ科 コガネキンバエ Lucilia ampullacea
1582 ハエ目 クロバエ科 キンバエ Lucilia caesar
1583 ハエ目 クロバエ科 ミドリキンバエ Lucilia illustris
1584 ハエ目 クロバエ科 スネアカキンバエ Lucilia porphyrina
1585 ハエ目 クロバエ科 ヒロズキンバエ Lucilia sericata
1586 ハエ目 クロバエ科 ツマグロキンバエ Stomorhina obsoleta
1587 ハエ目 クロバエ科 シリブトミドリバエ Strongyloneura prasina
1588 ハエ目 ヒメイエバエ科 クロヒメイエバエ Fannia prisca
1589 ハエ目 イエバエ科 イネクキイエバエ Atherigona oryzae
1590 ハエ目 イエバエ科 コシアキハナレメイエバエ Coenosia akasakensis
1591 ハエ目 イエバエ科 ヤマトハナレメイエバエ Coenosia mollicula japonica
1592 ハエ目 イエバエ科 アシマダラハナレメイエバエ Coenosia variegata
1593 ハエ目 イエバエ科 カガハナゲバエ Dichaetomyia bibax
1594 ハエ目 イエバエ科 シナホソカトリバエ Lispe leucospila sinica
1595 ハエ目 イエバエ科 チビハナレメイエバエ Lispocephala erythrocea
1596 ハエ目 イエバエ科 ミックキアシホソハナレメイエバエ Lispocephala mikii
1597 ハエ目 イエバエ科 イエバエ Musca domestica
1598 ハエ目 イエバエ科 モモグロオオイエバエ Muscina angustifrons
1599 ハエ目 イエバエ科 オオセアカクロバエ Muscina pascuorum
1600 ハエ目 イエバエ科 ミドリイエバエ Neomyia timorensis
1601 ハエ目 ニクバエ科 ヨコジマコバネヤドリニクバエ Miltogramma angustifrons

49



堺市野生生物目録（昆虫類）　(34/59)

No. 目名 科名 種名 学名
1602 ハエ目 ニクバエ科 ゲンロクニクバエ Sarcophaga albiceps
1603 ハエ目 ニクバエ科 トリオニクバエ Sarcophaga crinitula
1604 ハエ目 ニクバエ科 ホリニクバエ Sarcophaga horii
1605 ハエ目 ニクバエ科 シリグロニクバエ Sarcophaga melanura
1606 ハエ目 ニクバエ科 カモシカニクバエ Sarcophaga antilope
1607 ハエ目 ニクバエ科 センチニクバエ Sarcophaga peregrina
1608 ハエ目 ニクバエ科 ナミニクバエ Sarcophaga similis
1609 ハエ目 ニクバエ科 コニクバエ Sarcophaga ugamskii
1610 ハエ目 フンバエ科 ヒメフンバエ Scathophaga stercoraria
1611 ハエ目 ヤドリバエ科 カマキリヤドリバエ Exorista  (Spixomyia ) bisetosa
1612 ハエ目 ヤドリバエ科 セスジハリバエ Tachina  (Eudoromyia ) nupta
1613 ハエ目 ヤドリバエ科 ヨコジマオオハリバエ Tachina (Servillia ) jakovlevi
1614 ハエ目 ヤドリバエ科 コガネオオハリバエ Tachina  (Servillia ) luteola
1615 ハエ目 ヤドリバエ科 クチナガハリバエ Prosena siberita
1616 ハエ目 ヤドリバエ科 シナヒラタハナバエ Ectophasia rotundiventris
1617 ハエ目 ヤドリバエ科 マルボシヒラタハナバエ Gymnosoma rotundata
1618 ハエ目 ヤドリバエ科 ハサミハリバエ Dionaea aurifrons
1619 コウチュウ目 ホソクビゴミムシ科 ヒメホソクビゴミムシ Brachinus incomptus
1620 コウチュウ目 ホソクビゴミムシ科 オオホソクビゴミムシ Brachinus scotomedes
1621 コウチュウ目 ホソクビゴミムシ科 ミイデラゴミムシ Pheropsophus jessoensis
1622 コウチュウ目 オサムシ科 キイロチビゴモクムシ Acupalpus inornatus
1623 コウチュウ目 オサムシ科 ニッポンヨツボシゴミムシ Adischissus japonicus
1624 コウチュウ目 オサムシ科 トゲアトキリゴミムシ Aephnidius adelioides
1625 コウチュウ目 オサムシ科 アオグロヒラタゴミムシ Agonum chalcomum
1626 コウチュウ目 オサムシ科 タンゴヒラタゴミムシ Agonum leucopus
1627 コウチュウ目 オサムシ科 オグラヒラタゴミムシ Agonum ogurae
1628 コウチュウ目 オサムシ科 ヒメセボシヒラタゴミムシ Agonum suavissimum
1629 コウチュウ目 オサムシ科 キアシマルガタゴミムシ Amara ampliata
1630 コウチュウ目 オサムシ科 マルガタゴミムシ Amara chalcites
1631 コウチュウ目 オサムシ科 ニセマルガタゴミムシ Amara congrua
1632 コウチュウ目 オサムシ科 オオマルガタゴミムシ Amara gigantea
1633 コウチュウ目 オサムシ科 ナガマルガタゴミムシ Amara macronota ovalipennis
1634 コウチュウ目 オサムシ科 ヒメツヤマルガタゴミムシ Amara nipponica
1635 コウチュウ目 オサムシ科 ツヤマルガタゴミムシ Amara obscuripes
1636 コウチュウ目 オサムシ科 コマルガタゴミムシ Amara simplicidens
1637 コウチュウ目 オサムシ科 ホシボシゴミムシ Anisodactylus punctatipennis
1638 コウチュウ目 オサムシ科 オオホシボシゴミムシ Anisodactylus sadoensis
1639 コウチュウ目 オサムシ科 ゴミムシ Anisodactylus signatus

1640 コウチュウ目 オサムシ科 ヒメゴミムシ
Anisodactylus tricuspidatus
tricuspidatus

1641 コウチュウ目 オサムシ科 キベリゴモクムシ Anoplogenius cyanescens
1642 コウチュウ目 オサムシ科 チビミズアトキリゴミムシ Apristus cuprascens
1643 コウチュウ目 オサムシ科 スジミズアトキリゴミムシ Apristus grandis
1644 コウチュウ目 オサムシ科 フタモンクビナガゴミムシ Archicolliuris bimaculata nipponica
1645 コウチュウ目 オサムシ科 キアシヌレチゴミムシ Archipatrobus flavipes
1646 コウチュウ目 オサムシ科 アオミズギワゴミムシ Bembidion chloreum
1647 コウチュウ目 オサムシ科 ウスモンミズギワゴミムシ Bembidion cnemidotum
1648 コウチュウ目 オサムシ科 ヨツボシミズギワゴミムシ Bembidion morawitzi
1649 コウチュウ目 オサムシ科 アトモンミズギワゴミムシ Bembidion niloticum batesi
1650 コウチュウ目 オサムシ科 フタモンミズギワゴミムシ Bembidion semilunium
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1651 コウチュウ目 オサムシ科 ウミミズギワゴミムシ Bembidion umi
1652 コウチュウ目 オサムシ科 フタボシチビゴミムシ Blemus discus
1653 コウチュウ目 オサムシ科 ベーツヒメゴモクムシ Bradycellus anchomenoides
1654 コウチュウ目 オサムシ科 チビヒメゴモクムシ Bradycellus subditus
1655 コウチュウ目 オサムシ科 ムネミゾマルゴミムシ Caelostomus picipes japonicus
1656 コウチュウ目 オサムシ科 アオアトキリゴミムシ Calleida onoha
1657 コウチュウ目 オサムシ科 クロカタビロオサムシ Calosoma maximowiczi
1658 コウチュウ目 オサムシ科 エゾカタビロオサムシ Campalita chinense
1659 コウチュウ目 オサムシ科 マイマイカブリ Carabus blaptoides blaptoides
1660 コウチュウ目 オサムシ科 オオオサムシ Carabus dehaanii dehaanii
1661 コウチュウ目 オサムシ科 イワワキオサムシ Carabus iwawakianus iwawakianus
1662 コウチュウ目 オサムシ科 オオクロナガオサムシ Carabus kumagaii nishi
1663 コウチュウ目 オサムシ科 アキタクロナガオサムシ Carabus porrecticollis kansaiensis
1664 コウチュウ目 オサムシ科 クロナガオサムシ Carabus procerulus procerulus
1665 コウチュウ目 オサムシ科 ヤコンオサムシ Carabus yaconinus cupidicornis
1666 コウチュウ目 オサムシ科 ヤマトオサムシ Carabus yamato kinkimontanus
1667 コウチュウ目 オサムシ科 アカガネアオゴミムシ Chlaenius abstersus
1668 コウチュウ目 オサムシ科 アトモンアオゴミムシ Chlaenius bioculatus
1669 コウチュウ目 オサムシ科 コキベリアオゴミムシ Chlaenius circumdatus
1670 コウチュウ目 オサムシ科 キベリアオゴミムシ Chlaenius circumductus
1671 コウチュウ目 オサムシ科 ヒメキベリアオゴミムシ Chlaenius inops
1672 コウチュウ目 オサムシ科 ニセコガシラアオゴミムシ Chlaenius kurosawai
1673 コウチュウ目 オサムシ科 オオアトボシアオゴミムシ Chlaenius micans
1674 コウチュウ目 オサムシ科 アトボシアオゴミムシ Chlaenius naeviger
1675 コウチュウ目 オサムシ科 クロヒゲアオゴミムシ Chlaenius ocreatus
1676 コウチュウ目 オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes
1677 コウチュウ目 オサムシ科 キボシアオゴミムシ Chlaenius posticalis
1678 コウチュウ目 オサムシ科 クビナガキベリアオゴミムシ Chlaenius prostenus
1679 コウチュウ目 オサムシ科 コガシラアオゴミムシ Chlaenius variicornis
1680 コウチュウ目 オサムシ科 アトワアオゴミムシ Chlaenius virgulifer
1681 コウチュウ目 オサムシ科 ヒメヒョウタンゴミムシ Clivina niponensis
1682 コウチュウ目 オサムシ科 クロモリヒラタゴミムシ Colpodes atricomes
1683 コウチュウ目 オサムシ科 オオアオモリヒラタゴミムシ Colpodes buchanani
1684 コウチュウ目 オサムシ科 ヤセモリヒラタゴミムシ Colpodes elainus elainus
1685 コウチュウ目 オサムシ科 ハラアカモリヒラタゴミムシ Colpodes japonicus
1686 コウチュウ目 オサムシ科 コキノコゴミムシ Coptodera japonica
1687 コウチュウ目 オサムシ科 ヒメキノコゴミムシ Coptodera osakana
1688 コウチュウ目 オサムシ科 ダイミョウアトキリゴミムシ Cymindis daimio
1689 コウチュウ目 オサムシ科 ルリヒラタゴミムシ Dicranoncus femoralis
1690 コウチュウ目 オサムシ科 オオスナハラゴミムシ Diplocheila zeelandica
1691 コウチュウ目 オサムシ科 カワチゴミムシ Diplous caligatus
1692 コウチュウ目 オサムシ科 コヨツボシアトキリゴミムシ Dolichoctis striatus striatus
1693 コウチュウ目 オサムシ科 セアカヒラタゴミムシ Dolichus halensis
1694 コウチュウ目 オサムシ科 ベーツホソアトキリゴミムシ Dromius batesi
1695 コウチュウ目 オサムシ科 フトヒゲホソアトキリゴミムシ Dromius crassipalpis
1696 コウチュウ目 オサムシ科 イクビホソアトキリゴミムシ Dromius quadraticollis
1697 コウチュウ目 オサムシ科 アオヘリホソゴミムシ Drypta japonica
1698 コウチュウ目 オサムシ科 ダイミョウチビヒョウタンゴミムシ Dyschirius ovicollis
1699 コウチュウ目 オサムシ科 キイロマルコミズギワゴミムシ Elaphropus latissimus
1700 コウチュウ目 オサムシ科 セダカコミズギワゴミムシ Elaphropus nipponicus
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1701 コウチュウ目 オサムシ科 オオキベリアオゴミムシ Epomis nigricans
1702 コウチュウ目 オサムシ科 クビボソゴミムシ Galerita orientalis
1703 コウチュウ目 オサムシ科 スジアオゴミムシ Haplochlaenius costiger
1704 コウチュウ目 オサムシ科 オオゴモクムシ Harpalus capito
1705 コウチュウ目 オサムシ科 ツヤアオゴモクムシ Harpalus chalcentus
1706 コウチュウ目 オサムシ科 ハコダテゴモクムシ Harpalus discrepans
1707 コウチュウ目 オサムシ科 オオズケゴモクムシ Harpalus eous
1708 コウチュウ目 オサムシ科 ケウスゴモクムシ Harpalus griseus
1709 コウチュウ目 オサムシ科 ヒメケゴモクムシ Harpalus jureceki
1710 コウチュウ目 オサムシ科 クロゴモクムシ Harpalus niigatanus
1711 コウチュウ目 オサムシ科 ヒラタゴモクムシ Harpalus platynotus
1712 コウチュウ目 オサムシ科 ニセケゴモクムシ Harpalus pseudophonoides
1713 コウチュウ目 オサムシ科 ニセクロゴモクムシ Harpalus simplicidens
1714 コウチュウ目 オサムシ科 ウスアカクロゴモクムシ Harpalus sinicus
1715 コウチュウ目 オサムシ科 アカアシマルガタゴモクムシ Harpalus tinctulus
1716 コウチュウ目 オサムシ科 コゴモクムシ Harpalus tridens
1717 コウチュウ目 オサムシ科 ケゴモクムシ Harpalus vicarius
1718 コウチュウ目 オサムシ科 キクビアオアトキリゴミムシ Lachnolebia cribricollis
1719 コウチュウ目 オサムシ科 フタホシアトキリゴミムシ Lebia bifenestrata
1720 コウチュウ目 オサムシ科 ホシハネビロアトキリゴミムシ Lebia calycophora
1721 コウチュウ目 オサムシ科 ジュウジアトキリゴミムシ Lebia retrofasciata
1722 コウチュウ目 オサムシ科 コルリアトキリゴミムシ Lebia viridis
1723 コウチュウ目 オサムシ科 ヤホシゴミムシ Lebidia octoguttata
1724 コウチュウ目 オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus
1725 コウチュウ目 オサムシ科 キノコゴミムシ Lioptera erotyloides
1726 コウチュウ目 オサムシ科 チャバネクビナガゴミムシ Odacantha aegrota
1727 コウチュウ目 オサムシ科 オオトックリゴミムシ Oodes vicarius
1728 コウチュウ目 オサムシ科 メダカアトキリゴミムシ Orionella lewisii
1729 コウチュウ目 オサムシ科 クビナガゴモクムシ Oxycentrus argutoroides
1730 コウチュウ目 オサムシ科 ヨツボシゴミムシ Panagaeus japonicus
1731 コウチュウ目 オサムシ科 ウスイロコミズギワゴミムシ Paratachys pallescens
1732 コウチュウ目 オサムシ科 ヒラタアトキリゴミムシ Parena cavipennis
1733 コウチュウ目 オサムシ科 クロヘリアトキリゴミムシ Parena nigrolineata nipponensis
1734 コウチュウ目 オサムシ科 オオヨツアナアトキリゴミムシ Parena perforata
1735 コウチュウ目 オサムシ科 カドツブゴミムシ Pentagonica angulosa
1736 コウチュウ目 オサムシ科 クロズホナシゴミムシ Perigona nigriceps
1737 コウチュウ目 オサムシ科 イグチケブカゴミムシ Peronomerus auripilis
1738 コウチュウ目 オサムシ科 フタホシスジバネゴミムシ Planetes puncticeps
1739 コウチュウ目 オサムシ科 オオヒラタゴミムシ Platynus magnus
1740 コウチュウ目 オサムシ科 コヒラタゴミムシ Platynus protensus
1741 コウチュウ目 オサムシ科 オオナガゴミムシ Pterostichus fortis
1742 コウチュウ目 オサムシ科 フジタナガゴミムシ Pterostichus fujitai
1743 コウチュウ目 オサムシ科 トックリナガゴミムシ Pterostichus haptoderoides japanensis
1744 コウチュウ目 オサムシ科 マルムネヒメナガゴミムシ Pterostichus latemarginatus
1745 コウチュウ目 オサムシ科 コホソナガゴミムシ Pterostichus longinquus
1746 コウチュウ目 オサムシ科 コガシラナガゴミムシ Pterostichus microcephalus
1747 コウチュウ目 オサムシ科 ニッコウヒメナガゴミムシ Pterostichus polygenus
1748 コウチュウ目 オサムシ科 ナガサキヒメナガゴミムシ Pterostichus procephalus
1749 コウチュウ目 オサムシ科 オオクロナガゴミムシ Pterostichus japonicus
1750 コウチュウ目 オサムシ科 キイオオナガゴミムシ Pterostichus pseudopachinus
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1751 コウチュウ目 オサムシ科 アシミゾナガゴミムシ Pterostichus sulcitarsis
1752 コウチュウ目 オサムシ科 ヨリトモナガゴミムシ Pterostichus yoritomus
1753 コウチュウ目 オサムシ科 ホソヒョウタンゴミムシ Scarites acutidens
1754 コウチュウ目 オサムシ科 ヒョウタンゴミムシ Scarites aterrimus
1755 コウチュウ目 オサムシ科 ナガヒョウタンゴミムシ Scarites terricola pacificus
1756 コウチュウ目 オサムシ科 ナガマメゴモクムシ Stenolophus agonoides
1757 コウチュウ目 オサムシ科 ミドリマメゴモクムシ Stenolophus difficilis
1758 コウチュウ目 オサムシ科 マメゴモクムシ Stenolophus fulvicornis
1759 コウチュウ目 オサムシ科 ツヤマメゴモクムシ Stenolophus iridicolor
1760 コウチュウ目 オサムシ科 ムネアカマメゴモクムシ Stenolophus propinquus
1761 コウチュウ目 オサムシ科 イツホシマメゴモクムシ Stenolophus quinquepustulatus
1762 コウチュウ目 オサムシ科 ニッポンツヤヒラタゴミムシ Synuchus agonus
1763 コウチュウ目 オサムシ科 マルガタツヤヒラタゴミムシ Synuchus arcuaticollis
1764 コウチュウ目 オサムシ科 ヒメクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus congruus
1765 コウチュウ目 オサムシ科 クロツヤヒラタゴミムシ Synuchus cycloderus
1766 コウチュウ目 オサムシ科 ヒメツヤヒラタゴミムシ Synuchus dulcigradus
1767 コウチュウ目 オサムシ科 コクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus melantho
1768 コウチュウ目 オサムシ科 オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus
1769 コウチュウ目 オサムシ科 ナガクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus silvester
1770 コウチュウ目 オサムシ科 ヒラタコミズギワゴミムシ Tachyura exarata
1771 コウチュウ目 オサムシ科 クリイロコミズギワゴミムシ Tachyura fumicata
1772 コウチュウ目 オサムシ科 ウスモンコミズギワゴミムシ Tachyura fuscicauda
1773 コウチュウ目 オサムシ科 ヨツモンコミズギワゴミムシ Tachyura laetifica
1774 コウチュウ目 オサムシ科 ヒラタキイロチビゴミムシ Trechus ephippiatus
1775 コウチュウ目 オサムシ科 ヒメツヤゴモクムシ Trichotichnus congruus
1776 コウチュウ目 オサムシ科 ムラサキオオゴミムシ Trigonognatha coreana
1777 コウチュウ目 ハンミョウ科 カワラハンミョウ Chaetodera laetescripta
1778 コウチュウ目 ハンミョウ科 ニワハンミョウ Cicindela japana
1779 コウチュウ目 ハンミョウ科 ナミハンミョウ Cicindela japonica
1780 コウチュウ目 ハンミョウ科 ルイスハンミョウ Cicindela lewisi
1781 コウチュウ目 ハンミョウ科 エリザハンミョウ Cylindera elisae elisae
1782 コウチュウ目 ハンミョウ科 コハンミョウ Myriochile specularis
1783 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 クロズマメゲンゴロウ Agabus conspicuus
1784 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 マメゲンゴロウ Agabus japonicus
1785 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 チャイロマメゲンゴロウ Agabus reginbarti
1786 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 チャイロチビゲンゴロウ Allodessus megacephalus
1787 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 マルコガタノゲンゴロウ Cybister lewisianus
1788 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 コガタノゲンゴロウ Cybister tripunctatus lateralis
1789 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ハイイロゲンゴロウ Eretes griseus
1790 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 マルガタゲンゴロウ Graphoderus adamsii
1791 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 シマゲンゴロウ Hydaticus bowringii
1792 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 コシマゲンゴロウ Hydaticus grammicus
1793 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ウスイロシマゲンゴロウ Hydaticus rhantoides
1794 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 スジゲンゴロウ Hydaticus satoi
1795 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 チビゲンゴロウ Hydroglyphus japonicus
1796 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 コマルケシゲンゴロウ Hydrovatus acuminatus
1797 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 マルケシゲンゴロウ Hydrovatus subtilis
1798 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ケシゲンゴロウ Hyphydrus japonicus
1799 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ヒメケシゲンゴロウ Hyphydrus laeviventris laeviventris
1800 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ツブゲンゴロウ Laccophilus difficilis
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1801 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ルイスツブゲンゴロウ Laccophilus lewisius
1802 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 シャープツブゲンゴロウ Laccophilus sharpi
1803 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 マルチビゲンゴロウ Leiodytes frontalis
1804 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ナガマルチビゲンゴロウ Leiodytes kyushuensis
1805 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 モンキマメゲンゴロウ Platambus pictipennis
1806 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ヒメゲンゴロウ Rhantus suturalis
1807 コウチュウ目 ミズスマシ科 オオミズスマシ Dineutus orientalis
1808 コウチュウ目 ミズスマシ科 ミズスマシ Gyrinus japonicus
1809 コウチュウ目 コガシラミズムシ科 キイロコガシラミズムシ Haliplus eximius
1810 コウチュウ目 コガシラミズムシ科 マダラコガシラミズムシ Haliplus sharpi
1811 コウチュウ目 コガシラミズムシ科 コガシラミズムシ Peltodytes intermedius
1812 コウチュウ目 コツブゲンゴロウ科 ムツボシツヤコツブゲンゴロウ Canthydrus politus
1813 コウチュウ目 コツブゲンゴロウ科 コツブゲンゴロウ Noterus japonicus
1814 コウチュウ目 カワラゴミムシ科 カワラゴミムシ Omophron aequalis
1815 コウチュウ目 ナガヒラタムシ科 ナガヒラタムシ Tenomerga mucida
1816 コウチュウ目 ダルマガムシ科 ミヤタケダルマガムシ Hydraena miyatakei
1817 コウチュウ目 ホソガムシ科 チュウブホソガムシ Hydrochus chubu
1818 コウチュウ目 ホソガムシ科 ヤマトホソガムシ Hydrochus japonicus
1819 コウチュウ目 ガムシ科 タマガムシ Amphiops mater mater
1820 コウチュウ目 ガムシ科 トゲバゴマフガムシ Berosus lewisius
1821 コウチュウ目 ガムシ科 アカケシガムシ Cercyon olibrus
1822 コウチュウ目 ガムシ科 セマルガムシ Coelostoma stultum
1823 コウチュウ目 ガムシ科 キベリヒラタガムシ Enochrus japonicus
1824 コウチュウ目 ガムシ科 キイロヒラタガムシ Enochrus simulans
1825 コウチュウ目 ガムシ科 マルヒラタガムシ Enochrus subsignatus
1826 コウチュウ目 ガムシ科 スジヒラタガムシ Helochares nipponicus
1827 コウチュウ目 ガムシ科 ルイスヒラタガムシ Helochares pallens
1828 コウチュウ目 ガムシ科 コガムシ Hydrochara affinis
1829 コウチュウ目 ガムシ科 コガタガムシ Hydrophilus bilineatus cashimirensis
1830 コウチュウ目 ガムシ科 シジミガムシ Laccobius bedeli
1831 コウチュウ目 ガムシ科 コモンシジミガムシ Laccobius oscillans
1832 コウチュウ目 ガムシ科 マメガムシ Regimbartia attenuata
1833 コウチュウ目 ガムシ科 ヒメガムシ Sternolophus rufipes

1834 コウチュウ目 エンマムシ科 コツヤエンマムシ
Atholus duodecimstriatus
quatuordecimstriatus

1835 コウチュウ目 エンマムシ科 コエンマムシ Margarinotus niponicus
1836 コウチュウ目 エンマムシ科 ルリエンマムシ Saprinus splendens
1837 コウチュウ目 タマキノコムシ科 セマルタマキノコムシ Cyrtoplastus seriepunctatus
1838 コウチュウ目 タマキノコムシ科 オチバヒメタマキノコムシ Dermatohomoeus terrena
1839 コウチュウ目 シデムシ科 ベッコウヒラタシデムシ Eusilpha brunneicollis
1840 コウチュウ目 シデムシ科 オオサカヒラタシデムシ Eusilpha jakowlewi similator
1841 コウチュウ目 シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica
1842 コウチュウ目 シデムシ科 オオモモブトシデムシ Necrodes asiaticus
1843 コウチュウ目 シデムシ科 モモブトシデムシ Necrodes nigricornis
1844 コウチュウ目 シデムシ科 クロシデムシ Nicrophorus concolor
1845 コウチュウ目 シデムシ科 マエモンシデムシ Nicrophorus maculifrons
1846 コウチュウ目 シデムシ科 ヨツボシモンシデムシ Nicrophorus quadripunctatus
1847 コウチュウ目 シデムシ科 コクロシデムシ Ptomascopus morio
1848 コウチュウ目 シデムシ科 ヒメヒラタシデムシ Thanatophilus sinuatus
1849 コウチュウ目 ハネカクシ科 アカバハバビロオオハネカクシ Agelosus carinatus carinatus
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1850 コウチュウ目 ハネカクシ科 オオヒゲブトハネカクシ Aleochara clavigera
1851 コウチュウ目 ハネカクシ科 ヒゲブトハネカクシ Aleochara lata
1852 コウチュウ目 ハネカクシ科 コクロヒゲブトハネカクシ Aleochara parens
1853 コウチュウ目 ハネカクシ科 ムネビロハネカクシ Algon grandicollis
1854 コウチュウ目 ハネカクシ科 ルイスツヤセスジハネカクシ Anotylus lewisius
1855 コウチュウ目 ハネカクシ科 シワバネセスジハネカクシ Anotylus mimulus
1856 コウチュウ目 ハネカクシ科 ホソスジデオキノコムシ Ascaphium tibiale
1857 コウチュウ目 ハネカクシ科 ズグロアカヒメハネカクシ Atheta weisei
1858 コウチュウ目 ハネカクシ科 アカスジハラハネカクシ Autalia rufula
1859 コウチュウ目 ハネカクシ科 アカイクビキノコハネカクシ Bryoporus gracilis
1860 コウチュウ目 ハネカクシ科 チビツツニセユミセミゾハネカクシ Carpelimus exiguus
1861 コウチュウ目 ハネカクシ科 ニセヒメユミセミゾハネカクシ Carpelimus vagus
1862 コウチュウ目 ハネカクシ科 オオハネカクシ Creophilus maxillosus
1863 コウチュウ目 ハネカクシ科 コヤマトヒゲブトアリヅカムシ Diartiger fossulatus fossulatus
1864 コウチュウ目 ハネカクシ科 マルズハネカクシ Domene crassicornis
1865 コウチュウ目 ハネカクシ科 ニセセミゾハネカクシ Drusilla aino
1866 コウチュウ目 ハネカクシ科 アカニセセミゾハネカクシ Drusilla sparsa
1867 コウチュウ目 ハネカクシ科 クロミズギワヨツメハネカクシ Geodromicus caliginosus
1868 コウチュウ目 ハネカクシ科 ツマグロムネスジハネカクシ Hesperus tiro
1869 コウチュウ目 ハネカクシ科 クロズトガリハネカクシ Lithocharis nigriceps
1870 コウチュウ目 ハネカクシ科 サキアカバツツナガハネカクシ Lobrathium partitum
1871 コウチュウ目 ハネカクシ科 キバネナガハネカクシ Megalinus suffusus
1872 コウチュウ目 ハネカクシ科 ヒメアバタコバネハネカクシ Nazeris optatus
1873 コウチュウ目 ハネカクシ科 クロカワベナガエハネカクシ Ochthephilum densipenne
1874 コウチュウ目 ハネカクシ科 クロサビイロマルズオオハネカクシ Ocypus lewisius
1875 コウチュウ目 ハネカクシ科 セミゾヨツメハネカクシ Omalium japonicum
1876 コウチュウ目 ハネカクシ科 サビハネカクシ Ontholestes gracilis
1877 コウチュウ目 ハネカクシ科 ウスアカバホソハネカクシ Othius medius
1878 コウチュウ目 ハネカクシ科 アカバホソハネカクシ Othius rufipennis
1879 コウチュウ目 ハネカクシ科 ヒメアカセスジハネカクシ Oxytelus migrator
1880 コウチュウ目 ハネカクシ科 アオバアリガタハネカクシ Paederus fuscipes
1881 コウチュウ目 ハネカクシ科 ドウバネコガシラハネカクシ Philonthus cunctator
1882 コウチュウ目 ハネカクシ科 チビカクコガシラハネカクシ Philonthus discoideus
1883 コウチュウ目 ハネカクシ科 カクコガシラハネカクシ Philonthus rectangulus
1884 コウチュウ目 ハネカクシ科 オオアカバコガシラハネカクシ Philonthus spinipes
1885 コウチュウ目 ハネカクシ科 ヘリアカバコガシラハネカクシ Philonthus tardus
1886 コウチュウ目 ハネカクシ科 クロスジコガシラハネカクシ Philonthus virgatus
1887 コウチュウ目 ハネカクシ科 カラカネトガリオオズハネカクシ Platydracus sharpi
1888 コウチュウ目 ハネカクシ科 チャイロツヤムネハネカクシ Quedius adustus
1889 コウチュウ目 ハネカクシ科 ヒメデオキノコムシ Scaphidium femorale
1890 コウチュウ目 ハネカクシ科 ヤマトデオキノコムシ Scaphidium japonum
1891 コウチュウ目 ハネカクシ科 ヒメキノコハネカクシ Sepedophilus tibialis
1892 コウチュウ目 ハネカクシ科 アシマダラカワベメダカハネカクシ Stenus cicindeloides
1893 コウチュウ目 ハネカクシ科 キアシホソメダカハネカクシ Stenus rugipennis
1894 コウチュウ目 ハネカクシ科 チャイロシリホソハネカクシ Tachyporus abdominalis
1895 コウチュウ目 ハネカクシ科 クロズシリホソハネカクシ Tachyporus celatus
1896 コウチュウ目 ハネカクシ科 アカアシユミセミゾハネカクシ Thinodromus deceptor
1897 コウチュウ目 ハネカクシ科 ヤマトニセユミセミゾハネカクシ Thinodromus japonicus
1898 コウチュウ目 ハネカクシ科 マルムネアリヅカムシ Triomicrus protervus
1899 コウチュウ目 マルハナノミ科 ナガチビマルハナノミ Nyholmia seryu
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1900 コウチュウ目 マルハナノミ科 トビイロマルハナノミ Scirtes japonicus
1901 コウチュウ目 クワガタムシ科 ネブトクワガタ Aegus laevicollis subnitidus

1902 コウチュウ目 クワガタムシ科 オオクワガタ Dorcus hopei binodulosus

1903 コウチュウ目 クワガタムシ科 コクワガタ Dorcus rectus rectus
1904 コウチュウ目 クワガタムシ科 スジクワガタ Dorcus striatipennis striatipennis
1905 コウチュウ目 クワガタムシ科 ヒラタクワガタ Dorcus titanus pilifer
1906 コウチュウ目 クワガタムシ科 チビクワガタ Figulus binodulus
1907 コウチュウ目 クワガタムシ科 マメクワガタ Figulus punctatus

1908 コウチュウ目 クワガタムシ科 ミヤマクワガタ
Lucanus maculifemoratus
maculifemoratus

1909 コウチュウ目 クワガタムシ科 ノコギリクワガタ Prosopocoilus inclinatus inclinatus
1910 コウチュウ目 コガネムシ科 コイチャコガネ Adoretus tenuimaculatus
1911 コウチュウ目 コガネムシ科 アオドウガネ Anomala albopilosa albopilosa
1912 コウチュウ目 コガネムシ科 ドウガネブイブイ Anomala cuprea
1913 コウチュウ目 コガネムシ科 サクラコガネ Anomala daimiana
1914 コウチュウ目 コガネムシ科 ヒメサクラコガネ Anomala geniculata
1915 コウチュウ目 コガネムシ科 ヤマトアオドウガネ Anomala japonica
1916 コウチュウ目 コガネムシ科 ツヤコガネ Anomala lucens
1917 コウチュウ目 コガネムシ科 ヒメコガネ Anomala rufocuprea
1918 コウチュウ目 コガネムシ科 セマダラマグソコガネ Aphodius nigrotessellatus
1919 コウチュウ目 コガネムシ科 マグソコガネ Aphodius rectus
1920 コウチュウ目 コガネムシ科 ウスイロマグソコガネ Aphodius sublimbatus
1921 コウチュウ目 コガネムシ科 ヒメカンショコガネ Apogonia amida
1922 コウチュウ目 コガネムシ科 マエカドコエンマコガネ Caccobius jessoensis
1923 コウチュウ目 コガネムシ科 ナミハナムグリ Cetonia pilifera
1924 コウチュウ目 コガネムシ科 アオハナムグリ Cetonia roelofsi roelofsi
1925 コウチュウ目 コガネムシ科 ヒメアシナガコガネ Ectinohoplia obducta
1926 コウチュウ目 コガネムシ科 コカブトムシ Eophileurus chinensis chinensis
1927 コウチュウ目 コガネムシ科 セマダラコガネ Exomala orientalis
1928 コウチュウ目 コガネムシ科 アオヒメハナムグリ Gametis forticula forticula
1929 コウチュウ目 コガネムシ科 コアオハナムグリ Gametis jucunda
1930 コウチュウ目 コガネムシ科 クロハナムグリ Glycyphana fulvistemma
1931 コウチュウ目 コガネムシ科 ナガチャコガネ Heptophylla picea
1932 コウチュウ目 コガネムシ科 マルオクロコガネ Holotrichia convexopyga
1933 コウチュウ目 コガネムシ科 クロコガネ Holotrichia kiotonensis
1934 コウチュウ目 コガネムシ科 オオクロコガネ Holotrichia parallela
1935 コウチュウ目 コガネムシ科 コクロコガネ Holotrichia picea
1936 コウチュウ目 コガネムシ科 ヒメトラハナムグリ Lasiotrichius succinctus tokushimus
1937 コウチュウ目 コガネムシ科 アカビロウドコガネ Maladera castanea
1938 コウチュウ目 コガネムシ科 ビロウドコガネ Maladera japonica
1939 コウチュウ目 コガネムシ科 ヒメビロウドコガネ Maladera orientalis
1940 コウチュウ目 コガネムシ科 オオビロウドコガネ Maladera renardi
1941 コウチュウ目 コガネムシ科 マルガタビロウドコガネ Maladera secreta
1942 コウチュウ目 コガネムシ科 オオコフキコガネ Melolontha frater
1943 コウチュウ目 コガネムシ科 コフキコガネ Melolontha japonica
1944 コウチュウ目 コガネムシ科 コガネムシ Mimela splendens
1945 コウチュウ目 コガネムシ科 スジコガネ Mimela testaceipes
1946 コウチュウ目 コガネムシ科 クリイロコガネ Miridiba castanea
1947 コウチュウ目 コガネムシ科 オオヒラタハナムグリ Neovalgus fumosus
1948 コウチュウ目 コガネムシ科 ワタリビロウドコガネ Nipponoserica peregrina
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1949 コウチュウ目 コガネムシ科 ハラゲビロウドコガネ Nipponoserica pubiventris

1950 コウチュウ目 コガネムシ科 ヒラタハナムグリ
Nipponovalgus angusticollis
angusticollis

1951 コウチュウ目 コガネムシ科 クロマルエンマコガネ Onthophagus ater
1952 コウチュウ目 コガネムシ科 コブマルエンマコガネ Onthophagus atripennis
1953 コウチュウ目 コガネムシ科 フトカドエンマコガネ Onthophagus fodiens
1954 コウチュウ目 コガネムシ科 マメダルマコガネ Panelus parvulus
1955 コウチュウ目 コガネムシ科 ツヤエンマコガネ Parascatonomus nitidus
1956 コウチュウ目 コガネムシ科 ウスチャコガネ Phyllopertha diversa
1957 コウチュウ目 コガネムシ科 アオウスチャコガネ Phyllopertha intermixta
1958 コウチュウ目 コガネムシ科 キスジコガネ Phyllopertha irregularis
1959 コウチュウ目 コガネムシ科 マメコガネ Popillia japonica
1960 コウチュウ目 コガネムシ科 シラホシハナムグリ Protaetia brevitarsis brevitarsis
1961 コウチュウ目 コガネムシ科 シロテンハナムグリ Protaetia orientalis submarmorea
1962 コウチュウ目 コガネムシ科 セマルケシマグソコガネ Psammodius convexus
1963 コウチュウ目 コガネムシ科 カナブン Pseudotrynorrhina japonica
1964 コウチュウ目 コガネムシ科 アオカナブン Rhomborhina unicolor unicolor
1965 コウチュウ目 コガネムシ科 クロチャイロコガネ Sericania angulata
1966 コウチュウ目 コガネムシ科 マツシタチャイロコガネ Sericania matusitai
1967 コウチュウ目 コガネムシ科 ホソケシマグソコガネ Trichiorhyssemus asperulus
1968 コウチュウ目 コガネムシ科 カブトムシ Trypoxylus dichotomus septentrionalis
1969 コウチュウ目 コブスジコガネ科 コブナシコブスジコガネ Trox nohirai
1970 コウチュウ目 コブスジコガネ科 ヒメコブスジコガネ Trox opacotuberculatus
1971 コウチュウ目 マルトゲムシ科 シラフチビマルトゲムシ Simplocaria bicolor
1972 コウチュウ目 ヒメドロムシ科 ツヤヒメドロムシ Optioservus nitidus
1973 コウチュウ目 ヒメドロムシ科 キスジミゾドロムシ Ordobrevia foveicollis
1974 コウチュウ目 ヒメドロムシ科 アシナガミゾドロムシ Stenelmis vulgaris
1975 コウチュウ目 ヒメドロムシ科 ホソヒメツヤドロムシ Zaitzeviaria gotoi
1976 コウチュウ目 ナガドロムシ科 タテスジナガドロムシ Heterocerus fenestratus
1977 コウチュウ目 ヒラタドロムシ科 チビヒゲナガハナノミ Ectopria opaca opaca
1978 コウチュウ目 ナガハナノミ科 ヒゲナガハナノミ Paralichas pectinatus
1979 コウチュウ目 タマムシ科 ミカンナガタマムシ Agrilus auriventris
1980 コウチュウ目 タマムシ科 シンリョクナガタマムシ Agrilus viridis
1981 コウチュウ目 タマムシ科 クロナガタマムシ Agrilus cyaneoniger
1982 コウチュウ目 タマムシ科 ヒシモンナガタマムシ Agrilus discalis
1983 コウチュウ目 タマムシ科 ヒメアサギナガタマムシ Agrilus hattorii
1984 コウチュウ目 タマムシ科 ケヤキナガタマムシ Agrilus spinipennis
1985 コウチュウ目 タマムシ科 ネムノキナガタマムシ Agrilus subrobustus
1986 コウチュウ目 タマムシ科 ウグイスナガタマムシ Agrilus tempestivus
1987 コウチュウ目 タマムシ科 ヒメヒラタタマムシ Anthaxia proteus
1988 コウチュウ目 タマムシ科 クロタマムシ Buprestis haemorrhoidalis japanensis
1989 コウチュウ目 タマムシ科 ウバタマムシ Chalcophora japonica japonica
1990 コウチュウ目 タマムシ科 オオムツボシタマムシ Chrysobothris ohbayashii
1991 コウチュウ目 タマムシ科 ムツボシタマムシ Chrysobothris succedanea
1992 コウチュウ目 タマムシ科 タマムシ Chrysochroa fulgidissima fulgidissima
1993 コウチュウ目 タマムシ科 ムネアカチビナカボソタマムシ Nalanda rutilicollis rutilicollis
1994 コウチュウ目 タマムシ科 アオマダラタマムシ Nipponobuprestis amabilis
1995 コウチュウ目 タマムシ科 クロマダラタマムシ Nipponobuprestis querceti
1996 コウチュウ目 タマムシ科 ホソツツタマムシ Paracylindromorphus japanensis
1997 コウチュウ目 タマムシ科 クズノチビタマムシ Trachys auricollis
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1998 コウチュウ目 タマムシ科 コウゾチビタマムシ Trachys broussonetiae
1999 コウチュウ目 タマムシ科 ヤナギチビタマムシ Trachys minutus salicis
2000 コウチュウ目 タマムシ科 ダンダラチビタマムシ Trachys variolaris
2001 コウチュウ目 コメツキムシ科 シモフリコメツキ Actenicerus pruinosus
2002 コウチュウ目 コメツキムシ科 チャイロムナボソコメツキ Agriotes subvittatus ogurae
2003 コウチュウ目 コメツキムシ科 サビキコリ Agrypnus binodulus binodulus
2004 コウチュウ目 コメツキムシ科 ホソサビキコリ Agrypnus fuliginosus
2005 コウチュウ目 コメツキムシ科 コガタヒメサビキコリ Agrypnus hypnicola
2006 コウチュウ目 コメツキムシ科 ハマベヒメサビキコリ Agrypnus miyamotoi miyamotoi
2007 コウチュウ目 コメツキムシ科 ヒメサビキコリ Agrypnus scrofa scrofa
2008 コウチュウ目 コメツキムシ科 ツシマヒメサビキコリ Agrypnus tsushimensis tsushimensis
2009 コウチュウ目 コメツキムシ科 ヒメクロコメツキ Ampedus carbunculus
2010 コウチュウ目 コメツキムシ科 アカハラクロコメツキ Ampedus hypogastricus hypogastricus
2011 コウチュウ目 コメツキムシ科 アカアシクロコメツキ Ampedus japonicus japonicus
2012 コウチュウ目 コメツキムシ科 ケブカクロコメツキ Ampedus vestitus vestitus
2013 コウチュウ目 コメツキムシ科 ウスカバイロコメツキ Chatanayus ishiharai ishiharai
2014 コウチュウ目 コメツキムシ科 ウバタマコメツキ Cryptalaus berus
2015 コウチュウ目 コメツキムシ科 フタモンウバタマコメツキ Cryptalaus larvatus pini
2016 コウチュウ目 コメツキムシ科 オオウバタマコメツキ Cryptalaus yamato
2017 コウチュウ目 コメツキムシ科 キバネホソコメツキ Dolerosomus gracilis
2018 コウチュウ目 コメツキムシ科 コナガコメツキ Ectamenogonus plebejus
2019 コウチュウ目 コメツキムシ科 フトナガコメツキ Ectamenogonus robustus
2020 コウチュウ目 コメツキムシ科 カバイロコメツキ Ectinus sericeus sericeus
2021 コウチュウ目 コメツキムシ科 ヨツモンミズギワコメツキ Fleutiauxellus quadrillum
2022 コウチュウ目 コメツキムシ科 チャイロコメツキ Haterumelater bicarinatus bicarinatus
2023 コウチュウ目 コメツキムシ科 クロツヤハダコメツキ Hemicrepidius secessus secessus
2024 コウチュウ目 コメツキムシ科 オオクロコメツキ Lanelater aequalis
2025 コウチュウ目 コメツキムシ科 クロツヤクシコメツキ Melanotus annosus
2026 コウチュウ目 コメツキムシ科 ヒメクシコメツキ Melanotus legatoides
2027 コウチュウ目 コメツキムシ科 クシコメツキ Melanotus legatus legatus
2028 コウチュウ目 コメツキムシ科 ルイスクシコメツキ Melanotus lewisi lewisi
2029 コウチュウ目 コメツキムシ科 ヒゲナガコメツキ Mulsanteus junior junior
2030 コウチュウ目 コメツキムシ科 オオナガコメツキ Nipponoelater sieboldi sieboldi
2031 コウチュウ目 コメツキムシ科 ヒゲコメツキ Pectocera hige hige
2032 コウチュウ目 コメツキムシ科 クリイロアシブトコメツキ Podeonius castaneus
2033 コウチュウ目 コメツキムシ科 マダラチビコメツキ Prodrasterius agnatus
2034 コウチュウ目 コメツキムシ科 クチブトコメツキ Silesis musculus musculus
2035 コウチュウ目 コメツキムシ科 アカアシオオクシコメツキ Spheniscosomus cete cete
2036 コウチュウ目 コメツキムシ科 オオクロクシコメツキ Spheniscosomus cribricollis
2037 コウチュウ目 コメツキムシ科 オオクシヒゲコメツキ Tetrigus lewisi
2038 コウチュウ目 コメツキダマシ科 ニホンヒメミゾコメツキダマシ Dromaeolus nipponensis
2039 コウチュウ目 ヒゲブトコメツキ科 ナガヒゲブトコメツキ Aulonothroscus longulus

2040 コウチュウ目 ジョウカイボン科 クロヒメクビボソジョウカイ
Asiopodabrus malthinoides
malthinoides

2041 コウチュウ目 ジョウカイボン科 クロヒゲナガジョウカイ Habronychus providus
2042 コウチュウ目 ジョウカイボン科 クビボソジョウカイ Hatchiana heydeni
2043 コウチュウ目 ジョウカイボン科 ムネアカクロジョウカイ Lycocerus adusticollis
2044 コウチュウ目 ジョウカイボン科 クロジョウカイ Lycocerus attristatus
2045 コウチュウ目 ジョウカイボン科 ウスチャジョウカイ Lycocerus insulsus lewisii
2046 コウチュウ目 ジョウカイボン科 ヒメジョウカイ Lycocerus japonicus
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2047 コウチュウ目 ジョウカイボン科 セスジジョウカイ Lycocerus magnius
2048 コウチュウ目 ジョウカイボン科 ジョウカイボン Lycocerus suturellus suturellus
2049 コウチュウ目 ジョウカイボン科 セボシジョウカイ Lycocerus vitellinus
2050 コウチュウ目 ジョウカイボン科 クロスジツマキジョウカイ Malthinus mucoreus
2051 コウチュウ目 ジョウカイボン科 マルムネジョウカイ Prothemus ciusianus
2052 コウチュウ目 ジョウカイボン科 キンイロジョウカイ Themus episcopalis purpureoaeneus
2053 コウチュウ目 ジョウカイボン科 ニセキベリコバネジョウカイ Trypherus mutilatus
2054 コウチュウ目 ホタル科 オオオバボタル Lucidina accensa
2055 コウチュウ目 ホタル科 オバボタル Lucidina biplagiata
2056 コウチュウ目 ホタル科 ゲンジボタル Luciola cruciata
2057 コウチュウ目 ホタル科 ヘイケボタル Luciola lateralis
2058 コウチュウ目 ホタル科 ヒメボタル Luciola parvula
2059 コウチュウ目 ホタル科 クロマドボタル Pyrocoelia fumosa
2060 コウチュウ目 ベニボタル科 ヒシベニボタル Dictyoptera gorhami
2061 コウチュウ目 ベニボタル科 ベニボタル Lycostomus modestus

2062 コウチュウ目 ベニボタル科 フトベニボタル
Lycostomus semiellipticus
semiellipticus

2063 コウチュウ目 ベニボタル科 ヒメカクムネベニボタル Lyponia osawai
2064 コウチュウ目 ベニボタル科 オオクシヒゲベニボタル Macrolycus excellens
2065 コウチュウ目 ベニボタル科 クロハナボタル Plateros coracinus
2066 コウチュウ目 カツオブシムシ科 シロオビマルカツオブシムシ Anthrenus nipponensis
2067 コウチュウ目 カツオブシムシ科 ヒメマルカツオブシムシ Anthrenus verbasci
2068 コウチュウ目 カツオブシムシ科 ヒメカツオブシムシ Attagenus unicolor japonicus
2069 コウチュウ目 カツオブシムシ科 カドマルカツオブシムシ Dermestes haemorrhoidalis
2070 コウチュウ目 カツオブシムシ科 ハラジロカツオブシムシ Dermestes maculatus
2071 コウチュウ目 カツオブシムシ科 ベニモンチビカツオブシムシ Orphinus japonicus
2072 コウチュウ目 カツオブシムシ科 クロヒゲブトカツオブシムシ Thaumaglossa hilleri
2073 コウチュウ目 カツオブシムシ科 カマキリタマゴカツオブシムシ Thaumaglossa rufocapillata
2074 コウチュウ目 シバンムシ科 ツツガタシバンムシ Gastrallus affinis
2075 コウチュウ目 シバンムシ科 フルホンシバンムシ Gastrallus immarginatus
2076 コウチュウ目 シバンムシ科 タバコシバンムシ Lasioderma serricorne
2077 コウチュウ目 ナガシンクイムシ科 チビタケナガシンクイ Dinoderus minutus
2078 コウチュウ目 ナガシンクイムシ科 セマダラナガシンクイ Lichenophanes carinipennis
2079 コウチュウ目 ヒョウホンムシ科 セマルヒョウホンムシ Gibbium psylloides
2080 コウチュウ目 ヒョウホンムシ科 ナガヒョウホンムシ Ptinus japonicus
2081 コウチュウ目 カッコウムシ科 ホソカッコウムシ Cladiscus obeliscus
2082 コウチュウ目 カッコウムシ科 アカクビホシカムシ Necrobia ruficollis
2083 コウチュウ目 カッコウムシ科 ヤマトヒメメダカカッコウムシ Neohydnus hozumii
2084 コウチュウ目 カッコウムシ科 ツマグロツツカッコウムシ Tenerus hilleri
2085 コウチュウ目 ジョウカイモドキ科 ヒロオビジョウカイモドキ Intybia historio
2086 コウチュウ目 ジョウカイモドキ科 ツマキアオジョウカイモドキ Malachius prolongatus
2087 コウチュウ目 ムクゲキスイムシ科 アカグロムクゲキスイ Biphyllus lewisi
2088 コウチュウ目 ムクゲキスイムシ科 ハスモンムクゲキスイ Biphyllus rufopictus
2089 コウチュウ目 ムクゲキスイムシ科 ベニモンムクゲキスイ Biphyllus suffusus
2090 コウチュウ目 キスイモドキ科 キスイモドキ Byturus affinis
2091 コウチュウ目 カクホソカタムシ科 チビマルホソカタムシ Murmidius ovalis
2092 コウチュウ目 テントウムシ科 カメノコテントウ Aiolocaria hexaspilota
2093 コウチュウ目 テントウムシ科 アミダテントウ Amida tricolor
2094 コウチュウ目 テントウムシ科 ジュウクホシテントウ Anisosticta kobensis
2095 コウチュウ目 テントウムシ科 ミスジキイロテントウ Brumoides ohtai
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2096 コウチュウ目 テントウムシ科 シロトホシテントウ Calvia decemguttata
2097 コウチュウ目 テントウムシ科 ムーアシロホシテントウ Calvia muiri
2098 コウチュウ目 テントウムシ科 シロジュウシホシテントウ Calvia quatuordecimguttata
2099 コウチュウ目 テントウムシ科 シロジュウゴホシテントウ Calvia quindecimguttata
2100 コウチュウ目 テントウムシ科 ヒメアカホシテントウ Chilocorus kuwanae
2101 コウチュウ目 テントウムシ科 アカホシテントウ Chilocorus rubidus
2102 コウチュウ目 テントウムシ科 ナナホシテントウ Coccinella septempunctata
2103 コウチュウ目 テントウムシ科 マクガタテントウ Coccinula crotchi
2104 コウチュウ目 テントウムシ科 フタモンクロテントウ Cryptogonus orbiculus
2105 コウチュウ目 テントウムシ科 ツマアカオオヒメテントウ Cryptolaemus montrouzieri
2106 コウチュウ目 テントウムシ科 トホシテントウ Epilachna admirabilis
2107 コウチュウ目 テントウムシ科 ナミテントウ Harmonia axyridis
2108 コウチュウ目 テントウムシ科 クリサキテントウ Harmonia yedoensis
2109 コウチュウ目 テントウムシ科 オオニジュウヤホシテントウ Henosepilachna vigintioctomaculata
2110 コウチュウ目 テントウムシ科 ニジュウヤホシテントウ Henosepilachna vigintioctopunctata
2111 コウチュウ目 テントウムシ科 ジュウサンホシテントウ Hippodamia tredecimpunctata
2112 コウチュウ目 テントウムシ科 フタホシテントウ Hyperaspis japonica
2113 コウチュウ目 テントウムシ科 キイロテントウ Kiiro koebelei koebelei
2114 コウチュウ目 テントウムシ科 ダンダラテントウ Menochilus sexmaculatus
2115 コウチュウ目 テントウムシ科 セスジヒメテントウ Nephus patagiatus
2116 コウチュウ目 テントウムシ科 アトホシヒメテントウ Nephus phosphorus
2117 コウチュウ目 テントウムシ科 ウスキホシテントウ Oenopia hirayamai
2118 コウチュウ目 テントウムシ科 ムツキボシテントウ Oenopia scalaris
2119 コウチュウ目 テントウムシ科 ヨツボシテントウ Phymatosternus lewisii
2120 コウチュウ目 テントウムシ科 ヒメカメノコテントウ Propylea japonica
2121 コウチュウ目 テントウムシ科 クモガタテントウ Psyllobora vigintimaculata
2122 コウチュウ目 テントウムシ科 ベダリアテントウ Rodolia cardinalis
2123 コウチュウ目 テントウムシ科 アカイロテントウ Rodolia concolor
2124 コウチュウ目 テントウムシ科 ベニヘリテントウ Rodolia limbata
2125 コウチュウ目 テントウムシ科 ナガサキヒメテントウ Sasajiscymnus nagasakiensis
2126 コウチュウ目 テントウムシ科 ババヒメテントウ Scymnus babai
2127 コウチュウ目 テントウムシ科 クロヘリヒメテントウ Scymnus hoffmanni
2128 コウチュウ目 テントウムシ科 クロヒメテントウ Scymnus japonicus
2129 コウチュウ目 テントウムシ科 カワムラヒメテントウ Scymnus kawamurai
2130 コウチュウ目 テントウムシ科 コクロヒメテントウ Scymnus posticalis
2131 コウチュウ目 テントウムシ科 クロツヤテントウ Serangium japonicum japonicum
2132 コウチュウ目 テントウムシ科 キアシクロヒメテントウ Stethorus japonicus
2133 コウチュウ目 テントウムシ科 ムネアカオオクロテントウ Synona consanguinea
2134 コウチュウ目 テントウムシ科 シロホシテントウ Vibidia duodecimguttata
2135 コウチュウ目 ミジンムシ科 ベニモンツヤミジンムシ Parmulus politus
2136 コウチュウ目 キスイムシ科 ケナガセマルキスイ Atomaria horridula
2137 コウチュウ目 キスイムシ科 キイロセマルキスイ Atomaria lewisi
2138 コウチュウ目 キスイムシ科 ヨツモンキスイ Cryptophagus callosipennis
2139 コウチュウ目 キスイムシ科 ウスバキスイ Cryptophagus cellaris
2140 コウチュウ目 キスイムシ科 クロモンキスイ Cryptophagus decoratus
2141 コウチュウ目 キスイムシ科 マルガタキスイ Curelius japonicus
2142 コウチュウ目 ヒラタムシ科 カクムネチビヒラタムシ Cryptolestes pusillus
2143 コウチュウ目 ヒラタムシ科 キボシチビヒラタムシ Laemophloeus submonilis
2144 コウチュウ目 ヒラタムシ科 ヒレルチビヒラタムシ Placonotus hilleri
2145 コウチュウ目 ヒラタムシ科 ヒメヒラタムシ Uleiota arboreus
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2146 コウチュウ目 ミジンムシダマシ科 クロミジンムシダマシ Aphanocephalus hemisphericus
2147 コウチュウ目 テントウムシダマシ科 ヨツボシテントウダマシ Ancylopus pictus asiaticus
2148 コウチュウ目 テントウムシダマシ科 トウヨウダナエテントウダマシ Danae orientalis
2149 コウチュウ目 テントウムシダマシ科 ルリテントウダマシ Endomychus gorhami gorhami
2150 コウチュウ目 オオキノコムシ科 カタモンオオキノコムシ Aulacochilus japonicus
2151 コウチュウ目 オオキノコムシ科 ルリオオキノコムシ Aulacochilus sibiricus
2152 コウチュウ目 オオキノコムシ科 ヒメオビオオキノコムシ Episcapha fortunei
2153 コウチュウ目 オオキノコムシ科 ミヤマオビオオキノコムシ Episcapha gorhami
2154 コウチュウ目 オオキノコムシ科 アカハバビロオオキノコムシ Neotriplax lewisii
2155 コウチュウ目 オオキノコムシ科 シベリアチビオオキノコムシ Triplax sibirica connectens
2156 コウチュウ目 オオキスイムシ科 ヨツボシオオキスイ Helota gemmata
2157 コウチュウ目 コメツキモドキ科 ルイスコメツキモドキ Languriomorpha lewisi
2158 コウチュウ目 ヒメマキムシ科 ウスキケシマキムシ Corticaria japonica
2159 コウチュウ目 ヒメマキムシ科 クロオビケシマキムシ Corticaria ornata
2160 コウチュウ目 ヒメマキムシ科 ウスチャケシマキムシ Cortinicara gibbosa
2161 コウチュウ目 ネスイムシ科 トビイロデオネスイ Monotoma picipes
2162 コウチュウ目 ケシキスイ科 ナガコゲチャケシキスイ Amphicrossus lewisi
2163 コウチュウ目 ケシキスイ科 ヨツモンヒラタケシキスイ Atarphia quadripunctata
2164 コウチュウ目 ケシキスイ科 クロハナケシキスイ Carpophilus chalybeus
2165 コウチュウ目 ケシキスイ科 クリイロデオキスイ Carpophilus marginellus
2166 コウチュウ目 ケシキスイ科 ルイスコオニケシキスイ Cryptarcha lewisi
2167 コウチュウ目 ケシキスイ科 ナミモンコケシキスイ Cryptarcha strigata
2168 コウチュウ目 ケシキスイ科 ツヤチビヒラタケシキスイ Epuraea concolor
2169 コウチュウ目 ケシキスイ科 セグロヒラタケシキスイ Epuraea densepunctata
2170 コウチュウ目 ケシキスイ科 ヒメヒラタケシキスイ Epuraea domina
2171 コウチュウ目 ケシキスイ科 ハコネヒラタケシキスイ Epuraea funeraria
2172 コウチュウ目 ケシキスイ科 モンチビヒラタケシキスイ Epuraea ocularis
2173 コウチュウ目 ケシキスイ科 オオヒラタケシキスイ Epuraea pseudosoronia
2174 コウチュウ目 ケシキスイ科 コヨツボシケシキスイ Glischrochilus ipsoides
2175 コウチュウ目 ケシキスイ科 ヨツボシケシキスイ Glischrochilus japonicus
2176 コウチュウ目 ケシキスイ科 アカハラケシキスイ Glischrochilus rufiventris
2177 コウチュウ目 ケシキスイ科 マルガタカクケシキスイ Hebasculinus japonus
2178 コウチュウ目 ケシキスイ科 クロヒラタケシキスイ Ipidia variolosa variolosa
2179 コウチュウ目 ケシキスイ科 キムネチビケシキスイ Meligethes denticulatus
2180 コウチュウ目 ケシキスイ科 キベリチビケシキスイ Meligethes violaceus
2181 コウチュウ目 ケシキスイ科 キボシヒラタケシキスイ Omosita colon
2182 コウチュウ目 ケシキスイ科 ヘリグロヒラタケシキスイ Omosita discoidea
2183 コウチュウ目 ケシキスイ科 アカマダラケシキスイ Phenolia picta
2184 コウチュウ目 ケシキスイ科 クロモンカクケシキスイ Pocadius nobilis
2185 コウチュウ目 ケシキスイ科 オオキマダラケシキスイ Soronia grisea
2186 コウチュウ目 ケシキスイ科 キマダラケシキスイ Soronia japonica
2187 コウチュウ目 ケシキスイ科 クロキマダラケシキスイ Soronia lewisi
2188 コウチュウ目 ケシキスイ科 マルキマダラケシキスイ Stelidota multiguttata
2189 コウチュウ目 ホソヒラタムシ科 ミツモンセマルヒラタムシ Psammoecus trimaculatus
2190 コウチュウ目 ホソヒラタムシ科 マルムネホソヒラタムシ Silvanolomus inermis
2191 コウチュウ目 ホソヒラタムシ科 ミツカドコナヒラタムシ Silvanoprus scuticollis
2192 コウチュウ目 ホソヒラタムシ科 ヒメフタトゲホソヒラタムシ Silvanus lewisi
2193 コウチュウ目 アリモドキ科 ケオビアリモドキ Anthelephila cribriceps
2194 コウチュウ目 アリモドキ科 ヒゲブトホソアリモドキ Anthicus monstrosicornis
2195 コウチュウ目 アリモドキ科 ホソクビアリモドキ Formicomus braminus coiffaiti
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2196 コウチュウ目 アリモドキ科 ツマアカクビボソムシ Macratria apicalis
2197 コウチュウ目 アリモドキ科 アカクビボソムシ Macratria serialis
2198 コウチュウ目 アリモドキ科 ミツヒダアリモドキ Pseudoleptaleus trigibber
2199 コウチュウ目 アリモドキ科 アカホソアリモドキ Stricticomus fugiens
2200 コウチュウ目 アリモドキ科 ヨツボシホソアリモドキ Stricticomus valgipes

2201 コウチュウ目
ムキヒゲホソカタムシ
科

サビマダラオオホソカタムシ Dastarcus longulus

2202 コウチュウ目 ホソカタムシ科 ツヤケシヒメホソカタムシ Microprius opacus
2203 コウチュウ目 ホソカタムシ科 ツヤナガヒラタホソカタムシ Pycnomerus vilis
2204 コウチュウ目 ホソカタムシ科 マダラホソカタムシ Trachypholis variegata
2205 コウチュウ目 ニセクビボソムシ科 マダラニセクビボソムシ Phytobaenus amabilis scapularis
2206 コウチュウ目 ニセクビボソムシ科 ヤマトニセクビボソムシ Pseudolotelus japonicus
2207 コウチュウ目 ナガクチキムシ科 オオクロホソナガクチキ Phloeotrya bellicosa
2208 コウチュウ目 ナガクチキムシ科 キイロホソナガクチキ Serropalpus barbatus
2209 コウチュウ目 ツチハンミョウ科 ヒラズゲンセイ Cissites cephalotes
2210 コウチュウ目 ハナノミ科 ナミアカヒメハナノミ Falsomordellina luteoloides
2211 コウチュウ目 ハナノミ科 クリイロヒゲハナノミ Higehananomia palpalis
2212 コウチュウ目 ハナノミ科 ミツオホシハナノミ Hoshihananomia mitsuoi
2213 コウチュウ目 ハナノミ科 アマミヒメハナノミ Mordellina amamiensis
2214 コウチュウ目 ハナノミ科 フタオビヒメハナノミ Mordellina signatella
2215 コウチュウ目 ハナノミ科 クロヒメハナノミ Mordellistena comes
2216 コウチュウ目 ハナノミ科 ノムラクロヒメハナノミ Mordellistena nomurai
2217 コウチュウ目 ハナノミ科 シロウズクロヒメハナノミ Mordellistena shirozui
2218 コウチュウ目 カミキリモドキ科 キイロカミキリモドキ Nacerdes hilleri
2219 コウチュウ目 カミキリモドキ科 キバネカミキリモドキ Nacerdes luteipennis
2220 コウチュウ目 カミキリモドキ科 ツマグロカミキリモドキ Nacerdes melanura
2221 コウチュウ目 カミキリモドキ科 アオカミキリモドキ Nacerdes waterhousei
2222 コウチュウ目 カミキリモドキ科 モモブトカミキリモドキ Oedemera lucidicollis
2223 コウチュウ目 カミキリモドキ科 キアシカミキリモドキ Oedemera manicata
2224 コウチュウ目 アカハネムシ科 アカハネムシ Pseudopyrochroa vestiflua
2225 コウチュウ目 オオハナノミ科 ムモンオオハナノミ Macrosiagon nasutum
2226 コウチュウ目 ハナノミダマシ科 コフナガタハナノミ Anaspis funagata
2227 コウチュウ目 ハナノミダマシ科 クロフナガタハナノミ Anaspis marseuli
2228 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 クリノウスイロクチキムシ Allecula simiola
2229 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 アカガネアオハムシダマシ Arthromacra decora
2230 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 アカイロアオハムシダマシ Arthromacra sumptuosa
2231 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ナミアオハムシダマシ Arthromacra viridissima
2232 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ゴモクムシダマシ Blindus strigosus
2233 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 クリイロクチキムシ Borboresthes acicularis
2234 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ヒメナガニジゴミムシダマシ Ceropria induta
2235 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ホソナガニジゴミムシダマシ Ceropria striata

2236 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科
ホンクロホシテントウゴミムシダマ
シ

Derispia maculipennis

2237 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ルリゴミムシダマシ Derosphaerus violaceipennis
2238 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 オオニジゴミムシダマシ Euhemicera pulchra
2239 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ニシズビロキマワリモドキ Gnesis haagi
2240 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ヤマトスナゴミムシダマシ Gonocephalum coenosum
2241 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 コスナゴミムシダマシ Gonocephalum coriaceum
2242 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ムネビロスナゴミムシダマシ Gonocephalum japanum japanum
2243 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ヒメスナゴミムシダマシ Gonocephalum persimile
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2244 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ヒメカクスナゴミムシダマシ Gonocephalum terminale
2245 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 スジコガシラゴミムシダマシ Heterotarsus carinula
2246 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 アカツヤバネクチキムシ Hymenalia rufipennis
2247 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 クロツヤバネクチキムシ Hymenalia unicolor
2248 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 オオメキバネハムシダマシ Lagria rufipennis
2249 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 アラメヒゲブトゴミムシダマシ Luprops cribrifrons
2250 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ヒゲブトゴミムシダマシ Luprops orientalis
2251 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 フジナガハムシダマシ Macrolagria rufobrunnea
2252 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 クロルリゴミムシダマシ Metaclisa atrocyanea
2253 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 クロゴミムシダマシ Neatus picipes
2254 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 アオツヤキノコゴミムシダマシ Platydema maruseuli
2255 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 クロツヤキノコゴミムシダマシ Platydema nigroaenea

2256 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ニホンキマワリ
Plesiophthalmus nigrocyaneus
nigrocyaneus

2257 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 クロツヤキマワリ Plesiophthalmus spectabilis
2258 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 オオユミアシゴミムシダマシ Promethis insomnis
2259 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 サトユミアシゴミムシダマシ Promethis valgipes
2260 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ホンドニジゴミムシダマシ Tetraphyllus paykullii
2261 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 マルツヤニジゴミムシダマシ Tetraphyllus scatebrae
2262 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ミツノゴミムシダマシ Toxicum tricornutum
2263 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 コクヌストモドキ Tribolium castaneum
2264 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 モトヨツコブエグリゴミムシダマシ Uloma bonzica

2265 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科
コルベヨツコブエグリゴミムシダマ
シ

Uloma latimanus

2266 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 マルセルエグリゴミムシダマシ Uloma marseuli marseuli
2267 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ホソオオクチキムシ Upinella cryptomeriae
2268 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ホンドクロオオクチキムシ Upinella fuliginosa
2269 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ナミクチキムシ Upinella melanaria
2270 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ヒラタキノコゴミムシダマシ Yamatotakeru loripes
2271 コウチュウ目 カミキリムシ科 ビロウドカミキリ Acalolepta fraudatrix fraudatrix
2272 コウチュウ目 カミキリムシ科 センノキカミキリ Acalolepta luxuriosa luxuriosa
2273 コウチュウ目 カミキリムシ科 ウスバカミキリ Aegosoma sinicum sinicum
2274 コウチュウ目 カミキリムシ科 キマダラミヤマカミキリ Aeolesthes chrysothrix chrysothrix
2275 コウチュウ目 カミキリムシ科 ゴマダラカミキリ Anoplophora malasiaca
2276 コウチュウ目 カミキリムシ科 クワカミキリ Apriona japonica
2277 コウチュウ目 カミキリムシ科 ムネツヤサビカミキリ Arhopalus rusticus
2278 コウチュウ目 カミキリムシ科 クビアカツヤカミキリ Aromia bungii
2279 コウチュウ目 カミキリムシ科 キクスイモドキカミキリ Asaperda rufipes
2280 コウチュウ目 カミキリムシ科 コブスジサビカミキリ Atimura japonica
2281 コウチュウ目 カミキリムシ科 シロスジカミキリ Batocera lineolata
2282 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヒメスギカミキリ Callidiellum rufipenne
2283 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヨコヤマヒメカミキリ Ceresium holophaeum
2284 コウチュウ目 カミキリムシ科 テツイロヒメカミキリ Ceresium sinicum sinicum
2285 コウチュウ目 カミキリムシ科 アカアシオオアオカミキリ Chloridolum japonicum
2286 コウチュウ目 カミキリムシ科 オオアオカミキリ Chloridolum thaliodes
2287 コウチュウ目 カミキリムシ科 タケトラカミキリ Chlorophorus annularis
2288 コウチュウ目 カミキリムシ科 クロトラカミキリ Chlorophorus diadema inhirsutus
2289 コウチュウ目 カミキリムシ科 エグリトラカミキリ Chlorophorus japonicus
2290 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヨツスジトラカミキリ Chlorophorus quinquefasciatus
2291 コウチュウ目 カミキリムシ科 シラケトラカミキリ Clytus melaenus
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2292 コウチュウ目 カミキリムシ科 キスジトラカミキリ Cyrtoclytus caproides caproides
2293 コウチュウ目 カミキリムシ科 トゲヒゲトラカミキリ Demonax transilis
2294 コウチュウ目 カミキリムシ科 ホタルカミキリ Dere thoracica
2295 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヒナルリハナカミキリ Dinoptera minuta
2296 コウチュウ目 カミキリムシ科 ホソカミキリ Distenia gracilis gracilis
2297 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヨツキボシカミキリ Epiglenea comes comes
2298 コウチュウ目 カミキリムシ科 ホシベニカミキリ Eupromus ruber
2299 コウチュウ目 カミキリムシ科 ベーツヒラタカミキリ Eurypoda batesi
2300 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヤツメカミキリ Eutetrapha ocelota
2301 コウチュウ目 カミキリムシ科 アトモンマルケシカミキリ Exocentrus lineatus
2302 コウチュウ目 カミキリムシ科 キイロトラカミキリ Grammographus notabilis notabilis
2303 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヤツボシハナカミキリ Leptura annularis mimica
2304 コウチュウ目 カミキリムシ科 ツマグロハナカミキリ Leptura modicenotata

2305 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヨツスジハナカミキリ
Leptura ochraceofasciata
ochraceofasciata

2306 コウチュウ目 カミキリムシ科 カタシロゴマフカミキリ Mesosa hirsuta hirsuta
2307 コウチュウ目 カミキリムシ科 ゴマフカミキリ Mesosa japonica
2308 コウチュウ目 カミキリムシ科 ナガゴマフカミキリ Mesosa longipennis
2309 コウチュウ目 カミキリムシ科 クワサビカミキリ Mesosella simiola
2310 コウチュウ目 カミキリムシ科 マツノマダラカミキリ Monochamus alternatus endai

2311 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヒメヒゲナガカミキリ
Monochamus subfasciatus
subfasciatus

2312 コウチュウ目 カミキリムシ科 ミヤマカミキリ Neocerambyx raddei
2313 コウチュウ目 カミキリムシ科 ハイイロヤハズカミキリ Niphona furcata
2314 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヘリグロリンゴカミキリ Nupserha marginella
2315 コウチュウ目 カミキリムシ科 ホソキリンゴカミキリ Oberea infranigrescens
2316 コウチュウ目 カミキリムシ科 リンゴカミキリ Oberea japonica
2317 コウチュウ目 カミキリムシ科 ニセリンゴカミキリ Oberea mixta
2318 コウチュウ目 カミキリムシ科 ラミーカミキリ Paraglenea fortunei
2319 コウチュウ目 カミキリムシ科 チャイロホソヒラタカミキリ Phymatodes testaceus
2320 コウチュウ目 カミキリムシ科 キクスイカミキリ Phytoecia rufiventris
2321 コウチュウ目 カミキリムシ科 ノコギリカミキリ Prionus insularis insularis
2322 コウチュウ目 カミキリムシ科 ニセノコギリカミキリ Prionus sejunctus
2323 コウチュウ目 カミキリムシ科 キボシカミキリ Psacothea hilaris hilaris
2324 コウチュウ目 カミキリムシ科 ワモンサビカミキリ Pterolophia annulata
2325 コウチュウ目 カミキリムシ科 トガリシロオビサビカミキリ Pterolophia caudata caudata
2326 コウチュウ目 カミキリムシ科 アトモンサビカミキリ Pterolophia granulata
2327 コウチュウ目 カミキリムシ科 ナカジロサビカミキリ Pterolophia jugosa jugosa
2328 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヒメナガサビカミキリ Pterolophia leiopodina
2329 コウチュウ目 カミキリムシ科 アトジロサビカミキリ Pterolophia zonata
2330 コウチュウ目 カミキリムシ科 ベニカミキリ Purpuricenus temminckii
2331 コウチュウ目 カミキリムシ科 クスベニカミキリ Pyrestes nipponicus
2332 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヒメクロトラカミキリ Rhaphuma diminuta diminuta
2333 コウチュウ目 カミキリムシ科 セミスジコブヒゲカミキリ Rhodopina lewisii lewisii
2334 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヒトオビアラゲカミキリ Rhopaloscelis unifasciatus
2335 コウチュウ目 カミキリムシ科 スギカミキリ Semanotus japonicus
2336 コウチュウ目 カミキリムシ科 クロカミキリ Spondylis buprestoides
2337 コウチュウ目 カミキリムシ科 カッコウメダカカミキリ Stenhomalus cleroides
2338 コウチュウ目 カミキリムシ科 アメイロカミキリ Stenodryas clavigera clavigera
2339 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヨツボシカミキリ Stenygrinum quadrinotatum
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2340 コウチュウ目 カミキリムシ科 アカハナカミキリ Stictoleptura succedanea
2341 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヤハズカミキリ Uraecha bimaculata bimaculata
2342 コウチュウ目 カミキリムシ科 ムネマダラトラカミキリ Xylotrechus greyii greyii
2343 コウチュウ目 カミキリムシ科 クビアカトラカミキリ Xylotrechus rufilius
2344 コウチュウ目 カミキリムシ科 アオスジカミキリ Xystrocera globosa

2345 コウチュウ目 ハムシ科 アカガネサルハムシ
Acrothinium gaschkevitchii
gaschkevitchii

2346 コウチュウ目 ハムシ科 タマツツハムシ Adiscus lewisii
2347 コウチュウ目 ハムシ科 ハンノキハムシ Agelastica coerulea
2348 コウチュウ目 ハムシ科 カミナリハムシ Altica cyanea
2349 コウチュウ目 ハムシ科 イチゴカミナリハムシ Altica fragariae
2350 コウチュウ目 ハムシ科 スジカミナリハムシ Altica latericosta subcostata
2351 コウチュウ目 ハムシ科 アカバナカミナリハムシ Altica oleracea
2352 コウチュウ目 ハムシ科 コカミナリハムシ Altica viridicyanea
2353 コウチュウ目 ハムシ科 アヤメツブノミハムシ Aphthona interstitialis
2354 コウチュウ目 ハムシ科 ツブノミハムシ Aphthona perminuta
2355 コウチュウ目 ハムシ科 サメハダツブノミハムシ Aphthona strigosa
2356 コウチュウ目 ハムシ科 ヒメテントウノミハムシ Argopistes tsekooni
2357 コウチュウ目 ハムシ科 アカイロマルノミハムシ Argopus punctipennis
2358 コウチュウ目 ハムシ科 ムナグロツヤハムシ Arthrotus niger
2359 コウチュウ目 ハムシ科 ウリハムシモドキ Atrachya menetriesi
2360 コウチュウ目 ハムシ科 ウリハムシ Aulacophora indica
2361 コウチュウ目 ハムシ科 クロウリハムシ Aulacophora nigripennis nigripennis
2362 コウチュウ目 ハムシ科 アオバネサルハムシ Basilepta fulvipes
2363 コウチュウ目 ハムシ科 ウスイロサルハムシ Basilepta pallidula
2364 コウチュウ目 ハムシ科 チャバラマメゾウムシ Borowiecus ademptus
2365 コウチュウ目 ハムシ科 アズキマメゾウムシ Callosobruchus chinensis
2366 コウチュウ目 ハムシ科 ヒメジンガサハムシ Cassida fuscorufa
2367 コウチュウ目 ハムシ科 イノコヅチカメノコハムシ Cassida japana
2368 コウチュウ目 ハムシ科 ヒメカメノコハムシ Cassida piperata
2369 コウチュウ目 ハムシ科 セモンジンガサハムシ Cassida crucifera
2370 コウチュウ目 ハムシ科 テンサイトビハムシ Chaetocnema picipes
2371 コウチュウ目 ハムシ科 キバラヒメハムシ Charaea flaviventre
2372 コウチュウ目 ハムシ科 ムシクソハムシ Chlamisus spilotus
2373 コウチュウ目 ハムシ科 ヨモギハムシ Chrysolina aurichalcea
2374 コウチュウ目 ハムシ科 ドロノキハムシ Chrysomela populi
2375 コウチュウ目 ハムシ科 ヤナギハムシ Chrysomela vigintipunctata
2376 コウチュウ目 ハムシ科 クロヒメツツハムシ Coenobius piceus
2377 コウチュウ目 ハムシ科 イモサルハムシ Colasposoma dauricum
2378 コウチュウ目 ハムシ科 ミドリトビハムシ Crepidodera japonica
2379 コウチュウ目 ハムシ科 バラルリツツハムシ Cryptocephalus approximatus
2380 コウチュウ目 ハムシ科 キアシルリツツハムシ Cryptocephalus fortunatus
2381 コウチュウ目 ハムシ科 ヨツモンクロツツハムシ Cryptocephalus nobilis
2382 コウチュウ目 ハムシ科 セスジツツハムシ Cryptocephalus parvulus
2383 コウチュウ目 ハムシ科 カシワツツハムシ Cryptocephalus scitulus
2384 コウチュウ目 ハムシ科 クロボシツツハムシ Cryptocephalus signaticeps
2385 コウチュウ目 ハムシ科 ジュウシホシツツハムシ Cryptocephalus tetradecaspilotus
2386 コウチュウ目 ハムシ科 キベリトゲハムシ Dactylispa masonii
2387 コウチュウ目 ハムシ科 マダラカサハラハムシ Demotina fasciculata
2388 コウチュウ目 ハムシ科 カサハラハムシ Demotina modesta
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2389 コウチュウ目 ハムシ科 キンイロネクイハムシ Donacia japana
2390 コウチュウ目 ハムシ科 ガガブタネクイハムシ Donacia lenzi
2391 コウチュウ目 ハムシ科 イネネクイハムシ Donacia provostii
2392 コウチュウ目 ハムシ科 ヒウラヒラタネクイハムシ Donacia splendens hiurai
2393 コウチュウ目 ハムシ科 クワハムシ Fleutiauxia armata
2394 コウチュウ目 ハムシ科 ジュンサイハムシ Galerucella nipponensis
2395 コウチュウ目 ハムシ科 イチゴハムシ Galerucella vittaticollis
2396 コウチュウ目 ハムシ科 イタドリハムシ Gallerucida bifasciata
2397 コウチュウ目 ハムシ科 コガタルリハムシ Gastrophysa atrocyanea
2398 コウチュウ目 ハムシ科 ヤツボシハムシ Gonioctena nigroplagiata
2399 コウチュウ目 ハムシ科 フジハムシ Gonioctena rubripennis
2400 コウチュウ目 ハムシ科 ケブカクロナガハムシ Hesperomorpha hirsuta
2401 コウチュウ目 ハムシ科 クロオビカサハラハムシ Hyperaxis fasciata
2402 コウチュウ目 ハムシ科 ヨツモンカメノコハムシ Laccoptera nepalensis
2403 コウチュウ目 ハムシ科 ルリクビボソハムシ Lema cirsicola
2404 コウチュウ目 ハムシ科 キバラルリクビボソハムシ Lema concinnipennis
2405 コウチュウ目 ハムシ科 トゲアシクビボソハムシ Lema coronata
2406 コウチュウ目 ハムシ科 トホシクビボソハムシ Lema decempunctata
2407 コウチュウ目 ハムシ科 キオビクビボソハムシ Lema delicatula
2408 コウチュウ目 ハムシ科 アカクビボソハムシ Lema diversa
2409 コウチュウ目 ハムシ科 ヤマイモハムシ Lema honorata
2410 コウチュウ目 ハムシ科 キイロクビナガハムシ Lilioceris rugata
2411 コウチュウ目 ハムシ科 アカクビナガハムシ Lilioceris subpolita
2412 コウチュウ目 ハムシ科 サシゲトビハムシ Lipromima minuta
2413 コウチュウ目 ハムシ科 クロボシトビハムシ Longitarsus bimaculatus
2414 コウチュウ目 ハムシ科 イヌノフグリトビハムシ Longitarsus holsaticus
2415 コウチュウ目 ハムシ科 クワノミハムシ Luperomorpha funesta
2416 コウチュウ目 ハムシ科 クロウスバハムシ Luperus moorii
2417 コウチュウ目 ハムシ科 スイバトビハムシ Mantura clavareaui
2418 コウチュウ目 ハムシ科 フタスジヒメハムシ Medythia nigrobilineata
2419 コウチュウ目 ハムシ科 ホタルハムシ Monolepta dichroa
2420 コウチュウ目 ハムシ科 イチモンジハムシ Morphosphaera japonica
2421 コウチュウ目 ハムシ科 アカガネチビサルハムシ Nodina chalcosoma
2422 コウチュウ目 ハムシ科 ルリマルノミハムシ Nonarthra cyanea
2423 コウチュウ目 ハムシ科 コマルノミハムシ Nonarthra tibialis
2424 コウチュウ目 ハムシ科 ドウガネツヤハムシ Oomorphoides cupreatus
2425 コウチュウ目 ハムシ科 ブタクサハムシ Ophraella communa
2426 コウチュウ目 ハムシ科 ヨツボシハムシ Paridea quadriplagiata
2427 コウチュウ目 ハムシ科 ダイコンサルハムシ Phaedon brassicae
2428 コウチュウ目 ハムシ科 オオホソハムシ Phratora grandis
2429 コウチュウ目 ハムシ科 チャバネツヤハムシ Phygasia fulvipennis
2430 コウチュウ目 ハムシ科 チュウジョウキスジノミハムシ Phyllotreta chujoe
2431 コウチュウ目 ハムシ科 キスジノミハムシ Phyllotreta striolata
2432 コウチュウ目 ハムシ科 クロオビツツハムシ Physosmaragdina nigrifrons
2433 コウチュウ目 ハムシ科 ヤナギルリハムシ Plagiodera versicolora
2434 コウチュウ目 ハムシ科 ルリハムシ Plagiosterna aenea
2435 コウチュウ目 ハムシ科 フタホシオオノミハムシ Pseudodera xanthospila
2436 コウチュウ目 ハムシ科 ナトビハムシ Psylliodes punctifrons
2437 コウチュウ目 ハムシ科 ダイコンナガスネトビハムシ Psylliodes subrugosa
2438 コウチュウ目 ハムシ科 サンゴジュハムシ Pyrrhalta humeralis
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2439 コウチュウ目 ハムシ科 ニレハムシ Pyrrhalta maculicollis
2440 コウチュウ目 ハムシ科 アカタデハムシ Pyrrhalta semifulva
2441 コウチュウ目 ハムシ科 カエデハムシ Pyrrhalta seminigra
2442 コウチュウ目 ハムシ科 ドウガネサルハムシ Scelodonta lewisii
2443 コウチュウ目 ハムシ科 キボシルリハムシ Smaragdina aurita
2444 コウチュウ目 ハムシ科 キイロナガツツハムシ Smaragdina nipponensis
2445 コウチュウ目 ハムシ科 ムナキルリハムシ Smaragdina semiaurantiaca
2446 コウチュウ目 ハムシ科 アケビタマノミハムシ Sphaeroderma akebia
2447 コウチュウ目 ハムシ科 アカバネタマノミハムシ Sphaeroderma nigricolle
2448 コウチュウ目 ハムシ科 ルリウスバハムシ Stenoluperus cyaneus
2449 コウチュウ目 ハムシ科 イチモンジカメノコハムシ Thlaspida biramosa
2450 コウチュウ目 ハムシ科 ユーカリハムシ Trachymela sloanei
2451 コウチュウ目 ハムシ科 ヒゲナガアラハダトビハムシ Trachyaphthona sordida
2452 コウチュウ目 ハムシ科 アラハダトビハムシ Trachyaphthona lewisi
2453 コウチュウ目 ヒゲナガゾウムシ科 ワタミヒゲナガゾウムシ Araecerus coffeae
2454 コウチュウ目 ヒゲナガゾウムシ科 スネアカヒゲナガゾウムシ Autotropis distinguenda
2455 コウチュウ目 ヒゲナガゾウムシ科 キノコヒゲナガゾウムシ Euparius oculatus oculatus
2456 コウチュウ目 ヒゲナガゾウムシ科 ウスモンツツヒゲナガゾウムシ Ozotomerus japonicus japonicus
2457 コウチュウ目 ヒゲナガゾウムシ科 シロヒゲナガゾウムシ Platystomos sellatus sellatus
2458 コウチュウ目 ヒゲナガゾウムシ科 カオジロヒゲナガゾウムシ Sphinctotropis laxa
2459 コウチュウ目 ヒゲナガゾウムシ科 クロフヒゲナガゾウムシ Tropideres roelofsi
2460 コウチュウ目 ヒゲナガゾウムシ科 ナガフトヒゲナガゾウムシ Xylinada striatifrons
2461 コウチュウ目 ホソクチゾウムシ科 サキブトホソクチゾウムシ Alacentron pachyrrhynchum
2462 コウチュウ目 ホソクチゾウムシ科 アカアシホソクチゾウムシ Eutrichapion viciae
2463 コウチュウ目 ホソクチゾウムシ科 ギシギシホソクチゾウムシ Perapion violaceum
2464 コウチュウ目 ホソクチゾウムシ科 ケブカホソクチゾウムシ Sergiola griseopubescens
2465 コウチュウ目 オトシブミ科 チャイロチョッキリ Aderorhinus crioceroides
2466 コウチュウ目 オトシブミ科 ヒメクロオトシブミ Apoderus erythrogaster
2467 コウチュウ目 オトシブミ科 オトシブミ Apoderus jekelii
2468 コウチュウ目 オトシブミ科 クロケシツブチョッキリ Auletobius uniformis
2469 コウチュウ目 オトシブミ科 ファウストハマキチョッキリ Byctiscus fausti
2470 コウチュウ目 オトシブミ科 ハイイロチョッキリ Cyllorhynchites ursulus
2471 コウチュウ目 オトシブミ科 ルリイクビチョッキリ Deporaus mannerheimi
2472 コウチュウ目 オトシブミ科 ルリオトシブミ Euops punctatostriatus
2473 コウチュウ目 オトシブミ科 カシルリオトシブミ Euops splendidus
2474 コウチュウ目 オトシブミ科 オオケブカチョッキリ Haplorhynchites amabilis
2475 コウチュウ目 オトシブミ科 ヒメケブカチョッキリ Involvulus pilosus
2476 コウチュウ目 オトシブミ科 グミチョッキリ Involvulus placidus
2477 コウチュウ目 オトシブミ科 クチナガチョッキリ Involvulus plumbeus
2478 コウチュウ目 オトシブミ科 ゴマダラオトシブミ Paroplapoderus pardalis
2479 コウチュウ目 オトシブミ科 アシナガオトシブミ Phialodes rufipennis
2480 コウチュウ目 オトシブミ科 カシルリチョッキリ Rhodocyrtus assimilis
2481 コウチュウ目 ゾウムシ科 トゲアシクチブトゾウムシ Anosimus decoratus
2482 コウチュウ目 ゾウムシ科 イチゴハナゾウムシ Anthonomus bisignifer
2483 コウチュウ目 ゾウムシ科 ジュウジチビシギゾウムシ Archarius pictus
2484 コウチュウ目 ゾウムシ科 レロフチビシギゾウムシ Archarius roelofsi
2485 コウチュウ目 ゾウムシ科 ツヤツチゾウムシ Asphalmus japonicus
2486 コウチュウ目 ゾウムシ科 エゾヒメゾウムシ Baris ezoana
2487 コウチュウ目 ゾウムシ科 マダラヒメゾウムシ Baris scolopacea
2488 コウチュウ目 ゾウムシ科 ツツゾウムシ Carcilia strigicollis
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2489 コウチュウ目 ゾウムシ科 コゲチャツツゾウムシ Carcilia tenuistriata
2490 コウチュウ目 ゾウムシ科 カナムグラサルゾウムシ Cardipennis shaowuensis
2491 コウチュウ目 ゾウムシ科 ダイコンサルゾウムシ Ceutorhynchus albosuturalis
2492 コウチュウ目 ゾウムシ科 アオバネサルゾウムシ Ceutorhynchus ibukianus
2493 コウチュウ目 ゾウムシ科 クロタマゾウムシ Cionus helleri
2494 コウチュウ目 ゾウムシ科 ハスジゾウムシ Cleonis japonicus japonicus
2495 コウチュウ目 ゾウムシ科 セダカシギゾウムシ Curculio convexus
2496 コウチュウ目 ゾウムシ科 コナラシギゾウムシ Curculio dentipes
2497 コウチュウ目 ゾウムシ科 クヌギシギゾウムシ Curculio robustus
2498 コウチュウ目 ゾウムシ科 クリシギゾウムシ Curculio sikkimensis
2499 コウチュウ目 ゾウムシ科 マダラアシゾウムシ Ectatorhinus adamsii
2500 コウチュウ目 ゾウムシ科 シロコブゾウムシ Episomus turritus turritus
2501 コウチュウ目 ゾウムシ科 コフキゾウムシ Eugnathus distinctus
2502 コウチュウ目 ゾウムシ科 アシナガオニゾウムシ Gasterocercus longipes
2503 コウチュウ目 ゾウムシ科 カナムグラトゲサルゾウムシ Homorosoma chinense
2504 コウチュウ目 ゾウムシ科 マツアナアキゾウムシ Hylobius haroldi
2505 コウチュウ目 ゾウムシ科 シロスジタコゾウムシ Hypera adspersa
2506 コウチュウ目 ゾウムシ科 アルファルファタコゾウムシ Hypera postica
2507 コウチュウ目 ゾウムシ科 ヨツコブノコギリゾウムシ Ixalma quadrigibbosa
2508 コウチュウ目 ゾウムシ科 チャバネキクイゾウムシ Kojimazo lewisi
2509 コウチュウ目 ゾウムシ科 シラクモゴボウゾウムシ Larinus griseopilosus
2510 コウチュウ目 ゾウムシ科 ゴボウゾウムシ Larinus latissimus latissimus
2511 コウチュウ目 ゾウムシ科 ウスアオクチブトゾウムシ Lepidepistomus elegantulus
2512 コウチュウ目 ゾウムシ科 ケブカクチブトゾウムシ Lepidepistomodes fumosus
2513 コウチュウ目 ゾウムシ科 コカシワクチブトゾウムシ Lepidepistomodes griseoides
2514 コウチュウ目 ゾウムシ科 クロホシクチブトゾウムシ Lepidepistomodes nigromaculatus
2515 コウチュウ目 ゾウムシ科 ヤサイゾウムシ Listroderes costirostris
2516 コウチュウ目 ゾウムシ科 ハスジカツオゾウムシ Lixus acutipennis
2517 コウチュウ目 ゾウムシ科 マツオオキクイゾウムシ Macrorhyncolus crassiusculus
2518 コウチュウ目 ゾウムシ科 ツツジトゲムネサルゾウムシ Mecysmoderes fulvus
2519 コウチュウ目 ゾウムシ科 キスジアシナガゾウムシ Merus flavosignatus
2520 コウチュウ目 ゾウムシ科 クワヒメゾウムシ Moreobaris deplanata
2521 コウチュウ目 ゾウムシ科 カシワクチブトゾウムシ Nothomyllocerus griseus
2522 コウチュウ目 ゾウムシ科 ムネスジノミゾウムシ Orchestes amurensis
2523 コウチュウ目 ゾウムシ科 ガロアノミゾウムシ Orchestes galloisi
2524 コウチュウ目 ゾウムシ科 エノキノミゾウムシ Orchestes horii
2525 コウチュウ目 ゾウムシ科 カシワノミゾウムシ Orchestes japonicus
2526 コウチュウ目 ゾウムシ科 ニレノミゾウムシ Orchestes mutabilis
2527 コウチュウ目 ゾウムシ科 アカアシノミゾウムシ Orchestes sanguinipes
2528 コウチュウ目 ゾウムシ科 オジロアシナガゾウムシ Ornatalcides trifidus
2529 コウチュウ目 ゾウムシ科 オビデオゾウムシ Orsophagus trifasciatus
2530 コウチュウ目 ゾウムシ科 マツトビゾウムシ Pachyrhinus scutellaris
2531 コウチュウ目 ゾウムシ科 ケブカトゲアシヒゲボソゾウムシ Phyllobius armatus
2532 コウチュウ目 ゾウムシ科 コヒゲボソゾウムシ Phyllobius brevitarsis
2533 コウチュウ目 ゾウムシ科 オオクチブトゾウムシ Phyllolytus variabilis
2534 コウチュウ目 ゾウムシ科 ホソアナアキゾウムシ Pimelocerus elongatus
2535 コウチュウ目 ゾウムシ科 クリアナアキゾウムシ Pimelocerus exsculptus
2536 コウチュウ目 ゾウムシ科 リンゴアナアキゾウムシ Pimelocerus shikokuensis
2537 コウチュウ目 ゾウムシ科 スグリゾウムシ Pseudocneorhinus bifasciatus
2538 コウチュウ目 ゾウムシ科 カキスグリゾウムシ Pseudocneorhinus obesus
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2539 コウチュウ目 ゾウムシ科 ケナガスグリゾウムシ Pseudocneorhinus setosus
2540 コウチュウ目 ゾウムシ科 マツアラハダクチカクシゾウムシ Rhadinopus confinis
2541 コウチュウ目 ゾウムシ科 アカアシクチブトサルゾウムシ Rhinoncus cribricollis
2542 コウチュウ目 ゾウムシ科 コブナシクチブトサルゾウムシ Rhinoncus nigrotibialis
2543 コウチュウ目 ゾウムシ科 タデノクチブトサルゾウムシ Rhinoncus sibiricus
2544 コウチュウ目 ゾウムシ科 クワヒョウタンゾウムシ Scepticus konoi
2545 コウチュウ目 ゾウムシ科 ニセマツノシラホシゾウムシ Shirahoshizo rufescens
2546 コウチュウ目 ゾウムシ科 ヒサゴクチカクシゾウムシ Simulatacalles simulator
2547 コウチュウ目 ゾウムシ科 ケチビコフキゾウムシ Sitona hispidulus
2548 コウチュウ目 ゾウムシ科 チビコフキゾウムシ Sitona japonicus
2549 コウチュウ目 ゾウムシ科 アカアシチビコフキゾウムシ Sitona lineatus
2550 コウチュウ目 ゾウムシ科 マツクチブトキクイゾウムシ Stenoscelis gracilitarsis
2551 コウチュウ目 ゾウムシ科 クロノミゾウムシ Tachyerges stigma
2552 コウチュウ目 ゾウムシ科 ホソゲチビツチゾウムシ Trachyphloeosoma advena
2553 コウチュウ目 ゾウムシ科 フトゲチビツチゾウムシ Trachyphloeosoma roelofsi
2554 コウチュウ目 ゾウムシ科 ツメクサタネコバンゾウムシ Tychius picirostris
2555 コウチュウ目 オサゾウムシ科 トホシオサゾウムシ Aplotes roelofsi
2556 コウチュウ目 オサゾウムシ科 スギキクイサビゾウムシ Dryophthorus japonicus
2557 コウチュウ目 オサゾウムシ科 オオゾウムシ Sipalinus gigas gigas
2558 コウチュウ目 オサゾウムシ科 コクゾウムシ Sitophilus zeamais
2559 コウチュウ目 オサゾウムシ科 シバオサゾウムシ Sphenophorus venatus vestitus
2560 コウチュウ目 ナガキクイムシ科 カシノナガキクイムシ Platypus quercivorus
2561 コウチュウ目 キクイムシ科 ドングリキクイムシ Poecilips graniceps
2562 コウチュウ目 キクイムシ科 ニホンキクイムシ Scolytus japonicus
2563 ハチ目 ミフシハバチ科 ニレチュウレンジ Arge captiva
2564 ハチ目 ミフシハバチ科 アカスジチュウレンジ Arge nigronodosa
2565 ハチ目 ミフシハバチ科 チュウレンジバチ Arge pagana
2566 ハチ目 ミフシハバチ科 カタアカチュウレンジ Arge rejecta
2567 ハチ目 ミフシハバチ科 ルリチュウレンジ Arge similis
2568 ハチ目 コンボウハバチ科 アカガネコンボウハバチ Abia iridescens
2569 ハチ目 コンボウハバチ科 ホシアシブトハバチ Agenocimbex maculatus
2570 ハチ目 ハバチ科 ハグロハバチ Allantus luctifer
2571 ハチ目 ハバチ科 キバラワラビハバチ Aneugmenus japonicus
2572 ハチ目 ハバチ科 ワラビハバチ Aneugmenus kiotonis
2573 ハチ目 ハバチ科 ツマジロウツギハバチ Asiemphytus albilabris
2574 ハチ目 ハバチ科 ツノジロホソハバチ Asiemphytus vexator
2575 ハチ目 ハバチ科 セグロカブラハバチ Athalia infumata
2576 ハチ目 ハバチ科 ニホンカブラハバチ Athalia japonica
2577 ハチ目 ハバチ科 カブラハバチ Athalia rosae ruficornis
2578 ハチ目 ハバチ科 クシヒゲハバチ Cladius pectinicornis
2579 ハチ目 ハバチ科 ナガスギナハバチ Dolerus gessneri
2580 ハチ目 ハバチ科 オスグロハバチ Dolerus japonicus
2581 ハチ目 ハバチ科 スギナハバチ Dolerus subfasciatus
2582 ハチ目 ハバチ科 イハバチ Eutomostethus apicalis
2583 ハチ目 ハバチ科 Eutomostethus pilosus Eutomostethus pilosus
2584 ハチ目 ハバチ科 クロムネハバチ Lagidina irritans
2585 ハチ目 ハバチ科 ヒゲナガハバチ Lagidina platycerus
2586 ハチ目 ハバチ科 カタアカスギナハバチ Loderus genucinctus insulicola
2587 ハチ目 ハバチ科 クロハバチ Macrophya coxalis
2588 ハチ目 ハバチ科 マルクロハバチ Macrophya falsifica
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2589 ハチ目 ハバチ科 マライセクロハバチ Macrophya malaisei malaisei
2590 ハチ目 ハバチ科 ローベルクロハバチ Macrophya rohweri
2591 ハチ目 ハバチ科 キイロハバチ Monophadnus nigriceps
2592 ハチ目 ハバチ科 ヒゲナガクロハバチ Phymatocera nipponica
2593 ハチ目 ハバチ科 トムソンハムグリハバチ Profenusa thomsoni
2594 ハチ目 ハバチ科 コシアキハバチ Tenthredo gifui
2595 ハチ目 ハバチ科 キコシホソハバチ Tenthredo mortivaga
2596 ハチ目 ハバチ科 クロムネアオハバチ Tenthredo nigropicta
2597 ハチ目 ハバチ科 オオツマグロハバチ Tenthredo providens
2598 ハチ目 ハバチ科 トガリハチガタハバチ Tenthredo smithii
2599 ハチ目 ハバチ科 ポプラハバチ Trichiocampus populi
2600 ハチ目 キバチ科 ヒラアシキバチ Tremex longicollis
2601 ハチ目 キバチ科 ニホンキバチ Urocerus japonicus
2602 ハチ目 クキバチ科 クロバクキバチ Calameuta nigripennis
2603 ハチ目 コマユバチ科 スカシバコマユバチ Bracon nipponensis
2604 ハチ目 コマユバチ科 ヒメウマノオバチ Euurobracon breviterebrae
2605 ハチ目 コマユバチ科 ウマノオバチ Euurobracon yokahamae
2606 ハチ目 ヒメバチ科 マダラコブクモヒメバチ Zatypota albicoxa
2607 ハチ目 ヒメバチ科 ヒメキアシヒラタヒメバチ Pimpla disparis
2608 ハチ目 ヒメバチ科 マイマイヒラタヒメバチ Pimpla luctuosa
2609 ハチ目 ヒメバチ科 チビキアシヒラタヒメバチ Pimpla nipponicus

2610 ハチ目 ヒメバチ科 チャイロツヤヒラタヒメバチ
Theronia  (Theronia ) atalantae
gestator

2611 ハチ目 ヒメバチ科 オオホシオナガバチ Megarhyssa praecellens
2612 ハチ目 ヒメバチ科 Mesoleptus laticinctus Mesoleptus laticinctus
2613 ハチ目 ヒメバチ科 シロテントガリヒメバチ Agrothereutes lanceolatus
2614 ハチ目 ヒメバチ科 ヨーロッパトビチビアメバチ Bathyplectes anurus
2615 ハチ目 ヒメバチ科 コンボウアメバチ Habronyx insidiator
2616 ハチ目 ヒメバチ科 タマヌキケンヒメバチ Jezarotes tamanukii
2617 ハチ目 ヒメバチ科 ヤマガタヒメバチ Chasmias major
2618 ハチ目 ヒメバチ科 マダラヒメバチ Pterocormus generosus
2619 ハチ目 ヒメバチ科 アゲハヒメバチ Trogus mactator
2620 ハチ目 ヒメバチ科 イヨヒメバチ Amblyjoppa proteus satanas
2621 ハチ目 カギバラバチ科 キスジセアカカギバラバチ Taeniogonalos fasciata
2622 ハチ目 ツノヤセバチ科 ニッポンツノヤセバチ Parastephanellus matsumotoi
2623 ハチ目 コンボウヤセバチ科 オオコンボウヤセバチ Gasteruption japonicum
2624 ハチ目 タマゴクロバチ科 Trissolcus japonicus Trissolcus japonicus
2625 ハチ目 イチジクコバチ科 イヌビワオナガコバチ Sycoscaptera inubiae
2626 ハチ目 イチジクコバチ科 イヌビワコバチ Blastophaga nipponica
2627 ハチ目 アシブトコバチ科 アシアカツヤアシブトコバチ Antrocephalus dividens
2628 ハチ目 アシブトコバチ科 ツヤアシブトコバチ Antrocephalus hakonensis
2629 ハチ目 アシブトコバチ科 アカアシブトコバチ Brachymeria fonscolombei
2630 ハチ目 アシブトコバチ科 キアシブトコバチ Brachymeria lasus
2631 ハチ目 アシブトコバチ科 ハエヤドリアシブトコバチ Brachymeria minuta
2632 ハチ目 トビコバチ科 ヒラタカイガラキイロトビコバチ Microterys flavus
2633 ハチ目 ヒメコバチ科 キイロホソコバチ Stenomesius japonicus
2634 ハチ目 ヒメコバチ科 Eulophus abdominalis Eulophus abdominalis
2635 ハチ目 ヒメコバチ科 Pediobius atamiensis Pediobius atamiensis
2636 ハチ目 ナガコバチ科 Neanastaus albitarsis Neanastaus albitarsis
2637 ハチ目 シリアゲコバチ科 シリアゲコバチ Leucospis japonica
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2638 ハチ目 シリアゲコバチ科 オキナワシリアゲコバチ Leucospis sinensis
2639 ハチ目 コガネコバチ科 アオムシコバチ Pteromalus puparum
2640 ハチ目 オナガコバチ科 ニッポンオナガコバチ Macrodasyceras japonicum
2641 ハチ目 オナガコバチ科 オナガアシブトコバチ Podagrion nipponicum
2642 ハチ目 オナガコバチ科 ヒメオナガアシブトコバチ Podagrion philippinense cyanonigrum
2643 ハチ目 タマバチ科 クヌギハマルタマバチ Aphelonyx acutissimae
2644 ハチ目 タマバチ科 ナラメカイメンタマバチ Aphelonyx glanduliferae
2645 ハチ目 タマバチ科 クヌギハヒメツボタマバチ Neuroterus  (Neuroterus ) monzeni
2646 ハチ目 タマバチ科 クヌギハケツボタマバチ Neuroterus  (Neuroterus ) nawai

2647 ハチ目 タマバチ科 クヌギハケタマバチ
Neuroterus  (Neuroterus )
vonkuenburgi vonkuenburgi

2648 ハチ目 タマバチ科 マスダアラカシタマバチ Plagiotrochus masudai
2649 ハチ目 タマバチ科 クヌギエダイガタマバチ Trichagalma serratae
2650 ハチ目 アリガタバチ科 ハマキアリガタバチ Goniozus japonicus
2651 ハチ目 アリガタバチ科 カマキリカツオアリガタバチ Laelius naniwaensis
2652 ハチ目 セイボウ科 クロバネセイボウ Chrysis angolensis murasaki
2653 ハチ目 セイボウ科 ムツバセイボウ Chrysis fasciata daphne
2654 ハチ目 セイボウ科 リンネセイボウ Chrysis ignita
2655 ハチ目 セイボウ科 ミドリセイボウ Praestochrysis lusca
2656 ハチ目 セイボウ科 イラガセイボウ Praestochrysis shanghaiensis
2657 ハチ目 セイボウ科 オオセイボウ Stilbum cyanurum
2658 ハチ目 アリ科 アシナガアリ Aphaenogaster famelica
2659 ハチ目 アリ科 ヤマトアシナガアリ Aphaenogaster japonica
2660 ハチ目 アリ科 オオハリアリ Brachyponera chinensis
2661 ハチ目 アリ科 クロオオアリ Camponotus japonicus
2662 ハチ目 アリ科 クサオオアリ Camponotus keihitoi
2663 ハチ目 アリ科 ミカドオオアリ Camponotus kiusiuensis
2664 ハチ目 アリ科 ケブカツヤオオアリ Camponotus nipponensis
2665 ハチ目 アリ科 ヒラズオオアリ Camponotus nipponicus
2666 ハチ目 アリ科 ムネアカオオアリ Camponotus obscuripes
2667 ハチ目 アリ科 ヨツボシオオアリ Camponotus quadrinotatus
2668 ハチ目 アリ科 ウメマツオオアリ Camponotus vitiosus
2669 ハチ目 アリ科 トゲハダカアリ Cardiocondyla sp. A
2670 ハチ目 アリ科 ツチクビレハリアリ Cerapachys humicola
2671 ハチ目 アリ科 ハリブトシリアゲアリ Crematogaster matsumurai
2672 ハチ目 アリ科 ツヤシリアゲアリ Crematogaster nawai
2673 ハチ目 アリ科 キイロシリアゲアリ Crematogaster osakensis
2674 ハチ目 アリ科 テラニシシリアゲアリ Crematogaster teranishii
2675 ハチ目 アリ科 シベリアカタアリ Dolichoderus sibiricus
2676 ハチ目 アリ科 ハヤシクロヤマアリ Formica hayashi
2677 ハチ目 アリ科 クロヤマアリ Formica japonica  (s. l.)
2678 ハチ目 アリ科 ニセハリアリ Hypoponera sauteri
2679 ハチ目 アリ科 クロクサアリ Lasius fuji
2680 ハチ目 アリ科 ハヤシケアリ Lasius hayashi
2681 ハチ目 アリ科 トビイロケアリ Lasius japonicus
2682 ハチ目 アリ科 ヒラアシクサアリ Lasius spathepus
2683 ハチ目 アリ科 アメイロケアリ Lasius umbratus
2684 ハチ目 アリ科 アルゼンチンアリ Linepithema humile
2685 ハチ目 アリ科 クロヒメアリ Monomorium chinense
2686 ハチ目 アリ科 ヒメアリ Monomorium intrudens
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2687 ハチ目 アリ科 キイロヒメアリ Monomorium triviale
2688 ハチ目 アリ科 カドフシアリ Myrmecina nipponica
2689 ハチ目 アリ科 ケブカアメイロアリ Nylanderia amia
2690 ハチ目 アリ科 アメイロアリ Nylanderia flavipes
2691 ハチ目 アリ科 ルリアリ Ochetellus glaber
2692 ハチ目 アリ科 サクラアリ Paraparatrechina sakurae
2693 ハチ目 アリ科 ヒゲナガアメイロアリ Paratrechina longicornis
2694 ハチ目 アリ科 アズマオオズアリ Pheidole fervida
2695 ハチ目 アリ科 オオズアリ Pheidole noda
2696 ハチ目 アリ科 ヒメオオズアリ Pheidole pieli
2697 ハチ目 アリ科 クロトゲアリ Polyrhachis dives
2698 ハチ目 アリ科 トゲアリ Polyrhachis lamellidens
2699 ハチ目 アリ科 チクシトゲアリ Polyrhachis phalerata
2700 ハチ目 アリ科 アミメアリ Pristomyrmex punctatus
2701 ハチ目 アリ科 トフシアリ Solenopsis japonica
2702 ハチ目 アリ科 ノコギリハリアリ Stigmatomma silvestrii
2703 ハチ目 アリ科 イガウロコアリ Strumigenys benten
2704 ハチ目 アリ科 ヒラタウロコアリ Strumigenys canina
2705 ハチ目 アリ科 ウロコアリ Strumigenys lewisi
2706 ハチ目 アリ科 ムネボソアリ Temnothorax congruus
2707 ハチ目 アリ科 ハリナガムネボソアリ Temnothorax spinosior
2708 ハチ目 アリ科 トビイロシワアリ Tetramorium tsushimae
2709 ハチ目 アリ科 ウメマツアリ Vollenhovia emeryi
2710 ハチ目 スズメバチ科 ヤマトスジドロバチ Ancistrocerus japonicus
2711 ハチ目 スズメバチ科 ケブカスジドロバチ Ancistrocerus densepilosellus

2712 ハチ目 スズメバチ科 オオフタオビドロバチ
Anterhynchium flavomarginatum
micado

2713 ハチ目 スズメバチ科 オデコフタオビドロバチ Anterhynchium gibbifrons
2714 ハチ目 スズメバチ科 キボシトックリバチ Eumenes fraterculus
2715 ハチ目 スズメバチ科 ミカドトックリバチ Eumenes micado
2716 ハチ目 スズメバチ科 キアシトックリバチ Eumenes rubrofemoratus
2717 ハチ目 スズメバチ科 ムモントックリバチ Eumenes rubronotatus
2718 ハチ目 スズメバチ科 カバオビドロバチ Euodynerus dantici violaceipennis
2719 ハチ目 スズメバチ科 ミカドドロバチ Euodynerus nipanicus nipanicus
2720 ハチ目 スズメバチ科 エントツドロバチ Orancistrocerus drewseni
2721 ハチ目 スズメバチ科 スズバチ Oreumenes decoratus
2722 ハチ目 スズメバチ科 ヒメホソアシナガバチ Parapolybia varia
2723 ハチ目 スズメバチ科 ナミカバフドロバチ Pararrhynchium ornatum
2724 ハチ目 スズメバチ科 フタモンアシナガバチ Polistes chinensis antennalis
2725 ハチ目 スズメバチ科 ヤマトアシナガバチ Polistes japonicus
2726 ハチ目 スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae
2727 ハチ目 スズメバチ科 キボシアシナガバチ Polistes nipponensis
2728 ハチ目 スズメバチ科 キアシナガバチ Polistes rothneyi iwatai
2729 ハチ目 スズメバチ科 コアシナガバチ Polistes snelleni
2730 ハチ目 スズメバチ科 フカイオオドロバチ Rhynchium quinquecinctum fukaii
2731 ハチ目 スズメバチ科 カタグロチビドロバチ Stenodynerus chinensis kalinowskii
2732 ハチ目 スズメバチ科 フトカギチビドロバチ Stenodynerus clypeopictus
2733 ハチ目 スズメバチ科 キオビチビドロバチ Stenodynerus frauenfeldi
2734 ハチ目 スズメバチ科 サイジョウハムシドロバチ Symmorphus apiciornatus
2735 ハチ目 スズメバチ科 コガタスズメバチ Vespa analis
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No. 目名 科名 種名 学名
2736 ハチ目 スズメバチ科 モンスズメバチ Vespa crabro
2737 ハチ目 スズメバチ科 ヒメスズメバチ Vespa ducalis
2738 ハチ目 スズメバチ科 チャイロスズメバチ Vespa dybowskii
2739 ハチ目 スズメバチ科 オオスズメバチ Vespa mandarinia
2740 ハチ目 スズメバチ科 キイロスズメバチ Vespa simillima
2741 ハチ目 スズメバチ科 クロスズメバチ Vespula flaviceps
2742 ハチ目 クモバチ科 マエアカクモバチ Agenioideus lascivus
2743 ハチ目 クモバチ科 オオモンクロクモバチ Anoplius samariensis
2744 ハチ目 クモバチ科 ナミヒメクモバチ Auplopus carbonarius japonicus
2745 ハチ目 クモバチ科 ベッコウクモバチ Cyphononyx fulvognathus
2746 ハチ目 クモバチ科 オオシロフクモバチ Episyron arrogans
2747 ハチ目 クモバチ科 スギハラクモバチ Leptodialepis sugiharai
2748 ハチ目 クモバチ科 フタモンクモバチ Parabatozonus jankowskii
2749 ハチ目 クモバチ科 アオスジクモバチ Paracyphononyx alienus
2750 ハチ目 クモバチ科 トゲアシオオクモバチ Priocnemis irritabilis
2751 ハチ目 クモバチ科 ツマアカクモバチ Tachypompilus analis
2752 ハチ目 アリバチ科 トゲムネアリバチ Bischoffitilla ardescens
2753 ハチ目 アリバチ科 ホソアリバチ Cystomutilla teranishii
2754 ハチ目 アリバチ科 ミカドアリバチ Mutilla mikado
2755 ハチ目 アリバチ科 フタホシアリバチ Neotrogaspidia pustulata
2756 ハチ目 アリバチ科 ルイスヒトホシアリバチ Smicromyrme lewisi
2757 ハチ目 アリバチ科 セヅノアリバチ Yamanetilla nipponica
2758 ハチ目 コツチバチ科 マメコガネコツチバチ Tiphia popilliavora
2759 ハチ目 コツチバチ科 ニカコツチバチ Tiphia sternata
2760 ハチ目 コツチバチ科 ハルコツチバチ Tiphia vernalis
2761 ハチ目 ツチバチ科 ヒメハラナガツチバチ Campsomeriella annulata annulata
2762 ハチ目 ツチバチ科 オオハラナガツチバチ Megacampsomeris grossa matsumurai
2763 ハチ目 ツチバチ科 キンケハラナガツチバチ Megacampsomeris prismatica
2764 ハチ目 ツチバチ科 シロオビハラナガツチバチ Megacampsomeris schulthessi
2765 ハチ目 ツチバチ科 コモンツチバチ Scolia decorata ventralis
2766 ハチ目 ツチバチ科 アカスジツチバチ Scolia fascinata fascinata
2767 ハチ目 ツチバチ科 オオモンツチバチ Scolia histrionica japonica
2768 ハチ目 ツチバチ科 キオビツチバチ Scolia oculata
2769 ハチ目 ギングチバチ科 エグレギングチ Crossocerus emarginatus
2770 ハチ目 ギングチバチ科 ナミギングチ Ectemnius continuus
2771 ハチ目 ギングチバチ科 イワタギングチ Ectemnius schlettereri japonicus
2772 ハチ目 ギングチバチ科 ヒメコオロギバチ Liris festinans japonicus
2773 ハチ目 ギングチバチ科 オオハヤバチ Tachytes sinensis sinensis
2774 ハチ目 ギングチバチ科 ヤマトジガバチモドキ Trypoxylon cornutum yamatonis
2775 ハチ目 ギングチバチ科 コシブトジガバチモドキ Trypoxylon pacificum
2776 ハチ目 ドロバチモドキ科 キアシハナダカバチモドキ Stizus perrisi
2777 ハチ目 アリマキバチ科 ジュズダマイスカバチ Passaloecus monilicornis
2778 ハチ目 フシダカバチ科 マルモンツチスガリ Cerceris japonica
2779 ハチ目 アナバチ科 ヤマジガバチ Ammophila infesta
2780 ハチ目 アナバチ科 サトジガバチ Ammophila vagabunda
2781 ハチ目 アナバチ科 ヤマトルリジガバチ Chalybion japonicum
2782 ハチ目 アナバチ科 ミカドジガバチ Hoplammophila aemulans
2783 ハチ目 アナバチ科 コクロアナバチ Isodontia nigella
2784 ハチ目 アナバチ科 アメリカジガバチ Sceliphron caementarium
2785 ハチ目 アナバチ科 キゴシジガバチ Sceliphron madraspatanum
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No. 目名 科名 種名 学名
2786 ハチ目 アナバチ科 クロアナバチ Sphex argentatus fumosus
2787 ハチ目 ヒメハナバチ科 ウズキヒメハナバチ Andrena benefica
2788 ハチ目 ヒメハナバチ科 トゲホオヒメハナバチ Andrena dentata
2789 ハチ目 ヒメハナバチ科 テンコクヒメハナバチ Andrena foveopunctata
2790 ハチ目 ヒメハナバチ科 ミツクリフシダカヒメハナバチ Andrena japonica
2791 ハチ目 ヒメハナバチ科 キバナヒメハナバチ Andrena knuthi
2792 ハチ目 ヒメハナバチ科 シロヤヨイヒメハナバチ Andrena luridiloma
2793 ハチ目 ヒメハナバチ科 マメヒメハナバチ Andrena minutula
2794 ハチ目 ヒメハナバチ科 ウツギヒメハナバチ Andrena prostomias
2795 ハチ目 ヒメハナバチ科 モモヒメハナバチ Andrena pruniphora
2796 ハチ目 ヒメハナバチ科 ササキヒメハナバチ Andrena sasakii
2797 ハチ目 ヒメハナバチ科 チビヒメハナバチ Panurginus crawfordi
2798 ハチ目 ミツバチ科 スジボソフトハナバチ Amegilla florea
2799 ハチ目 ミツバチ科 ケブカコシブトハナバチ Anthophora plumipes
2800 ハチ目 ミツバチ科 ニホンミツバチ Apis cerana japonica
2801 ハチ目 ミツバチ科 セイヨウミツバチ Apis mellifera
2802 ハチ目 ミツバチ科 コマルハナバチ Bombus ardens ardens
2803 ハチ目 ミツバチ科 トラマルハナバチ Bombus diversus diversus
2804 ハチ目 ミツバチ科 クロマルハナバチ Bombus ignitus
2805 ハチ目 ミツバチ科 キオビツヤハナバチ Ceratina flavipes
2806 ハチ目 ミツバチ科 イワタチビツヤハナバチ Ceratina iwatai
2807 ハチ目 ミツバチ科 ヤマトツヤハナバチ Ceratina japonica
2808 ハチ目 ミツバチ科 ニッポンヒゲナガハナバチ Eucera nipponensis
2809 ハチ目 ミツバチ科 シロスジヒゲナガハナバチ Eucera spurcatipes
2810 ハチ目 ミツバチ科 エサキキマダラハナバチ Nomada amurensis
2811 ハチ目 ミツバチ科 ヒメキマダラハナバチ Nomada flavoguttata
2812 ハチ目 ミツバチ科 ギンランキマダラハナバチ Nomada ginran
2813 ハチ目 ミツバチ科 ハリマキマダラハナバチ Nomada harimensis
2814 ハチ目 ミツバチ科 ダイミョウキマダラハナバチ Nomada japonica
2815 ハチ目 ミツバチ科 ナミルリモンハナバチ Thyreus decorus
2816 ハチ目 ミツバチ科 キムネクマバチ Xylocopa appendiculata circumvolans
2817 ハチ目 ミツバチ科 タイワンタケクマバチ Xylocopa tranquebarorum
2818 ハチ目 ムカシハナバチ科 オオムカシハナバチ Colletes collaris
2819 ハチ目 ムカシハナバチ科 アシブトムカシハナバチ Colletes patellatus
2820 ハチ目 ムカシハナバチ科 アルマンメンハナバチ Hylaeus globula
2821 ハチ目 ムカシハナバチ科 ヒラシマメンハナバチ Hylaeus hirashimai
2822 ハチ目 ムカシハナバチ科 クロシオメンハナバチ Hylaeus insularum insularum
2823 ハチ目 コハナバチ科 アカガネコハナバチ Halictus aerarius
2824 ハチ目 コハナバチ科 シオカワコハナバチ Lasioglossum baleicum
2825 ハチ目 コハナバチ科 ニッポンチビコハナバチ Lasioglossum japonicum
2826 ハチ目 コハナバチ科 サビイロカタコハナバチ Lasioglossum mutilum
2827 ハチ目 コハナバチ科 シロスジカタコハナバチ Lasioglossum occidens
2828 ハチ目 コハナバチ科 オバケチビコハナバチ Lasioglossum pallilomum
2829 ハチ目 コハナバチ科 ハルノツヤコハナバチ Lasioglossum primavera
2830 ハチ目 コハナバチ科 フタモンカタコハナバチ Lasioglossum scitulum
2831 ハチ目 コハナバチ科 ハネダチビコハナバチ Lasioglossum transpositum
2832 ハチ目 コハナバチ科 ヒゲナガコハナバチ Lasioglossum vulsum
2833 ハチ目 コハナバチ科 アオスジハナバチ Nomia incerta
2834 ハチ目 コハナバチ科 エサキヤドリコハナバチ Sphecodes simillimus
2835 ハチ目 ハキリバチ科 トモンハナバチ Anthidium septemspinosum
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No. 目名 科名 種名 学名
2836 ハチ目 ハキリバチ科 チビトガリハナバチ Coelioxys (Allocoelioxys ) formosicola
2837 ハチ目 ハキリバチ科 ヤノトガリハナバチ Coelioxys yanonis
2838 ハチ目 ハキリバチ科 ハラアカヤドリハキリバチ Euaspis basalis
2839 ハチ目 ハキリバチ科 ネジロハキリバチ Megachile disjunctiformis
2840 ハチ目 ハキリバチ科 キョウトキヌゲハキリバチ Megachile kyotensis
2841 ハチ目 ハキリバチ科 バラハキリバチ Megachile nipponica nipponica
2842 ハチ目 ハキリバチ科 オオハキリバチ Megachile sculpturalis
2843 ハチ目 ハキリバチ科 ヒメハキリバチ Megachile spissula
2844 ハチ目 ハキリバチ科 ヒメツツハキリバチ Megachile subalbuta
2845 ハチ目 ハキリバチ科 ツルガハキリバチ Megachile tsurugensis
2846 ハチ目 ハキリバチ科 ムナカタハキリバチ Megachile willughbiella sumizome
2847 ハチ目 ハキリバチ科 イマイツツハナバチ Osmia jacoti
2848 ハチ目 ハキリバチ科 マイマイツツハナバチ Osmia orientalis
2849 ハチ目 ハキリバチ科 ツツハナバチ Osmia taurus

注）種名及び配列は原則として「河川水辺の国勢調査　2019年度版生物リスト」（国土交通省, 2019）に従った。
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1 クモ目 ジグモ科 ジグモ Atypus karschii
2 クモ目 ジグモ科 ワスレナグモ Calommata signata
3 クモ目 トタテグモ科 キノボリトタテグモ Conothele fragaria
4 クモ目 トタテグモ科 キシノウエトタテグモ Latouchia typica
5 クモ目 チリグモ科 ヒラタグモ Uroctea compactilis
6 クモ目 ウズグモ科 マネキグモ Miagrammopes orientalis
7 クモ目 ウズグモ科 カタハリウズグモ Octonoba sybotides
8 クモ目 ヒメグモ科 シロカネイソウロウグモ Argyrodes bonadea
9 クモ目 ヒメグモ科 オナガグモ Ariamnes cylindrogaster
10 クモ目 ヒメグモ科 ヤマトコノハグモ Enoplognatha caricis
11 クモ目 ヒメグモ科 セアカゴケグモ Latrodectus hasselti
12 クモ目 ヒメグモ科 ハイイロヒメグモ Paidiscura subpallens
13 クモ目 サラグモ科 マルムネヒザグモ Erigone edentata
14 クモ目 サラグモ科 ツノケシグモ Nippononeta projecta
15 クモ目 サラグモ科 セスジアカムネグモ Ummeliata insecticeps
16 クモ目 アシナガグモ科 チュウガタシロカネグモ Leucauge blanda
17 クモ目 アシナガグモ科 オオシロカネグモ Leucauge magnifica
18 クモ目 アシナガグモ科 コシロカネグモ Leucauge subblanda
19 クモ目 アシナガグモ科 タニマノドヨウグモ Metleucauge kompirensis
20 クモ目 アシナガグモ科 ジョロウグモ Nephila clavata
21 クモ目 アシナガグモ科 トガリアシナガグモ Tetragnatha caudicula
22 クモ目 アシナガグモ科 ヤサガタアシナガグモ Tetragnatha maxillosa
23 クモ目 アシナガグモ科 アシナガグモ Tetragnatha praedonia
24 クモ目 アシナガグモ科 ウロコアシナガグモ Tetragnatha squamata
25 クモ目 コガネグモ科 ヌサオニグモ Araneus ejusmodi
26 クモ目 コガネグモ科 ビジョオニグモ Araneus mitificus
27 クモ目 コガネグモ科 アオオニグモ Araneus pentagrammicus
28 クモ目 コガネグモ科 オニグモ Araneus ventricosus
29 クモ目 コガネグモ科 コガネグモ Argiope amoena
30 クモ目 コガネグモ科 チュウガタコガネグモ Argiope boesenbergi
31 クモ目 コガネグモ科 ナガコガネグモ Argiope bruennichi
32 クモ目 コガネグモ科 コガタコガネグモ Argiope minuta
33 クモ目 コガネグモ科 ギンメッキゴミグモ Cyclosa argenteoalba
34 クモ目 コガネグモ科 キジロゴミグモ Cyclosa laticauda
35 クモ目 コガネグモ科 ゴミグモ Cyclosa octotuberculata
36 クモ目 コガネグモ科 マルゴミグモ Cyclosa vallata
37 クモ目 コガネグモ科 トリノフンダマシ Cyrtarachne bufo
38 クモ目 コガネグモ科 オオトリノフンダマシ Cyrtarachne inaequalis
39 クモ目 コガネグモ科 シロオビトリノフンダマシ Cyrtarachne nagasakiensis
40 クモ目 コガネグモ科 アカイロトリノフンダマシ Cyrtarachne yunoharuensis
41 クモ目 コガネグモ科 ドヨウオニグモ Neoscona adianta
42 クモ目 コガネグモ科 ワキグロサツマノミダマシ Neoscona mellotteei
43 クモ目 コガネグモ科 イエオニグモ Neoscona nautica
44 クモ目 コガネグモ科 コゲチャオニグモ Neoscona punctigera
45 クモ目 コガネグモ科 ヤマシロオニグモ Neoscona scylla
46 クモ目 コガネグモ科 サツマノミダマシ Neoscona scylloides
47 クモ目 コガネグモ科 ワクドツキジグモ Pasilobus hupingensis
48 クモ目 コガネグモ科 ゲホウグモ Poltys illepidus
49 クモ目 コガネグモ科 ズグロオニグモ Yaginumia sia
50 クモ目 コモリグモ科 エビチャコモリグモ Arctosa ebicha

No. 目名 科名 種名 学名
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No. 目名 科名 種名 学名
51 クモ目 コモリグモ科 ハラクロコモリグモ Lycosa coelestis
52 クモ目 コモリグモ科 ウヅキコモリグモ Pardosa astrigera
53 クモ目 コモリグモ科 キクヅキコモリグモ Pardosa pseudoannulata
54 クモ目 コモリグモ科 キバラコモリグモ Pirata subpiraticus
55 クモ目 コモリグモ科 ヒノマルコモリグモ Tricca japonica
56 クモ目 キシダグモ科 スジボソハシリグモ Dolomedes angustivirgatus
57 クモ目 キシダグモ科 アオグロハシリグモ Dolomedes raptor
58 クモ目 キシダグモ科 イオウイロハシリグモ Dolomedes sulfureus
59 クモ目 キシダグモ科 アズマキシダグモ Pisaura lama
60 クモ目 ササグモ科 クリチャササグモ Oxyopes licenti
61 クモ目 ササグモ科 ササグモ Oxyopes sertatus
62 クモ目 シボグモ科 シボグモ Anahita fauna
63 クモ目 タナグモ科 クサグモ Agelena silvatica
64 クモ目 タナグモ科 コクサグモ Allagelena opulenta
65 クモ目 ナミハグモ科 カチドキナミハグモ Cybaeus nipponicus
66 クモ目 ウシオグモ科 クロガケジグモ Badumna insignis
67 クモ目 ハグモ科 コタナグモ Cicurina japonica
68 クモ目 ハグモ科 ネコハグモ Dictyna felis
69 クモ目 ガケジグモ科 メガネヤチグモ Pireneitega luctuosa
70 クモ目 ウエムラグモ科 イタチグモ Itatsina praticola
71 クモ目 フクログモ科 カバキコマチグモ Chiracanthium japonicum
72 クモ目 フクログモ科 ヤサコマチグモ Chiracanthium unicum
73 クモ目 フクログモ科 マダラフクログモ Clubiona deletrix
74 クモ目 フクログモ科 ヤマトフクログモ Clubiona japonica
75 クモ目 ヒトエグモ科 ヒトエグモ Plator nipponicus
76 クモ目 アシダカグモ科 アシダカグモ Heteropoda venatoria
77 クモ目 アシダカグモ科 コアシダカグモ Sinopoda forcipata
78 クモ目 エビグモ科 コガネエビグモ Philodromus aureolus
79 クモ目 エビグモ科 アサヒエビグモ Philodromus subaureolus
80 クモ目 エビグモ科 シャコグモ Tibellus japonicus
81 クモ目 カニグモ科 コハナグモ Diaea subdola
82 クモ目 カニグモ科 ハナグモ Ebrechtella tricuspidata
83 クモ目 カニグモ科 ワカバグモ Oxytate striatipes
84 クモ目 カニグモ科 カトウツケオグモ Phrynarachne katoi
85 クモ目 カニグモ科 アズチグモ Thomisus labefactus
86 クモ目 カニグモ科 カニグモ Xysticus audax
87 クモ目 カニグモ科 ヤミイロカニグモ Xysticus croceus
88 クモ目 カニグモ科 チュウカカニグモ Xysticus ephippiatus
89 クモ目 ハエトリグモ科 ネコハエトリ Carrhotus xanthogramma
90 クモ目 ハエトリグモ科 マミジロハエトリ Evarcha albaria
91 クモ目 ハエトリグモ科 マミクロハエトリ Evarcha fasciata
92 クモ目 ハエトリグモ科 ウデブトハエトリ Harmochirus insulanus
93 クモ目 ハエトリグモ科 アダンソンハエトリ Hasarius adansoni
94 クモ目 ハエトリグモ科 ヨダンハエトリ Marpissa pulla
95 クモ目 ハエトリグモ科 オスクロハエトリ Mendoza canestrinii
96 クモ目 ハエトリグモ科 ヤハズハエトリ Mendoza elongata
97 クモ目 ハエトリグモ科 アリグモ Myrmarachne japonica
98 クモ目 ハエトリグモ科 アシブトハエトリ Pancorius crassipes
99 クモ目 ハエトリグモ科 デーニッツハエトリ Plexippoides doenitzi
100 クモ目 ハエトリグモ科 ミスジハエトリ Plexippus setipes
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No. 目名 科名 種名 学名
101 クモ目 ハエトリグモ科 ヒメカラスハエトリ Rhene albigera
102 クモ目 ハエトリグモ科 カラスハエトリ Rhene atrata
103 クモ目 ハエトリグモ科 キレワハエトリ Sibianor pullus
104 クモ目 ハエトリグモ科 アオオビハエトリ Siler vittatus

注）種名及び配列は原則として「河川水辺の国勢調査　2019年度版生物リスト」（国土交通省, 2019）に従った。
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堺市野生生物目録（陸産・淡水産甲殻類）　(1/1)

1 顎脚綱 カイミジンコ目 キプリス科 ナガカイミジンコ Tanycypris pellucida
2 鰓脚綱 カイエビ目 カイエビ科 カイエビ Cyzicus gifuensis
3 鰓脚綱 カイエビ目 ヒメカイエビ科 ヒメカイエビ属 Eulimnadia sp.
4 鰓脚綱 カイエビ目 トゲカイエビ科 トゲカイエビ Leptestheria kawachiensis
5 鰓脚綱 カブトエビ目 カブトエビ科 アジアカブトエビ Triops granarius
6 鰓脚綱 カブトエビ目 カブトエビ科 アメリカカブトエビ Triops longicaudatus
7 鰓脚綱 ホウネンエビ目 ホウネンエビ科 ホウネンエビ Branchinella kugenumaensis
8 軟甲綱 ヨコエビ目 マミズヨコエビ科 フロリダマミズヨコエビ Crangonyx floridanus
9 軟甲綱 ヨコエビ目 ハマトビムシ科 ニホンオカトビムシ Platorchestia japonica
10 軟甲綱 ワラジムシ目 ミズムシ科（甲） ミズムシ（甲） Asellus hilgendorfi
11 軟甲綱 ワラジムシ目 ニセウオノエ科 エビノコバン Tachea chinensis
12 軟甲綱 ワラジムシ目 フナムシ科 ニホンヒメフナムシ Platorchestia japonica
13 軟甲綱 ワラジムシ目 ハヤシワラジムシ科 ヤマトサトワラジムシ Mongoloniscus arvus
14 軟甲綱 ワラジムシ目 ワラジムシ科 クマワラジムシ Porcellio laevis
15 軟甲綱 ワラジムシ目 ワラジムシ科 ワラジムシ Porcellio scaber

16 軟甲綱 ワラジムシ目 オカダンゴムシ科
オカダンゴムシ(ダンゴム
シ)

Armadillidium vulgare

17 軟甲綱 エビ目 ヌマエビ科 ミゾレヌマエビ Caridina leucosticta
18 軟甲綱 エビ目 ヌマエビ科 ミナミヌマエビ Neocaridina denticulata

19 軟甲綱 エビ目 ヌマエビ科
Neocaridina heteropoda
heteropoda

Neocaridina heteropoda heteropoda

軟甲綱 エビ目 ヌマエビ科 カワリヌマエビ属 Neocaridina sp.
20 軟甲綱 エビ目 テナガエビ科 ミナミテナガエビ Macrobrachium formosense
21 軟甲綱 エビ目 テナガエビ科 ヒラテテナガエビ Macrobrachium japonicum
22 軟甲綱 エビ目 テナガエビ科 テナガエビ Macrobrachium nipponense
23 軟甲綱 エビ目 テナガエビ科 スジエビ Palaemon paucidens
24 軟甲綱 エビ目 テナガエビ科 チュウゴクスジエビ Palaemon sinensis
25 軟甲綱 エビ目 アメリカザリガニ科 アメリカザリガニ Procambarus clarkii
26 軟甲綱 エビ目 サワガニ科 サワガニ Geothelphusa dehaani
27 軟甲綱 エビ目 ベンケイガニ科 アカテガニ Chiromantes haematocheir
28 軟甲綱 エビ目 モクズガニ科 モクズガニ Eriocheir japonica

注）種名及び配列は原則として「河川水辺の国勢調査　2019年度版生物リスト」（国土交通省, 2019）に従った。

No. 綱名 目名 科名 種名 学名
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堺市野生生物目録（その他無脊椎動物）　(1/1)

1
シアノバク
テリア綱

ネンジュモ目 ネンジュモ科  イシクラゲ Nostoc commune

2 有棒状体綱 三岐腸目
サンカクアタマウズム
シ科

ナミウズムシ Dugesia japonica

3 有棒状体綱 三岐腸目
サンカクアタマウズム
シ科

アメリカツノウズムシ Girardia dorotocephala

4 有棒状体綱 三岐腸目
サンカクアタマウズム
シ科

アメリカナミウズムシ Girardia tigrina

5 内肛綱 足胞目 ウルナテラ科 シマミズウドンゲ Urnatella gracilis
6 ゴカイ綱 スピオ目 スピオ科 ヤマトスピオ Prionospio japonicus
7 ミミズ綱 イトミミズ目 ミズミミズ科 イトミミズ Tubifex tubifex
8 ミミズ綱 イトミミズ目 ミズミミズ科 フクロイトミミズ Bothrioneurum vejdovskyanum
9 ミミズ綱 イトミミズ目 ミズミミズ科 エラオイミズミミズ Branchiodrilus hortensis
10 ミミズ綱 イトミミズ目 ミズミミズ科 エラミミズ Branchiura sowerbyi
11 ミミズ綱 イトミミズ目 ミズミミズ科 クロオビミズミミズ Ophidonais serpentina
12 ミミズ綱 イトミミズ目 ミズミミズ科 テングミズミミズ Stylaria fossularis
13 ミミズ綱 イトミミズ目 ミズミミズ科 トガリミズミミズモドキ Pristina aequiseta
14 ミミズ綱 イトミミズ目 ミズミミズ科 モトムラユリミミズ Limnodrilus claparedianus
15 ミミズ綱 イトミミズ目 ミズミミズ科 フトゲユリミミズ Limnodrilus grandisetosus
16 ミミズ綱 イトミミズ目 ミズミミズ科 ユリミミズ Limnodrilus hoffmeisteri
17 ミミズ綱 イトミミズ目 ミズミミズ科 ハリミズミミズ Nais barbata
18 ミミズ綱 イトミミズ目 ミズミミズ科 ミツゲミズミミズ Nais bretscheri
19 ミミズ綱 イトミミズ目 ミズミミズ科 ナミミズミミズ Nais communis
20 ミミズ綱 イトミミズ目 ミズミミズ科 ヨゴレミズミミズ Slavina appendiculata
21 ミミズ綱 ツリミミズ目 ヒモミミズ科 ヤマトヒモミミズ Biwadrilus bathybates
22 ヒル綱 吻蛭目 ヒラタビル科 ミドリビル Ancyrobdella smaragdina
23 ヒル綱 吻蛭目 ヒラタビル科 ハバヒロビル Alboglossiphonia lata
24 ヒル綱 吻蛭目 ヒラタビル科 イボビル Hemiclepsis japonica
25 ヒル綱 吻蛭目 ヒラタビル科 ヌマビル Helobdella stagnalis
26 ヒル綱 吻蛭目 ヒラタビル科 アタマビル Hemiclepsis marginata
27 ヒル綱 吻無蛭目 チスイビル科 チスイビル Hirudo nipponica
28 ヒル綱 吻無蛭目 ヘモピ科 ウマビル Whitmania pigra
29 ヒル綱 吻無蛭目 イシビル科 シマイシビル Dina lineata
30 ヒル綱 吻無蛭目 イシビル科 ナミイシビル Erpobdella octoculata
31 ヒル綱 吻無蛭目 ナガレビル科 タコウビル Barbronia weberi
32 双腺綱 回虫目 回虫科 タヌキカイチュウ Toxocara tanuki
33 ムカデ綱 ゲジ目 ゲジ科 ゲジ Thereuonema tuberculata
34 ムカデ綱 ゲジ目 ゲジ科 オオゲジ Thereuopoda clunifera
35 ムカデ綱 オオムカデ目 オオムカデ科 トビズムカデ Scolopendra subspinipes mutilans
36 裸喉綱 櫛口目 チャミドロコケムシ科 チャミドロコケムシ Paludicella articulata
注）種名及び配列は原則として「河川水辺の国勢調査　2019年度版生物リスト」（国土交通省, 2019）に従った。

No. 綱名 目名 科名 種名 学名
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堺市野生生物目録（海岸生物）　(1/5)

1 貝類 腹足綱 カサガイ目 コガモガイ科 コモレビコガモガイ Lottia tenuisculpta
2 貝類 腹足綱 カサガイ目 コガモガイ科 コウダカアオガイ Nipponacmea concinna

3 貝類 腹足綱
ウロダマヤドリガ
イ目

ミミガイ科 トコブシ
Haliotis diversicolor
aquatilis

4 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 ニシキウズ科 イシダタミ Monodonta confusa
5 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 ニシキウズ科 キサゴ Umbonium costatum
6 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 ニシキウズ科 ダンベイキサゴ Umbonium giganteum
7 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 クボガイ科 コシダカガンガラ Tegula rustica
8 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 アマオブネ科 ヒロクチカノコ Neripteron sp.
9 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 オニノツノガイ科 カニモリガイ Rhinoclavis kochi
10 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 ウミニナ科 ホソウミニナ Batillaria attramentaria
11 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 ウミニナ科 イボウミニナ Batillaria zonalis
12 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 キバウミニナ科 フトヘナタリ Cerithidea  moerchii
13 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 トゲカワニナ科 タケノコカワニナ Stenomelania torulosa
14 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 イトカケガイ科 ウネナシイトカケ Acrilla acuminata
15 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 イトカケガイ科 イナザワハベガイ Alexania inazawai
16 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 イトカケガイ科 ナガヒメネジガイ Epitonium castum
17 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 イトカケガイ科 クレハガイ Epitonium clementinum
18 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 イトカケガイ科 ヒメネジガイ Epitonium japonicum
19 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 イトカケガイ科 セキモリ Epitonium robillardi
20 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 タマキビ科 アラレタマキビ Echinolittorina radiata
21 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 タマキビ科 マルウズラタマキビ Littoraria sinensis
22 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 タマキビ科 タマキビ Littorina brevicula
23 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 タマガイ科 ネコガイ Eunaticina papilla
24 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 タマガイ科 ヌノメリスガイ Mammilla mammata
25 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 タマガイ科 フロガイダマシ Naticarius concinnus
26 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 タマガイ科 ツメタガイ Neverita didyma
27 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 タマガイ科 フクロガイ Sinum javanicum
28 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 ムカデガイ科 クビタテヘビガイ Petaloconchus tokyoensis
29 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 ムカデガイ科 オオヘビガイ Thylacodes adamsii
30 貝類 腹足綱 ニシキウズ目 カワザンショウ科 カワザンショウ Assiminea japonica
31 貝類 腹足綱 賊腹足上目 スイショウガイ科 シドロ Doxander japonicus
32 貝類 腹足綱 賊腹足上目 カリバガサ科 シマメノウフネガイ Crepidula onyx
33 貝類 腹足綱 賊腹足上目 カリバガサ科 ヒラフネ Ergaea walshi
34 貝類 腹足綱 賊腹足上目 タカラガイ科 ホシキヌタ Lyncina vitellus
35 貝類 腹足綱 賊腹足上目 ヤツシロガイ科 ヤツシロガイ Tonna luteostoma
36 貝類 腹足綱 賊腹足上目 オキニシ科 ミヤコボラ Bufonaria rana
37 貝類 腹足綱 新腹足目 タモトガイ科 ムギガイ Mitrella bicincta
38 貝類 腹足綱 新腹足目 イトマキボラ科 ナガニシ Fusinus perplexus
39 貝類 腹足綱 新腹足目 オリイレヨフバイ科 アラムシロ Nassarius festivus
40 貝類 腹足綱 新腹足目 オリイレヨフバイ科 ムシロガイ Nassarius livescens
41 貝類 腹足綱 新腹足目 オリイレヨフバイ科 ハナムシロ Nassarius multivocus
42 貝類 腹足綱 新腹足目 オリイレヨフバイ科 ヒロオビヨフバイ Nassarius succinctus
43 貝類 腹足綱 新腹足目 アッキガイ科 カゴメガイ Bedevina birileffi
44 貝類 腹足綱 新腹足目 アッキガイ科 ヒメヨウラク Ergalatax contracta
45 貝類 腹足綱 新腹足目 アッキガイ科 アカニシ Rapana venosa
46 貝類 腹足綱 新腹足目 アッキガイ科 レイシ Reishia bronni
47 貝類 腹足綱 新腹足目 アッキガイ科 イボニシ Reishia clavigera
48 貝類 腹足綱 新腹足目 マクラガイ科 マクラガイ Oliva mustelina
49 貝類 腹足綱 新腹足目 シャジク科 マキモノシャジク Tomopleura nivea

No. 綱名 目名 科名 種名 学名分類
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堺市野生生物目録（海岸生物）　(2/5)

No. 綱名 目名 科名 種名 学名分類
50 貝類 腹足綱 新腹足目 モミジボラ科 モミジボラ Funa jeffreysii
51 貝類 腹足綱 フシエラガイ目 ウミフクロウ科 ウミフクロウ Pleurobranchaea japonica

52 貝類 腹足綱 裸鰓目
クロシタナシウミウ
シ科

クロシタナシウミウシ Dendrodoris arborescens

53 貝類 腹足綱 裸鰓目 オオミノウミウシ科 ミノウミウシ Aeolidiella indica
54 貝類 腹足綱 頭楯目 ブドウガイ科 ブドウガイ Haminoea japonica
55 貝類 腹足綱 頭楯目 キセワタ科 キセワタ Philine orientalis
56 貝類 腹足綱 アメフラシ目 アメフラシ科 トゲアメフラシ Bursatella leachii
57 貝類 腹足綱 嚢舌上目 コウダカカラマツ科 カラマツガイ Siphonaria japonica
58 貝類 二枚貝綱 イガイ目 イガイ科 ホトトギス Arcuatula senhousia
59 貝類 二枚貝綱 イガイ目 イガイ科 ハンレイヒバリ Modiolatus hanleyi
60 貝類 二枚貝綱 イガイ目 イガイ科 コケガラス Modiolus modulaides
61 貝類 二枚貝綱 イガイ目 イガイ科 ヒバリガイ Modiolus nipponicus
62 貝類 二枚貝綱 イガイ目 イガイ科 タマエガイ Musculus cupreus
63 貝類 二枚貝綱 イガイ目 イガイ科 ムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis
64 貝類 二枚貝綱 イガイ目 イガイ科 ミドリイガイ Perna viridis
65 貝類 二枚貝綱 イガイ目 イガイ科 コウロエンカワヒバリ Xenostrobus securis
66 貝類 二枚貝綱 フネガイ目 フネガイ科 アカガイ Anadara broughtonii
67 貝類 二枚貝綱 フネガイ目 フネガイ科 クイチガイサルボオ Anadara inaequivalvis
68 貝類 二枚貝綱 フネガイ目 フネガイ科 サルボオ Anadara kagoshimensis
69 貝類 二枚貝綱 フネガイ目 フネガイ科 フネガイ Arca avellana
70 貝類 二枚貝綱 フネガイ目 フネガイ科 カリガネエガイ Barbatia obtusoides
71 貝類 二枚貝綱 フネガイ目 フネガイ科 ハナエガイ Barbatia stearnsii
72 貝類 二枚貝綱 フネガイ目 フネガイ科 ハイガイ Tegillarca granosa
73 貝類 二枚貝綱 ウグイスガイ目 ベッコウガキ科 カキツバタ Hyotissa imbricata
74 貝類 二枚貝綱 カキ目 イタボガキ科 マガキ Magallana gigas
75 貝類 二枚貝綱 カキ目 イタボガキ科 イワガキ Magallana nippona
76 貝類 二枚貝綱 カキ目 イタボガキ科 イタボガキ Ostrea denselamellosa
77 貝類 二枚貝綱 カキ目 イタボガキ科 カモノアシガキ Planostrea pestigris
78 貝類 二枚貝綱 カキ目 イタボガキ科 ケガキ Saccostrea kegaki
79 貝類 二枚貝綱 カキ目 ハボウキ科 ズベタイラギ Atrina japonica
80 貝類 二枚貝綱 カキ目 ハボウキ科 リシケタイラギ Atrina lischkeana
81 貝類 二枚貝綱 イタヤガイ目 イタヤガイ科 イタヤガイ Pecten albicans
82 貝類 二枚貝綱 イタヤガイ目 ナミマガシワ科 ナミマガシワ Anomia chinensis
83 貝類 二枚貝綱 イタヤガイ目 ネズミノテ科 ネズミノテ Plicatula simplex
84 貝類 二枚貝綱 トマヤガイ目 オキナガイ科 オキナガイ Laternula anatina
85 貝類 二枚貝綱 ツキガイ目 ツキガイ科 チヂミウメノハナガイ Wallucina striata
86 貝類 二枚貝綱 ツキガイ目 チリハギ科 ツルマルケボリ Borniopsis tsurumaru
87 貝類 二枚貝綱 無面目 キヌマトイガイ科 キヌマトイガイ Hiatella arctica
88 貝類 二枚貝綱 無面目 キヌマトイガイ科 ナミガイ Panopea japonica
89 貝類 二枚貝綱 無面目 マテガイ科 オオマテ Solen grandis
90 貝類 二枚貝綱 無面目 マテガイ科 マテガイ Solen strictus
91 貝類 二枚貝綱 ザルガイ目 ザルガイ科 トリガイ Fulvia mutica
92 貝類 二枚貝綱 ザルガイ目 ニッコウガイ科 ユウシオガイ Jitlada culter
93 貝類 二枚貝綱 ザルガイ目 ニッコウガイ科 ヒメシラトリ Macoma incongrua
94 貝類 二枚貝綱 ザルガイ目 ニッコウガイ科 シラトリガイ Macoma nasuta
95 貝類 二枚貝綱 ザルガイ目 ニッコウガイ科 サクラガイ Nitidotellina hokkaidoensis
96 貝類 二枚貝綱 ザルガイ目 ニッコウガイ科 アオサギ Psammacoma fallax
97 貝類 二枚貝綱 ザルガイ目 ニッコウガイ科 サギガイ Rexithaerus sectior
98 貝類 二枚貝綱 ザルガイ目 シオサザナミ科 オチバ Gari chinensis
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堺市野生生物目録（海岸生物）　(3/5)

No. 綱名 目名 科名 種名 学名分類
99 貝類 二枚貝綱 ザルガイ目 シオサザナミ科 ムラサキガイ Hiatula adamsii
100 貝類 二枚貝綱 ザルガイ目 シオサザナミ科 フジナミ Hiatula boeddinghausi
101 貝類 二枚貝綱 ザルガイ目 シオサザナミ科 イソシジミ Nuttallia japonica
102 貝類 二枚貝綱 ザルガイ目 アサジガイ科 シズクガイ Theora lata
103 貝類 二枚貝綱 ザルガイ目 キヌタアゲマキ科 キヌタアゲマキ Solecurtus divaricatus
104 貝類 二枚貝綱 ザルガイ目 キクザル科 キクザル Chama asperella
105 貝類 二枚貝綱 オオノガイ目 オオノガイ科 クシケマスオ Cryptomya elliptica
106 貝類 二枚貝綱 オオノガイ目 オオノガイ科 オオノガイ Mya japonica
107 貝類 二枚貝綱 オオノガイ目 ニオガイ科 ウミタケ Barnea japonica
108 貝類 二枚貝綱 オオノガイ目 カワホトトギス科 イガイダマシ Mytilopsis sallei
109 貝類 二枚貝綱 オオノガイ目 バカガイ科 オオトリガイ Lutraria maxima
110 貝類 二枚貝綱 オオノガイ目 バカガイ科 バカガイ Mactra chinensis
111 貝類 二枚貝綱 オオノガイ目 バカガイ科 シオフキ Mactra quadrangularis
112 貝類 二枚貝綱 オオノガイ目 バカガイ科 ヤチヨノハナガイ Raeta pellicula
113 貝類 二枚貝綱 オオノガイ目 バカガイ科 チヨノハナガイ Raeta pulchella
114 貝類 二枚貝綱 オオノガイ目 チドリマスオ科 クチバガイ Coecella chinensis
115 貝類 二枚貝綱 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 マツヤマワスレ Callista chinensis
116 貝類 二枚貝綱 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 オキシジミ Cyclina sinensis
117 貝類 二枚貝綱 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ウラカガミ Dosinia corrugata
118 貝類 二枚貝綱 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 カガミガイ Dosinia japonica
119 貝類 二枚貝綱 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 オニアサリ Leukoma jedoensis
120 貝類 二枚貝綱 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ホンビノスガイ Mercenaria mercenaria
121 貝類 二枚貝綱 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ハマグリ Meretrix lusoria
122 貝類 二枚貝綱 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 イヨスダレ Paratapes undulatus
123 貝類 二枚貝綱 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ウスカラシオツガイ Petricola sp. cf. lithophaga
124 貝類 二枚貝綱 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ガンギハマグリ Pitar lineolatus
125 貝類 二枚貝綱 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 アサリ Ruditapes philippinarum
126 貝類 二枚貝綱 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ウチムラサキ Saxidomus purpurata
127 貝類 二枚貝綱 マルスダレガイ目 シジミ科 ヤマトシジミ Corbicula japonica
128 貝類 二枚貝綱 マルスダレガイ目 フナガタガイ科 ウネナシトマヤ Neotrapezium liratum
129 甲殻類 顎脚綱 フジツボ目 イワフジツボ科 イワフジツボ Chthamalus challengeri
130 甲殻類 顎脚綱 フジツボ目 フジツボ科 タテジマフジツボ Amphibalanus amphitrite
131 甲殻類 顎脚綱 フジツボ目 フジツボ科 アメリカフジツボ Amphibalanus eburneus
132 甲殻類 顎脚綱 フジツボ目 フジツボ科 ヨーロッパフジツボ Amphibalanus improvisus
133 甲殻類 顎脚綱 フジツボ目 フジツボ科 シロスジフジツボ Fistulobalanus albicostatus
134 甲殻類 顎脚綱 フジツボ目 フジツボ科 ドロフジツボ Fistulobalanus kondakovi
135 甲殻類 軟甲綱 ヨコエビ目 ヒゲナガヨコエビ科 モズミヨコエビ Ampithoe valida
136 甲殻類 軟甲綱 ヨコエビ目 ユンボソコエビ科 ニッポンドロソコエビ Grandidierella japonica
137 甲殻類 軟甲綱 ヨコエビ目 ユンボソコエビ科 オオサカドロソコエビ Grandidierella osakaensis

138 甲殻類 軟甲綱 ヨコエビ目 ドロクダムシ科 アリアケドロクダムシ
Monocorophium
acherusicum

139 甲殻類 軟甲綱 ヨコエビ目 ドロクダムシ科 トンガリドロクダムシ Monocorophium insidiosum
140 甲殻類 軟甲綱 ヨコエビ目 キタヨコエビ科 ポシェットトゲオヨコエビ Eogammarus possjeticus
141 甲殻類 軟甲綱 ヨコエビ目 モクズヨコエビ科 フサゲモクズ Ptilohyale barbicornis
142 甲殻類 軟甲綱 ヨコエビ目 メリタヨコエビ科 シミズメリタヨコエビ Melita shimizui
143 甲殻類 軟甲綱 ヨコエビ目 ハマトビムシ科 ヒメハマトビムシ Platorchestia joi
144 甲殻類 軟甲綱 ヨコエビ目 ワレカラ科 ウミモワレカラ Caprella algaceus
145 甲殻類 軟甲綱 ヨコエビ目 ワレカラ科 クビナガワレカラ Caprella equilibra
146 甲殻類 軟甲綱 ヨコエビ目 ワレカラ科 トゲワレカラ Caprella scaura
147 甲殻類 軟甲綱 ワラジムシ目 ウオノエ科 ウオノコバン Nerocila japonica
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148 甲殻類 軟甲綱 ワラジムシ目 フナムシ科 キタフナムシ Ligia cinerascens
149 甲殻類 軟甲綱 ワラジムシ目 フナムシ科 フナムシ Ligia exotica
150 甲殻類 軟甲綱 エビ目 クルマエビ科 ヨシエビ Metapenaeus ensis
151 甲殻類 軟甲綱 エビ目 クルマエビ科 シバエビ Metapenaeus joyneri
152 甲殻類 軟甲綱 エビ目 サクラエビ科 アキアミ Acetes japonicus
153 甲殻類 軟甲綱 エビ目 テナガエビ科 ユビナガスジエビ Palaemon macrodactylus
154 甲殻類 軟甲綱 エビ目 テナガエビ科 スジエビモドキ Palaemon serrifer
155 甲殻類 軟甲綱 エビ目 テッポウエビ科 テッポウエビ Alpheus brevicristatus
156 甲殻類 軟甲綱 エビ目 テッポウエビ科 イソテッポウエビ属 Alpheus sp.
157 甲殻類 軟甲綱 エビ目 エビジャコ科 エビジャコ Crangon affinis
158 甲殻類 軟甲綱 エビ目 ホンヤドカリ科 ユビナガホンヤドカリ Pagurus minutus
159 甲殻類 軟甲綱 エビ目 コブシガニ科 マメコブシガニ Philyra pisum
160 甲殻類 軟甲綱 エビ目 イッカククモガニ科 イッカククモガニ Pyromaia tuberculata
161 甲殻類 軟甲綱 エビ目 ヒシガニ科 ヒシガニ Parthenope validus
162 甲殻類 軟甲綱 エビ目 ワタリガニ科 チチュウカイミドリガニ Carcinus aestuarii
163 甲殻類 軟甲綱 エビ目 ワタリガニ科 シマイシガニ Charybdis feriatus
164 甲殻類 軟甲綱 エビ目 ワタリガニ科 イシガニ Charybdis japonica
165 甲殻類 軟甲綱 エビ目 ワタリガニ科 モンツキイシガニ Charybdis lucifera
166 甲殻類 軟甲綱 エビ目 ワタリガニ科 タイワンガザミ Portunus pelagicus
167 甲殻類 軟甲綱 エビ目 ワタリガニ科 トゲノコギリガザミ Scylla paramamosai

168 甲殻類 軟甲綱 エビ目 オウギガニ科 シワオウギガニ
Macromedaeus
distinguendus

169 甲殻類 軟甲綱 エビ目 ベンケイガニ科 クロベンケイガニ Orisarma dehaani
170 甲殻類 軟甲綱 エビ目 ベンケイガニ科 ヒメベンケイガニ Nanosesarma minutum
171 甲殻類 軟甲綱 エビ目 ベンケイガニ科 カクベンケイガニ Parasesarma pictum
172 甲殻類 軟甲綱 エビ目 モクズガニ科 ハマガニ Chasmagnathus convexus
173 甲殻類 軟甲綱 エビ目 モクズガニ科 ヒライソガニ Gaetice depressus
174 甲殻類 軟甲綱 エビ目 モクズガニ科 ケアシヒライソガニ Gaetice sp.
175 甲殻類 軟甲綱 エビ目 モクズガニ科 アシハラガニ Helice tridens
176 甲殻類 軟甲綱 エビ目 モクズガニ科 ケフサイソガニ Hemigrapsus penicillatus
177 甲殻類 軟甲綱 エビ目 モクズガニ科 イソガニ Hemigrapsus sanguineus
178 甲殻類 軟甲綱 エビ目 モクズガニ科 タカノケフサイソガニ Hemigrapsus takanoi
179 甲殻類 軟甲綱 エビ目 モクズガニ科 タイワンヒライソモドキ Ptychognathus ishii
180 甲殻類 軟甲綱 エビ目 コメツキガニ科 コメツキガニ Scopimera globosa

181
その他無脊椎
動物

鉢虫綱 旗口クラゲ目 オキクラゲ科 アカクラゲ Chrysaora pacifica

182
その他無脊椎
動物

鉢虫綱 旗口クラゲ目 ミズクラゲ科 ミズクラゲ Aurelia aurita

183
その他無脊椎
動物

花虫綱 イソギンチャク目
ウメボシイソギン
チャク科

ヨロイイソギンチャク Anthopleura uchidai

184
その他無脊椎
動物

花虫綱 イソギンチャク目
タテジマイソギン
チャク科

タテジマイソギンチャク Haliplanella lineata

185
その他無脊椎
動物

無触手綱 ウリクラゲ目 ウリクラゲ科 ウリクラゲ Beroe cucumis

186
その他無脊椎
動物

渦虫綱 多岐腸目 ヤワヒラムシ科 ウスヒラムシ Notoplana humilis

187
その他無脊椎
動物

ゴカイ綱 サシバゴカイ目 ウロコムシ科 ハンモンウロコムシ Harmothoe spinifera

188
その他無脊椎
動物

ゴカイ綱 サシバゴカイ目 ウロコムシ科 サンハチウロコムシ Hermilepidonotus helotypus
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189
その他無脊椎
動物

ゴカイ綱 サシバゴカイ目 シリス科 シロマダラシリス Typosyllis adamanteus

190
その他無脊椎
動物

ゴカイ綱 サシバゴカイ目 ゴカイ科 ヤマトカワゴカイ Hediste diadroma

191
その他無脊椎
動物

ゴカイ綱 サシバゴカイ目 ゴカイ科 オイワケゴカイ Lycastopsis augeneri

192
その他無脊椎
動物

ゴカイ綱 サシバゴカイ目 ゴカイ科 アシナガゴカイ Neanthes succinea

193
その他無脊椎
動物

ゴカイ綱 サシバゴカイ目 ゴカイ科 スナイソゴカイ Perinereis mictodonta

194
その他無脊椎
動物

ゴカイ綱 スピオ目 ミズヒキゴカイ科 ミズヒキゴカイ Cirriformia tentaculata

195
その他無脊椎
動物

ゴカイ綱 ケヤリ目 カンザシゴカイ科 ナデシコカンザシ Hydroides dianthus

196
その他無脊椎
動物

ゴカイ綱 ケヤリムシ目 カンザシゴカイ科 エゾカサネカンザシゴカイ Hydroides ezoensis

197
その他無脊椎
動物

ミミズ綱 ツリミミズ目 フトミミズ科 イソミミズ Pontodrilus litoralis

198
その他無脊椎
動物

ユムシ綱 ユムシ目 ユムシ科 ユムシ Urechis unicinctus

199
その他無脊椎
動物

裸喉綱 唇口目 ヒラコケムシ科 コブヒラコケムシ Schizoporella unicornis

200
その他無脊椎
動物

ヒトデ綱 キヒトデ目 キヒトデ科 キヒトデ Asterias amurensis

201
その他無脊椎
動物

ナマコ綱 楯手目 シカクナモコ科 マナマコ Apostichopus japonicus

202
その他無脊椎
動物

ホヤ綱 マメボヤ目 ユウレイボヤ科 カタユウレイボヤ Ciona intestinalis

203
その他無脊椎
動物

ホヤ綱 マボヤ目 モルグラ科 マンハッタンボヤ Molgula manhattensis

204
その他無脊椎
動物

ホヤ綱 マボヤ目 シロボヤ科 シロボヤ Styela plicata

205 藻類 緑藻綱 － モツキヒトエグサ科 ホソヒメアオノリ Blidingia marginata
206 藻類 緑藻綱 － アオサ科 スジアオノリ Enteromorpha prolifera
207 藻類 緑藻綱 － モツキヒトエグサ科 ヒメアオノリ Blidingia minima
208 藻類 紅藻綱 － コノハノリ科 ホソアヤギヌ Caloglossa ogasawaraensis
209 藻類 緑藻綱 － アオサ科 アナアオサ Ulva pertusa
210 藻類 紅藻綱 － オゴノリ科 シラモ Gracilaria bursa-pastoris
211 藻類 緑藻綱 － アオサ科 ウスバアオノリ Enteromorpha linza
212 藻類 緑藻綱 － アオサ科 ヒラアオノリ Enteromorpha compressa
213 藻類 緑藻綱 － アオサ科 ボウアオノリ Enteromorpha intestinalis
214 藻類 緑藻綱 － ミル科 ミル Codium fragile
215 藻類 紅藻綱 － ダジア科 エナシダジア Dasya sessilis
216 藻類 紅藻綱 － ベニマダラ科 ベニマダラ Hildbrandtia rubra

217 藻類
アオサ藻
綱

－ マキヒトエグサ科 マキヒトエグサ Gayralia oxyspermum

注）種名及び配列は原則として「岡山県野生生物目録」（岡山県,2019）、「河川水辺の国勢調査　2019年度版生物リスト」（国
土交通省, 2019）及び「日本近海産貝類図鑑第二版」（東海大学出版部, 2017）に従った。海産藻類については「海洋生物の多様
性と分布情報のデータベース BISMaL - jamstec」(https://www.godac.jamstec.go.jp/bismal/)を参照した。
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1 シダ植物 ヒカゲノカズラ科 トウゲシバ Huperzia serrata
2 シダ植物 ヒカゲノカズラ科 ミズスギ Lycopodiella cernua
3 シダ植物 ヒカゲノカズラ科 ヒカゲノカズラ Lycopodium clavatum var. nipponicum
4 シダ植物 ミズニラ科 ミズニラ Isoëtes japonica
5 シダ植物 イワヒバ科 ヒメクラマゴケ Selaginella heterostachys
6 シダ植物 イワヒバ科 カタヒバ Selaginella involvens
7 シダ植物 イワヒバ科 イヌカタヒバ Selaginella moellendorffii
8 シダ植物 イワヒバ科 クラマゴケ Selaginella remotifolia
9 シダ植物 トクサ科 スギナ Equisetum arvense
10 シダ植物 トクサ科 キョダイトクサ Equisetum hyemale subsp. affine
11 シダ植物 トクサ科 トクサ Equisetum hyemale subsp. hyemale

12 シダ植物 トクサ科 イヌドクサ
Equisetum ramosissimum subsp.
ramosissimum

13 シダ植物 マツバラン科 マツバラン Psilotum nudum
14 シダ植物 ハナヤスリ科 オオハナワラビ Botrychium japonicum
15 シダ植物 ハナヤスリ科 アカハナワラビ Botrychium nipponicum
16 シダ植物 ハナヤスリ科 フユノハナワラビ Botrychium ternatum var. ternatum
17 シダ植物 ハナヤスリ科 コヒロハハナヤスリ Ophioglossum petiolatum
18 シダ植物 ハナヤスリ科 コハナヤスリ Ophioglossum petiolatum  × O. thermale
19 シダ植物 ゼンマイ科 ゼンマイ Osmunda japonica
20 シダ植物 ウラジロ科 コシダ Dicranopteris linearis
21 シダ植物 ウラジロ科 ウラジロ Diplopterygium glaucum
22 シダ植物 カニクサ科 カニクサ Lygodium japonicum
23 シダ植物 サンショウモ科 オオアカウキクサ Azolla japonica
24 シダ植物 サンショウモ科 アカウキクサ Azolla pinnata subsp. asiatica
25 シダ植物 サンショウモ科 外来アゾラ類※1 Azolla spp.
26 シダ植物 サンショウモ科 サンショウモ Salvinia natans
27 シダ植物 キジノオシダ科 タカサゴキジノオ Plagiogyria adnata var. adnata
28 シダ植物 キジノオシダ科 オオキジノオ Plagiogyria euphlebia
29 シダ植物 キジノオシダ科 キジノオシダ Plagiogyria japonica var. japonica
30 シダ植物 ホングウシダ科 ホラシノブ Odontosoria chinensis
31 シダ植物 イノモトソウ科 ヒメミズワラビ Ceratopteris gaudichaudii var. vulgaris
32 シダ植物 イノモトソウ科 イワガネゼンマイ Coniogramme intermedia
33 シダ植物 イノモトソウ科 イワガネソウ Coniogramme japonica
34 シダ植物 イノモトソウ科 イヌイワガネソウ Coniogramme  × fauriei
35 シダ植物 イノモトソウ科 タチシノブ Onychium japonicum
36 シダ植物 イノモトソウ科 オオバノイノモトソウ Pteris cretica
37 シダ植物 イノモトソウ科 イノモトソウ Pteris multifida
38 シダ植物 イノモトソウ科 アマクサシダ Pteris semipinnata
39 シダ植物 イノモトソウ科 オオバノアマクサシダ Pteris terminalis var. fauriei
40 シダ植物 イノモトソウ科 オオバノハチジョウシダ Pteris terminalis var. terminalis
41 シダ植物 コバノイシカグマ科 イヌシダ Dennstaedtia hirsuta
42 シダ植物 コバノイシカグマ科 コバノイシカグマ Dennstaedtia scabra
43 シダ植物 コバノイシカグマ科 イワヒメワラビ Hypolepis punctata
44 シダ植物 コバノイシカグマ科 フモトシダ Microlepia marginata
45 シダ植物 コバノイシカグマ科 ケブカフモトシダ Microlepia marginata f. yakusimensis
46 シダ植物 コバノイシカグマ科 クジャクフモトシダ Microlepia  × bipinnata
47 シダ植物 コバノイシカグマ科 ワラビ Pteridium aquilinum subsp. japonicum
48 シダ植物 チャセンシダ科 トラノオシダ Asplenium incisum
49 シダ植物 コウヤワラビ科 イヌガンソク Oncoclea orientale

No. 分類 科名 種名 学名
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50 シダ植物 コウヤワラビ科 コウヤワラビ Oncoclea sensibilis var. interrupta
51 シダ植物 コウヤワラビ科 クサソテツ Oncoclea struthiopteris
52 シダ植物 シシガシラ科 シシガシラ Blechnum niponicum
53 シダ植物 シシガシラ科 コモチシダ Woodwardia orientalis
54 シダ植物 メシダ科 イヌワラビ Anisocampium niponicum
55 シダ植物 メシダ科 ウラボシノコギリシダ Anisocampium sheareri
56 シダ植物 メシダ科 カラクサイヌワラビ Athyrium clivicola
57 シダ植物 メシダ科 シケチシダ Athyrium decurrentialatum
58 シダ植物 メシダ科 サトメシダ Athyrium deltoidofrons
59 シダ植物 メシダ科 トガリバイヌワラビ Athyrium iseanum var. angustisectum
60 シダ植物 メシダ科 ホソバイヌワラビ Athyrium iseanum var. iseanum
61 シダ植物 メシダ科 タニイヌワラビ Athyrium otophorum
62 シダ植物 メシダ科 ヤマイヌワラビ Athyrium vidalii
63 シダ植物 メシダ科 ヒロハイヌワラビ Athyrium wardii
64 シダ植物 メシダ科 ヘビノネゴザ Athyrium yokoscense
65 シダ植物 メシダ科 ホソバシケシダ Deparia conilii
66 シダ植物 メシダ科 セイタカシケシダ Deparia dimorphophylla
67 シダ植物 メシダ科 シケシダ Deparia japonica
68 シダ植物 メシダ科 ヘラシダ Deparia lancea
69 シダ植物 メシダ科 ナチシケシダ Deparia petersenii var. petersenii
70 シダ植物 メシダ科 ミヤマシケシダ Deparia pycnosora var. pycnosora
71 シダ植物 メシダ科 ムサシシケシダ Deparia  × musashiensis
72 シダ植物 メシダ科 ヒカゲワラビ Diplazium chinense
73 シダ植物 メシダ科 ミヤマノコギリシダ Diplazium mettenianum
74 シダ植物 メシダ科 オニヒカゲワラビ Diplazium nipponicum
75 シダ植物 メシダ科 キヨタキシダ Diplazium squamigerum
76 シダ植物 ヒメシダ科 ヒメワラビ Macrothelypteris torresiana var. calvata
77 シダ植物 ヒメシダ科 ミドリヒメワラビ Macrothelypteris viridifrons
78 シダ植物 ヒメシダ科 ゲジゲジシダ Phegopteris decursivepinnata
79 シダ植物 ヒメシダ科 ホシダ Thelypteris acuminata
80 シダ植物 ヒメシダ科 コハシゴシダ Thelypteris angustifrons
81 シダ植物 ヒメシダ科 イヌケホシダ Thelypteris dentata
82 シダ植物 ヒメシダ科 ハシゴシダ Thelypteris glanduligera
83 シダ植物 ヒメシダ科 ハリガネワラビ Thelypteris japonica
84 シダ植物 ヒメシダ科 アオハリガネワラビ Thelypteris japonica f. formosa
85 シダ植物 ヒメシダ科 ヤワラシダ Thelypteris laxa
86 シダ植物 ヒメシダ科 イワハリガネワラビ Thelypteris musashiensis
87 シダ植物 ヒメシダ科 ヒメシダ Thelypteris palustris
88 シダ植物 ヒメシダ科 ミゾシダ Thelypteris pozoi subsp. mollissima
89 シダ植物 オシダ科 オオカナワラビ Arachniodes amabilis var. fimbriata
90 シダ植物 オシダ科 オニカナワラビ Arachniodes chinensis
91 シダ植物 オシダ科 ナンゴクナライシダ Arachniodes fargesii
92 シダ植物 オシダ科 ハカタシダ Arachniodes simplicior
93 シダ植物 オシダ科 コバノカナワラビ Arachniodes sporadosora
94 シダ植物 オシダ科 リョウメンシダ Arachniodes standishii
95 シダ植物 オシダ科 ナガバヤブソテツ Cyrtomium devexiscapulae
96 シダ植物 オシダ科 オニヤブソテツ Cyrtomium falcatum subsp. falcatum
97 シダ植物 オシダ科 ヤブソテツ Cyrtomium fortunei
98 シダ植物 オシダ科 テリハヤブソテツ Cyrtomium laetevirens
99 シダ植物 オシダ科 キヨスミヒメワラビ Dryopsis maximowicziana
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100 シダ植物 オシダ科 イワヘゴ Dryopteris atrata
101 シダ植物 オシダ科 ヤマイタチシダ Dryopteris bissetiana
102 シダ植物 オシダ科 サイゴクベニシダ Dryopteris championii
103 シダ植物 オシダ科 ベニシダ Dryopteris erythrosora
104 シダ植物 オシダ科 ミドリベニシダ Dryopteris erythrosora f. viridisora
105 シダ植物 オシダ科 マルバベニシダ Dryopteris fuscipes
106 シダ植物 オシダ科 オオイタチシダ Dryopteris hikonensis
107 シダ植物 オシダ科 オオベニシダ Dryopteris hondoensis
108 シダ植物 オシダ科 ギフベニシダ Dryopteris kinkiensis
109 シダ植物 オシダ科 クマワラビ Dryopteris lacera
110 シダ植物 オシダ科 エンシュウベニシダ Dryopteris medioxima
111 シダ植物 オシダ科 トウゴクシダ Dryopteris nipponensis
112 シダ植物 オシダ科 ヒメイタチシダ Dryopteris sacrosancta
113 シダ植物 オシダ科 ナガバノイタチシダ Dryopteris sparsa var. sparsa
114 シダ植物 オシダ科 オクマワラビ Dryopteris uniformis
115 シダ植物 オシダ科 ナンカイイタチシダ Dryopteris varia
116 シダ植物 オシダ科 アイノコクマワラビ Dryopteris  × mituii
117 シダ植物 オシダ科 アイアスカイノデ Polystichum longifrons
118 シダ植物 オシダ科 カタイノデ Polystichum makinoi

119 シダ植物 オシダ科 ツヤナシイノデ
Polystichum ovatopaleaceum var.
ovatopaleaceum

120 シダ植物 オシダ科 イノデ Polystichum polyblepharon
121 シダ植物 オシダ科 サイゴクイノデ Polystichum pseudomakinoi
122 シダ植物 オシダ科 サカゲイノデ Polystichum retrosopaleaceum
123 シダ植物 オシダ科 イノデモドキ Polystichum tagawanum
124 シダ植物 オシダ科 ジュウモンジシダ Polystichum tripteron
125 シダ植物 オシダ科 ドウリョウイノデ Polystichum  × anceps
126 シダ植物 タマシダ科 タマシダ Nephrolepis cordifolia
127 シダ植物 シノブ科 シノブ Davallia mariesii
128 シダ植物 ウラボシ科 マメヅタ Lemmaphyllum microphyllum
129 シダ植物 ウラボシ科 ノキシノブ Lepisorus thunbergianus
130 シダ植物 ウラボシ科 ヒトツバ Pyrrosia lingua
131 シダ植物 ウラボシ科 ミツデウラボシ Selliguea hastata
132 裸子植物 マツ科 アカマツ Pinus densiflora
133 裸子植物 マツ科 クロマツ Pinus thunbergii
134 裸子植物 マツ科 アイグロマツ Pinus  × densithunbergii
135 裸子植物 マキ科 イヌマキ Podocarpus macrophyllus
136 裸子植物 ヒノキ科 ヒノキ Chamaecyparis obtusa
137 裸子植物 ヒノキ科 スギ Cryptomeria japonica
138 裸子植物 ヒノキ科 ネズミサシ Juniperus rigida
139 裸子植物 ヒノキ科 メタセコイア Metasequoia glyptostroboides
140 裸子植物 イチイ科 イヌガヤ Cephalotaxus harringtonia
141 裸子植物 イチイ科 カヤ Torreya nucifera
142 基部被子植物群 ジュンサイ科 ジュンサイ Brasenia schreberi
143 基部被子植物群 スイレン科 オニバス Euryale ferox
144 基部被子植物群 スイレン科 サイコクヒメコウホネ Nuphar saikokuensis
145 基部被子植物群 スイレン科 ヒツジグサ Nymphaea tetragona var. tetragona
146 基部被子植物群 マツブサ科 シキミ Illicium anisatum
147 基部被子植物群 マツブサ科 サネカズラ Kadsura japonica
148 基部被子植物群 マツブサ科 マツブサ Schisandra repanda
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149 基部被子植物群 ドクダミ科 ドクダミ Houttuynia cordata
150 基部被子植物群 ドクダミ科 ハンゲショウ Saururus chinensis
151 基部被子植物群 ウマノスズクサ科 ウマノスズクサ Aristolochia debilis
152 基部被子植物群 ウマノスズクサ科 オオバウマノスズクサ Aristolochia kaempferi
153 基部被子植物群 ウマノスズクサ科 アリマウマノスズクサ Aristolochia shimadae
154 基部被子植物群 モクレン科 オガタマノキ Magnolia compressa
155 基部被子植物群 モクレン科 タイサンボク Magnolia grandiflora
156 基部被子植物群 モクレン科 コブシ Magnolia kobus
157 基部被子植物群 モクレン科 ホオノキ Magnolia obovata
158 基部被子植物群 クスノキ科 クスノキ Cinnamomum camphora
159 基部被子植物群 クスノキ科 ヤブニッケイ Cinnamomum yabunikkei
160 基部被子植物群 クスノキ科 テンダイウヤク Lindera aggregata
161 基部被子植物群 クスノキ科 ヤマコウバシ Lindera glauca
162 基部被子植物群 クスノキ科 クロモジ Lindera umbellata var. umbellata
163 基部被子植物群 クスノキ科 カゴノキ Litsea coreana
164 基部被子植物群 クスノキ科 アオモジ Litsea cubeba
165 基部被子植物群 クスノキ科 タブノキ Machilus thunbergii
166 基部被子植物群 クスノキ科 イヌガシ Neolitsea aciculata
167 基部被子植物群 クスノキ科 シロダモ Neolitsea sericea var. sericea
168 基部被子植物群 センリョウ科 センリョウ Sarcandra glabra
169 単子葉植物 ショウブ科 ショウブ Acorus calamus
170 単子葉植物 ショウブ科 セキショウ Acorus gramineus
171 単子葉植物 サトイモ科 マムシグサ Arisaema japonicum
172 単子葉植物 サトイモ科 キシダマムシグサ Arisaema kishidae
173 単子葉植物 サトイモ科 ウラシマソウ Arisaema thunbergii subsp. urashima
174 単子葉植物 サトイモ科 サトイモ Colocasia esculenta
175 単子葉植物 サトイモ科 ヒメウキクサ Landoltia punctata
176 単子葉植物 サトイモ科 アオウキクサ Lemna aoukikusa subsp. aoukikusa
177 単子葉植物 サトイモ科 イボウキクサ Lemna gibba
178 単子葉植物 サトイモ科 ムラサキコウキクサ Lemna japonica
179 単子葉植物 サトイモ科 コウキクサ Lemna minor
180 単子葉植物 サトイモ科 ヒナウキクサ Lemna minuta
181 単子葉植物 サトイモ科 カラスビシャク Pinellia ternata
182 単子葉植物 サトイモ科 ウキクサ Spirodela polyrhiza
183 単子葉植物 サトイモ科 ミジンコウキクサ Wolffia globosa
184 単子葉植物 オモダカ科 ヘラオモダカ Alisma canaliculatum
185 単子葉植物 オモダカ科 マルバオモダカ Caldesia parnassiifolia
186 単子葉植物 オモダカ科 アギナシ Sagittaria aginashi
187 単子葉植物 オモダカ科 ウリカワ Sagittaria pygmaea
188 単子葉植物 オモダカ科 オモダカ Sagittaria trifolia
189 単子葉植物 オモダカ科 クワイ Sagittaria trifolia 'Caerulea'
190 単子葉植物 トチカガミ科 ヤナギスブタ Blyxa japonica
191 単子葉植物 トチカガミ科 オオカナダモ Egeria densa
192 単子葉植物 トチカガミ科 コカナダモ Elodea nuttallii
193 単子葉植物 トチカガミ科 クロモ Hydrilla verticillata
194 単子葉植物 トチカガミ科 トチカガミ Hydrocharis dubia
195 単子葉植物 トチカガミ科 イトトリゲモ Najas gracillima
196 単子葉植物 トチカガミ科 ホッスモ Najas graminea
197 単子葉植物 トチカガミ科 オオトリゲモ Najas oguraensis
198 単子葉植物 トチカガミ科 ミズオオバコ Ottelia alismoides
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199 単子葉植物 ヒルムシロ科 エビモ Potamogeton crispus
200 単子葉植物 ヒルムシロ科 ヒルムシロ Potamogeton distinctus
201 単子葉植物 ヒルムシロ科 フトヒルムシロ Potamogeton fryeri
202 単子葉植物 ヒルムシロ科 ホソバミズヒキモ Potamogeton octandrus
203 単子葉植物 ヒルムシロ科 ヤナギモ Potamogeton oxyphyllus
204 単子葉植物 ヒルムシロ科 アイノコイトモ Potamogeton  × orientalis
205 単子葉植物 キンコウカ科 ソクシンラン Aletris spicata
206 単子葉植物 キンコウカ科 ノギラン Metanarthecium luteoviride
207 単子葉植物 ヤマノイモ科 ニガカシュウ Dioscorea bulbifera
208 単子葉植物 ヤマノイモ科 ヤマノイモ Dioscorea japonica
209 単子葉植物 ヤマノイモ科 ナガイモ Dioscorea polystachya
210 単子葉植物 ヤマノイモ科 カエデドコロ Dioscorea quinquelobata
211 単子葉植物 ヤマノイモ科 ヒメドコロ Dioscorea tenuipes
212 単子葉植物 ヤマノイモ科 オニドコロ Dioscorea tokoro
213 単子葉植物 シュロソウ科 ショウジョウバカマ Heloniopsis orientalis
214 単子葉植物 イヌサフラン科 ホウチャクソウ Disporum sessile var. sessile
215 単子葉植物 イヌサフラン科 チゴユリ Disporum smilacinum
216 単子葉植物 サルトリイバラ科 サルトリイバラ Smilax china
217 単子葉植物 サルトリイバラ科 タチシオデ Smilax nipponica
218 単子葉植物 サルトリイバラ科 シオデ Smilax riparia
219 単子葉植物 ユリ科 ウバユリ Cardiocrinum cordatum var. cordatum
220 単子葉植物 ユリ科 ササユリ Lilium japonicum
221 単子葉植物 ユリ科 オニユリ Lilium lancifolium
222 単子葉植物 ユリ科 コオニユリ Lilium leichtlinii f. pseudotigrinum
223 単子葉植物 ユリ科 シンテッポウユリ Lilium  × formolongo
224 単子葉植物 ユリ科 ヤマジノホトトギス Tricyrtis affinis
225 単子葉植物 ユリ科 セトウチホトトギス Tricyrtis setouchiensis
226 単子葉植物 ラン科 エビネ Calanthe discolor
227 単子葉植物 ラン科 ナツエビネ Calanthe puberula
228 単子葉植物 ラン科 ギンラン Cephalanthera erecta
229 単子葉植物 ラン科 キンラン Cephalanthera falcata
230 単子葉植物 ラン科 サイハイラン Cremastra variabilis
231 単子葉植物 ラン科 シュンラン Cymbidium goeringii
232 単子葉植物 ラン科 カキラン Epipactis thunbergii
233 単子葉植物 ラン科 タシロラン Epipogium roseum
234 単子葉植物 ラン科 アケボノシュスラン Goodyera foliosa var. laevis
235 単子葉植物 ラン科 ミヤマウズラ Goodyera schlechtendaliana
236 単子葉植物 ラン科 ムヨウラン Lecanorchis japonica
237 単子葉植物 ラン科 ジガバチソウ Liparis krameri
238 単子葉植物 ラン科 クモキリソウ Liparis kumokiri
239 単子葉植物 ラン科 コクラン Liparis nervosa
240 単子葉植物 ラン科 サギソウ Pecteilis radiata
241 単子葉植物 ラン科 オオバノトンボソウ Platanthera minor
242 単子葉植物 ラン科 トキソウ Pogonia japonica
243 単子葉植物 ラン科 ネジバナ Spiranthes sinensis var. amoena
244 単子葉植物 アヤメ科 ヒメヒオウギ Anomatheca laxa
245 単子葉植物 アヤメ科 ヒメヒオウギズイセン Crocosmia  × crocosmiiflora
246 単子葉植物 アヤメ科 ノハナショウブ Iris ensata var. spontanea
247 単子葉植物 アヤメ科 シャガ Iris japonica
248 単子葉植物 アヤメ科 キショウブ Iris pseudacorus
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249 単子葉植物 アヤメ科 アヤメ Iris sanguinea
250 単子葉植物 アヤメ科 ニワゼキショウ Sisyrinchium rosulatum
251 単子葉植物 アヤメ科 オオニワゼキショウ Sisyrinchium sp.
252 単子葉植物 ツルボラン科 ユウスゲ Hemerocallis citrina var. vespertina
253 単子葉植物 ツルボラン科 ノカンゾウ Hemerocallis fulva var. disticha
254 単子葉植物 ツルボラン科 ヤブカンゾウ Hemerocallis fulva var. kwanso
255 単子葉植物 ヒガンバナ科 ラッキョウ Allium chinense
256 単子葉植物 ヒガンバナ科 ノビル Allium macrostemon
257 単子葉植物 ヒガンバナ科 アサツキ Allium schoenoprasum var. foliosum
258 単子葉植物 ヒガンバナ科 ヤマラッキョウ Allium thunbergii
259 単子葉植物 ヒガンバナ科 ニラ Allium tuberosum
260 単子葉植物 ヒガンバナ科 ハマオモト Crinum asiaticum var. japonicum
261 単子葉植物 ヒガンバナ科 ハナニラ Ipheion uniflorum
262 単子葉植物 ヒガンバナ科 ヒガンバナ Lycoris radiata
263 単子葉植物 ヒガンバナ科 スイセン Narcissus tazetta var. chinensis
264 単子葉植物 ヒガンバナ科 ハタケニラ Nothoscordum gracile
265 単子葉植物 ヒガンバナ科 タマスダレ Zephyranthes candida
266 単子葉植物 ヒガンバナ科 サフランモドキ Zephyranthes carinata
267 単子葉植物 クサスギカズラ科 オランダキジカクシ Asparagus officinalis
268 単子葉植物 クサスギカズラ科 ハラン Aspidistra elatior
269 単子葉植物 クサスギカズラ科 ツルボ Barnardia japonica
270 単子葉植物 クサスギカズラ科 ミズギボウシ Hosta longissima
271 単子葉植物 クサスギカズラ科 オオバギボウシ Hosta sieboldiana
272 単子葉植物 クサスギカズラ科 コバギボウシ Hosta sieboldii
273 単子葉植物 クサスギカズラ科 ヒメヤブラン Liriope minor
274 単子葉植物 クサスギカズラ科 ヤブラン Liriope muscari
275 単子葉植物 クサスギカズラ科 コヤブラン Liriope spicata
276 単子葉植物 クサスギカズラ科 ジャノヒゲ Ophiopogon japonicus
277 単子葉植物 クサスギカズラ科 ナガバジャノヒゲ Ophiopogon japonicus var. umbrosus
278 単子葉植物 クサスギカズラ科 ナルコユリ Polygonatum falcatum
279 単子葉植物 クサスギカズラ科 ミヤマナルコユリ Polygonatum lasianthum
280 単子葉植物 クサスギカズラ科 アマドコロ Polygonatum odoratum var. pluriflorum
281 単子葉植物 クサスギカズラ科 キチジョウソウ Reineckea carnea
282 単子葉植物 クサスギカズラ科 オモト Rohdea japonica
283 単子葉植物 ヤシ科 カナリーヤシ Phoenix canariensis
284 単子葉植物 ヤシ科 シュロチク Rhapis humilis
285 単子葉植物 ヤシ科 シュロ Trachycarpus fortunei
286 単子葉植物 ヤシ科 トウジュロ Trachycarpus wagnerianus
287 単子葉植物 ヤシ科 ワシントンヤシ Washingtonia filifera
288 単子葉植物 ツユクサ科 マルバツユクサ Commelina benghalensis
289 単子葉植物 ツユクサ科 ツユクサ Commelina communis
290 単子葉植物 ツユクサ科 ヒメトキワツユクサ Gibasis pellucida
291 単子葉植物 ツユクサ科 イボクサ Murdannia keisak
292 単子葉植物 ツユクサ科 ヤブミョウガ Pollia japonica
293 単子葉植物 ツユクサ科 ノハカタカラクサ Tradescantia fluminensis
294 単子葉植物 ツユクサ科 ムラサキツユクサ Tradescantia ohiensis
295 単子葉植物 ミズアオイ科 ホテイアオイ Eichhornia crassipes
296 単子葉植物 ミズアオイ科 コナギ Monochoria vaginalis
297 単子葉植物 カンナ科 ハナカンナ Canna  × generalis
298 単子葉植物 ショウガ科 ハナミョウガ Alpinia japonica
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299 単子葉植物 ショウガ科 ミョウガ Zingiber mioga
300 単子葉植物 ガマ科 ミクリ Sparganium erectum
301 単子葉植物 ガマ科 オオミクリ Sparganium erectum var. macrocarpum
302 単子葉植物 ガマ科 ヤマトミクリ Sparganium fallax
303 単子葉植物 ガマ科 ヒメミクリ Sparganium subglobosum
304 単子葉植物 ガマ科 ヒメガマ Typha domingensis
305 単子葉植物 ガマ科 ガマ Typha latifolia
306 単子葉植物 ガマ科 コガマ Typha orientalis
307 単子葉植物 ホシクサ科 オオホシクサ Eriocaulon buergerianum
308 単子葉植物 イグサ科 ハナビゼキショウ Juncus alatus
309 単子葉植物 イグサ科 フトイモドキ Juncus aridicola
310 単子葉植物 イグサ科 ヒメコウガイゼキショウ Juncus bufonius
311 単子葉植物 イグサ科 イグサ Juncus decipiens
312 単子葉植物 イグサ科 ヒロハノコウガイゼキショウ Juncus diastrophanthus
313 単子葉植物 イグサ科 タチコウガイゼキショウ Juncus krameri
314 単子葉植物 イグサ科 タイワンイ Juncus ohwianus
315 単子葉植物 イグサ科 アオコウガイゼキショウ Juncus papillosus
316 単子葉植物 イグサ科 コゴメイ Juncus polyanthemus
317 単子葉植物 イグサ科 コウガイゼキショウ Juncus prismatocarpus subsp. leschenaultii
318 単子葉植物 イグサ科 ホソイ Juncus setchuensis
319 単子葉植物 イグサ科 クサイ Juncus tenuis
320 単子葉植物 イグサ科 ハリコウガイゼキショウ Juncus wallichianus
321 単子葉植物 イグサ科 スズメノヤリ Luzula capitata
322 単子葉植物 イグサ科 ヤマスズメノヒエ Luzula multiflora
323 単子葉植物 イグサ科 ヌカボシソウ Luzula plumosa subsp. plumosa
324 単子葉植物 カヤツリグサ科 ウキヤガラ Bolboschoenus fluviatilis subsp. yagara
325 単子葉植物 カヤツリグサ科 ハタガヤ Bulbostylis barbata
326 単子葉植物 カヤツリグサ科 シラスゲ Carex alopecuroides var. chlorostachya
327 単子葉植物 カヤツリグサ科 シロイトスゲ Carex alterniflora var. alterniflora
328 単子葉植物 カヤツリグサ科 エナシヒゴクサ Carex aphanolepis
329 単子葉植物 カヤツリグサ科 クロカワズスゲ Carex arenicola
330 単子葉植物 カヤツリグサ科 マツバスゲ Carex biwensis
331 単子葉植物 カヤツリグサ科 メアオスゲ Carex candolleana
332 単子葉植物 カヤツリグサ科 ハリガネスゲ Carex capillacea var. capillacea
333 単子葉植物 カヤツリグサ科 ミヤマシラスゲ Carex confertiflora
334 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヒメカンスゲ Carex conica
335 単子葉植物 カヤツリグサ科 アゼナルコ Carex dimorpholepis
336 単子葉植物 カヤツリグサ科 カサスゲ Carex dispalata
337 単子葉植物 カヤツリグサ科 タマツリスゲ Carex filipes subsp. filipes
338 単子葉植物 カヤツリグサ科 マスクサ Carex gibba
339 単子葉植物 カヤツリグサ科 サヤシロスゲ Carex gravida
340 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヤマアゼスゲ Carex heterolepis
341 単子葉植物 カヤツリグサ科 カワラスゲ Carex incisa
342 単子葉植物 カヤツリグサ科 オキナワジュズスゲ Carex ischnostachya var. fastigiata
343 単子葉植物 カヤツリグサ科 ジュズスゲ Carex ischnostachya var. ischnostachya
344 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヒゴクサ Carex japonica
345 単子葉植物 カヤツリグサ科 テキリスゲ Carex kiotensis
346 単子葉植物 カヤツリグサ科 コウボウムギ Carex kobomugi
347 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヒカゲスゲ Carex lanceolata
348 単子葉植物 カヤツリグサ科 ナキリスゲ Carex lenta
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349 単子葉植物 カヤツリグサ科 アオスゲ Carex leucochlora
350 単子葉植物 カヤツリグサ科 コジュズスゲ Carex macroglossa
351 単子葉植物 カヤツリグサ科 タチスゲ Carex maculata
352 単子葉植物 カヤツリグサ科 ホシナシゴウソ Carex maximowiczii var. levisaccus
353 単子葉植物 カヤツリグサ科 ゴウソ Carex maximowiczii var. maximowiczii
354 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヌカスゲ Carex mitrata var. mitrata
355 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヒメシラスゲ Carex mollicula
356 単子葉植物 カヤツリグサ科 カンスゲ Carex morrowii var. morrowii
357 単子葉植物 カヤツリグサ科 ミヤマカンスゲ Carex multifolia var. multifolia
358 単子葉植物 カヤツリグサ科 シバスゲ Carex nervata
359 単子葉植物 カヤツリグサ科 ミコシガヤ Carex neurocarpa
360 単子葉植物 カヤツリグサ科 オタルスゲ Carex otaruensis
361 単子葉植物 カヤツリグサ科 ササノハスゲ Carex pachygyna
362 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヒメゴウソ Carex phacota
363 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヒメモエギスゲ Carex pocilliformis
364 単子葉植物 カヤツリグサ科 コウボウシバ Carex pumila
365 単子葉植物 カヤツリグサ科 クサスゲ Carex rugata
366 単子葉植物 カヤツリグサ科 シオクグ Carex scabrifolia
367 単子葉植物 カヤツリグサ科 タガネソウ Carex siderosticta
368 単子葉植物 カヤツリグサ科 アゼスゲ Carex thunbergii var. thunbergii
369 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヤワラスゲ Carex transversa
370 単子葉植物 カヤツリグサ科 モエギスゲ Carex tristachya
371 単子葉植物 カヤツリグサ科 アレチクグ Cyperus aggregatus
372 単子葉植物 カヤツリグサ科 シュロガヤツリ Cyperus alternifolius
373 単子葉植物 カヤツリグサ科 チャガヤツリ Cyperus amuricus
374 単子葉植物 カヤツリグサ科 アイダクグ Cyperus brevifolius var. brevifolius
375 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヒメクグ Cyperus brevifolius var. leiolepis
376 単子葉植物 カヤツリグサ科 クグガヤツリ Cyperus compressus
377 単子葉植物 カヤツリグサ科 イヌクグ Cyperus cyperoides
378 単子葉植物 カヤツリグサ科 タマガヤツリ Cyperus difformis
379 単子葉植物 カヤツリグサ科 ホソミキンガヤツリ Cyperus engelmannii
380 単子葉植物 カヤツリグサ科 メリケンガヤツリ Cyperus eragrostis
381 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヒメムツオレガヤツリ Cyperus ferruginescens
382 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヒナガヤツリ Cyperus flaccidus
383 単子葉植物 カヤツリグサ科 アゼガヤツリ Cyperus flavidus
384 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヌマガヤツリ Cyperus glomeratus
385 単子葉植物 カヤツリグサ科 コアゼガヤツリ Cyperus haspan var. tuberiferus
386 単子葉植物 カヤツリグサ科 コゴメガヤツリ Cyperus iria
387 単子葉植物 カヤツリグサ科 カヤツリグサ Cyperus microiria
388 単子葉植物 カヤツリグサ科 アオガヤツリ Cyperus nipponicus var. nipponicus
389 単子葉植物 カヤツリグサ科 オオシロガヤツリ Cyperus nipponicus var. spiralis
390 単子葉植物 カヤツリグサ科 キンガヤツリ Cyperus odoratus
391 単子葉植物 カヤツリグサ科 シロガヤツリ Cyperus pacificus
392 単子葉植物 カヤツリグサ科 カミガヤツリ Cyperus papyrus
393 単子葉植物 カヤツリグサ科 オニガヤツリ Cyperus pilosus
394 単子葉植物 カヤツリグサ科 イガガヤツリ Cyperus polystachyos
395 単子葉植物 カヤツリグサ科 ハマスゲ Cyperus rotundus
396 単子葉植物 カヤツリグサ科 カワラスガナ Cyperus sanguinolentus
397 単子葉植物 カヤツリグサ科 ミズガヤツリ Cyperus serotinus
398 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヒメガヤツリ Cyperus tenuispica
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399 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヒラボガヤツリ Cyperus  × mihasii
400 単子葉植物 カヤツリグサ科 マツバイ Eleocharis acicularis var. longiseta
401 単子葉植物 カヤツリグサ科 セイタカハリイ Eleocharis attenuata
402 単子葉植物 カヤツリグサ科 オオハリイ Eleocharis congesta var. congesta
403 単子葉植物 カヤツリグサ科 ハリイ Eleocharis congesta var. japonica
404 単子葉植物 カヤツリグサ科 クログワイ Eleocharis kuroguwai
405 単子葉植物 カヤツリグサ科 オオヌマハリイ Eleocharis mamillata var. cyclocarpa
406 単子葉植物 カヤツリグサ科 シカクイ Eleocharis wichurae
407 単子葉植物 カヤツリグサ科 イヌシカクイ Eleocharis wichurae f. teres
408 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヒメヒラテンツキ Fimbristylis autumnalis
409 単子葉植物 カヤツリグサ科 ノテンツキ Fimbristylis complanata
410 単子葉植物 カヤツリグサ科 テンツキ Fimbristylis dichotoma
411 単子葉植物 カヤツリグサ科 クロテンツキ Fimbristylis diphylloides
412 単子葉植物 カヤツリグサ科 アオテンツキ Fimbristylis dipsacea
413 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヒデリコ Fimbristylis littoralis
414 単子葉植物 カヤツリグサ科 イソヤマテンツキ Fimbristylis sieboldii var. sieboldii
415 単子葉植物 カヤツリグサ科 アゼテンツキ Fimbristylis squarrosa
416 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヤマイ Fimbristylis subbispicata
417 単子葉植物 カヤツリグサ科 メアゼテンツキ Fimbristylis velata
418 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヒンジガヤツリ Lipocarpha microcephala
419 単子葉植物 カヤツリグサ科 コイヌノハナヒゲ Rhynchospora fujiiana
420 単子葉植物 カヤツリグサ科 イガクサ Rhynchospora rubra
421 単子葉植物 カヤツリグサ科 ホタルイ Schoenoplectiella hotarui
422 単子葉植物 カヤツリグサ科 イヌホタルイ Schoenoplectiella juncoides
423 単子葉植物 カヤツリグサ科 ヒメホタルイ Schoenoplectiella lineolata
424 単子葉植物 カヤツリグサ科 カンガレイ Schoenoplectiella triangulata
425 単子葉植物 カヤツリグサ科 フトイ Schoenoplectus tabernaemontani
426 単子葉植物 カヤツリグサ科 サンカクイ Schoenoplectus triqueter
427 単子葉植物 カヤツリグサ科 ノグサ Schoenus apogon
428 単子葉植物 カヤツリグサ科 エゾアブラガヤ Scirpus asiaticus
429 単子葉植物 カヤツリグサ科 アブラガヤ Scirpus wichurae
430 単子葉植物 カヤツリグサ科 コシンジュガヤ Scleria parvula
431 単子葉植物 イネ科 ヒメヌカボ Agrostis canina
432 単子葉植物 イネ科 ヤマヌカボ Agrostis clavata var. clavata
433 単子葉植物 イネ科 ヌカボ Agrostis clavata var. nukabo
434 単子葉植物 イネ科 コヌカグサ Agrostis gigantea
435 単子葉植物 イネ科 ヒメコヌカグサ Agrostis valvata
436 単子葉植物 イネ科 ヌカススキ Aira caryophyllea
437 単子葉植物 イネ科 ハナヌカススキ Aira elegantissima
438 単子葉植物 イネ科 スズメノテッポウ Alopecurus aequalis var. amurensis
439 単子葉植物 イネ科 セトガヤ Alopecurus japonicus
440 単子葉植物 イネ科 オオスズメノテッポウ Alopecurus pratensis
441 単子葉植物 イネ科 メリケンカルカヤ Andropogon virginicus
442 単子葉植物 イネ科 ハルガヤ Anthoxanthum odoratum subsp. odoratum
443 単子葉植物 イネ科 セイヨウヌカボ Apera spica-venti
444 単子葉植物 イネ科 オオカニツリ Arrhenatherum elatius var. elatius
445 単子葉植物 イネ科 コブナグサ Arthraxon hispidus
446 単子葉植物 イネ科 トダシバ Arundinella hirta
447 単子葉植物 イネ科 ダンチク Arundo donax
448 単子葉植物 イネ科 カラスムギ Avena fatua var. fatua
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449 単子葉植物 イネ科 マカラスムギ Avena sativa
450 単子葉植物 イネ科 カズノコグサ Beckmannia syzigachne
451 単子葉植物 イネ科 ヤマカモジグサ Brachypodium sylvaticum
452 単子葉植物 イネ科 コバンソウ Briza maxima
453 単子葉植物 イネ科 ヒメコバンソウ Briza minor
454 単子葉植物 イネ科 ヤクナガイヌムギ Bromus carinatus
455 単子葉植物 イネ科 イヌムギ Bromus catharticus
456 単子葉植物 イネ科 ムクゲチャヒキ Bromus commutatus
457 単子葉植物 イネ科 ヒゲナガスズメノチャヒキ Bromus diandrus
458 単子葉植物 イネ科 ハマチャヒキ Bromus hordeaceus
459 単子葉植物 イネ科 ハトノチャヒキ Bromus hordeaceus subsp. molliformis
460 単子葉植物 イネ科 スズメノチャヒキ Bromus japonicus
461 単子葉植物 イネ科 キツネガヤ Bromus remotiflorus
462 単子葉植物 イネ科 カラスノチャヒキ Bromus secalinus
463 単子葉植物 イネ科 ウマノチャヒキ Bromus tectorum var. tectorum

464 単子葉植物 イネ科 ノガリヤス
Calamagrostis brachytricha var.
brachytricha

465 単子葉植物 イネ科 ヤマアワ Calamagrostis epigeios
466 単子葉植物 イネ科 カセンガヤ Chloris radiata
467 単子葉植物 イネ科 オヒゲシバ Chloris virgata
468 単子葉植物 イネ科 ジュズダマ Coix lacryma-jobi var. lacryma-jobi
469 単子葉植物 イネ科 オガルカヤ Cymbopogon tortilis var. goeringii
470 単子葉植物 イネ科 ギョウギシバ Cynodon dactylon
471 単子葉植物 イネ科 カモガヤ Dactylis glomerata
472 単子葉植物 イネ科 タツノツメガヤ Dactyloctenium aegyptium
473 単子葉植物 イネ科 カタボウシノケグサ Desmazeria rigida
474 単子葉植物 イネ科 メヒシバ Digitaria ciliaris
475 単子葉植物 イネ科 コメヒシバ Digitaria radicosa
476 単子葉植物 イネ科 アキメヒシバ Digitaria violascens
477 単子葉植物 イネ科 カリマタガヤ Dimeria ornithopoda var. tenera
478 単子葉植物 イネ科 ハキダメガヤ Dinebra retroflexa
479 単子葉植物 イネ科 アブラススキ Eccoilopus cotulifer var. cotulifer
480 単子葉植物 イネ科 ケイヌビエ Echinochloa crus-galli var. aristata
481 単子葉植物 イネ科 イヌビエ Echinochloa crus-galli var. crus-galli
482 単子葉植物 イネ科 ヒメタイヌビエ Echinochloa crus-galli var. formosensis
483 単子葉植物 イネ科 ヒメイヌビエ Echinochloa crus-galli var. praticola
484 単子葉植物 イネ科 タイヌビエ Echinochloa oryzicola
485 単子葉植物 イネ科 オヒシバ Eleusine indica
486 単子葉植物 イネ科 タチカモジ Elymus racemifer var. japonensis
487 単子葉植物 イネ科 アオカモジグサ Elymus racemifer var. racemifer
488 単子葉植物 イネ科 カモジグサ Elymus tsukushiensis var. transiens
489 単子葉植物 イネ科 ヌマカゼクサ Eragrostis aquatica
490 単子葉植物 イネ科 スズメガヤ Eragrostis cilianensis
491 単子葉植物 イネ科 アメリカカゼクサ Eragrostis ciliaris
492 単子葉植物 イネ科 シナダレスズメガヤ Eragrostis curvula
493 単子葉植物 イネ科 カゼクサ Eragrostis ferruginea
494 単子葉植物 イネ科 コスズメガヤ Eragrostis minor
495 単子葉植物 イネ科 ニワホコリ Eragrostis multicaulis
496 単子葉植物 イネ科 オオニワホコリ Eragrostis pilosa
497 単子葉植物 イネ科 チャボウシノシッペイ Eremochloa ophiuroides
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498 単子葉植物 イネ科 ウンヌケモドキ Eulalia quadrinervis
499 単子葉植物 イネ科 ハガワリトボシガラ Festuca heterophylla
500 単子葉植物 イネ科 ウシノケグサ Festuca ovina
501 単子葉植物 イネ科 アオウシノケグサ Festuca ovina var. coreana
502 単子葉植物 イネ科 トボシガラ Festuca parvigluma var. parvigluma
503 単子葉植物 イネ科 オオウシノケグサ Festuca rubra var. rubra
504 単子葉植物 イネ科 ムツオレグサ Glyceria acutiflora subsp. japonica
505 単子葉植物 イネ科 ヒメウキガヤ Glyceria depauperata var. depauperata
506 単子葉植物 イネ科 ドジョウツナギ Glyceria ischyroneura
507 単子葉植物 イネ科 ヒロハノドジョウツナギ Glyceria leptolepis
508 単子葉植物 イネ科 ウシノシッペイ Hemarthria sibirica
509 単子葉植物 イネ科 シラゲガヤ Holcus lanatus
510 単子葉植物 イネ科 ムギクサ Hordeum murinum
511 単子葉植物 イネ科 ヤバネオオムギ Hordeum vulgare var. distichon
512 単子葉植物 イネ科 チガヤ Imperata cylindrica var. koenigii
513 単子葉植物 イネ科 チゴザサ Isachne globosa var. globosa
514 単子葉植物 イネ科 ハイチゴザサ Isachne nipponensis
515 単子葉植物 イネ科 カモノハシ Ischaemum aristatum var. crassipes
516 単子葉植物 イネ科 ミノボロ Koeleria macrantha
517 単子葉植物 イネ科 アシカキ Leersia japonica
518 単子葉植物 イネ科 エゾノサヤヌカグサ Leersia oryzoides
519 単子葉植物 イネ科 サヤヌカグサ Leersia sayanuka
520 単子葉植物 イネ科 ササガヤ Leptatherum japonicum var. japonicum
521 単子葉植物 イネ科 アゼガヤ Leptochloa chinensis
522 単子葉植物 イネ科 ハマガヤ Leptochloa fusca
523 単子葉植物 イネ科 ネズミムギ Lolium multiflorum
524 単子葉植物 イネ科 ホソムギ Lolium perenne
525 単子葉植物 イネ科 ボウムギ Lolium rigidum
526 単子葉植物 イネ科 ドクムギ Lolium temulentum
527 単子葉植物 イネ科 ネズミホソムギ Lolium  × hybridum
528 単子葉植物 イネ科 ササクサ Lophatherum gracile
529 単子葉植物 イネ科 アシボソ Microstegium vimineum
530 単子葉植物 イネ科 ヒメアシボソ Microstegium vimineum f. willdenowianum
531 単子葉植物 イネ科 トキワススキ Miscanthus floridulus
532 単子葉植物 イネ科 オギ Miscanthus sacchariflorus
533 単子葉植物 イネ科 ススキ Miscanthus sinensis
534 単子葉植物 イネ科 ネズミガヤ Muhlenbergia japonica
535 単子葉植物 イネ科 チヂミザサ Oplismenus undulatifolius var. undulatifolius

536 単子葉植物 イネ科 コチヂミザサ
Oplismenus undulatifolius var. undulatifolius
f. japonicus

537 単子葉植物 イネ科 ケチヂミザサ
Oplismenus undulatifolius var. undulatifolius
f. undulatifolius

538 単子葉植物 イネ科 ヌカキビ Panicum bisulcatum
539 単子葉植物 イネ科 オオクサキビ Panicum dichotomiflorum
540 単子葉植物 イネ科 ギネアキビ Panicum maximum
541 単子葉植物 イネ科 スズメノナギナタ Parapholis incurva
542 単子葉植物 イネ科 シマスズメノヒエ Paspalum dilatatum
543 単子葉植物 イネ科 キシュウスズメノヒエ Paspalum distichum var. distichum
544 単子葉植物 イネ科 チクゴスズメノヒエ Paspalum distichum var. indutum
545 単子葉植物 イネ科 ナガバスズメノヒエ Paspalum longifolium
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546 単子葉植物 イネ科 アメリカスズメノヒエ Paspalum notatum
547 単子葉植物 イネ科 スズメノコビエ Paspalum scrobiculatum var. orbiculare
548 単子葉植物 イネ科 スズメノヒエ Paspalum thunbergii
549 単子葉植物 イネ科 タチスズメノヒエ Paspalum urvillei
550 単子葉植物 イネ科 チカラシバ Pennisetum alopecuroides
551 単子葉植物 イネ科 アイアシ Phacelurus latifolius
552 単子葉植物 イネ科 タキキビ Phaenosperma globosum
553 単子葉植物 イネ科 クサヨシ Phalaris arundinacea
554 単子葉植物 イネ科 カナリークサヨシ Phalaris canariensis
555 単子葉植物 イネ科 ヒメカナリークサヨシ Phalaris minor
556 単子葉植物 イネ科 アワガエリ Phleum paniculatum
557 単子葉植物 イネ科 オオアワガエリ Phleum pratense
558 単子葉植物 イネ科 ヨシ Phragmites australis
559 単子葉植物 イネ科 ツルヨシ Phragmites japonicus
560 単子葉植物 イネ科 セイタカヨシ Phragmites karka
561 単子葉植物 イネ科 モウソウチク Phyllostachys edulis
562 単子葉植物 イネ科 ハチク Phyllostachys nigra var. henonis
563 単子葉植物 イネ科 マダケ Phyllostachys reticulata
564 単子葉植物 イネ科 ネザサ Pleioblastus argenteostriatus f. glaber
565 単子葉植物 イネ科 ケネザサ Pleioblastus fortunei f. pubescens
566 単子葉植物 イネ科 シブヤザサ Pleioblastus shibuyanus
567 単子葉植物 イネ科 メダケ Pleioblastus simonii
568 単子葉植物 イネ科 ミゾイチゴツナギ Poa acroleuca var. acroleuca
569 単子葉植物 イネ科 タマミゾイチゴツナギ Poa acroleuca var. submoniliformis
570 単子葉植物 イネ科 スズメノカタビラ Poa annua
571 単子葉植物 イネ科 ツクシスズメノカタビラ Poa crassinervis
572 単子葉植物 イネ科 オオイチゴツナギ Poa nipponica
573 単子葉植物 イネ科 ナガハグサ Poa pratensis
574 単子葉植物 イネ科 イチゴツナギ Poa sphondylodes
575 単子葉植物 イネ科 タマオオスズメノカタビラ Poa trivialis subsp. sylvicola
576 単子葉植物 イネ科 オオスズメノカタビラ Poa trivialis subsp. trivialis
577 単子葉植物 イネ科 ヒエガエリ Polypogon fugax
578 単子葉植物 イネ科 ハマヒエガエリ Polypogon monspeliensis
579 単子葉植物 イネ科 ウキシバ Pseudoraphis sordida
580 単子葉植物 イネ科 ヤダケ Pseudosasa japonica
581 単子葉植物 イネ科 ミノボロモドキ Rostraria cristata
582 単子葉植物 イネ科 ヌメリグサ Sacciolepis spicata var. oryzetorum
583 単子葉植物 イネ科 ハイヌメリグサ Sacciolepis spicata var. spicata
584 単子葉植物 イネ科 オニウシノケグサ Schedonorus phoenix
585 単子葉植物 イネ科 ヒロハウシノケグサ Schedonorus pratensis
586 単子葉植物 イネ科 アキノエノコログサ Setaria faberi
587 単子葉植物 イネ科 コツブキンエノコロ Setaria pallidefusca
588 単子葉植物 イネ科 フシネキンエノコロ Setaria parviflora
589 単子葉植物 イネ科 キンエノコロ Setaria pumila
590 単子葉植物 イネ科 ムラサキエノコロ Setaria viridis f. misera
591 単子葉植物 イネ科 エノコログサ Setaria viridis var. minor
592 単子葉植物 イネ科 ハマエノコロ Setaria viridis var. pachystachys
593 単子葉植物 イネ科 イヌエノコロ Setaria  × gussonei
594 単子葉植物 イネ科 オオエノコロ Setaria  × pycnocoma
595 単子葉植物 イネ科 オカメザサ Shibataea kumasaca
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596 単子葉植物 イネ科 トウチク Sinobambusa tootsik
597 単子葉植物 イネ科 セイバンモロコシ Sorghum halepense
598 単子葉植物 イネ科 ヒメモロコシ Sorghum halepense f. muticum
599 単子葉植物 イネ科 ネズミノオ Sporobolus fertilis var. fertilis
600 単子葉植物 イネ科 ムラサキネズミノオ Sporobolus fertilis var. purpureosuffusus
601 単子葉植物 イネ科 メガルカヤ Themeda barbata
602 単子葉植物 イネ科 カニツリグサ Trisetum bifidum
603 単子葉植物 イネ科 イヌナギナタガヤ Vulpia bromoides
604 単子葉植物 イネ科 オオナギナタガヤ Vulpia myuros var. megalura
605 単子葉植物 イネ科 ナギナタガヤ Vulpia myuros var. myuros
606 単子葉植物 イネ科 ムラサキナギナタガヤ Vulpia octoflora
607 単子葉植物 イネ科 マコモ Zizania latifolia
608 単子葉植物 イネ科 シバ Zoysia japonica
609 単子葉植物 イネ科 コウシュンシバ Zoysia matrella
610 真正双子葉類 マツモ科 マツモ Ceratophyllum demersum
611 真正双子葉類 ケシ科 クサノオウ Chelidonium majus subsp. asiaticum
612 真正双子葉類 ケシ科 キケマン Corydalis heterocarpa
613 真正双子葉類 ケシ科 ムラサキケマン Corydalis incisa
614 真正双子葉類 ケシ科 ハナビシソウ Eschscholzia californica
615 真正双子葉類 ケシ科 ニセカラクサケマン Fumaria capreolata
616 真正双子葉類 ケシ科 タケニグサ Macleaya cordata
617 真正双子葉類 ケシ科 ナガミヒナゲシ Papaver dubium
618 真正双子葉類 ケシ科 ヒナゲシ Papaver rhoeas
619 真正双子葉類 ケシ科 アツミゲシ Papaver somniferum subsp. setigerum
620 真正双子葉類 アケビ科 アケビ Akebia quinata
621 真正双子葉類 アケビ科 ミツバアケビ Akebia trifoliata subsp. trifoliata
622 真正双子葉類 アケビ科 ゴヨウアケビ Akebia  × pentaphylla var. pentaphylla
623 真正双子葉類 アケビ科 ムベ Stauntonia hexaphylla
624 真正双子葉類 ツヅラフジ科 アオツヅラフジ Cocculus orbiculatus
625 真正双子葉類 メギ科 ヒイラギナンテン Berberis japonica
626 真正双子葉類 メギ科 メギ Berberis thunbergii
627 真正双子葉類 メギ科 ナンテン Nandina domestica
628 真正双子葉類 キンポウゲ科 ボタンヅル Clematis apiifolia var. apiifolia
629 真正双子葉類 キンポウゲ科 ハンショウヅル Clematis japonica
630 真正双子葉類 キンポウゲ科 センニンソウ Clematis terniflora
631 真正双子葉類 キンポウゲ科 キクザキリュウキンカ Ficaria verna
632 真正双子葉類 キンポウゲ科 ケキツネノボタン Ranunculus cantoniensis
633 真正双子葉類 キンポウゲ科 ヒキノカサ Ranunculus extrorris var. extrorris
634 真正双子葉類 キンポウゲ科 ウマノアシガタ Ranunculus japonicus
635 真正双子葉類 キンポウゲ科 トゲミノキツネノボタン Ranunculus muricatus
636 真正双子葉類 キンポウゲ科 タガラシ Ranunculus sceleratus
637 真正双子葉類 キンポウゲ科 キツネノボタン Ranunculus silerifolius var. silerifolius
638 真正双子葉類 キンポウゲ科 ヒメウズ Semiaquilegia adoxoides
639 真正双子葉類 キンポウゲ科 アキカラマツ Thalictrum minus var. hypoleucum
640 真正双子葉類 アワブキ科 ヤマビワ Meliosma rigida
641 真正双子葉類 ハス科 ハス Nelumbo nucifera
642 真正双子葉類 フウ科 フウ Liquidambar formosana
643 真正双子葉類 フウ科 モミジバフウ Liquidambar styraciflua
644 真正双子葉類 マンサク科 イスノキ Distylium racemosum
645 真正双子葉類 ユズリハ科 ヒメユズリハ Daphniphyllum teijsmannii
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646 真正双子葉類 ユキノシタ科 チダケサシ Astilbe microphylla
647 真正双子葉類 ユキノシタ科 ヤマネコノメソウ Chrysosplenium japonicum
648 真正双子葉類 ユキノシタ科 チャルメルソウ Mitella furusei var. subramosa
649 真正双子葉類 ユキノシタ科 ユキノシタ Saxifraga stolonifera
650 真正双子葉類 ベンケイソウ科 ツメレンゲ Orostachys japonica
651 真正双子葉類 ベンケイソウ科 キリンソウ Phedimus aizoon var. floribundus
652 真正双子葉類 ベンケイソウ科 コモチマンネングサ Sedum bulbiferum
653 真正双子葉類 ベンケイソウ科 ヒメホシビジン Sedum dasyphyllum

654 真正双子葉類 ベンケイソウ科 メノマンネングサ
Sedum japonicum subsp. japonicum var.
japonicum

655 真正双子葉類 ベンケイソウ科 オカタイトゴメ
Sedum japonicum subsp. oryzifolium var.
pumilum

656 真正双子葉類 ベンケイソウ科 オノマンネングサ Sedum lineare
657 真正双子葉類 ベンケイソウ科 マルバマンネングサ Sedum makinoi
658 真正双子葉類 ベンケイソウ科 メキシコマンネングサ Sedum mexicanum
659 真正双子葉類 ベンケイソウ科 ツルマンネングサ Sedum sarmentosum
660 真正双子葉類 アリノトウグサ科 アリノトウグサ Gonocarpus micranthus
661 真正双子葉類 アリノトウグサ科 オオフサモ Myriophyllum aquaticum
662 真正双子葉類 アリノトウグサ科 オグラノフサモ Myriophyllum oguraense
663 真正双子葉類 アリノトウグサ科 ホザキノフサモ Myriophyllum spicatum
664 真正双子葉類 アリノトウグサ科 フサモ Myriophyllum verticillatum
665 真正双子葉類 ブドウ科 ノブドウ Ampelopsis glandulosa var. heterophylla
666 真正双子葉類 ブドウ科 ヤブカラシ Cayratia japonica
667 真正双子葉類 ブドウ科 アメリカヅタ Parthenocissus quinquefolia
668 真正双子葉類 ブドウ科 ツタ Parthenocissus tricuspidata
669 真正双子葉類 ブドウ科 エビヅル Vitis ficifolia var. ficifolia
670 真正双子葉類 ブドウ科 サンカクヅル Vitis flexuosa
671 真正双子葉類 ブドウ科 アマヅル Vitis saccharifera var. saccharifera
672 真正双子葉類 ハマビシ科 ハマビシ Tribulus terrestris
673 真正双子葉類 マメ科 ギンヨウアカシア Acacia baileyana
674 真正双子葉類 マメ科 フサアカシア Acacia dealbata
675 真正双子葉類 マメ科 モリシマアカシア Acacia mearnsii
676 真正双子葉類 マメ科 クサネム Aeschynomene indica
677 真正双子葉類 マメ科 ネムノキ Albizia julibrissin
678 真正双子葉類 マメ科 イタチハギ Amorpha fruticosa
679 真正双子葉類 マメ科 ヤブマメ Amphicarpaea edgeworthii
680 真正双子葉類 マメ科 ゲンゲ Astragalus sinicus
681 真正双子葉類 マメ科 カワラケツメイ Chamaecrista nomame
682 真正双子葉類 マメ科 タヌキマメ Crotalaria sessiliflora
683 真正双子葉類 マメ科 エニシダ Cytisus scoparius
684 真正双子葉類 マメ科 アレチヌスビトハギ Desmodium paniculatum
685 真正双子葉類 マメ科 ノササゲ Dumasia truncata
686 真正双子葉類 マメ科 ノアズキ Dunbaria villosa
687 真正双子葉類 マメ科 ツルマメ Glycine max subsp. soja
688 真正双子葉類 マメ科 フジカンゾウ Hylodesmum oldhamii

689 真正双子葉類 マメ科 ヌスビトハギ
Hylodesmum podocarpum subsp.
oxyphyllum

690 真正双子葉類 マメ科 ヤブハギ
Hylodesmum podocarpum subsp.
oxyphyllum var. mandshuricum

691 真正双子葉類 マメ科 コマツナギ Indigofera bungeana
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692 真正双子葉類 マメ科 マルバヤハズソウ Kummerowia stipulacea
693 真正双子葉類 マメ科 ヤハズソウ Kummerowia striata
694 真正双子葉類 マメ科 ハマエンドウ Lathyrus japonicus
695 真正双子葉類 マメ科 ヤマハギ Lespedeza bicolor
696 真正双子葉類 マメ科 メドハギ Lespedeza cuneata var. cuneata
697 真正双子葉類 マメ科 ハイメドハギ Lespedeza cuneata var. serpens
698 真正双子葉類 マメ科 マルバハギ Lespedeza cyrtobotrya
699 真正双子葉類 マメ科 カワチハギ Lespedeza cyrtobotrya f. kawachiana
700 真正双子葉類 マメ科 ツクシハギ Lespedeza homoloba
701 真正双子葉類 マメ科 ネコハギ Lespedeza pilosa var. pilosa

702 真正双子葉類 マメ科 ビッチュウヤマハギ
Lespedeza thunbergii subsp. thunbergii f.
angustifolia

703 真正双子葉類 マメ科 イヌハギ Lespedeza tomentosa
704 真正双子葉類 マメ科 マキエハギ Lespedeza virgata
705 真正双子葉類 マメ科 ツルメドハギ Lespedeza  × intermixta
706 真正双子葉類 マメ科 セイヨウミヤコグサ Lotus corniculatus subsp. corniculatus
707 真正双子葉類 マメ科 ミヤコグサ Lotus corniculatus subsp. japonicus
708 真正双子葉類 マメ科 ネビキミヤコグサ Lotus pedunculatus
709 真正双子葉類 マメ科 ワタリミヤコグサ Lotus tenuis
710 真正双子葉類 マメ科 イヌエンジュ Maackia amurensis
711 真正双子葉類 マメ科 モンツキウマゴヤシ Medicago arabica
712 真正双子葉類 マメ科 コメツブウマゴヤシ Medicago lupulina
713 真正双子葉類 マメ科 コウマゴヤシ Medicago minima
714 真正双子葉類 マメ科 ウマゴヤシ Medicago polymorpha
715 真正双子葉類 マメ科 ムラサキウマゴヤシ Medicago sativa
716 真正双子葉類 マメ科 コシナガワハギ Melilotus indicus
717 真正双子葉類 マメ科 シロバナシナガワハギ Melilotus officinalis subsp. albus
718 真正双子葉類 マメ科 シナガワハギ Melilotus officinalis subsp. suaveolens
719 真正双子葉類 マメ科 ミソナオシ Ohwia caudata
720 真正双子葉類 マメ科 クズ Pueraria lobata subsp. lobata
721 真正双子葉類 マメ科 オオバタンキリマメ Rhynchosia acuminatifolia
722 真正双子葉類 マメ科 タンキリマメ Rhynchosia volubilis
723 真正双子葉類 マメ科 ハリエンジュ Robinia pseudoacacia
724 真正双子葉類 マメ科 エビスグサ Senna obtusifolia
725 真正双子葉類 マメ科 アメリカツノクサネム Sesbania exaltata
726 真正双子葉類 マメ科 クララ Sophora flavescens
727 真正双子葉類 マメ科 エンジュ Styphonolobium japonicum
728 真正双子葉類 マメ科 クスダマツメクサ Trifolium campestre
729 真正双子葉類 マメ科 コメツブツメクサ Trifolium dubium
730 真正双子葉類 マメ科 タチオランダゲンゲ Trifolium hybridum
731 真正双子葉類 マメ科 ベニバナツメクサ Trifolium incarnatum
732 真正双子葉類 マメ科 ムラサキツメクサ Trifolium pratense
733 真正双子葉類 マメ科 シロツメクサ Trifolium repens
734 真正双子葉類 マメ科 オオシロツメクサ Trifolium repens f. giganteum
735 真正双子葉類 マメ科 ヒナツメクサ Trifolium resupinatum
736 真正双子葉類 マメ科 ツルフジバカマ Vicia amoena
737 真正双子葉類 マメ科 クサフジ Vicia cracca
738 真正双子葉類 マメ科 スズメノエンドウ Vicia hirsuta
739 真正双子葉類 マメ科 ヤハズエンドウ Vicia sativa subsp. nigra
740 真正双子葉類 マメ科 カスマグサ Vicia tetrasperma
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741 真正双子葉類 マメ科 ナヨクサフジ Vicia villosa subsp. varia
742 真正双子葉類 マメ科 ヤブツルアズキ Vigna angularis var. nipponensis
743 真正双子葉類 マメ科 ツルアズキ Vigna umbellata
744 真正双子葉類 マメ科 フジ Wisteria floribunda
745 真正双子葉類 マメ科 ナツフジ Wisteria japonica
746 真正双子葉類 ヒメハギ科 ヒメハギ Polygala japonica
747 真正双子葉類 バラ科 ヒメキンミズヒキ Agrimonia nipponica
748 真正双子葉類 バラ科 キンミズヒキ Agrimonia pilosa var. viscidula
749 真正双子葉類 バラ科 ザイフリボク Amelanchier asiatica
750 真正双子葉類 バラ科 ウラジロノキ Aria japonica
751 真正双子葉類 バラ科 ヤマザクラ Cerasus jamasakura var. jamasakura
752 真正双子葉類 バラ科 カスミザクラ Cerasus leveilleana
753 真正双子葉類 バラ科 ソメイヨシノ Cerasus  × yedoensis
754 真正双子葉類 バラ科 クサボケ Chaenomeles japonica
755 真正双子葉類 バラ科 ビワ Eriobotrya japonica
756 真正双子葉類 バラ科 ダイコンソウ Geum japonicum
757 真正双子葉類 バラ科 ヤマブキ Kerria japonica
758 真正双子葉類 バラ科 リンボク Laurocerasus spinulosa
759 真正双子葉類 バラ科 ウワミズザクラ Padus grayana
760 真正双子葉類 バラ科 カナメモチ Photinia glabra
761 真正双子葉類 バラ科 コバナキジムシロ Potentilla amurensis
762 真正双子葉類 バラ科 オヘビイチゴ Potentilla anemonifolia
763 真正双子葉類 バラ科 カワラサイコ Potentilla chinensis
764 真正双子葉類 バラ科 キジムシロ Potentilla fragarioides var. major
765 真正双子葉類 バラ科 ミツバツチグリ Potentilla freyniana
766 真正双子葉類 バラ科 ヘビイチゴ Potentilla hebiichigo
767 真正双子葉類 バラ科 ヤブヘビイチゴ Potentilla indica
768 真正双子葉類 バラ科 オキジムシロ Potentilla supina
769 真正双子葉類 バラ科 カマツカ Pourthiaea villosa var. villosa
770 真正双子葉類 バラ科 ケカマツカ Pourthiaea villosa var. zollingeri
771 真正双子葉類 バラ科 ウメ Prunus mume
772 真正双子葉類 バラ科 カリン Pseudocydonia sinensis
773 真正双子葉類 バラ科 タチバナモドキ Pyracantha angustifolia
774 真正双子葉類 バラ科 トキワサンザシ Pyracantha coccinea
775 真正双子葉類 バラ科 カザンデマリ Pyracantha crenulata
776 真正双子葉類 バラ科 シャリンバイ Rhaphiolepis indica var. umbellata
777 真正双子葉類 バラ科 テリハノイバラ Rosa luciae
778 真正双子葉類 バラ科 ノイバラ Rosa multiflora var. multiflora
779 真正双子葉類 バラ科 ヤブイバラ Rosa onoei var. onoei
780 真正双子葉類 バラ科 ミヤコイバラ Rosa paniculigera
781 真正双子葉類 バラ科 ヤマイバラ Rosa sambucina
782 真正双子葉類 バラ科 セイヨウヤブイチゴ Rubus armeniacus
783 真正双子葉類 バラ科 フユイチゴ Rubus buergeri
784 真正双子葉類 バラ科 クマイチゴ Rubus crataegifolius
785 真正双子葉類 バラ科 ミヤマフユイチゴ Rubus hakonensis
786 真正双子葉類 バラ科 クサイチゴ Rubus hirsutus
787 真正双子葉類 バラ科 キレハクロミイチゴ Rubus laciniatus
788 真正双子葉類 バラ科 ニガイチゴ Rubus microphyllus
789 真正双子葉類 バラ科 ナガバモミジイチゴ Rubus palmatus var. palmatus
790 真正双子葉類 バラ科 ナワシロイチゴ Rubus parvifolius

101



堺市野生生物目録（維管束植物）　(17/33)

No. 分類 科名 種名 学名
791 真正双子葉類 バラ科 エビガライチゴ Rubus phoenicolasius
792 真正双子葉類 バラ科 コジキイチゴ Rubus sumatranus
793 真正双子葉類 バラ科 カジイチゴ Rubus trifidus
794 真正双子葉類 バラ科 ワレモコウ Sanguisorba officinalis
795 真正双子葉類 バラ科 ナンキンナナカマド Sorbus gracilis
796 真正双子葉類 グミ科 ツルグミ Elaeagnus glabra
797 真正双子葉類 グミ科 オオバグミ Elaeagnus macrophylla
798 真正双子葉類 グミ科 トウグミ Elaeagnus multiflora var. hortensis
799 真正双子葉類 グミ科 ナツグミ Elaeagnus multiflora var. multiflora
800 真正双子葉類 グミ科 ナワシログミ Elaeagnus pungens
801 真正双子葉類 グミ科 アキグミ Elaeagnus umbellata var. umbellata
802 真正双子葉類 グミ科 マルバツルグミ Elaeagnus  × reflexa
803 真正双子葉類 クロウメモドキ科 クマヤナギ Berchemia racemosa var. racemosa
804 真正双子葉類 クロウメモドキ科 イソノキ Frangula crenata var. crenata
805 真正双子葉類 ニレ科 アキニレ Ulmus parvifolia
806 真正双子葉類 ニレ科 ケヤキ Zelkova serrata
807 真正双子葉類 アサ科 ムクノキ Aphananthe aspera
808 真正双子葉類 アサ科 エノキ Celtis sinensis
809 真正双子葉類 アサ科 カナムグラ Humulus scandens
810 真正双子葉類 クワ科 ヒメコウゾ Broussonetia monoica
811 真正双子葉類 クワ科 カジノキ Broussonetia papyrifera
812 真正双子葉類 クワ科 クワクサ Fatoua villosa
813 真正双子葉類 クワ科 イヌビワ Ficus erecta var. erecta
814 真正双子葉類 クワ科 イタビカズラ Ficus sarmentosa subsp. nipponica
815 真正双子葉類 クワ科 マグワ Morus alba
816 真正双子葉類 クワ科 ヤマグワ Morus australis
817 真正双子葉類 イラクサ科 ヤブマオ Boehmeria japonica var. longispica
818 真正双子葉類 イラクサ科 アオカラムシ Boehmeria nivea var. concolor f. concolor

819 真正双子葉類 イラクサ科 カラムシ
Boehmeria nivea var. concolor f.
nipononivea

820 真正双子葉類 イラクサ科 ナンバンカラムシ Boehmeria nivea var. nivea
821 真正双子葉類 イラクサ科 メヤブマオ Boehmeria platanifolia
822 真正双子葉類 イラクサ科 コアカソ Boehmeria spicata
823 真正双子葉類 イラクサ科 ヤナギイチゴ Debregeasia orientalis
824 真正双子葉類 イラクサ科 ウワバミソウ Elatostema involucratum
825 真正双子葉類 イラクサ科 カテンソウ Nanocnide japonica
826 真正双子葉類 イラクサ科 オオサンショウソウ Pellionia radicans
827 真正双子葉類 イラクサ科 ミズ Pilea hamaoi
828 真正双子葉類 イラクサ科 ヤマミズ Pilea japonica
829 真正双子葉類 イラクサ科 コケミズ Pilea peploides
830 真正双子葉類 イラクサ科 アオミズ Pilea pumila
831 真正双子葉類 ブナ科 クリ Castanea crenata
832 真正双子葉類 ブナ科 ツブラジイ Castanopsis cuspidata
833 真正双子葉類 ブナ科 スダジイ Castanopsis sieboldii
834 真正双子葉類 ブナ科 マテバシイ Lithocarpus edulis
835 真正双子葉類 ブナ科 シリブカガシ Lithocarpus glaber
836 真正双子葉類 ブナ科 クヌギ Quercus acutissima
837 真正双子葉類 ブナ科 ナラガシワ Quercus aliena
838 真正双子葉類 ブナ科 アラカシ Quercus glauca
839 真正双子葉類 ブナ科 シラカシ Quercus myrsinifolia
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840 真正双子葉類 ブナ科 ウバメガシ Quercus phillyreoides
841 真正双子葉類 ブナ科 ウラジロガシ Quercus salicina
842 真正双子葉類 ブナ科 コナラ Quercus serrata
843 真正双子葉類 ブナ科 ツクバネガシ Quercus sessilifolia
844 真正双子葉類 ブナ科 アベマキ Quercus variabilis
845 真正双子葉類 ヤマモモ科 ヤマモモ Morella rubra
846 真正双子葉類 クルミ科 オニグルミ Juglans mandshurica var. sachalinensis
847 真正双子葉類 クルミ科 シナサワグルミ Pterocarya stenoptera
848 真正双子葉類 カバノキ科 ケヤマハンノキ Alnus hirsuta
849 真正双子葉類 カバノキ科 ハンノキ Alnus japonica
850 真正双子葉類 カバノキ科 ヒメヤシャブシ Alnus pendula
851 真正双子葉類 カバノキ科 カワラハンノキ Alnus serrulatoides
852 真正双子葉類 カバノキ科 オオバヤシャブシ Alnus sieboldiana
853 真正双子葉類 カバノキ科 アカシデ Carpinus laxiflora
854 真正双子葉類 ウリ科 ゴキヅル Actinostemma tenerum

855 真正双子葉類 ウリ科 アマチャヅル
Gynostemma pentaphyllum var.
pentaphyllum

856 真正双子葉類 ウリ科 アレチウリ Sicyos angulatus
857 真正双子葉類 ウリ科 カラスウリ Trichosanthes cucumeroides
858 真正双子葉類 ウリ科 キカラスウリ Trichosanthes kirilowii var. japonica
859 真正双子葉類 ウリ科 モミジカラスウリ Trichosanthes multiloba
860 真正双子葉類 ウリ科 スズメウリ Zehneria japonica
861 真正双子葉類 ニシキギ科 ツルウメモドキ Celastrus orbiculatus var. orbiculatus
862 真正双子葉類 ニシキギ科 コマユミ Euonymus alatus f. striatus
863 真正双子葉類 ニシキギ科 マサキ Euonymus japonicus
864 真正双子葉類 ニシキギ科 ツリバナ Euonymus oxyphyllus
865 真正双子葉類 ニシキギ科 マユミ Euonymus sieboldianus
866 真正双子葉類 カタバミ科 イモカタバミ Oxalis articulata
867 真正双子葉類 カタバミ科 ハナカタバミ Oxalis bowieana
868 真正双子葉類 カタバミ科 ベニカタバミ Oxalis braziliensis
869 真正双子葉類 カタバミ科 カタバミ Oxalis corniculata
870 真正双子葉類 カタバミ科 ウスアカカタバミ Oxalis corniculata f. atropurpurea
871 真正双子葉類 カタバミ科 アカカタバミ Oxalis corniculata f. rubrifolia
872 真正双子葉類 カタバミ科 ムラサキカタバミ Oxalis corymbosa
873 真正双子葉類 カタバミ科 オッタチカタバミ Oxalis dillenii
874 真正双子葉類 カタバミ科 オオキバナカタバミ Oxalis pes-caprae
875 真正双子葉類 ホルトノキ科 ホルトノキ Elaeocarpus zollingeri var. zollingeri
876 真正双子葉類 オトギリソウ科 オトギリソウ Hypericum erectum
877 真正双子葉類 オトギリソウ科 ヒメオトギリ Hypericum japonicum
878 真正双子葉類 オトギリソウ科 コケオトギリ Hypericum laxum
879 真正双子葉類 オトギリソウ科 アゼオトギリ Hypericum oliganthum
880 真正双子葉類 オトギリソウ科 コゴメバオトギリ Hypericum perforatum subsp. chinense
881 真正双子葉類 オトギリソウ科 サワオトギリ Hypericum pseudopetiolatum
882 真正双子葉類 オトギリソウ科 ミズオトギリ Triadenum japonicum
883 真正双子葉類 ミゾハコベ科 ミゾハコベ Elatine triandra
884 真正双子葉類 スミレ科 アリアケスミレ Viola betonicifolia var. albescens
885 真正双子葉類 スミレ科 コタチツボスミレ Viola grypoceras var. exilis
886 真正双子葉類 スミレ科 タチツボスミレ Viola grypoceras var. grypoceras
887 真正双子葉類 スミレ科 ヒメスミレ Viola inconspicua subsp. nagasakiensis
888 真正双子葉類 スミレ科 コスミレ Viola japonica
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889 真正双子葉類 スミレ科 スミレ Viola mandshurica
890 真正双子葉類 スミレ科 ニオイタチツボスミレ Viola obtusa
891 真正双子葉類 スミレ科 ニオイスミレ Viola odorata
892 真正双子葉類 スミレ科 ナガバタチツボスミレ Viola ovato-oblonga
893 真正双子葉類 スミレ科 アケボノスミレ Viola rossii
894 真正双子葉類 スミレ科 フモトスミレ Viola sieboldii
895 真正双子葉類 スミレ科 ツボスミレ Viola verecunda
896 真正双子葉類 スミレ科 アギスミレ Viola verecunda var. semilunaris
897 真正双子葉類 スミレ科 シハイスミレ Viola violacea var. violacea
898 真正双子葉類 スミレ科 ノジスミレ Viola yedoensis var. yedoensis
899 真正双子葉類 ヤナギ科 イイギリ Idesia polycarpa
900 真正双子葉類 ヤナギ科 ヤマナラシ Populus tremula var. sieboldii
901 真正双子葉類 ヤナギ科 バッコヤナギ Salix caprea
902 真正双子葉類 ヤナギ科 マルバヤナギ Salix chaenomeloides
903 真正双子葉類 ヤナギ科 ジャヤナギ Salix eriocarpa
904 真正双子葉類 ヤナギ科 ネコヤナギ Salix gracilistyla
905 真正双子葉類 ヤナギ科 イヌコリヤナギ Salix integra
906 真正双子葉類 ヤナギ科 カワヤナギ Salix miyabeana subsp. gymnolepis
907 真正双子葉類 ヤナギ科 オオタチヤナギ Salix pierotii
908 真正双子葉類 ヤナギ科 タチヤナギ Salix triandra
909 真正双子葉類 ヤナギ科 サイコクキツネヤナギ Salix vulpina subsp. alopochroa
910 真正双子葉類 ヤナギ科 ヨシノヤナギ Salix yoshinoi
911 真正双子葉類 トウダイグサ科 エノキグサ Acalypha australis
912 真正双子葉類 トウダイグサ科 オオバベニガシワ Alchornea davidii
913 真正双子葉類 トウダイグサ科 ショウジョウソウモドキ Euphorbia heterophylla
914 真正双子葉類 トウダイグサ科 シマニシキソウ Euphorbia hirta var. hirta
915 真正双子葉類 トウダイグサ科 ニシキソウ Euphorbia humifusa
916 真正双子葉類 トウダイグサ科 コバノニシキソウ Euphorbia makinoi
917 真正双子葉類 トウダイグサ科 コニシキソウ Euphorbia maculata
918 真正双子葉類 トウダイグサ科 オオニシキソウ Euphorbia nutans
919 真正双子葉類 トウダイグサ科 ハイニシキソウ Euphorbia prostrata
920 真正双子葉類 トウダイグサ科 アレチニシキソウ Euphorbia sp.
921 真正双子葉類 トウダイグサ科 アカメガシワ Mallotus japonicus
922 真正双子葉類 トウダイグサ科 トウゴマ Ricinus communis
923 真正双子葉類 トウダイグサ科 ナンキンハゼ Triadica sebifera
924 真正双子葉類 トウダイグサ科 アブラギリ Vernicia cordata
925 真正双子葉類 トウダイグサ科 オオアブラギリ Vernicia fordii
926 真正双子葉類 アマ科 キバナノマツバニンジン Linum medium
927 真正双子葉類 アマ科 アマ Linum usitatissimum
928 真正双子葉類 コミカンソウ科 キダチコミカンソウ Phyllanthus amarus
929 真正双子葉類 コミカンソウ科 コミカンソウ Phyllanthus lepidocarpus
930 真正双子葉類 コミカンソウ科 ナガエコミカンソウ Phyllanthus tenellus
931 真正双子葉類 コミカンソウ科 ヒメミカンソウ Phyllanthus ussuriensis
932 真正双子葉類 フウロソウ科 アメリカフウロ Geranium carolinianum
933 真正双子葉類 フウロソウ科 オトメフウロ Geranium dissectum
934 真正双子葉類 フウロソウ科 ヤワゲフウロ Geranium molle
935 真正双子葉類 フウロソウ科 チゴフウロ Geranium pusillum
936 真正双子葉類 フウロソウ科 ゲンノショウコ Geranium thunbergii
937 真正双子葉類 ミソハギ科 ホソバヒメミソハギ Ammannia coccinea
938 真正双子葉類 ミソハギ科 ヒメミソハギ Ammannia multiflora
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939 真正双子葉類 ミソハギ科 キバナミソハギ Heimia myrtifolia
940 真正双子葉類 ミソハギ科 ミソハギ Lythrum anceps
941 真正双子葉類 ミソハギ科 ザクロ Punica granatum
942 真正双子葉類 ミソハギ科 キカシグサ Rotala indica
943 真正双子葉類 ミソハギ科 ミズマツバ Rotala mexicana
944 真正双子葉類 ミソハギ科 ヒシ Trapa jeholensis
945 真正双子葉類 ミソハギ科 オニビシ Trapa natans var. quadrispinosa
946 真正双子葉類 アカバナ科 ミズタマソウ Circaea mollis
947 真正双子葉類 アカバナ科 アカバナ Epilobium pyrricholophum
948 真正双子葉類 アカバナ科 ヒレタゴボウ Ludwigia decurrens
949 真正双子葉類 アカバナ科 チョウジタデ Ludwigia epilobioides subsp. epilobioides
950 真正双子葉類 アカバナ科 オオバナミズキンバイ Ludwigia grandiflora subsp. grandiflora
951 真正双子葉類 アカバナ科 ミズユキノシタ Ludwigia ovalis
952 真正双子葉類 アカバナ科 メマツヨイグサ Oenothera biennis
953 真正双子葉類 アカバナ科 オオマツヨイグサ Oenothera glazioviana
954 真正双子葉類 アカバナ科 オオバナコマツヨイグサ Oenothera grandis
955 真正双子葉類 アカバナ科 オニマツヨイグサ Oenothera jamesii
956 真正双子葉類 アカバナ科 コマツヨイグサ Oenothera laciniata
957 真正双子葉類 アカバナ科 ヤマモモソウ Oenothera lindheimeri
958 真正双子葉類 アカバナ科 アレチマツヨイグサ Oenothera parviflora
959 真正双子葉類 アカバナ科 ユウゲショウ Oenothera rosea
960 真正双子葉類 アカバナ科 ヒルザキツキミソウ Oenothera speciosa
961 真正双子葉類 アカバナ科 モモイロヒルザキツキミソウ Oenothera speciosa var. childsii
962 真正双子葉類 アカバナ科 マツヨイグサ Oenothera stricta
963 真正双子葉類 アカバナ科 オオメマツヨイグサ Oenothera  × laeta
964 真正双子葉類 ミツバウツギ科 ゴンズイ Euscaphis japonica
965 真正双子葉類 キブシ科 キブシ Stachyurus praecox
966 真正双子葉類 ウルシ科 ヌルデ Rhus javanica var. chinensis
967 真正双子葉類 ウルシ科 ハゼノキ Toxicodendron succedaneum
968 真正双子葉類 ウルシ科 ヤマハゼ Toxicodendron sylvestre
969 真正双子葉類 ウルシ科 ヤマウルシ Toxicodendron trichocarpum
970 真正双子葉類 ムクロジ科 トウカエデ Acer buergerianum
971 真正双子葉類 ムクロジ科 ウリカエデ Acer crataegifolium
972 真正双子葉類 ムクロジ科 イロハモミジ Acer palmatum
973 真正双子葉類 ムクロジ科 フウセンカズラ Cardiospermum halicacabum
974 真正双子葉類 ムクロジ科 ムクロジ Sapindus mukorossi
975 真正双子葉類 ミカン科 ツルシキミ Skimmia japonica var. intermedia f. repens
976 真正双子葉類 ミカン科 カラスザンショウ Zanthoxylum ailanthoides var. ailanthoides
977 真正双子葉類 ミカン科 サンショウ Zanthoxylum piperitum
978 真正双子葉類 ミカン科 イヌザンショウ Zanthoxylum schinifolium var. schinifolium
979 真正双子葉類 ニガキ科 ニワウルシ Ailanthus altissima
980 真正双子葉類 センダン科 センダン Melia azedarach
981 真正双子葉類 センダン科 チャンチン Toona sinensis
982 真正双子葉類 アオイ科 イチビ Abutilon theophrasti
983 真正双子葉類 アオイ科 タチアオイ Alcea rosea
984 真正双子葉類 アオイ科 カラスノゴマ Corchoropsis crenata
985 真正双子葉類 アオイ科 アオギリ Firmiana simplex
986 真正双子葉類 アオイ科 モミジアオイ Hibiscus coccineus
987 真正双子葉類 アオイ科 ゼニアオイ Malva mauritiana
988 真正双子葉類 アオイ科 ゼニバアオイ Malva neglecta
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989 真正双子葉類 アオイ科 ウサギアオイ Malva parviflora
990 真正双子葉類 アオイ科 エノキアオイ Malvastrum coromandelianum
991 真正双子葉類 アオイ科 ヤノネボンテンカ Pavonia hastata
992 真正双子葉類 アオイ科 キンゴジカ Sida rhombifolia subsp. rhombifolia
993 真正双子葉類 アオイ科 アメリカキンゴジカ Sida spinosa
994 真正双子葉類 ジンチョウゲ科 カラスシキミ Daphne miyabeana
995 真正双子葉類 ジンチョウゲ科 コガンピ Diplomorpha ganpi
996 真正双子葉類 ジンチョウゲ科 ガンピ Diplomorpha sikokiana
997 真正双子葉類 フウチョウソウ科 セイヨウフウチョウソウ Tarenaya hassleriana
998 真正双子葉類 アブラナ科 タチスズシロソウ Arabidopsis kamchatica subsp. kawasakiana
999 真正双子葉類 アブラナ科 シロイヌナズナ Arabidopsis thaliana
1000 真正双子葉類 アブラナ科 ハルザキヤマガラシ Barbarea vulgaris
1001 真正双子葉類 アブラナ科 カラシナ Brassica juncea
1002 真正双子葉類 アブラナ科 セイヨウアブラナ Brassica napus
1003 真正双子葉類 アブラナ科 アブラナ Brassica rapa var. oleifera
1004 真正双子葉類 アブラナ科 ナズナ Capsella bursa-pastoris
1005 真正双子葉類 アブラナ科 ミチタネツケバナ Cardamine hirsuta
1006 真正双子葉類 アブラナ科 コンロンソウ Cardamine leucantha
1007 真正双子葉類 アブラナ科 タネツケバナ Cardamine occulta
1008 真正双子葉類 アブラナ科 オオバタネツケバナ Cardamine regeliana
1009 真正双子葉類 アブラナ科 ツノミナズナ Chorispora tenella
1010 真正双子葉類 アブラナ科 イヌナズナ Draba nemorosa
1011 真正双子葉類 アブラナ科 ヒメムラサキハナナ Ionopsidium acaule
1012 真正双子葉類 アブラナ科 キレハマメグンバイナズナ Lepidium bonariense
1013 真正双子葉類 アブラナ科 ウロコナズナ Lepidium campestre
1014 真正双子葉類 アブラナ科 カラクサナズナ Lepidium didymum
1015 真正双子葉類 アブラナ科 アコウグンバイ Lepidium draba
1016 真正双子葉類 アブラナ科 ベンケイナズナ Lepidium latifolium
1017 真正双子葉類 アブラナ科 コシミノナズナ Lepidium perfoliatum
1018 真正双子葉類 アブラナ科 マメグンバイナズナ Lepidium virginicum
1019 真正双子葉類 アブラナ科 オランダガラシ Nasturtium officinale
1020 真正双子葉類 アブラナ科 ショカツサイ Orychophragmus violaceus
1021 真正双子葉類 アブラナ科 セイヨウノダイコン Raphanus raphanistrum
1022 真正双子葉類 アブラナ科 ハマダイコン Raphanus sativus f. raphanistroides
1023 真正双子葉類 アブラナ科 コイヌガラシ Rorippa cantoniensis
1024 真正双子葉類 アブラナ科 ミチバタガラシ Rorippa dubia
1025 真正双子葉類 アブラナ科 イヌガラシ Rorippa indica
1026 真正双子葉類 アブラナ科 スカシタゴボウ Rorippa palustris
1027 真正双子葉類 アブラナ科 シロガラシ Sinapis alba
1028 真正双子葉類 アブラナ科 ノハラガラシ Sinapis arvensis
1029 真正双子葉類 アブラナ科 ハタザオガラシ Sisymbrium altissimum
1030 真正双子葉類 アブラナ科 ホソエガラシ Sisymbrium irio
1031 真正双子葉類 アブラナ科 カキネガラシ Sisymbrium officinale
1032 真正双子葉類 アブラナ科 イヌカキネガラシ Sisymbrium orientale
1033 真正双子葉類 アブラナ科 グンバイナズナ Thlaspi arvense
1034 真正双子葉類 アブラナ科 ハタザオ Turritis glabra
1035 真正双子葉類 ビャクダン科 ヒノキバヤドリギ Korthalsella japonica
1036 真正双子葉類 ビャクダン科 カナビキソウ Thesium chinense
1037 真正双子葉類 オオバヤドリギ科 マツグミ Taxillus kaempferi var. kaempferi
1038 真正双子葉類 イソマツ科 ハマサジ Limonium tetragonum
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1039 真正双子葉類 タデ科 シャクチリソバ Fagopyrum dibotrys
1040 真正双子葉類 タデ科 ソバ Fagopyrum esculentum
1041 真正双子葉類 タデ科 ソバカズラ Fallopia convolvulus
1042 真正双子葉類 タデ科 イタドリ Fallopia japonica var. japonica
1043 真正双子葉類 タデ科 ツルドクダミ Fallopia multiflora
1044 真正双子葉類 タデ科 ヒメツルソバ Persicaria capitata
1045 真正双子葉類 タデ科 ミズヒキ Persicaria filiformis
1046 真正双子葉類 タデ科 サイコクヌカボ Persicaria foliosa var. nikaii
1047 真正双子葉類 タデ科 ナガバノウナギツカミ Persicaria hastatosagittata
1048 真正双子葉類 タデ科 ヤナギタデ Persicaria hydropiper
1049 真正双子葉類 タデ科 シロバナサクラタデ Persicaria japonica
1050 真正双子葉類 タデ科 サナエタデ Persicaria lapathifolia var. incana
1051 真正双子葉類 タデ科 オオイヌタデ Persicaria lapathifolia var. lapathifolia
1052 真正双子葉類 タデ科 イヌタデ Persicaria longiseta
1053 真正双子葉類 タデ科 サデクサ Persicaria maackiana
1054 真正双子葉類 タデ科 ハルタデ Persicaria maculosa subsp. hirticaulis
1055 真正双子葉類 タデ科 ヤノネグサ Persicaria muricata
1056 真正双子葉類 タデ科 シンミズヒキ Persicaria neofiliformis
1057 真正双子葉類 タデ科 タニソバ Persicaria nepalensis
1058 真正双子葉類 タデ科 サクラタデ Persicaria odorata subsp. conspicua
1059 真正双子葉類 タデ科 オオケタデ Persicaria orientalis
1060 真正双子葉類 タデ科 イシミカワ Persicaria perfoliata
1061 真正双子葉類 タデ科 ハナタデ Persicaria posumbu
1062 真正双子葉類 タデ科 ホソバノウナギツカミ Persicaria praetermissa
1063 真正双子葉類 タデ科 ボントクタデ Persicaria pubescens
1064 真正双子葉類 タデ科 ウナギツカミ Persicaria sagittata
1065 真正双子葉類 タデ科 ママコノシリヌグイ Persicaria senticosa
1066 真正双子葉類 タデ科 ミゾソバ Persicaria thunbergii
1067 真正双子葉類 タデ科 ニオイタデ Persicaria viscosa
1068 真正双子葉類 タデ科 ミチヤナギ Polygonum aviculare subsp. aviculare
1069 真正双子葉類 タデ科 ハイミチヤナギ Polygonum aviculare subsp. depressum
1070 真正双子葉類 タデ科 アキノミチヤナギ Polygonum polyneuron
1071 真正双子葉類 タデ科 ベニイタドリ Reynoutria japonica  f. elata
1072 真正双子葉類 タデ科 スイバ Rumex acetosa
1073 真正双子葉類 タデ科 ヒメスイバ Rumex acetosella subsp. pyrenaicus
1074 真正双子葉類 タデ科 アレチギシギシ Rumex conglomeratus
1075 真正双子葉類 タデ科 ナガバギシギシ Rumex crispus
1076 真正双子葉類 タデ科 コギシギシ Rumex dentatus subsp. klotzschianus
1077 真正双子葉類 タデ科 ギシギシ Rumex japonicus
1078 真正双子葉類 タデ科 エゾノギシギシ Rumex obtusifolius
1079 真正双子葉類 モウセンゴケ科 イシモチソウ Drosera peltata var. nipponica
1080 真正双子葉類 モウセンゴケ科 モウセンゴケ Drosera rotundifolia
1081 真正双子葉類 モウセンゴケ科 コモウセンゴケ Drosera spatulata
1082 真正双子葉類 ナデシコ科 ノミノツヅリ Arenaria serpyllifolia var. serpyllifolia

1083 真正双子葉類 ナデシコ科 ミミナグサ
Cerastium fontanum subsp. vulgare var.
angustifolium

1084 真正双子葉類 ナデシコ科 オランダミミナグサ Cerastium glomeratum
1085 真正双子葉類 ナデシコ科 ノハラナデシコ Dianthus armeria
1086 真正双子葉類 ナデシコ科 ハマナデシコ Dianthus japonicus
1087 真正双子葉類 ナデシコ科 カワラナデシコ Dianthus superbus var. longicalycinus
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1088 真正双子葉類 ナデシコ科 ムシトリマンテマ Ebraxis antirrhina
1089 真正双子葉類 ナデシコ科 ドウカンソウ Gypsophila vaccaria
1090 真正双子葉類 ナデシコ科 イヌコモチナデシコ Petrorhagia dubia
1091 真正双子葉類 ナデシコ科 ミチバタナデシコ Petrorhagia nanteulii
1092 真正双子葉類 ナデシコ科 ヨツバハコベ Polycarpon tetraphyllum
1093 真正双子葉類 ナデシコ科 イトツメクサ Sagina apetala
1094 真正双子葉類 ナデシコ科 キヌイトツメクサ Sagina decumbens
1095 真正双子葉類 ナデシコ科 ツメクサ Sagina japonica
1096 真正双子葉類 ナデシコ科 ハマツメクサ Sagina maxima
1097 真正双子葉類 ナデシコ科 アライトツメクサ Sagina procumbens
1098 真正双子葉類 ナデシコ科 サボンソウ Saponaria officinalis
1099 真正双子葉類 ナデシコ科 ムシトリナデシコ Silene armeria
1100 真正双子葉類 ナデシコ科 オオシラタマソウ Silene conoidea
1101 真正双子葉類 ナデシコ科 スイセンノウ Silene coronaria
1102 真正双子葉類 ナデシコ科 マンテマモドキ Silene dichotoma
1103 真正双子葉類 ナデシコ科 マンテマ Silene gallica
1104 真正双子葉類 ナデシコ科 シロバナマンテマ Silene gallica var. gallica
1105 真正双子葉類 ナデシコ科 イタリーマンテマ Silene gallica var. giraldii
1106 真正双子葉類 ナデシコ科 ノハラツメクサ Spergula arvensis var. arvensis
1107 真正双子葉類 ナデシコ科 オオツメクサ Spergula arvensis var. sativa
1108 真正双子葉類 ナデシコ科 ウシオハナツメクサ Spergularia bacconi
1109 真正双子葉類 ナデシコ科 ウスベニツメクサ Spergularia rubra
1110 真正双子葉類 ナデシコ科 ウシハコベ Stellaria aquatica
1111 真正双子葉類 ナデシコ科 コハコベ Stellaria media
1112 真正双子葉類 ナデシコ科 ミドリハコベ Stellaria neglecta
1113 真正双子葉類 ナデシコ科 イヌコハコベ Stellaria pallida
1114 真正双子葉類 ナデシコ科 ノミノフスマ Stellaria uliginosa var. undulata
1115 真正双子葉類 ヒユ科 イノコヅチ Achyranthes bidentata
1116 真正双子葉類 ヒユ科 ヒナタイノコヅチ Achyranthes bidentata var. tomentosa
1117 真正双子葉類 ヒユ科 ホソバツルノゲイトウ Alternanthera denticulata
1118 真正双子葉類 ヒユ科 ツルノゲイトウ Alternanthera sessilis
1119 真正双子葉類 ヒユ科 ヒメシロビユ Amaranthus albus
1120 真正双子葉類 ヒユ科 イヌビユ Amaranthus blitum
1121 真正双子葉類 ヒユ科 ハイビユ Amaranthus deflexus
1122 真正双子葉類 ヒユ科 ホソアオゲイトウ Amaranthus hybridus
1123 真正双子葉類 ヒユ科 オオホナガアオゲイトウ Amaranthus palmeri
1124 真正双子葉類 ヒユ科 ホナガアオゲイトウ Amaranthus powellii
1125 真正双子葉類 ヒユ科 アオゲイトウ Amaranthus retroflexus
1126 真正双子葉類 ヒユ科 ハリビユ Amaranthus spinosus
1127 真正双子葉類 ヒユ科 ホナガイヌビユ Amaranthus viridis
1128 真正双子葉類 ヒユ科 ホソバハマアカザ Atriplex patens
1129 真正双子葉類 ヒユ科 ホコガタアカザ Atriplex prostrata
1130 真正双子葉類 ヒユ科 ノゲイトウ Celosia argentea
1131 真正双子葉類 ヒユ科 ミナトアカザ Chenopodiastrum murale
1132 真正双子葉類 ヒユ科 カワラアカザ Chenopodium acuminatum var. vachelii
1133 真正双子葉類 ヒユ科 シロザ Chenopodium album
1134 真正双子葉類 ヒユ科 アカザ Chenopodium album var. centrorubrum
1135 真正双子葉類 ヒユ科 コアカザ Chenopodium ficifolium
1136 真正双子葉類 ヒユ科 アリタソウ Dysphania ambrosioides
1137 真正双子葉類 ヒユ科 アメリカアリタソウ Dysphania anthelmintica
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1138 真正双子葉類 ヒユ科 ゴウシュウアリタソウ Dysphania pumilio
1139 真正双子葉類 ヒユ科 ハマデラソウ Froelichia gracilis
1140 真正双子葉類 ヒユ科 ウラジロアカザ Oxybasis glauca
1141 真正双子葉類 ヒユ科 オカヒジキ Salsola komarovii
1142 真正双子葉類 ハマミズナ科 ツルナ Tetragonia tetragonoides
1143 真正双子葉類 ヤマゴボウ科 ヤマゴボウ Phytolacca acinosa
1144 真正双子葉類 ヤマゴボウ科 ヨウシュヤマゴボウ Phytolacca americana
1145 真正双子葉類 オシロイバナ科 ナハカノコソウ Boerhavia glabrata
1146 真正双子葉類 オシロイバナ科 オシロイバナ Mirabilis jalapa
1147 真正双子葉類 ザクロソウ科 クルマバザクロソウ Mollugo verticillata
1148 真正双子葉類 ザクロソウ科 ザクロソウ Trigastotheca stricta
1149 真正双子葉類 ハゼラン科 ハゼラン Talinum paniculatum
1150 真正双子葉類 スベリヒユ科 マツバボタン Portulaca grandiflora
1151 真正双子葉類 スベリヒユ科 スベリヒユ Portulaca oleracea
1152 真正双子葉類 スベリヒユ科 ヒメマツバボタン Portulaca pilosa
1153 真正双子葉類 サボテン科 ウチワサボテン Opuntia sp.
1154 真正双子葉類 アジサイ科 ウツギ Deutzia crenata var. crenata
1155 真正双子葉類 アジサイ科 マルバウツギ Deutzia scabra
1156 真正双子葉類 アジサイ科 ノリウツギ Heteromalla paniculata
1157 真正双子葉類 アジサイ科 イワガラミ Schizophragma hydrangeoides
1158 真正双子葉類 ミズキ科 ミズキ Cornus controversa
1159 真正双子葉類 ミズキ科 クマノミズキ Cornus macrophylla
1160 真正双子葉類 ツリフネソウ科 ホウセンカ Impatiens balsamina
1161 真正双子葉類 ツリフネソウ科 ツリフネソウ Impatiens textorii
1162 真正双子葉類 サカキ科 サカキ Cleyera japonica
1163 真正双子葉類 サカキ科 ハマヒサカキ Eurya emarginata
1164 真正双子葉類 サカキ科 ヒサカキ Eurya japonica
1165 真正双子葉類 サカキ科 モッコク Ternstroemia gymnanthera
1166 真正双子葉類 カキノキ科 カキノキ Diospyros kaki
1167 真正双子葉類 カキノキ科 マメガキ Diospyros lotus
1168 真正双子葉類 サクラソウ科 アカバナルリハコベ Anagallis arvensis f. arvensis
1169 真正双子葉類 サクラソウ科 マンリョウ Ardisia crenata
1170 真正双子葉類 サクラソウ科 カラタチバナ Ardisia crispa var. crispa
1171 真正双子葉類 サクラソウ科 ヤブコウジ Ardisia japonica var. japonica
1172 真正双子葉類 サクラソウ科 オカトラノオ Lysimachia clethroides
1173 真正双子葉類 サクラソウ科 ヌマトラノオ Lysimachia fortunei
1174 真正双子葉類 サクラソウ科 コナスビ Lysimachia japonica var. japonica
1175 真正双子葉類 サクラソウ科 ハマボッス Lysimachia mauritiana var. mauritiana
1176 真正双子葉類 サクラソウ科 クサレダマ Lysimachia vulgaris subsp. davurica
1177 真正双子葉類 サクラソウ科 イズセンリョウ Maesa japonica
1178 真正双子葉類 サクラソウ科 タイミンタチバナ Myrsine seguinii
1179 真正双子葉類 ツバキ科 ヤブツバキ Camellia japonica
1180 真正双子葉類 ツバキ科 サザンカ Camellia sasanqua
1181 真正双子葉類 ツバキ科 チャノキ Camellia sinensis
1182 真正双子葉類 ハイノキ科 ミミズバイ Symplocos glauca
1183 真正双子葉類 ハイノキ科 クロミノニシゴリ Symplocos paniculata
1184 真正双子葉類 ハイノキ科 クロバイ Symplocos prunifolia var. prunifolia
1185 真正双子葉類 ハイノキ科 サワフタギ Symplocos sawafutagi
1186 真正双子葉類 エゴノキ科 エゴノキ Styrax japonicus
1187 真正双子葉類 マタタビ科 キウイ Actinidia chinensis var. deliciosa
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1188 真正双子葉類 リョウブ科 リョウブ Clethra barbinervis
1189 真正双子葉類 ツツジ科 シャクジョウソウ Hypopithys monotropa
1190 真正双子葉類 ツツジ科 ネジキ Lyonia ovalifolia var. elliptica
1191 真正双子葉類 ツツジ科 アセビ Pieris japonica subsp. japonica var. japonica
1192 真正双子葉類 ツツジ科 イチヤクソウ Pyrola japonica var. japonica
1193 真正双子葉類 ツツジ科 ヤマツツジ Rhododendron kaempferi var. kaempferi
1194 真正双子葉類 ツツジ科 モチツツジ Rhododendron macrosepalum
1195 真正双子葉類 ツツジ科 コバノミツバツツジ Rhododendron reticulatum
1196 真正双子葉類 ツツジ科 ミヤコツツジ Rhododendron  × tectum
1197 真正双子葉類 ツツジ科 シャシャンボ Vaccinium bracteatum
1198 真正双子葉類 ツツジ科 コウスノキ Vaccinium hirtum var. hirtum
1199 真正双子葉類 ツツジ科 ウスノキ Vaccinium hirtum var. pubescens
1200 真正双子葉類 ツツジ科 ケアクシバ Vaccinium japonicum var. ciliare
1201 真正双子葉類 ツツジ科 アクシバ Vaccinium japonicum var. japonicum
1202 真正双子葉類 ツツジ科 ナツハゼ Vaccinium oldhamii
1203 真正双子葉類 ツツジ科 スノキ Vaccinium smallii
1204 真正双子葉類 ツツジ科 カンサイスノキ Vaccinium smallii var. versicolor
1205 真正双子葉類 アオキ科 アオキ Aucuba japonica var. japonica
1206 真正双子葉類 アカネ科 アリドオシ Damnacanthus indicus var. indicus
1207 真正双子葉類 アカネ科 ホソバオオアリドオシ Damnacanthus indicus var. lancifolius

1208 真正双子葉類 アカネ科 コバンバジュズネノキ
Damnacanthus indicus var. lancifolius f.
oblongus

1209 真正双子葉類 アカネ科 オオアリドオシ Damnacanthus indicus var. major
1210 真正双子葉類 アカネ科 ジュズネノキ Damnacanthus macrophyllus
1211 真正双子葉類 アカネ科 コバノニセジュズネノキ Damnacanthus minutispinus
1212 真正双子葉類 アカネ科 メリケンムグラ Diodia virginiana
1213 真正双子葉類 アカネ科 シラホシムグラ Galium aparine
1214 真正双子葉類 アカネ科 ヒメヨツバムグラ Galium gracilens
1215 真正双子葉類 アカネ科 キクムグラ Galium kikumugura
1216 真正双子葉類 アカネ科 ヤマムグラ Galium pogonanthum
1217 真正双子葉類 アカネ科 ヤエムグラ Galium spurium var. echinospermon
1218 真正双子葉類 アカネ科 ヨツバムグラ Galium trachyspermum var. trachyspermum
1219 真正双子葉類 アカネ科 キバナカワラマツバ Galium verum subsp. asiaticum

1220 真正双子葉類 アカネ科 カワラマツバ
Galium verum subsp. asiaticum var.
asiaticum f. lacteum

1221 真正双子葉類 アカネ科 クチナシ Gardenia jasminoides var. jasminoides
1222 真正双子葉類 アカネ科 オオフタバムグラ Hexasepalum teres
1223 真正双子葉類 アカネ科 ツルアリドオシ Mitchella undulata
1224 真正双子葉類 アカネ科 ハシカグサ Neanotis hirsuta var. hirsuta
1225 真正双子葉類 アカネ科 フタバムグラ Oldenlandia brachypoda
1226 真正双子葉類 アカネ科 タマザキフタバムグラ Oldenlandia corymbosa
1227 真正双子葉類 アカネ科 ヘクソカズラ Paederia foetida
1228 真正双子葉類 アカネ科 アカネ Rubia argyi
1229 真正双子葉類 アカネ科 ハナヤエムグラ Sherardia arvensis
1230 真正双子葉類 アカネ科 カギカズラ Uncaria rhynchophylla
1231 真正双子葉類 リンドウ科 ベニバナセンブリ Centaurium erythraea
1232 真正双子葉類 リンドウ科 ハナハマセンブリ Centaurium tenuiflorum
1233 真正双子葉類 リンドウ科 リンドウ Gentiana scabra var. buergeri
1234 真正双子葉類 リンドウ科 アケボノソウ Swertia bimaculata
1235 真正双子葉類 リンドウ科 センブリ Swertia japonica var. japonica
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1236 真正双子葉類 リンドウ科 イヌセンブリ Swertia tosaensis
1237 真正双子葉類 リンドウ科 ツルリンドウ Tripterospermum japonicum var. japonicum
1238 真正双子葉類 キョウチクトウ科 ガガイモ Metaplexis japonica
1239 真正双子葉類 キョウチクトウ科 キョウチクトウ Nerium oleander var. indicum
1240 真正双子葉類 キョウチクトウ科 テイカカズラ Trachelospermum asiaticum

1241 真正双子葉類 キョウチクトウ科 ケテイカカズラ
Trachelospermum jasminoides var.
pubescens

1242 真正双子葉類 キョウチクトウ科 ツルニチニチソウ Vinca major
1243 真正双子葉類 キョウチクトウ科 コカモメヅル Vincetoxicum floribundum
1244 真正双子葉類 キョウチクトウ科 タチカモメヅル Vincetoxicum glabrum
1245 真正双子葉類 キョウチクトウ科 スズサイコ Vincetoxicum pycnostelma
1246 真正双子葉類 ムラサキ科 ワルタビラコ Amsinckia lycopsoides
1247 真正双子葉類 ムラサキ科 ハナイバナ Bothriospermum zeylanicum
1248 真正双子葉類 ムラサキ科 チシャノキ Ehretia acuminata
1249 真正双子葉類 ムラサキ科 アレチムラサキ Heliotropium curassavicum
1250 真正双子葉類 ムラサキ科 ハマワスレナグサ Myosotis discolor
1251 真正双子葉類 ムラサキ科 エゾムラサキ Myosotis sylvatica
1252 真正双子葉類 ムラサキ科 コンフリー Symphytum  × uplandicum
1253 真正双子葉類 ムラサキ科 ミズタビラコ Trigonotis brevipes var. brevipes
1254 真正双子葉類 ムラサキ科 キュウリグサ Trigonotis peduncularis
1255 真正双子葉類 ヒルガオ科 コヒルガオ Calystegia hederacea
1256 真正双子葉類 ヒルガオ科 ヒルガオ Calystegia pubescens f. major
1257 真正双子葉類 ヒルガオ科 ハマヒルガオ Calystegia soldanella
1258 真正双子葉類 ヒルガオ科 セイヨウヒルガオ Convolvulus arvensis
1259 真正双子葉類 ヒルガオ科 アメリカネナシカズラ Cuscuta campestris
1260 真正双子葉類 ヒルガオ科 ハマネナシカズラ Cuscuta chinensis
1261 真正双子葉類 ヒルガオ科 ネナシカズラ Cuscuta japonica
1262 真正双子葉類 ヒルガオ科 アオイゴケ Dichondra micrantha
1263 真正双子葉類 ヒルガオ科 マルバルコウ Ipomoea coccinea
1264 真正双子葉類 ヒルガオ科 アメリカアサガオ Ipomoea hederacea
1265 真正双子葉類 ヒルガオ科 マルバアメリカアサガオ Ipomoea hederacea var. integriuscula
1266 真正双子葉類 ヒルガオ科 ノアサガオ Ipomoea indica
1267 真正双子葉類 ヒルガオ科 マメアサガオ Ipomoea lacunosa
1268 真正双子葉類 ヒルガオ科 アサガオ Ipomoea nil
1269 真正双子葉類 ヒルガオ科 マルバアサガオ Ipomoea purpurea
1270 真正双子葉類 ヒルガオ科 ルコウソウ Ipomoea quamoclit
1271 真正双子葉類 ヒルガオ科 ホシアサガオ Ipomoea triloba
1272 真正双子葉類 ヒルガオ科 ツタノハヒルガオ Merremia hederacea
1273 真正双子葉類 ナス科 チョウセンアサガオ Datura metel
1274 真正双子葉類 ナス科 ヨウシュチョウセンアサガオ Datura stramonium
1275 真正双子葉類 ナス科 ケチョウセンアサガオ Datura wrightii
1276 真正双子葉類 ナス科 クコ Lycium chinense
1277 真正双子葉類 ナス科 キダチタバコ Nicotiana glauca
1278 真正双子葉類 ナス科 ナガエノセンナリホオズキ Physalis acutifolia
1279 真正双子葉類 ナス科 ホオズキ Physalis alkekengi var. franchetii
1280 真正双子葉類 ナス科 ヒロハフウリンホオズキ Physalis angulata var. angulata
1281 真正双子葉類 ナス科 テリミノイヌホオズキ Solanum americanum
1282 真正双子葉類 ナス科 ワルナスビ Solanum carolinense
1283 真正双子葉類 ナス科 リュウキュウヤナギ Solanum glaucophyllum
1284 真正双子葉類 ナス科 ツルハナナス Solanum jasminoides
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1285 真正双子葉類 ナス科 トマト Solanum lycopersicum
1286 真正双子葉類 ナス科 ヒヨドリジョウゴ Solanum lyratum
1287 真正双子葉類 ナス科 オオイヌホオズキ Solanum nigrescens
1288 真正双子葉類 ナス科 イヌホオズキ Solanum nigrum
1289 真正双子葉類 ナス科 タマサンゴ Solanum pseudocapsicum
1290 真正双子葉類 ナス科 アメリカイヌホオズキ Solanum ptychanthum
1291 真正双子葉類 ナス科 ハダカホオズキ Tubocapsicum anomalum var. anomalum
1292 真正双子葉類 モクセイ科 アオダモ Fraxinus lanuginosa f. serrata
1293 真正双子葉類 モクセイ科 マルバアオダモ Fraxinus sieboldiana
1294 真正双子葉類 モクセイ科 ネズミモチ Ligustrum japonicum
1295 真正双子葉類 モクセイ科 トウネズミモチ Ligustrum lucidum
1296 真正双子葉類 モクセイ科 イボタノキ Ligustrum obtusifolium subsp. obtusifolium
1297 真正双子葉類 モクセイ科 ヒイラギ Osmanthus heterophyllus
1298 真正双子葉類 オオバコ科 ウキアゼナ Bacopa rotundifolia
1299 真正双子葉類 オオバコ科 アワゴケ Callitriche japonica
1300 真正双子葉類 オオバコ科 ミズハコベ Callitriche palustris
1301 真正双子葉類 オオバコ科 ツタバウンラン Cymbalaria muralis
1302 真正双子葉類 オオバコ科 サワトウガラシ Deinostema violaceum
1303 真正双子葉類 オオバコ科 アブノメ Dopatrium junceum
1304 真正双子葉類 オオバコ科 キクモ Limnophila sessiliflora
1305 真正双子葉類 オオバコ科 ムラサキウンラン Linaria bipartita
1306 真正双子葉類 オオバコ科 ウンラン Linaria japonica
1307 真正双子葉類 オオバコ科 マツバウンラン Nuttallanthus canadensis
1308 真正双子葉類 オオバコ科 オオバコ Plantago asiatica var. asiatica
1309 真正双子葉類 オオバコ科 ニチナンオオバコ Plantago heterophylla
1310 真正双子葉類 オオバコ科 ヘラオオバコ Plantago lanceolata
1311 真正双子葉類 オオバコ科 ツボミオオバコ Plantago virginica
1312 真正双子葉類 オオバコ科 ハナチョウジ Russelia equisetiformis
1313 真正双子葉類 オオバコ科 オオカワヂシャ Veronica anagallis-aquatica
1314 真正双子葉類 オオバコ科 タチイヌノフグリ Veronica arvensis
1315 真正双子葉類 オオバコ科 フラサバソウ Veronica hederifolia
1316 真正双子葉類 オオバコ科 ムシクサ Veronica peregrina
1317 真正双子葉類 オオバコ科 オオイヌノフグリ Veronica persica
1318 真正双子葉類 オオバコ科 イヌノフグリ Veronica polita
1319 真正双子葉類 オオバコ科 カワヂシャ Veronica undulata
1320 真正双子葉類 ゴマノハグサ科 フサフジウツギ Buddleja davidii
1321 真正双子葉類 ゴマノハグサ科 トウフジウツギ Buddleja lindleyana
1322 真正双子葉類 ゴマノハグサ科 モウズイカ Verbascum blattaria
1323 真正双子葉類 ゴマノハグサ科 ビロードモウズイカ Verbascum thapsus
1324 真正双子葉類 アゼナ科 スズメノトウガラシ Bonnaya antipoda
1325 真正双子葉類 アゼナ科 エダウチスズメノトウガラシ Lindernia antipoda var. grandiflora
1326 真正双子葉類 アゼナ科 ヒロハスズメノトウガラシ Lindernia antipoda var. verbenifolia
1327 真正双子葉類 アゼナ科 アメリカアゼナ Lindernia dubia
1328 真正双子葉類 アゼナ科 タケトアゼナ Lindernia dubia subsp. dubia
1329 真正双子葉類 アゼナ科 アゼナ Lindernia procumbens
1330 真正双子葉類 アゼナ科 ウリクサ Torenia crustacea
1331 真正双子葉類 アゼナ科 アゼトウガラシ Vandellia micrantha
1332 真正双子葉類 キツネノマゴ科 オギノツメ Hygrophila ringens
1333 真正双子葉類 キツネノマゴ科 キツネノマゴ Justicia procumbens var. procumbens
1334 真正双子葉類 キツネノマゴ科 ヤナギバルイラソウ Ruellia simplex
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1335 真正双子葉類 タヌキモ科 ノタヌキモ Utricularia aurea
1336 真正双子葉類 タヌキモ科 イヌタヌキモ Utricularia australis
1337 真正双子葉類 タヌキモ科 ホザキノミミカキグサ Utricularia caerulea
1338 真正双子葉類 クマツヅラ科 ヒメビジョザクラ Glandularia tenera
1339 真正双子葉類 クマツヅラ科 シチヘンゲ Lantana camara
1340 真正双子葉類 クマツヅラ科 ヤナギハナガサ Verbena bonariensis
1341 真正双子葉類 クマツヅラ科 アレチハナガサ Verbena brasiliensis
1342 真正双子葉類 クマツヅラ科 ハマクマツヅラ Verbena litoralis
1343 真正双子葉類 シソ科 クマツヅラ Verbena officinalis
1344 真正双子葉類 クマツヅラ科 シュッコンバーベナ Verbena rigida
1345 真正双子葉類 クマツヅラ科 ダキバアレチハナガサ Verbena  × incompta
1346 真正双子葉類 シソ科 キランソウ Ajuga decumbens
1347 真正双子葉類 シソ科 セイヨウジュウニヒトエ Ajuga reptans
1348 真正双子葉類 シソ科 ムラサキシキブ Callicarpa japonica var. japonica
1349 真正双子葉類 シソ科 ヤブムラサキ Callicarpa mollis
1350 真正双子葉類 シソ科 ボタンクサギ Clerodendrum bungei

1351 真正双子葉類 シソ科 クサギ
Clerodendrum trichotomum var.
trichotomum

1352 真正双子葉類 シソ科 クルマバナ Clinopodium coreanum subsp. coreanum
1353 真正双子葉類 シソ科 トウバナ Clinopodium gracile
1354 真正双子葉類 シソ科 イヌトウバナ Clinopodium micranthum var. micranthum
1355 真正双子葉類 シソ科 カキドオシ Glechoma hederacea subsp. grandis
1356 真正双子葉類 シソ科 ヤマハッカ Isodon inflexus
1357 真正双子葉類 シソ科 アキチョウジ Isodon longitubus
1358 真正双子葉類 シソ科 シロバナホトケノザ Lamium amplexicaule f. albiflorum
1359 真正双子葉類 シソ科 ホトケノザ Lamium amplexicaule
1360 真正双子葉類 シソ科 ヒメオドリコソウ Lamium purpureum
1361 真正双子葉類 シソ科 メハジキ Leonurus japonicus
1362 真正双子葉類 シソ科 コシロネ Lycopus cavaleriei
1363 真正双子葉類 シソ科 シロネ Lycopus lucidus
1364 真正双子葉類 シソ科 ハッカ Mentha canadensis
1365 真正双子葉類 シソ科 コショウハッカ Mentha piperita
1366 真正双子葉類 シソ科 オランダハッカ Mentha spicata 'Crispa'
1367 真正双子葉類 シソ科 マルバハッカ Mentha suaveolens
1368 真正双子葉類 シソ科 アメリカハッカ Mentha  × gentilis
1369 真正双子葉類 シソ科 ヒメジソ Mosla dianthera
1370 真正双子葉類 シソ科 イヌコウジュ Mosla scabra
1371 真正双子葉類 シソ科 レモンエゴマ Perilla citriodora
1372 真正双子葉類 シソ科 シソ Perilla frutescens var. crispa
1373 真正双子葉類 シソ科 アオジソ Perilla frutescens var. crispa f. viridis
1374 真正双子葉類 シソ科 ハナトラノオ Physostegia virginiana
1375 真正双子葉類 シソ科 ミズトラノオ Pogostemon yatabeanus
1376 真正双子葉類 シソ科 ウツボグサ Prunella vulgaris subsp. asiatica var. lilacina
1377 真正双子葉類 シソ科 アキノタムラソウ Salvia japonica
1378 真正双子葉類 シソ科 オカタツナミソウ Scutellaria brachyspica
1379 真正双子葉類 シソ科 タツナミソウ Scutellaria indica var. indica
1380 真正双子葉類 シソ科 コバノタツナミ Scutellaria indica var. parvifolia
1381 真正双子葉類 シソ科 イガタツナミ Scutellaria laeteviolacea var. kurokawae
1382 真正双子葉類 シソ科 ホナガタツナミソウ Scutellaria laeteviolacea var. maekawae
1383 真正双子葉類 シソ科 ナミキソウ Scutellaria strigillosa
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1384 真正双子葉類 シソ科 ヤブチョロギ Stachys arvensis
1385 真正双子葉類 シソ科 ニガクサ Teucrium japonicum
1386 真正双子葉類 シソ科 ツルニガクサ Teucrium viscidum var. miquelianum
1387 真正双子葉類 シソ科 ハマゴウ Vitex rotundifolia
1388 真正双子葉類 サギゴケ科 サギゴケ Mazus miquelii
1389 真正双子葉類 サギゴケ科 トキワハゼ Mazus pumilus
1390 真正双子葉類 ハエドクソウ科 ハエドクソウ Phryma esquirolii
1391 真正双子葉類 キリ科 キリ Paulownia tomentosa
1392 真正双子葉類 ハマウツボ科 ナンバンギセル Aeginetia indica
1393 真正双子葉類 ハマウツボ科 セイヨウヒキヨモギ Bellardia viscosa
1394 真正双子葉類 ハマウツボ科 ゴマクサ Centranthera cochinchinensis var. lutea
1395 真正双子葉類 ハマウツボ科 ママコナ Melampyrum roseum var. japonicum
1396 真正双子葉類 ハマウツボ科 クチナシグサ Monochasma sheareri
1397 真正双子葉類 ハマウツボ科 ハマウツボ Orobanche coerulescens
1398 真正双子葉類 ハマウツボ科 ヤセウツボ Orobanche minor
1399 真正双子葉類 ハマウツボ科 コシオガマ Phtheirospermum japonicum
1400 真正双子葉類 ハマウツボ科 ヒキヨモギ Siphonostegia chinensis
1401 真正双子葉類 ハマウツボ科 オオヒキヨモギ Siphonostegia laeta

1402 真正双子葉類 ハナイカダ科 ハナイカダ
Helwingia japonica subsp. japonica var.
japonica

1403 真正双子葉類 モチノキ科 ナナミノキ Ilex chinensis
1404 真正双子葉類 モチノキ科 イヌツゲ Ilex crenata var. crenata
1405 真正双子葉類 モチノキ科 モチノキ Ilex integra
1406 真正双子葉類 モチノキ科 タラヨウ Ilex latifolia
1407 真正双子葉類 モチノキ科 アオハダ Ilex macropoda
1408 真正双子葉類 モチノキ科 タマミズキ Ilex micrococca
1409 真正双子葉類 モチノキ科 ソヨゴ Ilex pedunculosa
1410 真正双子葉類 モチノキ科 クロガネモチ Ilex rotunda
1411 真正双子葉類 モチノキ科 ウメモドキ Ilex serrata
1412 真正双子葉類 キキョウ科 ツリガネニンジン Adenophora triphylla var. japonica
1413 真正双子葉類 キキョウ科 ホタルブクロ Campanula punctata var. punctata
1414 真正双子葉類 キキョウ科 ツルニンジン Codonopsis lanceolata
1415 真正双子葉類 キキョウ科 ミゾカクシ Lobelia chinensis
1416 真正双子葉類 キキョウ科 タニギキョウ Peracarpa carnosa
1417 真正双子葉類 キキョウ科 キキョウ Platycodon grandiflorus
1418 真正双子葉類 キキョウ科 ヒナキキョウソウ Triodanis biflora
1419 真正双子葉類 キキョウ科 キキョウソウ Triodanis perfoliata
1420 真正双子葉類 キキョウ科 ヒナギキョウ Wahlenbergia marginata
1421 真正双子葉類 ミツガシワ科 ガガブタ Nymphoides indica
1422 真正双子葉類 ミツガシワ科 アサザ Nymphoides peltata
1423 真正双子葉類 キク科 セイヨウノコギリソウ Achillea millefolium
1424 真正双子葉類 キク科 キッコウハグマ Ainsliaea apiculata
1425 真正双子葉類 キク科 ブタクサ Ambrosia artemisiifolia
1426 真正双子葉類 キク科 オオブタクサ Ambrosia trifida
1427 真正双子葉類 キク科 カミツレモドキ Anthemis cotula
1428 真正双子葉類 キク科 ワタゲツルハナグルマ Arctotheca prostrata
1429 真正双子葉類 キク科 クソニンジン Artemisia annua
1430 真正双子葉類 キク科 カワラヨモギ Artemisia capillaris
1431 真正双子葉類 キク科 ヨモギ Artemisia indica var. maximowiczii
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1432 真正双子葉類 キク科 オトコヨモギ
Artemisia japonica subsp. japonica var.
japonica

1433 真正双子葉類 キク科 ユウガギク Aster iinumae
1434 真正双子葉類 キク科 ケシロヨメナ Aster leiophyllus var. intermedius
1435 真正双子葉類 キク科 シロヨメナ Aster leiophyllus var. leiophyllus
1436 真正双子葉類 キク科 ノコンギク Aster microcephalus var. ovatus
1437 真正双子葉類 キク科 シラヤマギク Aster scaber
1438 真正双子葉類 キク科 イナカギク Aster semiamplexicaulis
1439 真正双子葉類 キク科 ヨメナ Aster yomena
1440 真正双子葉類 キク科 オケラ Atractylodes ovata
1441 真正双子葉類 キク科 キンバイタウコギ Bidens aurea
1442 真正双子葉類 キク科 コバノセンダングサ Bidens bipinnata
1443 真正双子葉類 キク科 センダングサ Bidens biternata
1444 真正双子葉類 キク科 アメリカセンダングサ Bidens frondosa
1445 真正双子葉類 キク科 コシロノセンダングサ Bidens pilosa var. minor
1446 真正双子葉類 キク科 コセンダングサ Bidens pilosa var. pilosa
1447 真正双子葉類 キク科 タウコギ Bidens tripartita
1448 真正双子葉類 キク科 ヒレアザミ Carduus crispus
1449 真正双子葉類 キク科 ヒメヒレアザミ Carduus pycnocephalus
1450 真正双子葉類 キク科 ヤブタバコ Carpesium abrotanoides
1451 真正双子葉類 キク科 コヤブタバコ Carpesium cernuum
1452 真正双子葉類 キク科 ホソバガンクビソウ Carpesium divaricatum var. abrotanoides
1453 真正双子葉類 キク科 ガンクビソウ Carpesium divaricatum var. divaricatum
1454 真正双子葉類 キク科 サジガンクビソウ Carpesium glossophyllum
1455 真正双子葉類 キク科 トキンソウ Centipeda minima
1456 真正双子葉類 キク科 リュウノウギク Chrysanthemum makinoi
1457 真正双子葉類 キク科 キクタニギク Chrysanthemum seticuspe f. boreale
1458 真正双子葉類 キク科 ノアザミ Cirsium japonicum var. japonicum
1459 真正双子葉類 キク科 キセルアザミ Cirsium sieboldii
1460 真正双子葉類 キク科 アメリカオニアザミ Cirsium vulgare
1461 真正双子葉類 キク科 ヨシノアザミ Cirsium yoshinoi
1462 真正双子葉類 キク科 オオキンケイギク Coreopsis lanceolata
1463 真正双子葉類 キク科 ハルシャギク Coreopsis tinctoria
1464 真正双子葉類 キク科 キバナコスモス Cosmos sulphureus
1465 真正双子葉類 キク科 マメカミツレ Cotula australis
1466 真正双子葉類 キク科 イガトキンソウ Soliva anthemifolia
1467 真正双子葉類 キク科 ベニバナボロギク Crassocephalum crepidioides
1468 真正双子葉類 キク科 ヤクシソウ Crepidiastrum denticulatum
1469 真正双子葉類 キク科 ヤネタビラコ Crepis tectorum
1470 真正双子葉類 キク科 ヤグルマギク Cyanus segetum
1471 真正双子葉類 キク科 アメリカタカサブロウ Eclipta alba
1472 真正双子葉類 キク科 タカサブロウ Eclipta thermalis
1473 真正双子葉類 キク科 ダンドボロギク Erechtites hieraciifolius var. hieraciifolius
1474 真正双子葉類 キク科 ヒメジョオン Erigeron annuus
1475 真正双子葉類 キク科 アレチノギク Erigeron bonariensis
1476 真正双子葉類 キク科 ヒメムカシヨモギ Erigeron canadensis
1477 真正双子葉類 キク科 ペラペラヨメナ Erigeron karvinskianus
1478 真正双子葉類 キク科 ハルジオン Erigeron philadelphicus
1479 真正双子葉類 キク科 ヤナギバヒメジョオン Erigeron pseudoannuus
1480 真正双子葉類 キク科 ヘラバヒメジョオン Erigeron strigosus
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1481 真正双子葉類 キク科 オオアレチノギク Erigeron sumatrensis
1482 真正双子葉類 キク科 サケバヒヨドリ Eupatorium laciniatum
1483 真正双子葉類 キク科 サワヒヨドリ Eupatorium lindleyanum var. lindleyanum
1484 真正双子葉類 キク科 ヒヨドリバナ Eupatorium makinoi
1485 真正双子葉類 キク科 オオヒヨドリバナ Eupatorium makinoi var. oppositifolium
1486 真正双子葉類 キク科 キヌゲチチコグサ Facelis retusa
1487 真正双子葉類 キク科 ツワブキ Farfugium japonicum var. japonicum
1488 真正双子葉類 キク科 コゴメギク Galinsoga parviflora
1489 真正双子葉類 キク科 ハキダメギク Galinsoga quadriradiata
1490 真正双子葉類 キク科 タチチチコグサ Gamochaeta claviceps
1491 真正双子葉類 キク科 ウラジロチチコグサ Gamochaeta coarctata
1492 真正双子葉類 キク科 チチコグサモドキ Gamochaeta pensylvanica
1493 真正双子葉類 キク科 ウスベニチチコグサ Gamochaeta purpurea
1494 真正双子葉類 キク科 チチコグサ Gnaphalium japonicum
1495 真正双子葉類 キク科 シロタエヒマワリ Helianthus argophyllus
1496 真正双子葉類 キク科 イヌキクイモ Helianthus strumosus
1497 真正双子葉類 キク科 キクイモ Helianthus tuberosus
1498 真正双子葉類 キク科 キツネアザミ Hemisteptia lyrata
1499 真正双子葉類 キク科 スイラン Hololeion krameri
1500 真正双子葉類 キク科 ヒメブタナ Hypochaeris glabra
1501 真正双子葉類 キク科 ブタナ Hypochaeris radicata
1502 真正双子葉類 キク科 オグルマ Inula britannica subsp. japonica
1503 真正双子葉類 キク科 カセンソウ Inula salicina var. asiatica
1504 真正双子葉類 キク科 ホソバニガナ Ixeridium beauverdianum
1505 真正双子葉類 キク科 ニガナ Ixeridium dentatum subsp. dentatum

1506 真正双子葉類 キク科 ハナニガナ
Ixeridium dentatum subsp. nipponicum var.
albiflorum

1507 真正双子葉類 キク科 オオジシバリ Ixeris japonica
1508 真正双子葉類 キク科 ノニガナ Ixeris polycephala
1509 真正双子葉類 キク科 イワニガナ Ixeris stolonifera
1510 真正双子葉類 キク科 アキノノゲシ Lactuca indica var. indica
1511 真正双子葉類 キク科 トゲチシャ Lactuca serriola
1512 真正双子葉類 キク科 コオニタビラコ Lapsanastrum apogonoides
1513 真正双子葉類 キク科 ヤブタビラコ Lapsanastrum humile
1514 真正双子葉類 キク科 センボンヤリ Leibnitzia anandria
1515 真正双子葉類 キク科 フランスギク Leucanthemum vulgare
1516 真正双子葉類 キク科 カミツレ Matricaria chamomilla
1517 真正双子葉類 キク科 サワギク Nemosenecio nikoensis
1518 真正双子葉類 キク科 ムラサキニガナ Paraprenanthes sororia
1519 真正双子葉類 キク科 ケムラサキニガナ Paraprenanthes sororia var. pilipes
1520 真正双子葉類 キク科 コウヤボウキ Pertya scandens
1521 真正双子葉類 キク科 フキ Petasites japonicus

1522 真正双子葉類 キク科 コウゾリナ
Picris hieracioides subsp. japonica var.
japonica

1523 真正双子葉類 キク科 ハハコグサ Pseudognaphalium affine
1524 真正双子葉類 キク科 セイタカハハコグサ Pseudognaphalium luteoalbum
1525 真正双子葉類 キク科 アラゲハンゴンソウ Rudbeckia hirta var. pulcherrima
1526 真正双子葉類 キク科 ナルトサワギク Senecio madagascariensis
1527 真正双子葉類 キク科 ノボロギク Senecio vulgaris
1528 真正双子葉類 キク科 タムラソウ Serratula coronata subsp. insularis
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1529 真正双子葉類 キク科 コメナモミ Sigesbeckia glabrescens
1530 真正双子葉類 キク科 メナモミ Sigesbeckia pubescens
1531 真正双子葉類 キク科 オオアザミ Silybum marianum
1532 真正双子葉類 キク科 セイタカアワダチソウ Solidago altissima

1533 真正双子葉類 キク科 アキノキリンソウ
Solidago virgaurea subsp. asiatica var.
asiatica

1534 真正双子葉類 キク科 メリケントキンソウ Soliva sessilis
1535 真正双子葉類 キク科 コケトキンソウ Soliva stolonifera
1536 真正双子葉類 キク科 オニノゲシ Sonchus asper
1537 真正双子葉類 キク科 ノゲシ Sonchus oleraceus
1538 真正双子葉類 キク科 タイワンハチジョウナ Sonchus wightianus

1539 真正双子葉類 キク科 ヒロハホウキギク
Symphyotrichum subulatum var.
squamatum

1540 真正双子葉類 キク科 ホウキギク Symphyotrichum subulatum var. subulatum
1541 真正双子葉類 キク科 シロバナタンポポ Taraxacum albidum
1542 真正双子葉類 キク科 カンサイタンポポ Taraxacum japonicum
1543 真正双子葉類 キク科 アカミタンポポ Taraxacum laevigatum
1544 真正双子葉類 キク科 セイヨウタンポポ Taraxacum officinale

1545 真正双子葉類 キク科 トウカイタンポポ
Taraxacum platycarpum var.
longeappendiculatum

1546 真正双子葉類 キク科 カラクサシュンギク Thymophylla tenuiloba

1547 真正双子葉類 キク科 イヌカミツレ
Tripleurospermum maritimum subsp.
inodorum

1548 真正双子葉類 キク科 ウラギク Tripolium pannonicum
1549 真正双子葉類 キク科 オオオナモミ Xanthium occidentale
1550 真正双子葉類 キク科 イガオナモミ Xanthium orientale subsp. italicum
1551 真正双子葉類 キク科 トゲオナモミ Xanthium spinosum
1552 真正双子葉類 キク科 オニタビラコ（広義） Youngia japonica
1553 真正双子葉類 キク科 アオオニタビラコ Youngia japonica subsp. japonica
1554 真正双子葉類 ガマズミ科 ソクズ Sambucus chinensis var. chinensis

1555 真正双子葉類 ガマズミ科 ニワトコ
Sambucus racemosa subsp. sieboldiana var.
sieboldiana

1556 真正双子葉類 ガマズミ科 ガマズミ Viburnum dilatatum
1557 真正双子葉類 ガマズミ科 コバノガマズミ Viburnum erosum
1558 真正双子葉類 ガマズミ科 ハクサンボク Viburnum japonicum var. japonicum
1559 真正双子葉類 ガマズミ科 サンゴジュ Viburnum odoratissimum var. awabuki
1560 真正双子葉類 ガマズミ科 ミヤマガマズミ Viburnum wrightii var. wrightii
1561 真正双子葉類 スイカズラ科 コツクバネウツギ Abelia serrata
1562 真正双子葉類 スイカズラ科 ツクバネウツギ Abelia spathulata var. spathulata
1563 真正双子葉類 スイカズラ科 ハナゾノツクバネウツギ Abelia  × grandiflora
1564 真正双子葉類 スイカズラ科 ウグイスカグラ Lonicera gracilipes var. glabra
1565 真正双子葉類 スイカズラ科 ミヤマウグイスカグラ Lonicera gracilipes var. glandulosa
1566 真正双子葉類 スイカズラ科 ヤマウグイスカグラ Lonicera gracilipes var. gracilipes
1567 真正双子葉類 スイカズラ科 スイカズラ Lonicera japonica var. japonica
1568 真正双子葉類 スイカズラ科 オミナエシ Patrinia scabiosifolia
1569 真正双子葉類 スイカズラ科 オトコエシ Patrinia villosa
1570 真正双子葉類 スイカズラ科 オトコオミナエシ Patrinia  × hybrida
1571 真正双子葉類 スイカズラ科 ノヂシャ Valerianella locusta
1572 真正双子葉類 トベラ科 トベラ Pittosporum tobira
1573 真正双子葉類 ウコギ科 ウド Aralia cordata
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1574 真正双子葉類 ウコギ科 タラノキ Aralia elata
1575 真正双子葉類 ウコギ科 メダラ Aralia elata f. canescens
1576 真正双子葉類 ウコギ科 コシアブラ Chengiopanax sciadophylloides
1577 真正双子葉類 ウコギ科 カクレミノ Dendropanax trifidus
1578 真正双子葉類 ウコギ科 ヤマウコギ Eleutherococcus spinosus
1579 真正双子葉類 ウコギ科 ウラゲウコギ Eleutherococcus spinosus var. nikaianus
1580 真正双子葉類 ウコギ科 ヤツデ Fatsia japonica var. japonica
1581 真正双子葉類 ウコギ科 タカノツメ Gamblea innovans
1582 真正双子葉類 ウコギ科 カナリーキヅタ Hedera algeriensis
1583 真正双子葉類 ウコギ科 セイヨウキヅタ Hedera helix
1584 真正双子葉類 ウコギ科 キヅタ Hedera rhombea
1585 真正双子葉類 ウコギ科 ノチドメ Hydrocotyle maritima
1586 真正双子葉類 ウコギ科 オオチドメ Hydrocotyle ramiflora
1587 真正双子葉類 ウコギ科 チドメグサ Hydrocotyle sibthorpioides
1588 真正双子葉類 ウコギ科 ヒメチドメ Hydrocotyle yabei
1589 真正双子葉類 セリ科 ノダケ Angelica decursiva
1590 真正双子葉類 セリ科 シシウド Angelica pubescens
1591 真正双子葉類 セリ科 ノハラジャク Anthriscus caucalis
1592 真正双子葉類 セリ科 ツボクサ Centella asiatica
1593 真正双子葉類 セリ科 ハマゼリ Cnidium japonicum
1594 真正双子葉類 セリ科 ミツバ Cryptotaenia japonica
1595 真正双子葉類 セリ科 マツバゼリ Cyclospermum leptophyllum
1596 真正双子葉類 セリ科 ノラニンジン Daucus carota subsp. carota
1597 真正双子葉類 セリ科 ウイキョウ Foeniculum vulgare
1598 真正双子葉類 セリ科 ハマボウフウ Glehnia littoralis
1599 真正双子葉類 セリ科 セリ Oenanthe javanica
1600 真正双子葉類 セリ科 ヤブニンジン Osmorhiza aristata var. aristata
1601 真正双子葉類 セリ科 ウマノミツバ Sanicula chinensis
1602 真正双子葉類 セリ科 ムカゴニンジン Sium ninsi
1603 真正双子葉類 セリ科 ヤブジラミ Torilis japonica
1604 真正双子葉類 セリ科 オヤブジラミ Torilis scabra

※1）ニシノオオアカウキクサ、アイオオアカウキクサを含む

注）種名は原則として「維管束植物和名チェックリスト ver. 1.00」 (https://www.gbif.jp/v2/activities/wamei_checklist.html)
（山ノ内・首藤・大澤・米倉・加藤・志賀, 2019）に従い、配列は原則として『日本産シダ植物標準図鑑I・II』（海老原
2016）、『改訂新版 日本の野生植物 1～5』（大橋ほか 2015,2016,2017）に従った。
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1 蘚苔類(蘚類) ミズゴケ科 オオミズゴケ Sphagnum palustre
2 蘚苔類(蘚類) キセルゴケ科 イクビゴケ Diphyscium fulvifolium
3 蘚苔類(蘚類) スギゴケ科 ナミガタタチゴケ Atrichum undulatum
4 蘚苔類(蘚類) スギゴケ科 ムツタチゴケ Atrichum undulatum var. gracilisetum
5 蘚苔類(蘚類) スギゴケ科 ヒメタチゴケ Atrichum rhystophyllum
6 蘚苔類(蘚類) スギゴケ科 コスギゴケ Pogonatum inflexum
7 蘚苔類(蘚類) スギゴケ科 ヒメスギゴケ Pogonatum neesii
8 蘚苔類(蘚類) スギゴケ科 オオスギゴケ Polytrichum formosum
9 蘚苔類(蘚類) ホウオウゴケ科 スナジホウオウゴケ Fissidens bryoides var. esquirolii
10 蘚苔類(蘚類) ホウオウゴケ科 ツクシホウオウゴケ Fissidens bryoides var. lateralis
11 蘚苔類(蘚類) ホウオウゴケ科 ジョウレンホウオウゴケ Fissidens geppii
12 蘚苔類(蘚類) ホウオウゴケ科 チャボホウオウゴケ Fissidens tosaensis
13 蘚苔類(蘚類) ホウオウゴケ科 ジングウホウオウゴケ Fissidens linearis var. obscurirete
14 蘚苔類(蘚類) ホウオウゴケ科 キャラボクゴケ Fissidens taxifolius
15 蘚苔類(蘚類) ホウオウゴケ科 コホウオウゴケ Fissidens adelphinus
16 蘚苔類(蘚類) ホウオウゴケ科 ナガサキホウオウゴケ Fissidens geminiflorus
17 蘚苔類(蘚類) ツチゴケ科 ミヤコノツチゴケ Archidium ohioense
18 蘚苔類(蘚類) キンシゴケ科 ヤノウエノアカゴケ Ceratodon purpureus
19 蘚苔類(蘚類) キンシゴケ科 キンシゴケ Ditrichum pallidum
20 蘚苔類(蘚類) キンシゴケ科 ベニエキンシゴケ Ditrichum rhynchostegium
21 蘚苔類(蘚類) キンシゴケ科 コキンシゴケモドキ Ditrichum heteromallum
22 蘚苔類(蘚類) キンシゴケ科 ヤマトキンチャクゴケ Pleuridium japonicum
23 蘚苔類(蘚類) キンシゴケ科 ニセカゲロウゴケ Pseudephemerum nitidum
24 蘚苔類(蘚類) キンシゴケ科 ヤブレキンチャクゴケ Eccremidium minutum
25 蘚苔類(蘚類) キヌシッポゴケ科 コシッポゴケ Blindia japonica
26 蘚苔類(蘚類) シッポゴケ科 ユミダイゴケ Trematodon longicollis
27 蘚苔類(蘚類) シッポゴケ科 ススキゴケ Dicranella heteromalla
28 蘚苔類(蘚類) シッポゴケ科 ホウライオバナゴケ Dicranella coarctata
29 蘚苔類(蘚類) シッポゴケ科 イヨススキゴケ Dicranella gonoi
30 蘚苔類(蘚類) シッポゴケ科 ヤマトフデゴケ Campylopus japonicus
31 蘚苔類(蘚類) シッポゴケ科 フデゴケ Campylopus umbellatus
32 蘚苔類(蘚類) シッポゴケ科 ユミゴケ Dicranodontium denudatum
33 蘚苔類(蘚類) シッポゴケ科 シシゴケ Brothera leana
34 蘚苔類(蘚類) シッポゴケ科 カモジゴケ Dicranum scoparium
35 蘚苔類(蘚類) シラガゴケ科 ホソバオキナゴケ Leucobryum jeuniperoideum
36 蘚苔類(蘚類) シラガゴケ科 アラハシラガゴケ Leucobryum bowringii
37 蘚苔類(蘚類) シラガゴケ科 オオシラガゴケ Leucobryum scabrum
38 蘚苔類(蘚類) センボンゴケ科 イトラッキョウゴケ Anoectangium thomsonii
39 蘚苔類(蘚類) センボンゴケ科 ケネジクチゴケ Barbula subcomosa
40 蘚苔類(蘚類) センボンゴケ科 ネジクチゴケ Barbula unguiculata
41 蘚苔類(蘚類) センボンゴケ科 トウヨウネジクチゴケ Barbula indeca
42 蘚苔類(蘚類) センボンゴケ科 ナガバヒョウタンゴケ Chenia rhizophylla
43 蘚苔類(蘚類) センボンゴケ科 チュウゴクネジクチゴケ Didymodon constrictus
44 蘚苔類(蘚類) センボンゴケ科 オウムゴケ Gymnostomum resurvirostrum
45 蘚苔類(蘚類) センボンゴケ科 ハマキゴケ Hyophila propagulifera
46 蘚苔類(蘚類) センボンゴケ科 ハナシセンボンゴケ Pottia truncata
47 蘚苔類(蘚類) センボンゴケ科 コモチネジレゴケ Tortula pagorum
48 蘚苔類(蘚類) センボンゴケ科 ヘラハネジレゴケ Tortula muralis
49 蘚苔類(蘚類) センボンゴケ科 ツチノウエノタマゴケ Weissia crispata
50 蘚苔類(蘚類) センボンゴケ科 トジクチゴケ Weissia exerta

No. 分類 科名 種名 学名
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51 蘚苔類(蘚類) センボンゴケ科 ホソバトジクチゴケ Weissia edentula
52 蘚苔類(蘚類) センボンゴケ科 ツチノウエノコゴケ Weissia controversa
53 蘚苔類(蘚類) ギボウシゴケ科 ケギボウシゴケ Grimmia pilifera
54 蘚苔類(蘚類) ギボウシゴケ科 エゾスナゴケ Racomitrium japonicum
55 蘚苔類(蘚類) ギボウシゴケ科 ナガエノスナゴケ Racomitrium anomodontoides
56 蘚苔類(蘚類) ギボウシゴケ科 ヒダゴケ Ptychomitrium fauriei
57 蘚苔類(蘚類) ギボウシゴケ科 ナガバチヂレゴケ Ptychomitrium linearifolium
58 蘚苔類(蘚類) ヒナノハイゴケ科 サヤゴケ Glyphomitrium humillimum
59 蘚苔類(蘚類) ヒナノハイゴケ科 ヒナノハイゴケ Venturiella sinensis
60 蘚苔類(蘚類) カゲロウゴケ科 カンムリゴケ Micromitrium tenerum
61 蘚苔類(蘚類) ヒョウタンゴケ科 ヒロクチゴケ Physcomitrium eurystomum
62 蘚苔類(蘚類) ヒョウタンゴケ科 ヒョウタンゴケ Funaria hygrometrica
63 蘚苔類(蘚類) ハリガネゴケ科 ナシゴケ Leptobryum pyriforme
64 蘚苔類(蘚類) ハリガネゴケ科 ケヘチマゴケ Pohlia flexuosa
65 蘚苔類(蘚類) ハリガネゴケ科 ホソエヘチマゴケ Pohlia proligera
66 蘚苔類(蘚類) ハリガネゴケ科 ホソウリゴケ Brachymenium exile
67 蘚苔類(蘚類) ハリガネゴケ科 ホソハリガネゴケ Bryum caespiticium
68 蘚苔類(蘚類) ハリガネゴケ科 ハリガネゴケ Bryum capillare
69 蘚苔類(蘚類) ハリガネゴケ科 オオハリガネゴケ Bryum pseudotriquetrum
70 蘚苔類(蘚類) ハリガネゴケ科 ナガハハリガネゴケ Bryum coronatum
71 蘚苔類(蘚類) ハリガネゴケ科 ギンゴケ Bryum argenteum
72 蘚苔類(蘚類) チョウチンゴケ科 ケチョウチンゴケ Rhizomnium tuomikoskii
73 蘚苔類(蘚類) チョウチンゴケ科 ナメリチョウチンゴケ Mnium lycopodioides
74 蘚苔類(蘚類) チョウチンゴケ科 コバノチョウチンゴケ Trachycystis microphylla
75 蘚苔類(蘚類) チョウチンゴケ科 ツボゴケ Plagiomnium cuspidatum
76 蘚苔類(蘚類) チョウチンゴケ科 コツボゴケ Plagiomnium acutum
77 蘚苔類(蘚類) チョウチンゴケ科 ツルチョウチンゴケ Plagiomnium maximoviczii
78 蘚苔類(蘚類) チョウチンゴケ科 オオバチョウチンゴケ Plagiomnium vesicatum
79 蘚苔類(蘚類) ヒノキゴケ科 ヒノキゴケ Pyrrhobryum dozyanum
80 蘚苔類(蘚類) タマゴケ科 タマゴケ Bartramia pomiformis
81 蘚苔類(蘚類) タマゴケ科 カマサワゴケ Philonotis falcata var. carinata
82 蘚苔類(蘚類) タマゴケ科 ナガバサワゴケ Philonotis lancifolia
83 蘚苔類(蘚類) タマゴケ科 コツクシサワゴケ Philonotis thwaitesii
84 蘚苔類(蘚類) タマゴケ科 オオサワゴケ Philonotis turneriana
85 蘚苔類(蘚類) タマゴケ科 ナガクビサワゴケ Fleischerobryum longicolle 
86 蘚苔類(蘚類) タチヒダゴケ科 タチヒダゴケ Orthotrichum consobrinum
87 蘚苔類(蘚類) タチヒダゴケ科 カラフトキンモウゴケ Ulota crispa
88 蘚苔類(蘚類) タチヒダゴケ科 ミノゴケ Macromitrium japonicum
89 蘚苔類(蘚類) ヒジキゴケ科 ヒジキゴケ Hedwigia ciliata
90 蘚苔類(蘚類) ヒラゴケ科 チャボヒラゴケ Neckera humilis
91 蘚苔類(蘚類) アブラゴケ科 ツガゴケ Distichophyllum maibarae
92 蘚苔類(蘚類) アブラゴケ科 アブラゴケ Hookeria acutifolia
93 蘚苔類(蘚類) コゴメゴケ科 コゴメゴケ Fabronia matsumurae
94 蘚苔類(蘚類) ウスグロゴケ科 オカムラゴケ Okamuraea hakoniensis
95 蘚苔類(蘚類) ウスグロゴケ科 ホソオカムラゴケ Okamuraea brachydicyon
96 蘚苔類(蘚類) シノブゴケ科 イワイトゴケ Haplohymenium triste
97 蘚苔類(蘚類) シノブゴケ科 コバノイトゴケ Haplohymenium pseudo-triste
98 蘚苔類(蘚類) シノブゴケ科 ラセンゴケ Herpetineuron toccoae
99 蘚苔類(蘚類) シノブゴケ科 ハリゴケ Claopodium aciculum
100 蘚苔類(蘚類) シノブゴケ科 ノミハニワゴケ Haplocladium angustifolium
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101 蘚苔類(蘚類) シノブゴケ科 トヤマシノブゴケ Thuidium kanedae
102 蘚苔類(蘚類) ヤナギゴケ科 ミズシダゴケ Cratoneuron filicinum
103 蘚苔類(蘚類) ヤナギゴケ科 ヤナギゴケ Leptodictyum riparium
104 蘚苔類(蘚類) アオギヌゴケ科 ネズミノオゴケ Myuroclada maximoviczii
105 蘚苔類(蘚類) アオギヌゴケ科 ヒロハフサゴケ Brachythecium salebrosum
106 蘚苔類(蘚類) アオギヌゴケ科 ナガヒツジゴケ Brachythecium buchananii
107 蘚苔類(蘚類) アオギヌゴケ科 ハネヒツジゴケ Brachythecium plumosum
108 蘚苔類(蘚類) アオギヌゴケ科 アオギヌゴケ Brachythecium populeum
109 蘚苔類(蘚類) アオギヌゴケ科 ヤノネゴケ Bryhnia novae-angliae
110 蘚苔類(蘚類) アオギヌゴケ科 ツクシナギゴケ Eurhynchium savatieri
111 蘚苔類(蘚類) アオギヌゴケ科 ツクシナギゴケモドキ Eurhynchium hians
112 蘚苔類(蘚類) アオギヌゴケ科 コカヤゴケ Rhynchostegium pallidifolium
113 蘚苔類(蘚類) ツヤゴケ科 エダツヤゴケ Entodon flavescens
114 蘚苔類(蘚類) ツヤゴケ科 ヒロハツヤゴケ Entodon challengeri
115 蘚苔類(蘚類) ツヤゴケ科 ホソミツヤゴケ Entodon sullivantii
116 蘚苔類(蘚類) ナガハシゴケ科 ミヤマクサゴケ Heterophyllium affine
117 蘚苔類(蘚類) ナガハシゴケ科 カガミゴケ Brotherella henonii
118 蘚苔類(蘚類) ナガハシゴケ科 コモチイトゴケ Pylaisiadelpha tenuirostris
119 蘚苔類(蘚類) ナガハシゴケ科 ナガハシゴケ Sematophyllum subhumile
120 蘚苔類(蘚類) ハイゴケ科 アカイチイゴケ Pseudotaxiphyllum pohliaecarpum
121 蘚苔類(蘚類) ハイゴケ科 ヒゴイチイゴケ Pseudotaxiphyllum maebarae
122 蘚苔類(蘚類) ハイゴケ科 ミチノクイチイゴケ Herzogiella perrobusta
123 蘚苔類(蘚類) ハイゴケ科 キャラハゴケ Taxiphyllum taxirameum
124 蘚苔類(蘚類) ハイゴケ科 キヌゴケ Pylaisiella brotheri
125 蘚苔類(蘚類) ハイゴケ科 ニセキヌゴケ Pylaisiella selwynii
126 蘚苔類(蘚類) ハイゴケ科 エゾキヌタゴケ Homomallium connexum
127 蘚苔類(蘚類) ハイゴケ科 ハイゴケ Hypnum plumaeforme
128 蘚苔類(蘚類) ハイゴケ科 オオベニハイゴケ Hypnum sakuraii
129 蘚苔類(蘚類) ハイゴケ科 ヒメハイゴケ Hypnum oldhamii
130 蘚苔類(蘚類) ハイゴケ科 イトハイゴケ Hypnum tristo-viride
131 蘚苔類(蘚類) ハイゴケ科 ヤマハイゴケ Hypnum subimponens
132 蘚苔類(蘚類) ハイゴケ科 オオヒラツボゴケ Ectropothecium zollingeri
133 蘚苔類(蘚類) ハイゴケ科 クシノハゴケ Ctenidium capillifolium
134 蘚苔類(蘚類) ハイゴケ科 コクシノハゴケ Ctenidium hastile
135 蘚苔類(蘚類) イワダレゴケ科 フトリュウビゴケ Loeskeobryum cavifolium
136 蘚苔類(苔類) マツバウロコゴケ科 チャボマツバウロコゴケ Blepharostoma minus
137 蘚苔類(苔類) ツキヌキゴケ科 チャボホラゴケモドキ Calypogeia arguta
138 蘚苔類(苔類) ツキヌキゴケ科 トサホラゴケモドキ Calypogeia tosana
139 蘚苔類(苔類) ツキヌキゴケ科 フソウツキヌキゴケ Calypogeia japonica
140 蘚苔類(苔類) ヤバネゴケ科 オタルヤバネゴケ Cephalozia otaruensis
141 蘚苔類(苔類) ヤバネゴケ科 カタヤバネゴケ Cephalozia catenulata
142 蘚苔類(苔類) ヤバネゴケ科 ツツバナゴケ Alobiellopsis parvifolia
143 蘚苔類(苔類) コヤバネゴケ科 コバノヤバネゴケ Cephaloziella microphylla
144 蘚苔類(苔類) コヤバネゴケ科 ウニヤバネゴケ Cephaloziella spinicaulis
145 蘚苔類(苔類) ツボミゴケ科 オオホウキゴケ Jungermannia infusca
146 蘚苔類(苔類) ツボミゴケ科 ツクシツボミゴケ Jungermannia truncata
147 蘚苔類(苔類) ツボミゴケ科 アカツボミゴケ Jungermannia rubripunctata
148 蘚苔類(苔類) ツボミゴケ科 ツボミゴケ Jungermannia rosulans
149 蘚苔類(苔類) ツボミゴケ科 アカウロコゴケ Nardia assamica
150 蘚苔類(苔類) ヒシャクゴケ科 ノコギリコオイゴケ Diplophyllum serrulatum
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堺市野生生物目録（蘚苔類）　(4/4)

No. 分類 科名 種名 学名
151 蘚苔類(苔類) ウロコゴケ科 オオウロコゴケ Heteroscyphus coalitus
152 蘚苔類(苔類) ウロコゴケ科 ヒメトサカゴケ Chiloscyphus minor
153 蘚苔類(苔類) ケビラゴケ科 ヤマトケビラゴケ Radula japonica
154 蘚苔類(苔類) クラマゴケモドキ科 チヂミカヤゴケ Macvicaria ulophylla
155 蘚苔類(苔類) クラマゴケモドキ科 シゲリクラマゴケモドキ Porella densifolia
156 蘚苔類(苔類) ヤスデゴケ科 ヒメアカヤスデゴケ Frullania parvistipula
157 蘚苔類(苔類) ヤスデゴケ科 クロヤスデゴケ Frullania amplicrania
158 蘚苔類(苔類) ヤスデゴケ科 ミドリヤスデゴケ Frullania ericoides
159 蘚苔類(苔類) ヤスデゴケ科 カラヤスデゴケ Frullania muscicola
160 蘚苔類(苔類) ヤスデゴケ科 ヒラキバヤスデゴケ Frullania monocera
161 蘚苔類(苔類) クサリゴケ科 フルノコゴケ Trocholejeunea sandvicensis
162 蘚苔類(苔類) クサリゴケ科 ヒメミノリゴケ Acrolejeunea pusilla
163 蘚苔類(苔類) クサリゴケ科 ヤマトヨウジョウゴケ Cololejeunea japonica
164 蘚苔類(苔類) クサリゴケ科 ナガシタバヨウジョウゴケ Cololejeunea raduliloba
165 蘚苔類(苔類) クサリゴケ科 マルバヒメクサリゴケ Cololejeunea minutissima
166 蘚苔類(苔類) コマチゴケ科 コマチゴケ Haplomitrium mnioides
167 蘚苔類(苔類) ウロコゼニゴケ科 ウロコゼニゴケ Fossombronia foveolata
168 蘚苔類(苔類) ミズゼニゴケ科 ホソバミズゼニゴケ Pellia endiviifolia
169 蘚苔類(苔類) マキノゴケ科 マキノゴケ Makinoa crispata
170 蘚苔類(苔類) クモノスゴケ科 クモノスゴケ Pallavicinia subciliata
171 蘚苔類(苔類) スジゴケ科 クシノハスジゴケ Riccardia multifida
172 蘚苔類(苔類) スジゴケ科 ナガサキテングサゴケ Riccardia nagasakiensis
173 蘚苔類(苔類) フタマタゴケ科 ヤマトフタマタゴケ Metzgeria lindbergii
174 蘚苔類(苔類) ミカヅキゼニゴケ科 ミカヅキゼニゴケ Lunularia cruciata
175 蘚苔類(苔類) ジャゴケ科 ジャゴケ Conocephalum conicum
176 蘚苔類(苔類) ジャゴケ科 オオジャゴケ Conocephalum sp.
177 蘚苔類(苔類) ジンガサゴケ科 ジンガサゴケ Reboulia hemisphaerica
178 蘚苔類(苔類) ケゼニゴケ科 ケゼニゴケ Dumortiera hirsuta
179 蘚苔類(苔類) ゼニゴケ科 ゼニゴケ Marchantia polymorpha
180 蘚苔類(苔類) ウキゴケ科 ウキゴケ Riccia fluitans
181 蘚苔類(苔類) ウキゴケ科 カンハタケゴケ Riccia nipponica
182 蘚苔類(苔類) ウキゴケ科 ハタケゴケ Riccia glauca
183 蘚苔類(苔類) ウキゴケ科 イチョウウキゴケ Ricciocarpos natans
184 蘚苔類(ツノゴケ類) ツノゴケ科 ニワツノゴケ Phaeoceros carolinianus
185 蘚苔類(ツノゴケ類) ツノゴケ科 ナガサキツノゴケ Anthoceros punctatus
186 蘚苔類(蘚類) キンシゴケ科 ニセキンチャクゴケ Eccremidium brisbanicum
187 蘚苔類(蘚類) シッポゴケ科 イクタマユハケゴケ Campylopus gemmiparus
188 蘚苔類(蘚類) ギボウシゴケ科 スナゴケ Racomitrium canescens
189 蘚苔類(蘚類) ハリガネゴケ科 キヘチマゴケ Pohlia camptotrachela
190 蘚苔類(蘚類) タマゴケ科 オオタマゴケ Bartramia pomiformis
191 蘚苔類(蘚類) アオギヌゴケ科 エゾヤノネゴケ Bryhnia tokubuchii
192 蘚苔類(蘚類) アオギヌゴケ科 サイシュウテングゴケ Rhynchostegium contractum
193 蘚苔類(蘚類) サナダゴケ科 ジョウロイチイゴケ Plagiothecium euryphyllum
194 蘚苔類(蘚類) サナダゴケ科 ヤマサナダゴケ Plagiothecium nemorale  f. japonicum
195 蘚苔類(蘚類) ナガハシゴケ科 セイナンナガハシゴケ Sematophyllum pulchellum
196 蘚苔類(苔類) クサリゴケ科 キコミミゴケ Lejeunea flava
197 蘚苔類(苔類) ジャゴケ科 ヒメジャゴケ Conocephalum japonicum
198 蘚苔類(苔類) ウキゴケ科 コハタケゴケ Riccia huebeneriana

注）種名及び配列は原則として「日本の野生植物　コケ」（平凡社, 2001）に従った。
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堺市野生生物目録（淡水藻類）　(1/1)

1 車軸藻綱 シャジクモ科 オウシャジクモ Chara braunii
2 車軸藻綱 シャジクモ科 シャジクモ Chara corallina
3 車軸藻綱 シャジクモ科 ジュズフラスコモ Nitella axillaries
4 車軸藻綱 シャジクモ科 モリオカフラスコモ Nitella moriokae

注）種名及び配列は原則として「日本淡水藻類図鑑」（内田老鶴圃, 1977）に従った。

No. 綱名 科名 種名 学名
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堺市野生生物目録（菌類）　(1/10)

1 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ウスキモリノカサ Agaricus abruptibulbus
2 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 シロオオハラタケ Agaricus arvensis
3 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ハラタケ Agaricus campestris
4 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ナカグロモリノカサ Agaricus moelleri
5 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ハラタケモドキ Agaricus placomyces
6 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ヒメモリノカサ Agaricus semotellus
7 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ザラエノハラタケ Agaricus subrutilescens
8 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 オオノウタケ Calvatia boninensis
9 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ノウタケ Calvatia craniiformis
10 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 スミレホコリタケ Calvatia cyathiformis
11 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 オニフスベ Calvatia nipponica
12 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 イロガワリホコリタケ Calvatia rugosa
13 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 イロガワリシロカラカサタケ Chlorophyllum alborubescens
14 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 オオシロカラカサタケ Chlorophyllum molybdites
15 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ドクカラカサタケ Chlorophyllum neomastoideum
16 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 カラカサタケモドキ Chlorophyllum rhacodes
17 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ササクレヒトヨタケ Coprinus comatus
18 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ハタケチャダイゴケ Cyathus stercoreus
19 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 スジチャダイゴケ Cyathus striatus
20 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 コナカラカサタケモドキ Cystolepiota pseudogranulosa
21 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 オニタケ Echinoderma asperum
22 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ナカグロキツネノカラカサ Lepiota atrosquamulosa
23 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 キツネノカラカサ Lepiota cristata
24 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ワタカラカサタケ Lepiota magnispora
25 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 キヒダカラカサモドキ Lepiota xanthophylla
26 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ツブカラカサタケ Leucoagaricus americanus
27 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 アカキツネガサ Leucoagaricus rubrotinctus
28 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 コガネキヌカラカサタケ Leucocoprinus birnbaumii
29 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 キツネノハナガサ Leucocoprinus fragilissimus
30 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ミイノヒガサタケ Leucocoprinus otsuensis
31 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 フタトゲホコリタケ Lycoperdon bispinosum
32 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 チビホコリタケ Lycoperdon dermoxanthum
33 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 キホコリタケ Lycoperdon lividum
34 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ホコリタケ Lycoperdon perlatum
35 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ヒメホコリタケ Lycoperdon pratense
36 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 タヌキノチャブクロ Lycoperdon pyriforme
37 菌類 ハラタケ目 ハラタケ科 ツブホコリタケ Lycoperdon umbrinum
38 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 アケボノドクツルタケ Amanita atkinsoniana
39 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 コシロオニタケ Amanita castanopsidis
40 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 テングツルタケ Amanita ceciliae
41 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 オオツルタケ Amanita cheelii
42 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 コタマゴテングタケ Amanita citrina
43 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 クロコタマゴテングタケ Amanita citrina var. grisea
44 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 ササクレシロオニタケ Amanita eijii
45 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 キリンタケ Amanita excelsa
46 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 カバイロツルタケ Amanita fulva
47 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 オオオニテングタケ Amanita grandicarpa
48 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 カブラテングタケ Amanita gymnopus
49 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 シロオニタケモドキ Amanita hongoi
50 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 イボテングタケ Amanita ibotengutake
51 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 ハイイロオニタケ Amanita japonica
52 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 タマゴテングタケモドキ Amanita longistriata

No. 綱名 目名 科名 種名 学名
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堺市野生生物目録（菌類）　(2/10)

No. 綱名 目名 科名 種名 学名

53 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 シロテングタケ Amanita neoovoidea
54 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 ウスキテングタケ Amanita orientigemmata
55 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ Amanita pantherina
56 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 コテングタケ Amanita porphyria
57 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 コテングタケモドキ Amanita pseudoporphyria
58 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 ガンタケ Amanita rubescens
59 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 タマシロオニタケ Amanita sphaerobulbosa
60 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 ヘビキノコモドキ Amanita spissacea
61 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 スオウシロオニタケ Amanita timida var. suouensis
62 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 ツルタケ Amanita vaginata
63 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 シロタマゴテングタケ Amanita verna
64 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 シロオニタケ Amanita virgineoides
65 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 ドクツルタケ Amanita virosa
66 菌類 ハラタケ目 テングタケ科 フクロツルタケ Amanita volvata
67 菌類 ハラタケ目 オキナタケ科 トキイロオキナタケ Bolbitius demangei
68 菌類 ハラタケ目 オキナタケ科 キオキナタケ Bolbitius titubans var. olivaceus
69 菌類 ハラタケ目 オキナタケ科 ネナガコガサタケ Conocybe antipus
70 菌類 ハラタケ目 オキナタケ科 キコガサタケ Conocybe apala
71 菌類 ハラタケ目 オキナタケ科 ハタケコガサタケ Conocybe fragilis
72 菌類 ハラタケ目 オキナタケ科 コガサタケ Conocybe tenera
73 菌類 ハラタケ目 オキナタケ科 マグソタケ Panaeolus fimicola
74 菌類 ハラタケ目 オキナタケ科 センボンサイギョウガサ Panaeolus subbalteatus
75 菌類 ハラタケ目 シロソウメンタケ科 シロソウメンタケ Clavaria fragilis
76 菌類 ハラタケ目 シロソウメンタケ科 ムラサキホウキタケ Clavaria zollingeri
77 菌類 ハラタケ目 シロソウメンタケ科 ナギナタタケ Clavulinopsis fusiformis
78 菌類 ハラタケ目 シロソウメンタケ科 キソウメンタケ Clavulinopsis helvola
79 菌類 ハラタケ目 シロソウメンタケ科 カベンタケ Clavulinopsis laeticolor
80 菌類 ハラタケ目 シロソウメンタケ科 ベニナギナタタケ Clavulinopsis miyabeana
81 菌類 ハラタケ目 フウセンタケ科 ウスフジフウセンタケ Cortinarius alboviolaceus
82 菌類 ハラタケ目 フウセンタケ科 トビチャニセフウセンタケ Cortinarius fasciatus
83 菌類 ハラタケ目 フウセンタケ科 フタイロフウセンタケ Cortinarius haasii
84 菌類 ハラタケ目 フウセンタケ科 サザナミニセフウセンタケ Cortinarius obtusus
85 菌類 ハラタケ目 フウセンタケ科 カワムラフウセンタケ Cortinarius purpurascens
86 菌類 ハラタケ目 フウセンタケ科 ムラサキアブラシメジモドキ Cortinarius salor
87 菌類 ハラタケ目 フウセンタケ科 フタイロニセフウセンタケ Cortinarius saturninus
88 菌類 ハラタケ目 フウセンタケ科 ウスムラサキフウセンタケ Cortinarius subalboviolaceus
89 菌類 ハラタケ目 フウセンタケ科 キオビフウセンタケ Cortinarius triumphans
90 菌類 ハラタケ目 フウセンタケ科 ムラサキフウセンタケ Cortinarius violaceus
91 菌類 ハラタケ目 イッポンシメジ科 ムツノウラベニタケ Clitocella popinalis
92 菌類 ハラタケ目 イッポンシメジ科 ヒカゲウラベニタケ Clitopilus prunulus
93 菌類 ハラタケ目 イッポンシメジ科 タマウラベニタケ Entoloma abortivum
94 菌類 ハラタケ目 イッポンシメジ科 トガリウラベニタケ Entoloma acutoconicum
95 菌類 ハラタケ目 イッポンシメジ科 シメジモドキ Entoloma clypeatum
96 菌類 ハラタケ目 イッポンシメジ科 ミイノモミウラモドキ Entoloma conferendum
97 菌類 ハラタケ目 イッポンシメジ科 コンイロイッポンシメジ Entoloma cyanonigrum
98 菌類 ハラタケ目 イッポンシメジ科 キイボカサタケ Entoloma murrayi
99 菌類 ハラタケ目 イッポンシメジ科 ウスキモミウラモドキ Entoloma omiense
100 菌類 ハラタケ目 イッポンシメジ科 アカイボカサタケ Entoloma quadratum
101 菌類 ハラタケ目 イッポンシメジ科 クサウラベニタケ Entoloma rhodopolium
102 菌類 ハラタケ目 イッポンシメジ科 ウラベニホテイシメジ Entoloma sarcopus
103 菌類 ハラタケ目 イッポンシメジ科 キヌモミウラタケ Entoloma sericellum
104 菌類 ハラタケ目 カンゾウタケ科 ヌルデタケ Porodisculus orientalis
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105 菌類 ハラタケ目 ヒドナンギウム科 ウラムラサキ Laccaria amethystina
106 菌類 ハラタケ目 ヒドナンギウム科 オオキツネタケ Laccaria bicolor
107 菌類 ハラタケ目 ヒドナンギウム科 キツネタケ Laccaria laccata
108 菌類 ハラタケ目 ヒドナンギウム科 キツネタケモドキ Laccaria ohiensis
109 菌類 ハラタケ目 ヒドナンギウム科 カレバキツネタケ Laccaria vinaceoavellanea
110 菌類 ハラタケ目 ヌメリガサ科 ホテイシメジ Ampulloclitocybe clavipes
111 菌類 ハラタケ目 ヌメリガサ科 ヒメサカズキタケ Arrhenia rustica
112 菌類 ハラタケ目 ヌメリガサ科 ウバノカサ Cuphophyllus lacmus
113 菌類 ハラタケ目 ヌメリガサ科 ハダイロガサ Cuphophyllus pratensis
114 菌類 ハラタケ目 ヌメリガサ科 オトメノカサ Cuphophyllus virgineus
115 菌類 ハラタケ目 ヌメリガサ科 ワカクサタケ Gliophorus psittacinus

116 菌類 ハラタケ目 ヌメリガサ科 トガリツキミタケ
Hygrocybe acutoconica f.
japonica

117 菌類 ハラタケ目 ヌメリガサ科 ベニヒガサ Hygrocybe cantharellus
118 菌類 ハラタケ目 ヌメリガサ科 アカヤマタケ Hygrocybe conica
119 菌類 ハラタケ目 ヌメリガサ科 ヒイロガサ Hygrocybe punicea
120 菌類 ハラタケ目 ヒメノガステル科 ヒメアジロガサモドキ Galerina helvoliceps
121 菌類 ハラタケ目 ヒメノガステル科 フユノコガサ Galerina heterocystis
122 菌類 ハラタケ目 ヒメノガステル科 ヒメコガサ Galerina subcerina
123 菌類 ハラタケ目 ヒメノガステル科 オオワカフサタケ Hebeloma crustuliniforme
124 菌類 ハラタケ目 ヒメノガステル科 ヒメワカフサタケ Hebeloma sacchariolens
125 菌類 ハラタケ目 ヒメノガステル科 アカヒダワカフサタケ Hebeloma vinosophyllum
126 菌類 ハラタケ目 アセタケ科 クリゲノチャヒラタケ Crepidotus crocophyllus
127 菌類 ハラタケ目 アセタケ科 フジチャヒラタケ Crepidotus sulphurinus
128 菌類 ハラタケ目 アセタケ科 アシナガトマヤタケ Inocybe acutata
129 菌類 ハラタケ目 アセタケ科 クロトマヤタケモドキ Inocybe cincinnata
130 菌類 ハラタケ目 アセタケ科 ムラサキアセタケ Inocybe geophylla var. lilacina
131 菌類 ハラタケ目 アセタケ科 モモエノトマヤタケ Inocybe leptoclada
132 菌類 ハラタケ目 アセタケ科 キイロアセタケ Inocybe lutea
133 菌類 ハラタケ目 アセタケ科 コブアセタケ Inocybe nodulosospora
134 菌類 ハラタケ目 アセタケ科 ザラツキトマヤタケ Inocybe squamosa
135 菌類 ハラタケ目 シメジ科 ヤグラタケ Asterophora lycoperdoides
136 菌類 ハラタケ目 シメジ科 コノハシメジ Gerhardtia foliicola
137 菌類 ハラタケ目 シメジ科 ハタケシメジ Lyophyllum decastes
138 菌類 ハラタケ目 ホウライタケ科 アミヒダタケ Campanella junghuhnii
139 菌類 ハラタケ目 ホウライタケ科 ニセホウライタケ Crinipellis scabella
140 菌類 ハラタケ目 ホウライタケ科 オリーブサカズキタケ Gerronema nemorale
141 菌類 ハラタケ目 ホウライタケ科 ヒメホウライタケ Marasmius curreyi
142 菌類 ハラタケ目 ホウライタケ科 オオホウライタケ Marasmius maximus
143 菌類 ハラタケ目 ホウライタケ科 シバフタケ Marasmius oreades
144 菌類 ハラタケ目 ホウライタケ科 ハナオチバタケ Marasmius pulcherripes
145 菌類 ハラタケ目 ホウライタケ科 スジオチバタケ Marasmius purpureostriatus
146 菌類 ハラタケ目 ホウライタケ科 ハリガネオチバタケ Marasmius siccus
147 菌類 ハラタケ目 クヌギタケ科 シラウメタケモドキ Hemimycena lactea
148 菌類 ハラタケ目 クヌギタケ科 シロコナカブリ Mycena alphitophora
149 菌類 ハラタケ目 クヌギタケ科 キクモンクヌギタケ Mycena chrysanthemiformis
150 菌類 ハラタケ目 クヌギタケ科 キナメアシタケ Mycena epipterygia
151 菌類 ハラタケ目 クヌギタケ科 クヌギタケ Mycena galericulata
152 菌類 ハラタケ目 クヌギタケ科 アシナガタケ Mycena polygramma
153 菌類 ハラタケ目 クヌギタケ科 サクラタケ Mycena pura
154 菌類 ハラタケ目 クヌギタケ科 ヒメチシオタケ Mycena sanguinolenta
155 菌類 ハラタケ目 クヌギタケ科 アクニオイタケ Mycena stipata
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156 菌類 ハラタケ目 クヌギタケ科 ワサビタケ Panellus stipticus
157 菌類 ハラタケ目 ツキヨタケ科 アカチャツエタケ近縁種 Collybia aff. neofusipes
158 菌類 ハラタケ目 ツキヨタケ科 アマタケ Gymnopus confluens
159 菌類 ハラタケ目 ツキヨタケ科 モリノカレバタケ Gymnopus dryophilus
160 菌類 ハラタケ目 ツキヨタケ科 コゲチャクサカレハタケ Gymnopus impudicus
161 菌類 ハラタケ目 ツキヨタケ科 サカズキホウライタケ Gymnopus pacificum
162 菌類 ハラタケ目 ツキヨタケ科 ワサビカレバタケ Gymnopus peronatus
163 菌類 ハラタケ目 ツキヨタケ科 シイタケ Lentinula edodes
164 菌類 ハラタケ目 ツキヨタケ科 ヒノキオチバタケ Marasmiellus chamaecyparidis
165 菌類 ハラタケ目 ツキヨタケ科 エセオリミキ Rhodocollybia butyracea
166 菌類 ハラタケ目 ツキヨタケ科 アシグロホウライタケ Tetrapyrgos nigripes
167 菌類 ハラタケ目 タマバリタケ科 ナラタケ Armillaria mellea
168 菌類 ハラタケ目 タマバリタケ科 ダイダイガサ Cyptotrama asprata
169 菌類 ハラタケ目 タマバリタケ科 ナラタケモドキ Desarmillaria tabescens
170 菌類 ハラタケ目 タマバリタケ科 エノキタケ Flammulina velutipes
171 菌類 ハラタケ目 タマバリタケ科 ツエタケ Hymenopellis radicata
172 菌類 ハラタケ目 タマバリタケ科 ヌメリツバタケ Mucidula venosolamellata
173 菌類 ハラタケ目 タマバリタケ科 スギエダタケ Strobilurus ohshimae
174 菌類 ハラタケ目 タマバリタケ科 コブリビロードツエタケ Xerula sinopudens
175 菌類 ハラタケ目 ヒラタケ科 ツチヒラタケ Hohenbuehelia petaloides
176 菌類 ハラタケ目 ヒラタケ科 ヒメムキタケ Hohenbuehelia reniformis
177 菌類 ハラタケ目 ヒラタケ科 トキイロヒラタケ Pleurotus djamor
178 菌類 ハラタケ目 ヒラタケ科 ヒラタケ Pleurotus ostreatus
179 菌類 ハラタケ目 ヒラタケ科 ウスヒラタケ Pleurotus pulmonarius
180 菌類 ハラタケ目 ウラベニガサ科 クロベニヒダタケ Pluteus atrofuscus
181 菌類 ハラタケ目 ウラベニガサ科 ウラベニガサ Pluteus cervinus
182 菌類 ハラタケ目 ウラベニガサ科 ベニヒダタケ Pluteus leoninus
183 菌類 ハラタケ目 ウラベニガサ科 ヒメベニヒダタケ Pluteus nanus
184 菌類 ハラタケ目 ウラベニガサ科 コシワベニヒダタケ Pluteus phlebophorus
185 菌類 ハラタケ目 ウラベニガサ科 カサヒダタケ Pluteus thomsonii
186 菌類 ハラタケ目 ウラベニガサ科 ヒメフクロタケ Volvariella pusilla
187 菌類 ハラタケ目 ウラベニガサ科 シロフクロタケ Volvopluteus gloiocephalus
188 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 ヤケノヒトヨタケ Coprinellus angulatus
189 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 ビロードヒトヨタケ Coprinellus aokii
190 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 イヌセンボンタケ Coprinellus disseminatus
191 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 コキララタケ Coprinellus domesticus
192 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 キララタケ Coprinellus micaceus
193 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 ヒトヨタケ Coprinopsis atramentaria
194 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 ザラミノヒトヨタケモドキ Coprinopsis echinospora
195 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 マルミノヒトヨタケ Coprinopsis kimurae
196 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 マルミザラエノヒトヨタケ Coprinopsis lagopides
197 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 ザラエノヒトヨタケ Coprinopsis lagopus
198 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 クズヒトヨタケ Coprinopsis patouillardii
199 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 バフンヒトヨタケ Coprinopsis tuberosa
200 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 クロヒメオニタケ Cystoagaricus strobilomyces
201 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 ムジナタケ Lacrymaria lacrymabunda
202 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 コツブヒメヒガサヒトヨタケ Parasola leiocephala
203 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 イタチタケ Psathyrella candolleana
204 菌類 ハラタケ目 ナヨタケ科 ムササビタケ Psathyrella piluliformis
205 菌類 ハラタケ目 フサタケ科 サガリハリタケ Radulomyces copelandii
206 菌類 ハラタケ目 シジミタケ科 シジミタケ Resupinatus applicatus
207 菌類 ハラタケ目 スエヒロタケ科 スエヒロタケ Schizophyllum commune
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208 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 タマムクエタケ Agrocybe arvalis
209 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 ヤナギマツタケ Agrocybe cylindracea
210 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 ツチナメコ Agrocybe erebia
211 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 ツバナシフミヅキタケ Agrocybe farinacea
212 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 ハタケキノコ Agrocybe pediades
213 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 フミヅキタケ Agrocybe praecox
214 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 ミドリスギタケ Gymnopilus aeruginosus
215 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 キツムタケ Gymnopilus penetrans
216 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 チャツムタケ Gymnopilus picreus
217 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 ニガクリタケ Hypholoma fasciculare
218 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 ニガクリタケモドキ Hypholoma gracile
219 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 クリタケ Hypholoma lateritium
220 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 アシボソクリタケ Hypholoma marginatum

221 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 カバイロタケ
Leratiomyces squamosus var.
thraustus

222 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 ヤケアトツムタケ Pholiota highlandensis
223 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 ツチスギタケ Pholiota terrestris
224 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 ヒカゲシビレタケ Psilocybe argentipes
225 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 モエギタケ Stropharia aeruginosa
226 菌類 ハラタケ目 モエギタケ科 サケツバタケ Stropharia rugosoannulata
227 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 ヒメキシメジ Callistosporium luteoolivaceum
228 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 コカブイヌシメジ Clitocybe fragrans
229 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 アオイヌシメジ Clitocybe odora
230 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 フショクシメジ Clitocybe sp.
231 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 カヤタケ Infundibulicybe gibba
232 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 ムラサキシメジ Lepista nuda
233 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 コムラサキシメジ Lepista sordida
234 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 ハタシメジ Lepista irina
235 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 シロヒメカヤタケ Leucocybe candicans
236 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 オオイチョウタケ Leucopaxillus giganteus
237 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 コザラミノシメジ Melanoleuca polioleuca

238 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 ユキラッパタケ
Singerocybe
alboinfundibuliformis

239 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 クロゲシメジ Tricholoma atrosquamosum
240 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 シモコシ Tricholoma auratum
241 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 キシメジ Tricholoma flavovirens
242 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 シロシメジ Tricholoma japonicum
243 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 マツタケ Tricholoma matsutake
244 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 ニオイキシメジ Tricholoma sulphureum
245 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 カキシメジ Tricholoma ustale
246 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 ヤブアカゲシメジ Tricholomopsis bambusina
247 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 キサマツモドキ Tricholomopsis decora
248 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 サマツモドキ Tricholomopsis rutilans
249 菌類 ハラタケ目 キシメジ科 ササアカゲタケ Tricholomopsis sasae
250 菌類 ハラタケ目 ガマノホタケ科 ヒメカバイロタケ Xeromphalina campanella
251 菌類 イグチ目 イグチ科 ヌメリコウジタケ Aureoboletus auriporus
252 菌類 イグチ目 イグチ科 ヤシャイグチ Austroboletus fusisporus
253 菌類 イグチ目 イグチ科 オオヤシャイグチ Austroboletus subvirens
254 菌類 イグチ目 イグチ科 セイタカイグチ Aureoboletus russellii
255 菌類 イグチ目 イグチ科 マルミノアヤメイグチ Boletellus badiovinosus
256 菌類 イグチ目 イグチ科 アシナガイグチ Boletellus elatus
257 菌類 イグチ目 イグチ科 キクバナイグチ Boletellus floriformis
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258 菌類 イグチ目 イグチ科 ミヤマベニイグチ Boletellus obscurococcineus
259 菌類 イグチ目 イグチ科 コガネヤマドリ Boletus aurantiosplendens
260 菌類 イグチ目 イグチ科 コウジタケ Boletus fraternus
261 菌類 イグチ目 イグチ科 ツブエノウラベニイグチ Boletus granulopunctatus
262 菌類 イグチ目 イグチ科 クロアザアワタケ Boletus nigromaculatus
263 菌類 イグチ目 イグチ科 オオコゲチャイグチ Boletus obscureumbrinus
264 菌類 イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケモドキ Boletus reticulatus
265 菌類 イグチ目 イグチ科 アワタケ Boletus subtomentosus
266 菌類 イグチ目 イグチ科 アメリカウラベニイロガワリ Boletus subvelutipes
267 菌類 イグチ目 イグチ科 ムラサキヤマドリタケ Boletus violaceofuscus
268 菌類 イグチ目 イグチ科 ニセヒメアワタケ Boletus sp.
269 菌類 イグチ目 イグチ科 アカジコウ Butyriboletus speciosus
270 菌類 イグチ目 イグチ科 ダイダイイグチ Crocinoboletus laetissimus
271 菌類 イグチ目 イグチ科 アケボノアワタケ Harrya chromapes
272 菌類 イグチ目 イグチ科 ベニイグチ Heimioporus japonicus

273 菌類 イグチ目 イグチ科
ヤマナラシノアオネノヤマイ
グチ

Leccinum duriusculum

274 菌類 イグチ目 イグチ科 シワチャヤマイグチ Xerocomus hortonii
275 菌類 イグチ目 イグチ科 キヒダタケ Phylloporus bellus
276 菌類 イグチ目 イグチ科 イロガワリキヒダタケ Phylloporus cyanescens
277 菌類 イグチ目 イグチ科 ハナガサイグチ Pulveroboletus auriflammeus
278 菌類 イグチ目 イグチ科 キイロイグチ Pulveroboletus ravenelii
279 菌類 イグチ目 イグチ科 クロアワタケ Retiboletus griseus
280 菌類 イグチ目 イグチ科 モエギアミアシイグチ Retiboletus nigerrimus
281 菌類 イグチ目 イグチ科 キアミアシイグチ Retiboletus ornatipes
282 菌類 イグチ目 イグチ科 アカヤマドリ Rugiboletus extremiorientalis
283 菌類 イグチ目 イグチ科 オニイグチモドキ Strobilomyces confusus
284 菌類 イグチ目 イグチ科 コオニイグチ Strobilomyces seminudus
285 菌類 イグチ目 イグチ科 オニイグチ Strobilomyces strobilaceus
286 菌類 イグチ目 イグチ科 ウラグロニガイグチ Sutorius eximius
287 菌類 イグチ目 イグチ科 コウラグロニガイグチ Sutorius eximius var. nanus
288 菌類 イグチ目 イグチ科 ミドリニガイグチ Chiua virens
289 菌類 イグチ目 イグチ科 ウスキニガイグチ Tylopilus alkalixanthus
290 菌類 イグチ目 イグチ科 アシボソニガイグチ Tylopilus argillaceus
291 菌類 イグチ目 イグチ科 キニガイグチ Tylopilus balloui
292 菌類 イグチ目 イグチ科 ヨゴレキニガイグチ Tylopilus balloui var. fuscatus
293 菌類 イグチ目 イグチ科 コビチャニガイグチ Tylopilus otsuensis
294 菌類 イグチ目 イグチ科 オクヤマニガイグチ Tylopilus rigens
295 菌類 イグチ目 イグチ科 ブドウニガイグチ Tylopilus vinosobrunneus
296 菌類 イグチ目 イグチ科 キッコウアワタケ Xerocomellus chrysenteron
297 菌類 イグチ目 クチベニタケ科 クチベニタケ Calostoma japonica
298 菌類 イグチ目 ディプロシスティス科 ツチグリ Astraeus hygrometricus
299 菌類 イグチ目 オウギタケ科 オウギタケ Gomphidius roseus
300 菌類 イグチ目 クリイロイグチ科 ビロードクリイロイグチ Gyroporus punctatus
301 菌類 イグチ目 ヒダハタケ科 アカダマタケ Melanogaster intermedius
302 菌類 イグチ目 ショウロ科 ショウロ Rhizopogon roseolus
303 菌類 イグチ目 ニセショウロ科 コツブタケ Pisolithus arrhizus
304 菌類 イグチ目 ニセショウロ科 ヒメカタショウロ Scleroderma areolatum
305 菌類 イグチ目 ニセショウロ科 タマネギモドキ Scleroderma cepa
306 菌類 イグチ目 ニセショウロ科 ニセショウロ Scleroderma citrinum
307 菌類 イグチ目 ヌメリイグチ科 アミタケ Suillus bovinus
308 菌類 イグチ目 ヌメリイグチ科 チチアワタケ Suillus granulatus
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309 菌類 イグチ目 ヌメリイグチ科 ヌメリイグチ Suillus luteus
310 菌類 イグチ目 イチョウタケ科 サケバタケ Pseudomerulius curtisii
311 菌類 イグチ目 イチョウタケ科 ニワタケ Tapinella atrotomentosa
312 菌類 イグチ目 イチョウタケ科 ヤブニワタケ Tapinella bambusinum
313 菌類 ヒメツチグリ目 ヒメツチグリ科 シロツチガキ Geastrum fimbriatum
314 菌類 ヒメツチグリ目 ヒメツチグリ科 ヒナツチガキ Geastrum mirabile
315 菌類 ヒメツチグリ目 ヒメツチグリ科 ヒメツチグリ Geastrum schmidelii
316 菌類 ヒメツチグリ目 ヒメツチグリ科 エリマキツチグリ Geastrum triplex
317 菌類 ラッパタケ目 ラッパタケ科 キホウキタケ Ramaria flava
318 菌類 ラッパタケ目 ラッパタケ科 ウスタケ Turbinellus floccosus
319 菌類 ヒステランギウム目 ファルロガステル科 シラタマタケ Protubera nipponica
320 菌類 スッポンタケ目 アカカゴタケ科 カニノツメ Clathrus bicolumnatus
321 菌類 スッポンタケ目 ツマミタケ科 イカタケ Lysurus arachnoideus
322 菌類 スッポンタケ目 ツマミタケ科 ツマミタケ Lysurus mokusin
323 菌類 スッポンタケ目 ツマミタケ科 ツノツマミタケ Lysurus mokusin f. sinensis
324 菌類 スッポンタケ目 アカカゴタケ科 サンコタケ Pseudocolus fusiformis
325 菌類 スッポンタケ目 スッポンタケ科 キツネノエフデ Mutinus bambusinus
326 菌類 スッポンタケ目 スッポンタケ科 キツネノロウソク Mutinus caninus
327 菌類 スッポンタケ目 スッポンタケ科 スッポンタケ Phallus impudicus
328 菌類 スッポンタケ目 スッポンタケ科 キツネノタイマツ Phallus rugulosus
329 菌類 キクラゲ目 キクラゲ科 キクラゲ Auricularia auricula-judae

330 菌類 キクラゲ目 キクラゲ科 シロキクラゲ
Auricularia auricula-judae f.
albicans

331 菌類 キクラゲ目 キクラゲ科 アラゲキクラゲ Auricularia polytricha
332 菌類 キクラゲ目 キクラゲ科 ヒメキクラゲ Exidia glandulosa
333 菌類 キクラゲ目 キクラゲ科 タマキクラゲ Exidia uvapassa
334 菌類 アンズタケ目 アンズタケ科 アンズタケ Cantharellus anzutake
335 菌類 アンズタケ目 アンズタケ科 ヒナアンズタケ Cantharellus minor
336 菌類 アンズタケ目 アンズタケ科 シロヒメアンズタケ Cantharellus sp.
337 菌類 アンズタケ目 アンズタケ科 トキイロラッパタケ Craterellus lutescens
338 菌類 アンズタケ目 アンズタケ科 ミキイロウスタケ Craterellus tubaeformis
339 菌類 アンズタケ目 カレエダタケ科 ハイイロカレエダタケ Clavulina cinerea
340 菌類 アンズタケ目 カレエダタケ科 カレエダタケ Clavulina coralloides
341 菌類 アンズタケ目 カレエダタケ科 カレエダタケモドキ Clavulina rugosa
342 菌類 アンズタケ目 カノシタ科 シロカノシタ Hydnum repandum var. album
343 菌類 コウヤクタケ目 コウヤクタケ科 スミレウロコタケ Corticium roseocarneum
344 菌類 コウヤクタケ目 コウヤクタケ科 ケシワウロコタケ Punctularia strigosozonata
345 菌類 キカイガラタケ目 キカイガラタケ科 キカイガラタケ Gloeophyllum sepiarium
346 菌類 キカイガラタケ目 キカイガラタケ科 マツオウジ Neolentinus lepideus
347 菌類 タバコウロコタケ目 タバコウロコタケ科 ニッケイタケ Coltricia cinnamomea
348 菌類 タバコウロコタケ目 タバコウロコタケ科 ウズタケ Coltricia montagnei
349 菌類 タバコウロコタケ目 タバコウロコタケ科 ヒメオツネンタケ Coltriciella pusilla
350 菌類 タバコウロコタケ目 タバコウロコタケ科 ネンドタケ Fuscoporia gilva
351 菌類 タバコウロコタケ目 タバコウロコタケ科 ネンドタケモドキ Fuscoporia setifera
352 菌類 タバコウロコタケ目 タバコウロコタケ科 カワウソタケ Inonotus mikadoi
353 菌類 タバコウロコタケ目 タバコウロコタケ科 ムサシタケ Pyrrhoderma adamantinum
354 菌類 タバコウロコタケ目 タバコウロコタケ科 サジタケ Pyrrhoderma scaurum
355 菌類 タバコウロコタケ目 ヒナノヒガサ科 ヒナノヒガサ Rickenella fibula
356 菌類 タバコウロコタケ目 アナタケ科 アナタケ Schizopora flavipora
357 菌類 タバコウロコタケ目 アナタケ科 ナガバタケ Schizopora paradoxa
358 菌類 タマチョレイタケ目 ツガサルノコシカケ科 ヒメシロアミタケ Antrodia albida
359 菌類 タマチョレイタケ目 ツガサルノコシカケ科 ホウロクタケ Daedalea dickinsii
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360 菌類 タマチョレイタケ目 ツガサルノコシカケ科 ツガサルノコシカケ Fomitopsis pinicola
361 菌類 タマチョレイタケ目 ツガサルノコシカケ科 アオゾメタケ Postia caesia
362 菌類 タマチョレイタケ目 シワタケ科 ニクウチワタケ Abortiporus biennis
363 菌類 タマチョレイタケ目 シワタケ科 ヤケイロタケ Bjerkandera adusta
364 菌類 タマチョレイタケ目 シワタケ科 チャシワウロコタケ Phlebia acerina
365 菌類 タマチョレイタケ目 シワタケ科 ハナウロコタケ Stereopsis burtiana
366 菌類 タマチョレイタケ目 マクカワタケ科 ダイダイヒメアミタケ Antrodiella aurantilaeta
367 菌類 タマチョレイタケ目 マクカワタケ科 ヒイロハリタケ Hydnophlebia chrysorhiza
368 菌類 タマチョレイタケ目 マクカワタケ科 キヒモカワタケ Phanerochaete filamentosa
369 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ニクウスバタケ Cerrena consors
370 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ウラギンタケ Fuscoporia discipes
371 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ヒトクチタケ Cryptoporus volvatus
372 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ミイロアミタケ Daedaleopsis purpurea
373 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 チャカイガラタケ Daedaleopsis tricolor
374 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 コフキサルノコシカケ Ganoderma applanatum
375 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 オオミノコフキタケ Ganoderma australe
376 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 マンネンタケ Ganoderma sichuanense
377 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 アミスギタケ Lentinus arcularius
378 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 カイガラタケ Lenzites betulinus
379 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ハチノスタケ Neofavolus alveolaris
380 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ブドウタケ Nigroporus vinosus
381 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 アラゲカワキタケ Panus lecomtei
382 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ベッコウタケ Perenniporia fraxinea
383 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ウズラタケ Perenniporia ochroleuca
384 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 アシグロタケ Picipes badius
385 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ヒイロタケ Pycnoporus coccineus
386 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 チリメンタケ Lenzites elegans
387 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 クジラタケ Trametes orientalis
388 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ハカワラタケ Trichaptum biforme
389 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 カワラタケ Trametes versicolor
390 菌類 タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ヒメシロカイメンタケ Oxyporus cuneatus
391 菌類 タマチョレイタケ目 ハナビラタケ科 ハナビラタケ Sparassis latifolia
392 菌類 ベニタケ目 マツカサタケ科 マツカサタケ Auriscalpium vulgare
393 菌類 ベニタケ目 マツカサタケ科 イタチナミハタケ Lentinellus ursinus
394 菌類 ベニタケ目 サンゴハリタケ科 サンゴハリタケ Hericium coralloides
395 菌類 ベニタケ目 カワタケ科 コミノカワタケ Peniophora manshurica
396 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ニセヒメチチタケ Lactarius camphoratus
397 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ヒカゲヒメチチタケ Lactarius castanopsidis
398 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 キチチタケ Lactarius chrysorrheus
399 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 アシボソチチタケ Lactarius gracilis
400 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 アカモミタケ Lactarius laeticolor
401 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ハツタケ Lactarius lividatus
402 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 チョウジチチタケ Lactarius quietus
403 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ヒロハウスズミチチタケ Lactarius subplinthogalus
404 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ニオイワチチタケ Lactarius subzonarius
405 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ウズハツ Lactarius violascens
406 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 キカラハツモドキ Lactarius zonarius
407 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 チリメンチチタケ Lactifluus corrugis
408 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 クロチチダマシ Lactifluus gerardii
409 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ヒロハチチタケ Lactifluus hygrophoroides
410 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ツチカブリ Lactifluus piperatus
411 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ケシロハツモドキ Lactifluus subvellereus
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412 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ヒメシロチチタケ Lactifluus uyedae
413 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 チチタケ Lactifluus volemus
414 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ムラサキカスリタケ Russula amoena
415 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ニオイコベニタケ Russula bella
416 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 アカカバイロタケ Russula compacta
417 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 カワリハツ Russula cyanoxantha
418 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 アイバシロハツ Russula delica
419 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 シロハツ Russula delica
420 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 クロハツモドキ Russula densifolia
421 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ドクベニタケ Russula emetica
422 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ウコンハツ Russula flavida
423 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 クサハツモドキ Russula grata
424 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 シロハツモドキ Russula japonica
425 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ウスムラサキハツ Russula lilacea
426 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ドクベニダマシ Russula neoemetica
427 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 クロハツ Russula nigricans
428 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 クサイロアカネタケ Russula olivacea
429 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 カラムラサキハツ Russula omiensis
430 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ニセクサハツ Russula pectinatoides
431 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 チシオハツ Russula sanguinaria
432 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 オキナクサハツ Russula senis
433 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 キチャハツ Russula sororia
434 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ムラサキハツ Russula undulata
435 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 チギレハツタケ Russula vesca
436 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 ケショウハツ Russula violeipes
437 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 アイタケ Russula virescens
438 菌類 ベニタケ目 ベニタケ科 カシタケ Russula sp.
439 菌類 ベニタケ目 ウロコタケ科 チウロコタケ Stereum gausapatum
440 菌類 ベニタケ目 ウロコタケ科 キウロコタケ Stereum hirsutum
441 菌類 ベニタケ目 ウロコタケ科 モミジウロコタケ Stereum spectabile
442 菌類 イボタケ目 マツバハリタケ科 クロカワ Boletopsis grisea
443 菌類 イボタケ目 マツバハリタケ科 コウタケ Sarcodon aspratus
444 菌類 イボタケ目 イボタケ科 ボタンイボタケ Thelephora aurantiotincta
445 菌類 アカキクラゲ目 アカキクラゲ科 ツノフノリタケ Calocera cornea
446 菌類 アカキクラゲ目 アカキクラゲ科 モモイロダクリオキン Dacrymyces chrysospermus
447 菌類 アカキクラゲ目 アカキクラゲ科 ツノマタタケ Dacryopinax spathularia
448 菌類 シロキクラゲ目 シロキクラゲ科 ハナビラニカワタケ Phaeotremella foliacea
449 菌類 シロキクラゲ目 シロキクラゲ科 クロハナビラニカワタケ Tremella fimbriata
450 菌類 シロキクラゲ目 シロキクラゲ科 キイロニカワタケ Tremella iduensis
451 菌類 シロキクラゲ目 シロキクラゲ科 コガネニカワタケ Tremella mesenterica
452 菌類 ユーロチウム目 マユハキタケ科 カキノミタケ Penicilliopsis clavariiformis
453 菌類 ビョウタケ目 ヒナノチャワンタケ科 クモノスアカゲヒナチャワン Arachnopeziza aurelia
454 菌類 ビョウタケ目 ビョウタケ科 ビョウタケ Bisporella citrina
455 菌類 ビョウタケ目 ズキンタケ科 ズキンタケ Leotia lubrica
456 菌類 ビョウタケ目 キンカクキン科 ドングリキンカクキン Ciboria batschiana
457 菌類 ビョウタケ目 キンカクキン科 ツバキキンカクチャワンタケ Ciborinia camelliae
458 菌類 ビョウタケ目 キンカクキン科 ニセキンカクアカビョウタケ Dicephalospora rufocornea
459 菌類 チャワンタケ目 ノボリリュウ科 ウラスジチャワンタケ Helvella acetabulum
460 菌類 チャワンタケ目 ノボリリュウ科 アシボソノボリリュウタケ Helvella elastica
461 菌類 チャワンタケ目 ノボリリュウ科 クロノボリリュウ Helvella lacunosa
462 菌類 チャワンタケ目 ノボリリュウ科 カバイロサカズキタケ Helvella leucomelaena
463 菌類 チャワンタケ目 ノボリリュウ科 ナガエノチャワンタケ Helvella macropus
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464 菌類 チャワンタケ目 アミガサタケ科 トガリアミガサタケ Morchella conica
465 菌類 チャワンタケ目 アミガサタケ科 アシボソアミガサタケ Morchella deliciosa
466 菌類 チャワンタケ目 アミガサタケ科 オオトガリアミガサタケ Morchella elata
467 菌類 チャワンタケ目 アミガサタケ科 アミガサタケ Morchella esculenta
468 菌類 チャワンタケ目 アミガサタケ科 オオアミガサタケ Morchella smithiana
469 菌類 チャワンタケ目 チャワンタケ科 オオチャワンタケ Peziza vesiculosa
470 菌類 チャワンタケ目 ピロネマキン科 アラゲコベニチャワンタケ Scutellinia scutellata
471 菌類 チャワンタケ目 ピロネマキン科 オオゴムタケ Trichaleurina tenuispora
472 菌類 チャワンタケ目 クロチャワンタケ科 クロヒメチャワンタケ Plectania platensis
473 菌類 ニクザキン目 バッカクキン科 クモタケ Nomuraea atypicola
474 菌類 ニクザキン目 ノムシタケ科 サナギタケ Cordyceps militaris
475 菌類 ニクザキン目 ニクザキン科 カエンタケ Trichoderma cornu-damae

476 菌類 ニクザキン目
オフィオコルディセプ
ス科

タンポタケモドキ Tolypocladium japonicum

477 菌類 ボリニア目 ボリニア科 クロコバンタケ Camarops polysperma
478 菌類 クロサイワイタケ目 クロサイワイタケ科 チャコブタケ Daldinia childiae
479 菌類 クロサイワイタケ目 クロサイワイタケ科 クロコブタケ Annulohypoxylon truncatum
480 菌類 クロサイワイタケ目 クロサイワイタケ科 アカコブタケ Hypoxylon fragiforme
481 菌類 クロサイワイタケ目 クロサイワイタケ科 フウノミフデタケ Xylaria liquidambaris
482 菌類 クロサイワイタケ目 クロサイワイタケ科 マメザヤタケ Xylaria polymorpha

注）種名及び配列は原則として「日本産菌類集覧データベース」（https://www.mycology-jp.org/html/checklist_wlist.html）、
「増補改訂新版 日本のきのこ」（山と渓谷社, 2011）に従い、併せて「日本産きのこ目録2020」
（http://koubekinoko.chicappa.jp/nihonsannkinoko/2020/00mokuroku2020.htm）（幸徳伸也, 2019）を参照した。
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