
千葉県レッドデータブック（動物編）2011年改定版　　　掲載種リスト
番号 分類群 下位分類群 ランク 種名

1 哺乳類 Ｘ 消息不明・絶滅生物 ヤマコウモリ
2 哺乳類 Ｘ 消息不明・絶滅生物 カワウソ
3 哺乳類 Ｘ 消息不明・絶滅生物 ニホンアシカ
4 哺乳類 Ｂ 重要保護生物 モモジロコウモリ
5 哺乳類 Ｂ 重要保護生物 アカギツネ
6 哺乳類 Ｃ 要保護生物 キクガシラコウモリ
7 哺乳類 Ｃ 要保護生物 コキクガシラコウモリ
8 哺乳類 Ｃ 要保護生物 ニホンザル
9 哺乳類 Ｃ 要保護生物 ニホンリス

10 哺乳類 Ｃ 要保護生物 ニホンアナグマ
11 哺乳類 Ｄ 一般保護生物 ニホンジネズミ
12 哺乳類 Ｄ 一般保護生物 ヒミズ
13 哺乳類 Ｄ 一般保護生物 ユビナガコウモリ
14 哺乳類 Ｄ 一般保護生物 カヤネズミ
15 哺乳類 Ｄ 一般保護生物 ヒメネズミ
16 哺乳類 Ｄ 一般保護生物 ニホンテン
17 哺乳類 Ｄ 一般保護生物 スナメリ
18 哺乳類 情報不足 ヒナコウモリ
19 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 オオヨシゴイ
20 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 コウノトリ
21 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 トキ
22 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 クロトキ
23 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 マガン
24 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 カリガネ
25 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 ヒシクイ
26 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 ハクガン
27 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 サカツラガン
28 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 クイナ
29 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 ヒメクイナ
30 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 アオシギ
31 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 コシギ
32 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 カラスバト
33 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 ヨタカ
34 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 ヤイロチョウ
35 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 サンショウクイ
36 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 チゴモズ
37 鳥類 X 消息不明・絶滅生物 アカモズ
38 鳥類 A 最重要保護生物 サンカノゴイ
39 鳥類 A 最重要保護生物 ヨシゴイ
40 鳥類 A 最重要保護生物 ミゾゴイ
41 鳥類 A 最重要保護生物 カラシラサギ
42 鳥類 A 最重要保護生物 クロツラヘラサギ
43 鳥類 A 最重要保護生物 アカハジロ
44 鳥類 A 最重要保護生物 サシバ
45 鳥類 A 最重要保護生物 チュウヒ
46 鳥類 A 最重要保護生物 ウズラ
47 鳥類 A 最重要保護生物 ヒクイナ
48 鳥類 A 最重要保護生物 シマクイナ
49 鳥類 A 最重要保護生物 タマシギ
50 鳥類 A 最重要保護生物 ミヤコドリ
51 鳥類 A 最重要保護生物 シロチドリ
52 鳥類 A 最重要保護生物 ケリ
53 鳥類 A 最重要保護生物 ヘラシギ
54 鳥類 A 最重要保護生物 シベリアオオハシシギ
55 鳥類 A 最重要保護生物 イソシギ
56 鳥類 A 最重要保護生物 カラフトアオアシシギ
57 鳥類 A 最重要保護生物 ダイシャクシギ
58 鳥類 A 最重要保護生物 ホウロクシギ
59 鳥類 A 最重要保護生物 ハリモモチュウシャク
60 鳥類 A 最重要保護生物 チュウジシギ
61 鳥類 A 最重要保護生物 オオジシギ
62 鳥類 A 最重要保護生物 セイタカシギ
63 鳥類 A 最重要保護生物 ツバメチドリ
64 鳥類 A 最重要保護生物 ズグロカモメ
65 鳥類 A 最重要保護生物 アカアシミツユビカモメ
66 鳥類 A 最重要保護生物 コアジサシ
67 鳥類 A 最重要保護生物 ケイマフリ
68 鳥類 A 最重要保護生物 カンムリウミスズメ
69 鳥類 A 最重要保護生物 コミミズク
70 鳥類 A 最重要保護生物 アオバズク
71 鳥類 A 最重要保護生物 アマツバメ
72 鳥類 A 最重要保護生物 トラツグミ
73 鳥類 A 最重要保護生物 クロツグミ
74 鳥類 A 最重要保護生物 アカコッコ
75 鳥類 A 最重要保護生物 オオセッカ



番号 分類群 下位分類群 ランク 種名
76 鳥類 A 最重要保護生物 キビタキ
77 鳥類 A 最重要保護生物 コサメビタキ
78 鳥類 A 最重要保護生物 サンコウチョウ
79 鳥類 A 最重要保護生物 コジュリン
80 鳥類 B 重要保護生物 ウミウ
81 鳥類 B 重要保護生物 チュウサギ
82 鳥類 B 重要保護生物 コクガン
83 鳥類 B 重要保護生物 オシドリ
84 鳥類 B 重要保護生物 トモエガモ
85 鳥類 B 重要保護生物 ヨシガモ
86 鳥類 B 重要保護生物 ビロードキンクロ
87 鳥類 B 重要保護生物 ホオジロガモ
88 鳥類 B 重要保護生物 ミサゴ
89 鳥類 B 重要保護生物 ハチクマ
90 鳥類 B 重要保護生物 オジロワシ
91 鳥類 B 重要保護生物 オオワシ
92 鳥類 B 重要保護生物 オオタカ
93 鳥類 B 重要保護生物 ハイタカ
94 鳥類 B 重要保護生物 ハヤブサ
95 鳥類 B 重要保護生物 バン
96 鳥類 B 重要保護生物 コチドリ
97 鳥類 B 重要保護生物 ウズラシギ
98 鳥類 B 重要保護生物 チシマシギ
99 鳥類 B 重要保護生物 ハマシギ

100 鳥類 B 重要保護生物 キリアイ
101 鳥類 B 重要保護生物 ツルシギ
102 鳥類 B 重要保護生物 アカアシシギ
103 鳥類 B 重要保護生物 タカブシギ
104 鳥類 B 重要保護生物 ベニアジサシ
105 鳥類 B 重要保護生物 マダラウミスズメ
106 鳥類 B 重要保護生物 ウミスズメ
107 鳥類 B 重要保護生物 シラコバト
108 鳥類 B 重要保護生物 アオバト
109 鳥類 B 重要保護生物 オオコノハズク
110 鳥類 B 重要保護生物 フクロウ
111 鳥類 B 重要保護生物 ヤマセミ
112 鳥類 B 重要保護生物 コシアカツバメ
113 鳥類 B 重要保護生物 キセキレイ
114 鳥類 B 重要保護生物 オオルリ
115 鳥類 C 要保護生物 カイツブリ
116 鳥類 C 要保護生物 ヒメウ
117 鳥類 C 要保護生物 ダイサギ
118 鳥類 C 要保護生物 コサギ
119 鳥類 C 要保護生物 クロサギ
120 鳥類 C 要保護生物 オカヨシガモ
121 鳥類 C 要保護生物 ツミ
122 鳥類 C 要保護生物 ノスリ
123 鳥類 C 要保護生物 ヤマドリ
124 鳥類 C 要保護生物 クロヅル
125 鳥類 C 要保護生物 ナベヅル
126 鳥類 C 要保護生物 カナダヅル
127 鳥類 C 要保護生物 マナヅル
128 鳥類 C 要保護生物 オオバン
129 鳥類 C 要保護生物 イカルチドリ
130 鳥類 C 要保護生物 メダイチドリ
131 鳥類 C 要保護生物 ダイゼン
132 鳥類 C 要保護生物 タゲリ
133 鳥類 C 要保護生物 キョウジョシギ
134 鳥類 C 要保護生物 オバシギ
135 鳥類 C 要保護生物 キアシシギ
136 鳥類 C 要保護生物 ソリハシシギ
137 鳥類 C 要保護生物 オグロシギ
138 鳥類 C 要保護生物 オオソリハシシギ
139 鳥類 C 要保護生物 チュウシャクシギ
140 鳥類 C 要保護生物 セグロアジサシ
141 鳥類 C 要保護生物 カッコウ
142 鳥類 C 要保護生物 ツツドリ
143 鳥類 C 要保護生物 ホトトギス
144 鳥類 C 要保護生物 トラフズク
145 鳥類 C 要保護生物 カワセミ
146 鳥類 C 要保護生物 ヒメアマツバメ
147 鳥類 C 要保護生物 アオゲラ
148 鳥類 C 要保護生物 アカゲラ
149 鳥類 C 要保護生物 ミソサザイ
150 鳥類 C 要保護生物 イワヒバリ
151 鳥類 C 要保護生物 イソヒヨドリ



番号 分類群 下位分類群 ランク 種名
152 鳥類 C 要保護生物 ヤブサメ
153 鳥類 C 要保護生物 センダイムシクイ
154 鳥類 C 要保護生物 ホオジロ
155 鳥類 C 要保護生物 ホオアカ
156 鳥類 C 要保護生物 ハギマシコ
157 鳥類 C 要保護生物 カケス
158 鳥類 D 一般保護生物 カンムリカイツブリ
159 鳥類 D 一般保護生物 カワウ
160 鳥類 D 一般保護生物 スズガモ
161 鳥類 D 一般保護生物 シノリガモ
162 鳥類 D 一般保護生物 ウミアイサ
163 鳥類 D 一般保護生物 トビ
164 鳥類 D 一般保護生物 チョウゲンボウ
165 鳥類 D 一般保護生物 ムナグロ
166 鳥類 D 一般保護生物 トウネン
167 鳥類 D 一般保護生物 ミユビシギ
168 鳥類 D 一般保護生物 アオアシシギ
169 鳥類 D 一般保護生物 クサシギ
170 鳥類 D 一般保護生物 ヒバリ
171 鳥類 D 一般保護生物 ツバメ
172 鳥類 D 一般保護生物 イワツバメ
173 鳥類 D 一般保護生物 カヤクグリ
174 鳥類 D 一般保護生物 コヨシキリ
175 鳥類 D 一般保護生物 オオヨシキリ
176 鳥類 D 一般保護生物 セッカ
177 鳥類 D 一般保護生物 クロジ
178 鳥類 D 一般保護生物 オオジュリン
179 鳥類 D 一般保護生物 イカル
180 爬虫類 A 最重要保護生物 アカウミガメ
181 爬虫類 A 最重要保護生物 ニホンイシガメ
182 爬虫類 B 重要保護生物 ニホントカゲ
183 爬虫類 B 重要保護生物 シロマダラ
184 爬虫類 B 重要保護生物 ニホンマムシ
185 爬虫類 B 重要保護生物 ジムグリ
186 爬虫類 C 要保護生物 シマヘビ
187 爬虫類 D 一般保護生物 ニホンヤモリ
188 爬虫類 D 一般保護生物 アオダイショウ
189 爬虫類 D 一般保護生物 ヤマカガシ
190 爬虫類 D 一般保護生物 カナヘビ
191 爬虫類 D 一般保護生物 ヒバカリ
192 爬虫類 情報不足 クサガメ
193 爬虫類 情報不足 スッポン（ニホンスッポン）
194 両生類 A 最重要保護生物 トウキョウサンショウウオ
195 両生類 A 最重要保護生物 アカハライモリ
196 両生類 A 最重要保護生物 ツチガエル
197 両生類 A 最重要保護生物 ニホンアカガエル
198 両生類 B 重要保護生物 カジカガエル
199 両生類 B 重要保護生物 タゴガエル
200 両生類 B 重要保護生物 トウキョウダルマガエル
201 両生類 C 要保護生物 モリアオガエル
202 両生類 C 要保護生物 ヤマアカガエル
203 両生類 C 要保護生物 アズマヒキガエル
204 両生類 D 一般保護生物 シュレーゲルアオガエル
205 魚類 Ｘ 消息不明・絶滅生物 ゼニタナゴ
206 魚類 Ｘ 消息不明・絶滅生物 アオギス
207 魚類 Ａ 最重要保護生物 スナヤツメ
208 魚類 Ａ 最重要保護生物 ミヤコタナゴ
209 魚類 Ａ 最重要保護生物 タナゴ
210 魚類 Ａ 最重要保護生物 ジュズカケハゼ
211 魚類 地域によりＢ／Ｃ／対象外 ヤリタナゴ
212 魚類 Ｂ 重要保護生物 アカヒレタビラ
213 魚類 Ｂ 重要保護生物 アブラハヤ
214 魚類 Ｂ 重要保護生物 カマツカ
215 魚類 Ｂ 重要保護生物 ギバチ
216 魚類 Ｂ 重要保護生物 ナマズ
217 魚類 Ｂ 重要保護生物 メダカ
218 魚類 Ｂ 重要保護生物 トビハゼ
219 魚類 Ｃ 要保護生物 キンブナ
220 魚類 Ｃ 要保護生物 ニゴイ(新)
221 魚類 Ｃ 要保護生物 シマドジョウ
222 魚類 Ｃ 要保護生物 ホトケドジョウ
223 魚類 Ｃ 要保護生物 シラウオ
224 魚類 Ｃ 要保護生物 クルメサヨリ(新)
225 魚類 Ｄ 一般保護生物 モツゴ
226 魚類 Ｄ 一般保護生物 ギンブナ(新)
227 魚類 Ｄ 一般保護生物 ビリンゴ



番号 分類群 下位分類群 ランク 種名
228 魚類 Ｄ 一般保護生物 シロウオ
229 魚類 Ｄ 一般保護生物 エドハゼ
230 魚類 Ｄ 一般保護生物 ヌマチチブ
231 魚類 Ｄ 一般保護生物 チクゼンハゼ
232 昆虫類 カゲロウ目 Ａ 最重要保護生物 ヒトリガカゲロウ
233 昆虫類 カゲロウ目 Ａ 最重要保護生物 サトキハダヒラタカゲロウ
234 昆虫類 カゲロウ目 Ｄ 一般保護生物 アカツキシロカゲロウ
235 昆虫類 カゲロウ目 Ｄ 一般保護生物 ミツトゲヒメシロカゲロウ
236 昆虫類 カゲロウ目 Ｄ 一般保護生物 イシワタマダラカゲロウ
237 昆虫類 トンボ目 X 消息不明・絶滅生物 コバネアオイトトンボ
238 昆虫類 トンボ目 X 消息不明・絶滅生物 アオハダトンボ
239 昆虫類 トンボ目 X 消息不明・絶滅生物 エゾトンボ
240 昆虫類 トンボ目 X 消息不明・絶滅生物 ベッコウトンボ
241 昆虫類 トンボ目 X 消息不明・絶滅生物 ミヤマアカネ
242 昆虫類 トンボ目 X 消息不明・絶滅生物 キトンボ
243 昆虫類 トンボ目 X 消息不明・絶滅生物 オオキトンボ
244 昆虫類 トンボ目 A 最重要保護生物 ヒヌマイトトンボ
245 昆虫類 トンボ目 A 最重要保護生物 ホソミイトトンボ
246 昆虫類 トンボ目 A 最重要保護生物 ベニイトトンボ
247 昆虫類 トンボ目 A 最重要保護生物 オオセスジイトトンボ
248 昆虫類 トンボ目 A 最重要保護生物 オオモノサシトンボ
249 昆虫類 トンボ目 A 最重要保護生物 オツネントンボ
250 昆虫類 トンボ目 A 最重要保護生物 ミヤマサナエ
251 昆虫類 トンボ目 A 最重要保護生物 ナゴヤサナエ
252 昆虫類 トンボ目 A 最重要保護生物 オジロサナエ
253 昆虫類 トンボ目 A 最重要保護生物 キイロヤマトンボ
254 昆虫類 トンボ目 A 最重要保護生物 ハネビロエゾトンボ
255 昆虫類 トンボ目 A 最重要保護生物 トラフトンボ
256 昆虫類 トンボ目 A 最重要保護生物 ヨツボシトンボ
257 昆虫類 トンボ目 A 最重要保護生物 ヒメアカネ
258 昆虫類 トンボ目 A 最重要保護生物 ネキトンボ
259 昆虫類 トンボ目 A 最重要保護生物 アサヒナカワトンボの地域個体群（シロバネカワトンボ）  
260 昆虫類 トンボ目 B 重要保護生物 モートンイトトンボ
261 昆虫類 トンボ目 B 重要保護生物 ムスジイトトンボ
262 昆虫類 トンボ目 B 重要保護生物 オオイトトンボ
263 昆虫類 トンボ目 B 重要保護生物 ホンサナエ
264 昆虫類 トンボ目 B 重要保護生物 キイロサナエ
265 昆虫類 トンボ目 B 重要保護生物 アオサナエ
266 昆虫類 トンボ目 B 重要保護生物 オナガサナエ
267 昆虫類 トンボ目 B 重要保護生物 コサナエ
268 昆虫類 トンボ目 B 重要保護生物 アオヤンマ
269 昆虫類 トンボ目 B 重要保護生物 ネアカヨシヤンマ
270 昆虫類 トンボ目 B 重要保護生物 カトリヤンマ
271 昆虫類 トンボ目 B 重要保護生物 タカネトンボ
272 昆虫類 トンボ目 B 重要保護生物 ハラビロトンボ
273 昆虫類 トンボ目 B 重要保護生物 リスアカネ
274 昆虫類 トンボ目 C 要保護生物 キイトトンボ
275 昆虫類 トンボ目 C 要保護生物 セスジイトトンボ
276 昆虫類 トンボ目 C 要保護生物 モノサシトンボ
277 昆虫類 トンボ目 C 要保護生物 アオイトトンボ
278 昆虫類 トンボ目 C 要保護生物 ダビドサナエ
279 昆虫類 トンボ目 C 要保護生物 コシボソヤンマ
280 昆虫類 トンボ目 C 要保護生物 マルタンヤンマ
281 昆虫類 トンボ目 D 一般保護生物 ヤマサナエ
282 昆虫類 トンボ目 D 一般保護生物 ウチワヤンマ
283 昆虫類 トンボ目 D 一般保護生物 サラサヤンマ
284 昆虫類 トンボ目 D 一般保護生物 ヤブヤンマ
285 昆虫類 トンボ目 D 一般保護生物 クロスジギンヤンマ
286 昆虫類 トンボ目 D 一般保護生物 コノシメトンボ
287 昆虫類 トンボ目 D 一般保護生物 チョウトンボ
288 昆虫類 カワゲラ目 A 最重要保護生物 （アイズクサカワゲラとして記録された）クサカワゲラ属の一種
289 昆虫類 カワゲラ目 D 一般保護生物 クロヒゲカワゲラ
290 昆虫類 ゴキブリ目 Ｄ 一般保護生物 オオゴキブリ
291 昆虫類 カマキリ目 Ｃ 要保護生物 ヒメカマキリ
292 昆虫類 カマキリ目 Ｄ 一般保護生物 ヒナカマキリ
293 昆虫類 バッタ目 Ｘ 消息不明・絶滅生物 アカハネバッタ
294 昆虫類 バッタ目 Ａ 最重要保護生物 オオクサキリ
295 昆虫類 バッタ目 Ａ 最重要保護生物 カスミササキリ
296 昆虫類 バッタ目 Ａ 最重要保護生物 オオオカメコオロギ
297 昆虫類 バッタ目 Ａ 最重要保護生物 カヤコオロギ
298 昆虫類 バッタ目 Ａ 最重要保護生物 ハマスズ
299 昆虫類 バッタ目 Ａ 最重要保護生物 セグロイナゴ（セグロバッタ）
300 昆虫類 バッタ目 Ａ 最重要保護生物 イナゴモドキ
301 昆虫類 バッタ目 Ａ 最重要保護生物 ヤマトマダラバッタ（ヤマトバッタ）
302 昆虫類 バッタ目 Ｂ 重要保護生物 ヒサゴクサキリ
303 昆虫類 バッタ目 Ｂ 重要保護生物 クロツヤコオロギ



番号 分類群 下位分類群 ランク 種名
304 昆虫類 バッタ目 Ｂ 重要保護生物 コガタコオロギ
305 昆虫類 バッタ目 Ｂ 重要保護生物 リュウキュウチビスズ（ヤマトチビスズ）
306 昆虫類 バッタ目 Ｂ 重要保護生物 ボウソウサワヒシバッタ
307 昆虫類 バッタ目 Ｃ 要保護生物 クツワムシ
308 昆虫類 バッタ目 Ｄ 一般保護生物 ナツノツヅレサセコオロギ
309 昆虫類 バッタ目 Ｄ 一般保護生物 クチキコオロギ
310 昆虫類 バッタ目 Ｄ 一般保護生物 マツムシ
311 昆虫類 バッタ目 Ｄ 一般保護生物 イソカネタタキ
312 昆虫類 ナナフシ目 Ｃ 要保護生物 トゲナナフシ
313 昆虫類 カメムシ目 Ｘ 消息不明・絶滅生物 ヤスマツアメンボ
314 昆虫類 カメムシ目 Ｘ 消息不明・絶滅生物 ベニモンマキバサシガメ
315 昆虫類 カメムシ目 Ｘ 消息不明・絶滅生物 アダチアカサシガメ
316 昆虫類 カメムシ目 Ｘ 消息不明・絶滅生物 アカヘリサシガメ
317 昆虫類 カメムシ目 Ｘ 消息不明・絶滅生物 オオクチブトカメムシ
318 昆虫類 カメムシ目 Ａ 最重要保護生物 ハルゼミ
319 昆虫類 カメムシ目 Ａ 最重要保護生物 タガメ
320 昆虫類 カメムシ目 Ａ 最重要保護生物 コバンムシ
321 昆虫類 カメムシ目 Ａ 最重要保護生物 ナベブタムシ
322 昆虫類 カメムシ目 Ａ 最重要保護生物 イトアメンボ
323 昆虫類 カメムシ目 Ａ 最重要保護生物 ズイムシハナカメムシ
324 昆虫類 カメムシ目 Ａ 最重要保護生物 キュウシュウクチブトカメムシ
325 昆虫類 カメムシ目 Ｂ 重要保護生物 ヒメミズカマキリ
326 昆虫類 カメムシ目 Ｂ 重要保護生物 エサキアメンボ
327 昆虫類 カメムシ目 Ｂ 重要保護生物 ハネナシアメンボ
328 昆虫類 カメムシ目 Ｂ 重要保護生物 キバネアシブトマキバサシガメ
329 昆虫類 カメムシ目 Ｃ 要保護生物 ケシウミアメンボ
330 昆虫類 カメムシ目 Ｃ 要保護生物 クロバアカサシガメ
331 昆虫類 カメムシ目 Ｃ 要保護生物 アズキヘリカメムシ
332 昆虫類 カメムシ目 Ｃ 要保護生物 ナシカメムシ
333 昆虫類 カメムシ目 Ｃ 要保護生物 ヨコヅナツチカメムシ
334 昆虫類 カメムシ目 Ｃ 要保護生物 フタボシツチカメムシ
335 昆虫類 カメムシ目 Ｃ 要保護生物 オオキンカメムシ
336 昆虫類 カメムシ目 Ｃ 要保護生物 フタテンカメムシ
337 昆虫類 カメムシ目 Ｃ 要保護生物 トゲカメムシ
338 昆虫類 カメムシ目 Ｃ 要保護生物 トホシカメムシ
339 昆虫類 カメムシ目 Ｃ 要保護生物 イネカメムシ
340 昆虫類 カメムシ目 Ｃ 要保護生物 オオツノカメムシ
341 昆虫類 カメムシ目 Ｃ 要保護生物 ベニモンツノカメムシ
342 昆虫類 カメムシ目 Ｄ 一般保護生物 ヒメハルゼミ
343 昆虫類 カメムシ目 Ｄ 一般保護生物 オオアメンボ
344 昆虫類 カメムシ目 Ｄ 一般保護生物 ヒメマダラナガカメムシ
345 昆虫類 カメムシ目 Ｄ 一般保護生物 ヒメジュウジナガカメムシ
346 昆虫類 カメムシ目 Ｄ 一般保護生物 ハナダカカメムシ
347 昆虫類 カメムシ目 Ｄ 一般保護生物 ルリクチブトカメムシ
348 昆虫類 アミメカゲロウ目 Ｂ 重要保護生物 ヒメカマキリモドキ
349 昆虫類 アミメカゲロウ目 Ｃ 要保護生物 ツノトンボ
350 昆虫類 コウチュウ目 Ｘ 消息不明・絶滅生物 ゲンゴロウ
351 昆虫類 コウチュウ目 Ｘ 消息不明・絶滅生物 ダイコクコガネ
352 昆虫類 コウチュウ目 Ｘ 消息不明・絶滅生物 ミナミキイロネクイハムシ（キイロネクイハムシ）
353 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 ホソハンミョウ
354 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 カワラハンミョウ
355 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 クロカタビロオサムシ
356 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 コハンミョウモドキ
357 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 キバネキバナガミズギワゴミムシ
358 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 オオキバナガミズギワゴミムシ
359 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 ギョウトクコミズギワゴミムシ
360 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 ハマベゴミムシ
361 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 スナハラゴミムシ
362 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 アオヘリアオゴミムシ
363 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 チビアオゴミムシ
364 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 クマガイクロアオゴミムシ
365 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 キイロホソゴミムシ
366 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 イスミナガゴミムシ
367 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 コガタノゲンゴロウ
368 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 キボシツブゲンゴロウ
369 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 シャープゲンゴロウモドキ
370 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 オオイチモンジシマゲンゴロウ
371 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 キボシチビコツブゲンゴロウ
372 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 ネブトクワガタ
373 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 オオクワガタ
374 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 オオコブスジコガネ
375 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 アラメエンマコガネ
376 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 ヒメキイロマグソコガネ
377 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 キバネマグソコガネ
378 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 クロモンマグソコガネ
379 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 セマルオオマグソコガネ



番号 分類群 下位分類群 ランク 種名
380 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 ダルママグソコガネ
381 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 トゲフタオタマムシ
382 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 ヒメボタル
383 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 オオトラカミキリ
384 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 ハンノキカミキリ
385 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 アサカミキリ
386 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 クロマメゾウムシ
387 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 シナノオオミズクサハムシ
388 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 ウスグロタマノミハムシ
389 昆虫類 コウチュウ目 Ａ 最重要保護生物 ハマベゾウムシ
390 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 アイヌハンミョウ
391 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 アカガネオサムシ
392 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 セアカオサムシ
393 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 オオマルクビゴミムシ
394 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 キベリマルクビゴミムシ
395 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 カズサヒラタゴミムシ
396 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 マダラコガシラミズムシ
397 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 マルガタゲンゴロウ
398 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 トダセスジゲンゴロウ
399 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 ヒラタクワガタ
400 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 ヤマトモンシデムシ
401 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 アカマダラセンチコガネ
402 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 アカマダラハナムグリ（アカマダラコガネ）
403 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 オオフタホシマグソコガネ
404 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 アオタマムシ
405 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 クロマダラタマムシ
406 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 ゲンジボタル
407 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 ベーツヒラタカミキリ
408 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 ヨツボシカミキリ
409 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 アカアシオオアオカミキリ
410 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 クロホシチビヒゲナガゾウムシ
411 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 キヌツヤミズクサハムシ（スゲハムシ）
412 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 オオルリハムシ
413 昆虫類 コウチュウ目 Ｂ 重要保護生物 ウキクサミズゾウムシ
414 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 カワラゴミムシ
415 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 シロヘリハンミョウ
416 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 エサキオサムシ
417 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 ヒメマイマイカブリ
418 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 コクロナガオサムシ（トウホククロナガオサムシ）
419 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 オサムシモドキ
420 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 キバナガミズギワゴミムシ
421 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 カジムラヒメナガゴミムシ
422 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 コハラアカモリヒラタゴミムシ
423 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 オオヒメゲンゴロウ
424 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 オオミズスマシ
425 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 ヒメミズスマシ
426 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 ミズスマシ
427 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 ガムシ
428 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 ツヤハマベエンマムシ
429 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 ニセハマベエンマムシ
430 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 クチキクシヒゲムシ
431 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 ヤマトケシマグソコガネ
432 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 ヒゲブトハナムグリ
433 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 シロスジコガネ
434 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 クロタマムシ
435 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 アオマダラタマムシ
436 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 ルリツヤハダコメツキ
437 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 カワイヒラアシコメツキ
438 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 ヘイケボタル
439 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 クロマドボタル
440 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 ヒメツチハンミョウ
441 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 イソジョウカイモドキ
442 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 クロズハマベゴミムシダマシ
443 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 ニセノコギリカミキリ
444 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 ホソカミキリ
445 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 ベニバハナカミキリ
446 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 キアシネクイハムシ
447 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 フトネクイハムシ
448 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 キンイロネクイハムシ
449 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 ジュンサイハムシ
450 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 エゴヒゲナガゾウムシ（ウシズラヒゲナガゾウムシ)
451 昆虫類 コウチュウ目 Ｃ 要保護生物 オオアオゾウムシ
452 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 要保護生物 コハンミョウ
453 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 アワカズサオサムシ
454 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 ムネアカチビヒョウタンゴミムシ
455 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 ヒョウタンゴミムシ
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456 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 トネガワナガゴミムシ
457 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 コアトワアオゴミムシ
458 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 オオキベリアオゴミムシ
459 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 オオトックリゴミムシ
460 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 コアオアトキリゴミムシ
461 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 アオバネホソクビゴミムシ
462 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 コホソクビゴミムシ
463 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 シマゲンゴロウ
464 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 コオナガミズスマシ
465 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 コミズスマシ
466 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 コガムシ
467 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 ベッコウヒラタシデムシ
468 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 オニヒラタシデムシ
469 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 オオツノハネカクシ
470 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 ミヤマクワガタ
471 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 ムネアカセンチコガネ
472 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 オオセンチコガネ
473 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 ゴホンダイコクコガネ
474 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 トラハナムグリ
475 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 コカブトムシ
476 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 ヒゲナガハナノミ
477 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 ヤマトタマムシ（タマムシ）
478 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 フタモウバタマコメツキ
479 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 アカモンチビオオキノコ（千葉県亜種)
480 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 オオモンキゴミムシダマシ
481 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 チャイロヒメハナカミキリ
482 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 アオスジカミキリ
483 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 ホシベニカミキリ
484 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 セミスジコブヒゲカミキリ
485 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 イボタサビカミキリ
486 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 ネジロカミキリ
487 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 イネネクイハムシ
488 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 イタヤハマキチョッキリ
489 昆虫類 コウチュウ目 Ｄ 一般保護生物 エゴシギゾウムシ
490 昆虫類 ハチ目 Ａ 最重要保護生物 シブオナガコマユバチ
491 昆虫類 ハチ目 Ａ 最重要保護生物 ヤスマツツチバチ
492 昆虫類 ハチ目 Ａ 最重要保護生物 ムツボシクモバチ
493 昆虫類 ハチ目 Ａ 最重要保護生物 フルカワフトハキリバチ
494 昆虫類 ハチ目 Ａ 最重要保護生物 シロスジフトハナバチ
495 昆虫類 ハチ目 Ａ 最重要保護生物 ウスルリモンハナバチ
496 昆虫類 ハチ目 Ｂ 重要保護生物 ヨウロウヒラクチハバチ
497 昆虫類 ハチ目 Ｂ 重要保護生物 フジセイボウモドキ
498 昆虫類 ハチ目 Ｂ 重要保護生物 ハグロフタオビドロバチ
499 昆虫類 ハチ目 Ｂ 重要保護生物 アカオビケラトリバチ
500 昆虫類 ハチ目 Ｂ 重要保護生物 フクイジガバチモドキ
501 昆虫類 ハチ目 Ｂ 重要保護生物 コウライクモカリバチ
502 昆虫類 ハチ目 Ｂ 重要保護生物 キアシハナダカバチモドキ
503 昆虫類 ハチ目 Ｂ 重要保護生物 ヤスマツヒメハナバチ
504 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 ワレモコウチュウレンジ
505 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 ヒゲジロキバチ
506 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 モンクキバチ
507 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 トサヤドリキバチ
508 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 ウマノオバチ
509 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 ニホンヒラタタマバチ
510 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 セイドウマルセイボウ
511 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 スギハラクモバチ
512 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 ミイロツメボソクモバチ
513 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 キボシトックリバチ
514 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 ニッポントゲアナバチ
515 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 ハクサンツヤアナバチ
516 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 オオドロバチモドキ
517 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 ニッポントゲアワフキバチ
518 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 チバヤドリコハナバチ
519 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 シロスジフデアシハナバチ
520 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 シロスジムカシハナバチヤドリ
521 昆虫類 ハチ目 Ｃ 要保護生物 クロマルハナバチ
522 昆虫類 シリアゲ目 Ｂ 重要保護生物 キシタトゲシリアゲ
523 昆虫類 シリアゲ目 Ｃ 要保護生物 ガガンボモドキ（ヤマトガガンボモドキ）
524 昆虫類 シリアゲ目 Ｃ 要保護生物 ミスジシリアゲ
525 昆虫類 シリアゲ目 Ｃ 要保護生物 ホシシリアゲ
526 昆虫類 シリアゲ目 Ｄ 一般保護生物 ヤマトシリアゲ（シリアゲムシ）
527 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｘ 消息不明・絶滅生物 クロイエバエ
528 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｘ 消息不明・絶滅生物 ミドリイエバエ
529 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｘ 消息不明・絶滅生物 コミドリイエバエ
530 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｘ 消息不明・絶滅生物 ノサシバエ
531 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｘ 消息不明・絶滅生物 ミナミサシバエ



番号 分類群 下位分類群 ランク 種名
532 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｘ 消息不明・絶滅生物 カエルキンバエ
533 昆虫類 ハエ・アブ目 Ａ 最重要保護生物 イシハラアブ
534 昆虫類 ハエ・アブ目 Ａ 最重要保護生物 コブアリノスアブ
535 昆虫類 ハエ・アブ目 Ａ 最重要保護生物 クダマキモドキヤドリニクバエ
536 昆虫類 ハエ・アブ目 Ａ 最重要保護生物 バッタヤドリニクバエ
537 昆虫類 ハエ・アブ目 Ａ 最重要保護生物 メッツゲルニクバエ
538 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｂ 重要保護生物 キンイロアブ
539 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｂ 重要保護生物 カワムラモモブトハナアブ
540 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｂ 重要保護生物 マガリモンハナアブ
541 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｂ 重要保護生物 キヒゲアシブトハナアブ
542 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｂ 重要保護生物 ホリヒメイエバエ
543 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｂ 重要保護生物 シナハマヒメイエバエ
544 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｂ 重要保護生物 ホホヒゲヒメイエバエ
545 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｂ 重要保護生物 チビトゲアシメマトイ
546 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｂ 重要保護生物 ウミベカトリバエ
547 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｂ 重要保護生物 ヒグラシヤチニクバエ
548 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｃ 要保護生物 カルマイツヤタマヒラタアブ
549 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｃ 要保護生物 カクモンハラブトハナアブ
550 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｃ 要保護生物 シュッツェニクバエ
551 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｃ 要保護生物 キーガンニクバエ
552 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｄ 一般保護生物 ヨスジキンメアブ
553 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｄ 一般保護生物 シロスネアブ
554 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｄ 一般保護生物 ハタケヤマアブ
555 昆虫類 ハエ・アブ目 Ｄ 一般保護生物 ミドリバエ
556 昆虫類 トビケラ目 Ｘ 消息不明・絶滅生物 シンテイトビケラ
557 昆虫類 トビケラ目 Ａ 最重要保護生物 ツマグロトビケラ
558 昆虫類 トビケラ目 Ａ 最重要保護生物 ミサキツノトビケラ
559 昆虫類 トビケラ目 Ｂ 重要保護生物 エグリトビケラ
560 昆虫類 トビケラ目 Ｃ 要保護生物 キヨスミナガレトビケラ
561 昆虫類 トビケラ目 Ｃ 要保護生物 トビイロトビケラ
562 昆虫類 トビケラ目 Ｃ 要保護生物 ウルマートビイロトビケラ
563 昆虫類 トビケラ目 Ｂ 重要保護生物 セグロトビケラ
564 昆虫類 トビケラ目 Ｃ 要保護生物 ニセオオハラツツトビケラ
565 昆虫類 トビケラ目 Ｃ 要保護生物 カタツムリトビケラ
566 昆虫類 トビケラ目 Ｃ 要保護生物 ツノツツトビケラ
567 昆虫類 トビケラ目 Ｃ 要保護生物 グマガトビケラ
568 昆虫類 トビケラ目 Ｄ 一般保護生物 マルバネトビケラ
569 昆虫類 トビケラ目 Ｄ 一般保護生物 トウヨウカクツツトビケラ
570 昆虫類 チョウ目チョウ類 X 消息不明・絶滅生物 ツマグロキチョウ
571 昆虫類 チョウ目チョウ類 X 消息不明・絶滅生物 クロシジミ
572 昆虫類 チョウ目チョウ類 X 消息不明・絶滅生物 ウラギンスジヒョウモン
573 昆虫類 チョウ目チョウ類 X 消息不明・絶滅生物 オオウラギンヒョウモン
574 昆虫類 チョウ目チョウ類 X 消息不明・絶滅生物 ヒョウモンモドキ
575 昆虫類 チョウ目チョウ類 A 最重要保護生物 ウラキンシジミ
576 昆虫類 チョウ目チョウ類 A 最重要保護生物 オオウラギンスジヒョウモン
577 昆虫類 チョウ目チョウ類 A 最重要保護生物 ウラギンヒョウモン
578 昆虫類 チョウ目チョウ類 B 重要保護生物 アオバセセリ
579 昆虫類 チョウ目チョウ類 B 重要保護生物 ミヤマセセリ
580 昆虫類 チョウ目チョウ類 B 重要保護生物 ホソバセセリ
581 昆虫類 チョウ目チョウ類 C 要保護生物 ミヤマチャバネセセリ
582 昆虫類 チョウ目チョウ類 B 重要保護生物 オオチャバネセセリ
583 昆虫類 チョウ目チョウ類 B 重要保護生物 コツバメ
584 昆虫類 チョウ目チョウ類 B 重要保護生物 シルビアシジミ
585 昆虫類 チョウ目チョウ類 B 重要保護生物 スミナガシ
586 昆虫類 チョウ目チョウ類 C 要保護生物 アサマイチモンジ
587 昆虫類 チョウ目チョウ類 A 最重要保護生物 クモガタヒョウモン
588 昆虫類 チョウ目チョウ類 B 重要保護生物 ヒオドシチョウ
589 昆虫類 チョウ目チョウ類 B 重要保護生物 オオムラサキ
590 昆虫類 チョウ目チョウ類 C 要保護生物 オナガアゲハ
591 昆虫類 チョウ目チョウ類 C 要保護生物 ミズイロオナガシジミ
592 昆虫類 チョウ目チョウ類 C 要保護生物 ウラゴマダラシジミ
593 昆虫類 チョウ目チョウ類 C 要保護生物 オオミドリシジミ
594 昆虫類 チョウ目チョウ類 C 要保護生物 アカシジミ
595 昆虫類 チョウ目チョウ類 C 要保護生物 ウラナミアカシジミ
596 昆虫類 チョウ目チョウ類 C 要保護生物 ミドリシジミ
597 昆虫類 チョウ目チョウ類 C 要保護生物 ルーミスシジミ
598 昆虫類 チョウ目チョウ類 C 要保護生物 コムラサキ
599 昆虫類 チョウ目チョウ類 C 要保護生物 ミドリヒョウモン
600 昆虫類 チョウ目チョウ類 C 要保護生物 ミスジチョウ
601 昆虫類 チョウ目チョウ類 C 要保護生物 ジャノメチョウ
602 昆虫類 チョウ目チョウ類 C 要保護生物 ヤマキマダラヒカゲ房総亜種（ボウソウヤマキマダラヒカゲ）
603 昆虫類 チョウ目チョウ類 D 一般保護生物 ギンイチモンジセセリ
604 昆虫類 チョウ目チョウ類 D 一般保護生物 ヒメキマダラセセリ
605 昆虫類 チョウ目チョウ類 D 一般保護生物 トラフシジミ
606 昆虫類 チョウ目チョウ類 D 一般保護生物 アサギマダラ
607 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｘ 消息不明・絶滅生物 マエアカヒトリ



番号 分類群 下位分類群 ランク 種名
608 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｘ 消息不明・絶滅生物 キバラヒトリ
609 昆虫類 チョウ目ガ類 Ａ 最重要保護生物 カバイロシャチホコ
610 昆虫類 チョウ目ガ類 Ａ 最重要保護生物 オビグロスズメ
611 昆虫類 チョウ目ガ類 Ａ 最重要保護生物 ウスズミケンモン
612 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｂ 重要保護生物 カバイロキヨトウ
613 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｂ 重要保護生物 ツマグロキヨトウ
614 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｂ 重要保護生物 ミスジキリガ
615 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｂ 重要保護生物 ヤクシマキリガ
616 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｃ 要保護生物 ホソバオビキリガ
617 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｃ 要保護生物 ガマヨトウ
618 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｃ 要保護生物 オオチャバネヨトウ
619 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｃ 要保護生物 イチモジヒメヨトウ
620 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｃ 要保護生物 キュウシュウスジヨトウ
621 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｃ 要保護生物 ミヤケジマヨトウ
622 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｄ 一般保護生物 ヒトリガ
623 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｄ 一般保護生物 ウスミミモンキリガ
624 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｄ 一般保護生物 サヌキキリガ
625 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｄ 一般保護生物 コシロシタバ
626 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｄ 一般保護生物 オニベニシタバ
627 昆虫類 チョウ目ガ類 Ｄ 一般保護生物 ジョナスキシタバ
628 クモ類 Ａ 最重要保護生物 カネコトタテグモ
629 クモ類 Ａ 最重要保護生物 ワスレナグモ
630 クモ類 Ａ 最重要保護生物 コケオニグモ
631 クモ類 Ｂ 重要保護生物 キシノウエトタテグモ
632 クモ類 Ｂ 重要保護生物 キノボリトタテグモ
633 クモ類 Ｃ 要保護生物 コガネグモ
634 クモ類 Ｃ 要保護生物 キヌアシナガグモ
635 クモ類 Ｃ 要保護生物 シッチコモリグモ
636 クモ類 Ｄ 一般保護生物 ナカムラオニグモ
637 クモ類 Ｄ 一般保護生物 オニグモ
638 陸産陸水産甲殻類 Ａ 最重要保護生物 ヒガタスナホリムシ
639 陸産陸水産甲殻類 Ｂ 重要保護生物 ヒメコツブムシ
640 陸産陸水産甲殻類 Ｂ 重要保護生物 キヨスミチビヒメフナムシ
641 陸産陸水産甲殻類 Ｂ 重要保護生物 ニッポンヒイロワラジムシ
642 陸産陸水産甲殻類 Ｄ 一般保護生物 ニホンハマワラジムシ
643 十脚甲殻類 Ｘ 消息不明・絶滅生物 ハマガニ
644 十脚甲殻類 Ａ 最重要保護生物 ミゾレヌマエビ
645 十脚甲殻類 Ａ 最重要保護生物 トゲナシヌマエビ
646 十脚甲殻類 Ａ 最重要保護生物 ヒメヌマエビ
647 十脚甲殻類 Ａ 最重要保護生物 コンジンテナガエビ
648 十脚甲殻類 Ａ 最重要保護生物 アリアケモドキ
649 十脚甲殻類 Ａ 最重要保護生物 ハラグクレチゴガニ
650 十脚甲殻類 Ａ 最重要保護生物 カワスナガニ
651 十脚甲殻類 Ａ 最重要保護生物 ウモレベンケイガニ
652 十脚甲殻類 Ａ 最重要保護生物 トゲアシヒライソガニモドキ
653 十脚甲殻類 Ａ 最重要保護生物 オオユビアカベンケイガニ（クシテガニ）
654 十脚甲殻類 Ｂ 重要保護生物 オサガニ
655 十脚甲殻類 Ｂ 重要保護生物 ベンケイガニ
656 十脚甲殻類 Ｃ 要保護生物 ヤマトヌマエビ
657 十脚甲殻類 Ｃ 要保護生物 ヌマエビ
658 十脚甲殻類 Ｃ 要保護生物 ヌカエビ
659 十脚甲殻類 Ｃ 要保護生物 ハサミシャコエビ
660 十脚甲殻類 Ｃ 要保護生物 サワガニ
661 十脚甲殻類 Ｄ 一般保護生物 スジエビ
662 十脚甲殻類 Ｄ 一般保護生物 テナガエビ
663 十脚甲殻類 Ｄ 一般保護生物 ミナミテナガエビ
664 十脚甲殻類 Ｄ 一般保護生物 ヒラテテナガエビ
665 十脚甲殻類 Ｄ 一般保護生物 マメコブシガニ
666 十脚甲殻類 Ｄ 一般保護生物 ヤマトオサガニ
667 十脚甲殻類 Ｄ 一般保護生物 コメツキガニ
668 十脚甲殻類 Ｄ 一般保護生物 チゴガニ
669 十脚甲殻類 Ｄ 一般保護生物 モクズガニ
670 十脚甲殻類 Ｄ 一般保護生物 クロベンケイガニ
671 十脚甲殻類 Ｄ 一般保護生物 アカテガニ
672 十脚甲殻類 Ｄ 一般保護生物 アシハラガニ
673 多足類 ヤスデ綱 Ａ 最重要保護生物 ハイイロチビケフサヤスデ
674 多足類 ヤスデ綱 Ａ 最重要保護生物 イソフサヤスデ
675 多足類 ヤスデ綱 Ａ 最重要保護生物 シノハラフサヤスデ
676 多足類 ヤスデ綱 Ａ 最重要保護生物 トラフババヤスデ
677 多足類 ヤスデ綱 Ａ 最重要保護生物 トワダオビヤスデ
678 多足類 ヤスデ綱 Ａ 最重要保護生物 コブヤスデ
679 多足類 ヤスデ綱 Ｂ 重要保護生物 ヤマトタマヤスデ
680 多足類 ヤスデ綱 Ｂ 重要保護生物 フイリタマヤスデ
681 多足類 ヤスデ綱 Ｂ 重要保護生物 タマモヒラタヤスデ
682 多足類 ヤスデ綱 Ｂ 重要保護生物 ヒゲヤスデ
683 多足類 ヤスデ綱 Ｂ 重要保護生物 タカクワヤスデ



番号 分類群 下位分類群 ランク 種名
684 多足類 ヤスデ綱 Ｃ 要保護生物 イトヤスデ
685 多足類 ヤスデ綱 Ｃ 要保護生物 アカヒラタヤスデ
686 多足類 ヤスデ綱 Ｃ 要保護生物 クロヒメヤスデ
687 多足類 ヤスデ綱 Ｃ 要保護生物 ヒメヨロイヤスデ
688 多足類 ヤスデ綱 Ｄ 一般保護生物 オビババヤスデ
689 多足類 エダヒゲムシ綱 Ａ 最重要保護生物 サンゴホンエダヒゲムシ
690 多足類 エダヒゲムシ綱 Ａ 最重要保護生物 イシイカワリモロタマエダヒゲムシ
691 多足類 ムカデ綱 Ｘ 消息不明・絶滅生物 オオイッスンムカデ
692 多足類 ムカデ綱 Ｘ 消息不明・絶滅生物 ホソツチムカデ
693 多足類 ムカデ綱 Ｘ 消息不明・絶滅生物 チョウシシマジムカデ
694 多足類 ムカデ綱 Ａ 最重要保護生物 キスジイシムカデ
695 多足類 ムカデ綱 Ａ 最重要保護生物 タジマガハラヒトフシムカデ
696 多足類 ムカデ綱 Ａ 最重要保護生物 ケアカムカデ
697 多足類 ムカデ綱 Ａ 最重要保護生物 サキブトジムカデ
698 多足類 ムカデ綱 Ｂ 重要保護生物 ゲジ
699 多足類 ムカデ綱 Ｂ 重要保護生物 ケズネイシムカデ
700 多足類 ムカデ綱 Ｂ 重要保護生物 ニホンメナシムカデ
701 多足類 ムカデ綱 Ｂ 重要保護生物 スジメナシムカデ
702 多足類 ムカデ綱 Ｂ 重要保護生物 ヨシヤジムカデ
703 多足類 ムカデ綱 Ｂ 重要保護生物 タカシマジムカデ
704 多足類 ムカデ綱 Ｂ 重要保護生物 カチベニジムカデ
705 多足類 ムカデ綱 Ｃ 要保護生物 ヨシイッスンムカデ
706 多足類 ムカデ綱 Ｃ 要保護生物 ニホントゲイシムカデ
707 多足類 ムカデ綱 Ｃ 要保護生物 エリジロベニジムカデ
708 多足類 ムカデ綱 Ｃ 要保護生物 キヨスミベニジムカデ
709 貝類 X 消息不明・絶滅生物 ヒロクチカノコ
710 貝類 X 消息不明・絶滅生物 イボウミニナ
711 貝類 X 消息不明・絶滅生物 クロヘナタリ
712 貝類 X 消息不明・絶滅生物 シゲヤスイトカケギリ
713 貝類 X 消息不明・絶滅生物 イソチドリ
714 貝類 X 消息不明・絶滅生物 ウツセミガイ
715 貝類 X 消息不明・絶滅生物 オカミミガイ
716 貝類 X 消息不明・絶滅生物 イタボガキ
717 貝類 X 消息不明・絶滅生物 モクハチアオイ
718 貝類 X 消息不明・絶滅生物 マゴコロガイ
719 貝類 X 消息不明・絶滅生物 ユキガイ
720 貝類 X 消息不明・絶滅生物 イチョウシラトリ
721 貝類 X 消息不明・絶滅生物 アオサギガイ
722 貝類 X 消息不明・絶滅生物 フジナミガイ
723 貝類 X 消息不明・絶滅生物 シオヤガイ
724 貝類 X 消息不明・絶滅生物 シラオガイ
725 貝類 X 消息不明・絶滅生物 イオウハマグリ
726 貝類 X 消息不明・絶滅生物 オキアサリ
727 貝類 X 消息不明・絶滅生物 ハマグリ
728 貝類 X 消息不明・絶滅生物 ウラカガミ
729 貝類 A 最重要保護生物 ミヤコドリ
730 貝類 A 最重要保護生物 カヤノミカニモリ
731 貝類 A 最重要保護生物 フトヘナタリ
732 貝類 A 最重要保護生物 ヘナタリ
733 貝類 A 最重要保護生物 カワアイ
734 貝類 A 最重要保護生物 ウミニナ
735 貝類 A 最重要保護生物 ウネハマツボ
736 貝類 A 最重要保護生物 シマモツボ
737 貝類 A 最重要保護生物 ワカウラツボ
738 貝類 A 最重要保護生物 カタヤマガイ
739 貝類 A 最重要保護生物 マメタニシ
740 貝類 A 最重要保護生物 サザナミツボ
741 貝類 A 最重要保護生物 イトコシタダミ
742 貝類 A 最重要保護生物 シラギク
743 貝類 A 最重要保護生物 アラウズマキ
744 貝類 A 最重要保護生物 イソマイマイ
745 貝類 A 最重要保護生物 ミズゴマツボ
746 貝類 A 最重要保護生物 アダムズタマガイ
747 貝類 A 最重要保護生物 ホソセンマイドオシ（←センマイドオシから同定変更）
748 貝類 A 最重要保護生物 ヒモイカリナマコツマミガイ
749 貝類 A 最重要保護生物 ヘソアキゴウナ
750 貝類 A 最重要保護生物 マルテンスマツムシ
751 貝類 A 最重要保護生物 スミスシラゲガイ
752 貝類 A 最重要保護生物 クダマキマツムシ（新規追加）
753 貝類 A 最重要保護生物 テングニシ
754 貝類 A 最重要保護生物 イボヒメトクサ
755 貝類 A 最重要保護生物 タクミニナ
756 貝類 A 最重要保護生物 マキモノガイ
757 貝類 A 最重要保護生物 ツマベニカイコガイダマシ
758 貝類 A 最重要保護生物 カミスジカイコガイダマシ
759 貝類 A 最重要保護生物 ツララガイ
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760 貝類 A 最重要保護生物 トウキョウシリブトカイコガイダマシ
761 貝類 A 最重要保護生物 ヒメコメツブ
762 貝類 A 最重要保護生物 マキスジコミミガイ
763 貝類 A 最重要保護生物 カシノメガイ
764 貝類 A 最重要保護生物 スジケシガイ
765 貝類 A 最重要保護生物 ミズコハクガイ
766 貝類 A 最重要保護生物 ナタネキバサナギガイ
767 貝類 A 最重要保護生物 スルガギセル
768 貝類 A 最重要保護生物 オクガタギセル
769 貝類 A 最重要保護生物 ヒメギセル
770 貝類 A 最重要保護生物 ケガイ
771 貝類 A 最重要保護生物 カラスノマクラ
772 貝類 A 最重要保護生物 タイラギ
773 貝類 A 最重要保護生物 カラスガイ
774 貝類 A 最重要保護生物 イセシラガイ
775 貝類 A 最重要保護生物 シオガマ
776 貝類 A 最重要保護生物 マンゲツシオガマ
777 貝類 A 最重要保護生物 マルヘノジガイ
778 貝類 A 最重要保護生物 オウギウロコガイ
779 貝類 A 最重要保護生物 イソカゼ
780 貝類 A 最重要保護生物 チゴトリガイ
781 貝類 A 最重要保護生物 アリソガイ
782 貝類 A 最重要保護生物 オオトリガイ
783 貝類 A 最重要保護生物 カモジガイ
784 貝類 A 最重要保護生物 ミルクイ
785 貝類 A 最重要保護生物 ヤチヨノハナガイ
786 貝類 A 最重要保護生物 チドリマスオ
787 貝類 A 最重要保護生物 クチバガイ
788 貝類 A 最重要保護生物 オオマテ
789 貝類 A 最重要保護生物 バラフマテ
790 貝類 A 最重要保護生物 ユキノアシタ
791 貝類 A 最重要保護生物 ヒラザクラ
792 貝類 A 最重要保護生物 クモリザクラ
793 貝類 A 最重要保護生物 アミメザクラ
794 貝類 A 最重要保護生物 ユウシオガイ
795 貝類 A 最重要保護生物 アワジチガイ
796 貝類 A 最重要保護生物 ヨセギザクラ
797 貝類 A 最重要保護生物 タガソデモドキ
798 貝類 A 最重要保護生物 ウネナシトマヤガイ
799 貝類 A 最重要保護生物 マシジミ
800 貝類 A 最重要保護生物 ミジンシラオ
801 貝類 A 最重要保護生物 フスマガイ
802 貝類 A 最重要保護生物 クシケガイ
803 貝類 A 最重要保護生物 チヂミガイ
804 貝類 A 最重要保護生物 クシケマスオ
805 貝類 A 最重要保護生物 ハマカゼ
806 貝類 A 最重要保護生物 コオキナガイ
807 貝類 A 最重要保護生物 ツボミ（環境省：ツボミガイ）
808 貝類 B 重要保護生物 イシマキ
809 貝類 B 重要保護生物 ゴマオカタニシ
810 貝類 B 重要保護生物 サドヤマトガイ
811 貝類 B 重要保護生物 イブキゴマガイ
812 貝類 B 重要保護生物 コベルトカニモリ（コオロギ）
813 貝類 B 重要保護生物 ヨシダカワザンショウ
814 貝類 B 重要保護生物 フドロ
815 貝類 B 重要保護生物 シドロ
816 貝類 B 重要保護生物 ハナゴウナ
817 貝類 B 重要保護生物 シロハリゴウナ
818 貝類 B 重要保護生物 カゴメガイ
819 貝類 B 重要保護生物 オオウヨウラク
820 貝類 B 重要保護生物 トウイト
821 貝類 B 重要保護生物 バイ
822 貝類 B 重要保護生物 マクラガイ
823 貝類 B 重要保護生物 ヤタテガイ
824 貝類 B 重要保護生物 トカシオリイレ
825 貝類 B 重要保護生物 ベニイモ
826 貝類 B 重要保護生物 トクサガイ
827 貝類 B 重要保護生物 クチキレガイ
828 貝類 B 重要保護生物 ミガキクチキレ
829 貝類 B 重要保護生物 ヒメゴウナ
830 貝類 B 重要保護生物 ムラクモキジビキガイ
831 貝類 B 重要保護生物 コヤスツララガイ
832 貝類 B 重要保護生物 マツシマコメツブガイ
833 貝類 B 重要保護生物 ヒラマキミズマイマイ
834 貝類 B 重要保護生物 トウキョウヒラマキガイ
835 貝類 B 重要保護生物 チュウゼンジギセル
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836 貝類 B 重要保護生物 タカキビ
837 貝類 B 重要保護生物 ヒメカサキビ
838 貝類 B 重要保護生物 オオウエキビ
839 貝類 B 重要保護生物 ウメムラシタラガイ
840 貝類 B 重要保護生物 レンズガイ
841 貝類 B 重要保護生物 カドコオオベソマイマイ
842 貝類 B 重要保護生物 キヌタレガイ
843 貝類 B 重要保護生物 ヤマホトトギス
844 貝類 B 重要保護生物 アケガラス
845 貝類 B 重要保護生物 ハボウキガイ
846 貝類 B 重要保護生物 マツカサガイ
847 貝類 B 重要保護生物 コボレウメ
848 貝類 B 重要保護生物 チヂミウメ
849 貝類 B 重要保護生物 クサビザラ
850 貝類 B 重要保護生物 ダンダラマテ
851 貝類 B 重要保護生物 タカノハガイ
852 貝類 B 重要保護生物 オオモモノハナ
853 貝類 B 重要保護生物 サビシラトリ
854 貝類 B 重要保護生物 オチバガイ
855 貝類 B 重要保護生物 ムラサキガイ
856 貝類 B 重要保護生物 ヤマトシジミ
857 貝類 B 重要保護生物 ケマンガイ
858 貝類 B 重要保護生物 イヨスダレ
859 貝類 B 重要保護生物 シオツガイ
860 貝類 B 重要保護生物 ヒメマスオ
861 貝類 B 重要保護生物 シナヤカスエモノガイ
862 貝類 B 重要保護生物 オキナガイ
863 貝類 C 要保護生物 イボキサゴ
864 貝類 C 要保護生物 モロハタマキビ（←ヘソカドタマキビから変更）
865 貝類 C 要保護生物 ホウシュノタマ
866 貝類 C 要保護生物 ミクリガイ
867 貝類 C 要保護生物 ムシロガイ
868 貝類 C 要保護生物 シチクガイ
869 貝類 C 要保護生物 モノアラガイ
870 貝類 C 要保護生物 ミジンマイマイ 
871 貝類 C 要保護生物 スナガイ
872 貝類 C 要保護生物 キセルモドキ
873 貝類 C 要保護生物 コシダカシタラガイ
874 貝類 C 要保護生物 ナガオカモノアラガイ
875 貝類 C 要保護生物 キヌビロードマイマイ（←カントウビロードマイマイから変更）
876 貝類 C 要保護生物 キヨスミビロードマイマイ
877 貝類 C 要保護生物 トウキョウコオオベソマイマイ
878 貝類 C 要保護生物 キュウシュウクビキレガイ(RDB2000:キュウシュウキビキレ）
879 貝類 C 要保護生物 ハマシイノミガイ
880 貝類 C 要保護生物 ナギサノシタタリ
881 貝類 C 要保護生物 ヨコハマシジラガイ
882 貝類 C 要保護生物 ベニガイ
883 貝類 C 要保護生物 トゲウネガイ
884 貝類 C 要保護生物 サギガイ
885 貝類 C 要保護生物 イソシジミ
886 貝類 C 要保護生物 ナミノコガイ
887 貝類 C 要保護生物 ニホンマメシジミ
888 貝類 C 要保護生物 ウスハマグリ
889 貝類 C 要保護生物 ヒナガイ
890 貝類 C 要保護生物 オキシジミ
891 貝類 C 要保護生物 ハナグモリ（環境省：ハナグモリガイ）
892 貝類 C 要保護生物 クチベニガイ
893 貝類 C 要保護生物 ソトオリガイ
894 貝類 D 一般保護生物 マルタニシ
895 貝類 D 一般保護生物 カワグチツボ
896 貝類 D 一般保護生物 ムシヤドリカワザンショウ
897 貝類 D 一般保護生物 ウミゴマツボ（エドガワミズゴマツボ）
898 貝類 D 一般保護生物 キヌボラ
899 貝類 D 一般保護生物 モスソガイ
900 貝類 D 一般保護生物 オオタキコギセル
901 貝類 D 一般保護生物 イシガイ
902 貝類 D 一般保護生物 エゾヒバリガイ
903 貝類 D 一般保護生物 ミゾガイ
904 貝類 D 一般保護生物 ワスレガイ


