
哺乳類リスト2020
No. 目名 科名 種名 学名
1 モグラ目（食虫目） トガリネズミ科 ジネズミ Crocidura dsinezumi
2 モグラ目（食虫目） トガリネズミ科 カワネズミ Chimarrogale platycephala
3 モグラ目（食虫目） モグラ科 ヒミズ Urotrichus talpoides
4 モグラ目（食虫目） モグラ科 コウベモグラ Mogera wogura
5 コウモリ目（翼手目）キクガシラコウモリ科 コキクガシラコウモリ Rhinolophus cornutus
6 コウモリ目（翼手目）キクガシラコウモリ科 キクガシラコウモリ Rhinolophus ferrumequinum
7 コウモリ目（翼手目）キクガシラコウモリ科 モモジロコウモリ Myotis macrodactylus
8 コウモリ目（翼手目）ヒナコウモリ科 アブラコウモリ Pipistrellus abramus
9 コウモリ目（翼手目）ヒナコウモリ科 ユビナガコウモリ Miniopterus schreibersi
10 コウモリ目（翼手目）ヒナコウモリ科 テングコウモリ Murina leucogaster
11 サル目（霊⾧目） オナガザル科 ニホンザル Macaca fuscata
12 ウサギ目 ウサギ科 ノウサギ Lepus brachyurus
13 ネズミ目（齧歯目） リス科 ニホンリス Sciurus lis
14 ネズミ目（齧歯目） リス科 ホンドモモンガ Pteromys momonga
15 ネズミ目（齧歯目） リス科 ムササビ Petaurista leucogenys
16 ネズミ目（齧歯目） ネズミ科 スミスネズミ Eothenomys smithii
17 ネズミ目（齧歯目） ネズミ科 ハタネズミ Microtus montebelli
18 ネズミ目（齧歯目） ネズミ科 アカネズミ Apodemus speciosus
19 ネズミ目（齧歯目） ネズミ科 ヒメネズミ Apodemus argenteus
20 ネズミ目（齧歯目） ネズミ科 カヤネズミ Micromys minutus
21 ネズミ目（齧歯目） ネズミ科 ハツカネズミ Mus musculus
22 ネズミ目（齧歯目） ネズミ科 クマネズミ Rattus rattus
23 ネズミ目（齧歯目） ネズミ科 ドブネズミ Rattus norvegicus
24 ネズミ目（齧歯目） ヌートリア科 ヌートリア Myocastor coypus
25 ネコ目（食肉目） アライグマ科 アライグマ Procyon lotor
26 ネコ目（食肉目） イヌ科 タヌキ Nyctereutes procyonoides
27 ネコ目（食肉目） イヌ科 キツネ Vulpes vulpes
28 ネコ目（食肉目） イタチ科 テン Martes melampus
29 ネコ目（食肉目） イタチ科 チョウセンイタチ Mustela sibirica coreana
30 ネコ目（食肉目） イタチ科 イタチ Mustela itatsi
31 ネコ目（食肉目） イタチ科 フェレット Mustela putorius furo
32 ネコ目（食肉目） イタチ科 ニホンアナグマ Meles meles anakuma
33 ネコ目（食肉目） ジャコウネコ科 ハクビシン Paguma larvata
34 ウシ目（偶蹄目） イノシシ科 ニホンイノシシ Sus scrofa leucomystax
35 ウシ目（偶蹄目） シカ科 ニホンジカ Cervus nippon

7目 15科

注)当該リストには、確認記録がないが、生息が推定される1種(カワネズミ、要調査種)を含んでいる。

種名及び配列は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和2年度生物リスト」（河川環境データ
ベース 国土交通省、2020）に準拠した。

35種
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No. ⽬名 科名 種名 学名
1 キジ⽬ キジ科 ウズラ Coturnix japonica
2 キジ⽬ キジ科 ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii
3 キジ⽬ キジ科 キジ Phasianus colchicus
4 カモ⽬ カモ科 ヒシクイ Anser fabalis
5 カモ⽬ カモ科 マガン Anser albifrons
6 カモ⽬ カモ科 ツクシガモ Tadorna tadorna
7 カモ⽬ カモ科 オシドリ Aix galericulata
8 カモ⽬ カモ科 オカヨシガモ Anas strepera
9 カモ⽬ カモ科 ヨシガモ Anas falcata
10 カモ⽬ カモ科 ヒドリガモ Anas penelope
11 カモ⽬ カモ科 アメリカヒドリ Anas americana
12 カモ⽬ カモ科 マガモ Anas platyrhynchos
13 カモ⽬ カモ科 カルガモ Anas zonorhyncha
14 カモ⽬ カモ科 ハシビロガモ Anas clypeata
15 カモ⽬ カモ科 オナガガモ Anas acuta
16 カモ⽬ カモ科 シマアジ Anas querquedula
17 カモ⽬ カモ科 トモエガモ Anas formosa
18 カモ⽬ カモ科 コガモ Anas crecca
19 カモ⽬ カモ科 ホシハジロ Aythya ferina
20 カモ⽬ カモ科 キンクロハジロ Aythya fuligula
21 カモ⽬ カモ科 スズガモ Aythya marila
22 カモ⽬ カモ科 シノリガモ Histrionicus histrionicus
23 カモ⽬ カモ科 ビロードキンクロ Melanitta fusca
24 カモ⽬ カモ科 クロガモ Melanitta americana
25 カモ⽬ カモ科 ホオジロガモ Bucephala clangula
26 カモ⽬ カモ科 ミコアイサ Mergellus albellus
27 カモ⽬ カモ科 カワアイサ Mergus merganser
28 カモ⽬ カモ科 ウミアイサ Mergus serrator
29 カイツブリ⽬ カイツブリ科 カイツブリ Tachybaptus ruficollis
30 カイツブリ⽬ カイツブリ科 アカエリカイツブリ Podiceps grisegena
31 カイツブリ⽬ カイツブリ科 カンムリカイツブリ Podiceps cristatus
32 カイツブリ⽬ カイツブリ科 ミミカイツブリ Podiceps auritus
33 カイツブリ⽬ カイツブリ科 ハジロカイツブリ Podiceps nigricollis
34 ハト⽬ ハト科 カラスバト Columba janthina
35 ハト⽬ ハト科 キジバト Streptopelia orientalis
36 ハト⽬ ハト科 アオバト Treron sieboldii
37 アビ⽬ アビ科 アビ Gavia stellata
38 アビ⽬ アビ科 オオハム Gavia arctica
39 アビ⽬ アビ科 シロエリオオハム Gavia pacifica
40 ミズナギドリ⽬ ミズナギドリ科 オオミズナギドリ Calonectris leucomelas
41 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
42 ミズナギドリ⽬ ミズナギドリ科 アナドリ Bulweria bulwerii
43 ミズナギドリ⽬ ウミツバメ科 ハイイロウミツバメ Oceanodroma furcata
44 コウノトリ⽬ コウノトリ科 コウノトリ Ciconia boyciana
45 カツオドリ⽬ グンカンドリ科 コグンカンドリ Fregata ariel
46 カツオドリ⽬ カツオドリ科 アカアシカツオドリ Sula sula
47 カツオドリ⽬ カツオドリ科 カツオドリ Sula leucogaster
48 カツオドリ⽬ ウ科 ヒメウ Phalacrocorax pelagicus
49 カツオドリ⽬ ウ科 カワウ Phalacrocorax carbo
50 カツオドリ⽬ ウ科 ウミウ Phalacrocorax capillatus
51 ペリカン⽬ サギ科 ヨシゴイ Ixobrychus sinensis
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52 ペリカン⽬ サギ科 ミゾゴイ Gorsachius goisagi
53 ペリカン⽬ サギ科 ゴイサギ Nycticorax nycticorax
54 ペリカン⽬ サギ科 ササゴイ Butorides striata
55 ペリカン⽬ サギ科 アカガシラサギ Ardeola bacchus
56 ペリカン⽬ サギ科 アマサギ Bubulcus ibis
57 ペリカン⽬ サギ科 アオサギ Ardea cinerea
58 ペリカン⽬ サギ科 ダイサギ Ardea alba
59 ペリカン⽬ サギ科 チュウサギ Egretta intermedia
60 ペリカン⽬ サギ科 コサギ Egretta garzetta
61 ペリカン⽬ サギ科 クロサギ Egretta sacra
62 ペリカン⽬ トキ科 クロトキ Threskiornis melanocephalus
63 ペリカン⽬ トキ科 ヘラサギ Platalea leucorodia
64 ツル⽬ クイナ科 クイナ Rallus aquaticus
65 ツル⽬ クイナ科 ヒメクイナ Porzana pusilla
66 ツル⽬ クイナ科 ヒクイナ Porzana fusca
67 ツル⽬ クイナ科 ツルクイナ Gallicrex cinerea
68 ツル⽬ クイナ科 バン Gallinula chloropus
69 ツル⽬ クイナ科 オオバン Fulica atra
70 ノガン⽬ ノガン科 ノガン Otis tarda
71 カッコウ⽬ カッコウ科 ジュウイチ Hierococcyx hyperythrus
72 カッコウ⽬ カッコウ科 ホトトギス Cuculus poliocephalus
73 カッコウ⽬ カッコウ科 セグロカッコウ Cuculus micropterus
74 カッコウ⽬ カッコウ科 ツツドリ Cuculus optatus
75 カッコウ⽬ カッコウ科 カッコウ Cuculus canorus
76 ヨタカ⽬ ヨタカ科 ヨタカ Caprimulgus indicus
77 アマツバメ⽬ アマツバメ科 ハリオアマツバメ Hirundapus caudacutus
78 アマツバメ⽬ アマツバメ科 アマツバメ Apus pacificus
79 アマツバメ⽬ アマツバメ科 ヒメアマツバメ Apus nipalensis
80 チドリ⽬ チドリ科 タゲリ Vanellus vanellus
81 チドリ⽬ チドリ科 ケリ Vanellus cinereus
82 チドリ⽬ チドリ科 ムナグロ Pluvialis fulva
83 チドリ⽬ チドリ科 ダイゼン Pluvialis squatarola
84 チドリ⽬ チドリ科 イカルチドリ Charadrius placidus
85 チドリ⽬ チドリ科 コチドリ Charadrius dubius
86 チドリ⽬ チドリ科 シロチドリ Charadrius alexandrinus
87 チドリ⽬ チドリ科 メダイチドリ Charadrius mongolus
88 チドリ⽬ チドリ科 オオメダイチドリ Charadrius leschenaultii
89 チドリ⽬ ミヤコドリ科 ミヤコドリ Haematopus ostralegus
90 チドリ⽬ セイタカシギ科 セイタカシギ Himantopus himantopus
91 チドリ⽬ シギ科 ヤマシギ Scolopax rusticola
92 チドリ⽬ シギ科 アオシギ Gallinago solitaria
93 チドリ⽬ シギ科 オオジシギ Gallinago hardwickii
94 チドリ⽬ シギ科 ハリオシギ Gallinago stenura
95 チドリ⽬ シギ科 チュウジシギ Gallinago megala
96 チドリ⽬ シギ科 タシギ Gallinago gallinago
97 チドリ⽬ シギ科 オオハシシギ Limnodromus scolopaceus
98 チドリ⽬ シギ科 オグロシギ Limosa limosa
99 チドリ⽬ シギ科 オオソリハシシギ Limosa lapponica
100 チドリ⽬ シギ科 コシャクシギ Numenius minutus
101 チドリ⽬ シギ科 チュウシャクシギ Numenius phaeopus
102 チドリ⽬ シギ科 ホウロクシギ Numenius madagascariensis
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103 チドリ⽬ シギ科 ツルシギ Tringa erythropus
104 チドリ⽬ シギ科 アカアシシギ Tringa totanus
105 チドリ⽬ シギ科 コアオアシシギ Tringa stagnatilis
106 チドリ⽬ シギ科 アオアシシギ Tringa nebularia
107 チドリ⽬ シギ科 コキアシシギ Tringa flavipes
108 チドリ⽬ シギ科 クサシギ Tringa ochropus
109 チドリ⽬ シギ科 タカブシギ Tringa glareola
110 チドリ⽬ シギ科 キアシシギ Heteroscelus brevipes
111 チドリ⽬ シギ科 ソリハシシギ Xenus cinereus
112 チドリ⽬ シギ科 イソシギ Actitis hypoleucos
113 チドリ⽬ シギ科 キョウジョシギ Arenaria interpres
114 チドリ⽬ シギ科 オバシギ Calidris tenuirostris
115 チドリ⽬ シギ科 ミユビシギ Calidris alba
116 チドリ⽬ シギ科 トウネン Calidris ruficollis
117 チドリ⽬ シギ科 ヨーロッパトウネン Calidris minuta
118 チドリ⽬ シギ科 オジロトウネン Calidris temminckii
119 チドリ⽬ シギ科 ヒバリシギ Calidris subminuta
120 チドリ⽬ シギ科 アメリカウズラシギ Calidris melanotos
121 チドリ⽬ シギ科 ウズラシギ Calidris acuminata
122 チドリ⽬ シギ科 サルハマシギ Calidris ferruginea
123 チドリ⽬ シギ科 ハマシギ Calidris alpina
124 チドリ⽬ シギ科 キリアイ Limicola falcinellus
125 チドリ⽬ シギ科 エリマキシギ Philomachus pugnax
126 チドリ⽬ シギ科 アカエリヒレアシシギ Phalaropus lobatus
127 チドリ⽬ レンカク科 レンカク Hydrophasianus chirurgus
128 チドリ⽬ タマシギ科 タマシギ Rostratula benghalensis
129 チドリ⽬ ツバメチドリ科 ツバメチドリ Glareola maldivarum
130 チドリ⽬ カモメ科 ミツユビカモメ Rissa tridactyla
131 チドリ⽬ カモメ科 ユリカモメ Larus ridibundus
132 チドリ⽬ カモメ科 ウミネコ Larus crassirostris
133 チドリ⽬ カモメ科 カモメ Larus canus
134 チドリ⽬ カモメ科 シロカモメ Larus hyperboreus
135 チドリ⽬ カモメ科 カナダカモメ Larus thayeri
136 チドリ⽬ カモメ科 セグロカモメ Larus argentatus
137 チドリ⽬ カモメ科 オオセグロカモメ Larus schistisagus
138 チドリ⽬ カモメ科 オオアジサシ Sterna bergii
139 チドリ⽬ カモメ科 コアジサシ Sterna albifrons
140 チドリ⽬ カモメ科 ベニアジサシ Sterna dougallii
141 チドリ⽬ カモメ科 アジサシ Sterna hirundo
142 チドリ⽬ カモメ科 クロハラアジサシ Chlidonias hybrida
143 チドリ⽬ カモメ科 ハジロクロハラアジサシ Chlidonias leucopterus
144 チドリ⽬ トウゾクカモメ科 トウゾクカモメ Stercorarius pomarinus
145 チドリ⽬ ウミスズメ科 ウミスズメ Synthliboramphus antiquus
146 タカ⽬ ミサゴ科 ミサゴ Pandion haliaetus
147 タカ⽬ タカ科 ハチクマ Pernis ptilorhynchus
148 タカ⽬ タカ科 トビ Milvus migrans
149 タカ⽬ タカ科 オジロワシ Haliaeetus albicilla
150 タカ⽬ タカ科 オオワシ Haliaeetus pelagicus
151 タカ⽬ タカ科 チュウヒ Circus spilonotus
152 タカ⽬ タカ科 ハイイロチュウヒ Circus cyaneus
153 タカ⽬ タカ科 ツミ Accipiter gularis
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154 タカ⽬ タカ科 ハイタカ Accipiter nisus
155 タカ⽬ タカ科 オオタカ Accipiter gentilis
156 タカ⽬ タカ科 サシバ Butastur indicus
157 タカ⽬ タカ科 ノスリ Buteo buteo
158 タカ⽬ タカ科 イヌワシ Aquila chrysaetos
159 タカ⽬ タカ科 クマタカ Nisaetus nipalensis
160 フクロウ⽬ フクロウ科 オオコノハズク Otus lempiji
161 フクロウ⽬ フクロウ科 コノハズク Otus sunia
162 フクロウ⽬ フクロウ科 フクロウ Strix uralensis
163 フクロウ⽬ フクロウ科 アオバズク Ninox scutulata
164 フクロウ⽬ フクロウ科 トラフズク Asio otus
165 フクロウ⽬ フクロウ科 コミミズク Asio flammeus
166 サイチョウ⽬ ヤツガシラ科 ヤツガシラ Upupa epops
167 ブッポウソウ⽬ カワセミ科 アカショウビン Halcyon coromanda
168 ブッポウソウ⽬ カワセミ科 ヤマショウビン Halcyon pileata
169 ブッポウソウ⽬ カワセミ科 カワセミ Alcedo atthis
170 ブッポウソウ⽬ カワセミ科 ヤマセミ Megaceryle lugubris
171 ブッポウソウ⽬ ブッポウソウ科 ブッポウソウ Eurystomus orientalis
172 キツツキ⽬ キツツキ科 アリスイ Jynx torquilla
173 キツツキ⽬ キツツキ科 コゲラ Dendrocopos kizuki
174 キツツキ⽬ キツツキ科 オオアカゲラ Dendrocopos leucotos
175 キツツキ⽬ キツツキ科 アカゲラ Dendrocopos major
176 キツツキ⽬ キツツキ科 ミユビゲラ Picoides tridactylus
177 キツツキ⽬ キツツキ科 アオゲラ Picus awokera
178 ハヤブサ⽬ ハヤブサ科 チョウゲンボウ Falco tinnunculus
179 ハヤブサ⽬ ハヤブサ科 コチョウゲンボウ Falco columbarius
180 ハヤブサ⽬ ハヤブサ科 チゴハヤブサ Falco subbuteo
181 ハヤブサ⽬ ハヤブサ科 ハヤブサ Falco peregrinus
182 スズメ⽬ ヤイロチョウ科 ヤイロチョウ Pitta nympha
183 スズメ⽬ サンショウクイ科 サンショウクイ Pericrocotus divaricatus
184 スズメ⽬ コウライウグイス科 コウライウグイス Oriolus chinensis
185 スズメ⽬ カササギヒタキ科 サンコウチョウ Terpsiphone atrocaudata
186 スズメ⽬ モズ科 チゴモズ Lanius tigrinus
187 スズメ⽬ モズ科 モズ Lanius bucephalus
188 スズメ⽬ モズ科 アカモズ Lanius cristatus
189 スズメ⽬ モズ科 タカサゴモズ Lanius schach
190 スズメ⽬ モズ科 オオモズ Lanius excubitor
191 スズメ⽬ モズ科 オオカラモズ Lanius sphenocercus
192 スズメ⽬ カラス科 カケス Garrulus glandarius
193 スズメ⽬ カラス科 オナガ Cyanopica cyanus
194 スズメ⽬ カラス科 カササギ Pica pica
195 スズメ⽬ カラス科 ホシガラス Nucifraga caryocatactes
196 スズメ⽬ カラス科 コクマルガラス Corvus dauuricus
197 スズメ⽬ カラス科 ミヤマガラス Corvus frugilegus
198 スズメ⽬ カラス科 ハシボソガラス Corvus corone
199 スズメ⽬ カラス科 ハシブトガラス Corvus macrorhynchos
200 スズメ⽬ キクイタダキ科 キクイタダキ Regulus regulus
201 スズメ⽬ ツリスガラ科 ツリスガラ Remiz pendulinus
202 スズメ⽬ シジュウカラ科 コガラ Poecile montanus
203 スズメ⽬ シジュウカラ科 ヤマガラ Poecile varius
204 スズメ⽬ シジュウカラ科 ヒガラ Periparus ater
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205 スズメ⽬ シジュウカラ科 シジュウカラ Parus minor
206 スズメ⽬ ヒバリ科 ヒバリ Alauda arvensis
207 スズメ⽬ ツバメ科 ショウドウツバメ Riparia riparia
208 スズメ⽬ ツバメ科 ツバメ Hirundo rustica
209 スズメ⽬ ツバメ科 コシアカツバメ Hirundo daurica
210 スズメ⽬ ツバメ科 イワツバメ Delichon dasypus
211 スズメ⽬ ヒヨドリ科 ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis
212 スズメ⽬ ウグイス科 ウグイス Cettia diphone
213 スズメ⽬ ウグイス科 ヤブサメ Urosphena squameiceps
214 スズメ⽬ エナガ科 エナガ Aegithalos caudatus
215 スズメ⽬ ムシクイ科 キマユムシクイ Phylloscopus inornatus
216 スズメ⽬ ムシクイ科 コムシクイ Phylloscopus borealis
217 スズメ⽬ ムシクイ科 オオムシクイ Phylloscopus examinandus
218 スズメ⽬ ムシクイ科 メボソムシクイ Phylloscopus xanthodryas
219 スズメ⽬ ムシクイ科 エゾムシクイ Phylloscopus borealoides
220 スズメ⽬ ムシクイ科 センダイムシクイ Phylloscopus coronatus
221 スズメ⽬ メジロ科 メジロ Zosterops japonicus
222 スズメ⽬ センニュウ科 マキノセンニュウ Locustella lanceolata
223 スズメ⽬ センニュウ科 シマセンニュウ Locustella ochotensis
224 スズメ⽬ センニュウ科 エゾセンニュウ Locustella fasciolata
225 スズメ⽬ ヨシキリ科 オオヨシキリ Acrocephalus orientalis
226 スズメ⽬ ヨシキリ科 コヨシキリ Acrocephalus bistrigiceps
227 スズメ⽬ セッカ科 セッカ Cisticola juncidis
228 スズメ⽬ レンジャク科 キレンジャク Bombycilla garrulus
229 スズメ⽬ レンジャク科 ヒレンジャク Bombycilla japonica
230 スズメ⽬ ゴジュウカラ科 ゴジュウカラ Sitta europaea
231 スズメ⽬ キバシリ科 キバシリ Certhia familiaris
232 スズメ⽬ ミソサザイ科 ミソサザイ Troglodytes troglodytes
233 スズメ⽬ ムクドリ科 ギンムクドリ Spodiopsar sericeus
234 スズメ⽬ ムクドリ科 ムクドリ Spodiopsar cineraceus
235 スズメ⽬ ムクドリ科 コムクドリ Agropsar philippensis
236 スズメ⽬ ムクドリ科 ホシムクドリ Sturnus vulgaris
237 スズメ⽬ カワガラス科 カワガラス Cinclus pallasii
238 スズメ⽬ ヒタキ科 マミジロ Zoothera sibirica
239 スズメ⽬ ヒタキ科 トラツグミ Zoothera dauma
240 スズメ⽬ ヒタキ科 カラアカハラ Turdus hortulorum
241 スズメ⽬ ヒタキ科 クロツグミ Turdus cardis
242 スズメ⽬ ヒタキ科 マミチャジナイ Turdus obscurus
243 スズメ⽬ ヒタキ科 シロハラ Turdus pallidus
244 スズメ⽬ ヒタキ科 アカハラ Turdus chrysolaus
245 スズメ⽬ ヒタキ科 ツグミ Turdus naumanni
246 スズメ⽬ ヒタキ科 コマドリ Luscinia akahige
247 スズメ⽬ ヒタキ科 ノゴマ Luscinia calliope
248 スズメ⽬ ヒタキ科 コルリ Luscinia cyane
249 スズメ⽬ ヒタキ科 ルリビタキ Tarsiger cyanurus
250 スズメ⽬ ヒタキ科 ジョウビタキ Phoenicurus auroreus
251 スズメ⽬ ヒタキ科 ノビタキ Saxicola torquatus
252 スズメ⽬ ヒタキ科 サバクヒタキ Oenanthe deserti
253 スズメ⽬ ヒタキ科 イソヒヨドリ Monticola solitarius
254 スズメ⽬ ヒタキ科 エゾビタキ Muscicapa griseisticta
255 スズメ⽬ ヒタキ科 サメビタキ Muscicapa sibirica



⿃類リスト2020
No. ⽬名 科名 種名 学名
256 スズメ⽬ ヒタキ科 コサメビタキ Muscicapa dauurica
257 スズメ⽬ ヒタキ科 キビタキ Ficedula narcissina
258 スズメ⽬ ヒタキ科 ムギマキ Ficedula mugimaki
259 スズメ⽬ ヒタキ科 オジロビタキ Ficedula albicilla
260 スズメ⽬ ヒタキ科 オオルリ Cyanoptila cyanomelana
261 スズメ⽬ イワヒバリ科 イワヒバリ Prunella collaris
262 スズメ⽬ イワヒバリ科 ヤマヒバリ Prunella montanella
263 スズメ⽬ イワヒバリ科 カヤクグリ Prunella rubida
264 スズメ⽬ スズメ科 ニュウナイスズメ Passer rutilans
265 スズメ⽬ スズメ科 スズメ Passer montanus
266 スズメ⽬ セキレイ科 ツメナガセキレイ Motacilla flava
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 マミジロタヒバリ Anthus richardi
271 スズメ⽬ セキレイ科 ビンズイ Anthus hodgsoni
272 スズメ⽬ セキレイ科 ムネアカタヒバリ Anthus cervinus
273 スズメ⽬ セキレイ科 タヒバリ Anthus rubescens
274 スズメ⽬ アトリ科 アトリ Fringilla montifringilla
275 スズメ⽬ アトリ科 カワラヒワ Chloris sinica
276 スズメ⽬ アトリ科 マヒワ Carduelis spinus
277 スズメ⽬ アトリ科 ベニヒワ Carduelis flammea
278 スズメ⽬ アトリ科 ハギマシコ Leucosticte arctoa
279 スズメ⽬ アトリ科 ベニマシコ Uragus sibiricus
280 スズメ⽬ アトリ科 オオマシコ Carpodacus roseus
281 スズメ⽬ アトリ科 イスカ Loxia curvirostra
282 スズメ⽬ アトリ科 ウソ Pyrrhula pyrrhula
283 スズメ⽬ アトリ科 シメ Coccothraustes coccothraustes
284 スズメ⽬ アトリ科 コイカル Eophona migratoria
285 スズメ⽬ アトリ科 イカル Eophona personata
286 スズメ⽬ ツメナガホオジロ科 ツメナガホオジロ Calcarius lapponicus
287 スズメ⽬ ホオジロ科 シラガホオジロ Emberiza leucocephalos
288 スズメ⽬ ホオジロ科 ホオジロ Emberiza cioides
289 スズメ⽬ ホオジロ科 ホオアカ Emberiza fucata
290 スズメ⽬ ホオジロ科 コホオアカ Emberiza pusilla
291 スズメ⽬ ホオジロ科 カシラダカ Emberiza rustica
292 スズメ⽬ ホオジロ科 ミヤマホオジロ Emberiza elegans
293 スズメ⽬ ホオジロ科 ノジコ Emberiza sulphurata
294 スズメ⽬ ホオジロ科 アオジ Emberiza spodocephala
295 スズメ⽬ ホオジロ科 クロジ Emberiza variabilis
296 スズメ⽬ ホオジロ科 シベリアジュリン Emberiza pallasi
297 スズメ⽬ ホオジロ科 コジュリン Emberiza yessoensis
298 スズメ⽬ ホオジロ科 オオジュリン Emberiza schoeniclus
299 キジ⽬ キジ科 コジュケイ Bambusicola thoracicus
300 カモ⽬ カモ科 アヒル －
301 ハト⽬ ハト科 カワラバト Columba livia
302 インコ⽬ インコ科 セキセイインコ Melopsittacus undulatus
303 インコ⽬ インコ科 ホンセイインコ Psittacula krameri
304 インコ⽬ インコ科 ダルマインコ Psittacula alexandri
305 インコ⽬ インコ科 オキナインコ Myiopsitta monachus
306 スズメ⽬ カラス科 ヤマムスメ Urocissa caerulea



⿃類リスト2020
No. ⽬名 科名 種名 学名
307 スズメ⽬ チメドリ科 ソウシチョウ Leiothrix lutea
308 スズメ⽬ ムクドリ科 ハッカチョウ Acridotheres cristatellus
309 スズメ⽬ カエデチョウ科 ベニスズメ Amandava amandava
310 スズメ⽬ カエデチョウ科 ギンパラ Lonchura malacca
311 スズメ⽬ カエデチョウ科 キンパラ Lonchura atricapilla
312 スズメ⽬ カエデチョウ科 ヘキチョウ Lonchura maja
313 スズメ⽬ カエデチョウ科 ブンチョウ Lonchura oryzivora
314 スズメ⽬ シジュウカラ科 セボシカンムリガラ －
315 スズメ⽬ ムクドリ科 キュウカンチョウ －
316 スズメ⽬ コノハドリ科 キビタイコノハドリ －
317 スズメ⽬ ムクドリモドキ科 ハゴロモガラス －
318 スズメ⽬ ホオジロ科 キンノジコ －
319 スズメ⽬ ハタオリドリ科 キンランチョウ －

23⽬ 74科
種名及び配列は原則として「⽇本⿃類⽬録 改訂第7版」（⽇本⿃学会，2012）に従った。

319種



爬⾍類リスト2020
No. ⽬名 科名 種名 学名
1 カメ⽬ ウミガメ科 アカウミガメ Caretta caretta
2 カメ⽬ イシガメ科 ニホンイシガメ Mauremys japonica
3 カメ⽬ イシガメ科 クサガメ Mauremys reevesii
4 カメ⽬ ヌマガメ科 アカミミガメ Trachemys scripta elegans
5 カメ⽬ スッポン科 ニホンスッポン Pelodiscus sinensis
6 カメ⽬ カミツキガメ科 カミツキガメ Chelydra serpentina
7 有鱗⽬ ヤモリ科 ニホンヤモリ Gekko japonicus
8 有鱗⽬ ヤモリ科 タワヤモリ Gekko tawaensis
9 有鱗⽬ トカゲ科 ニホントカゲ Plestiodon japonicus
10 有鱗⽬ カナヘビ科 ニホンカナヘビ Takydromus tachydromoides
11 有鱗⽬ タカチホヘビ科 タカチホヘビ Achalinus spinalis
12 有鱗⽬ ナミヘビ科 シマヘビ Elaphe quadrivirgata
13 有鱗⽬ ナミヘビ科 アオダイショウ Elaphe climacophora
14 有鱗⽬ ナミヘビ科 ジムグリ Euprepiophis conspicillatus
15 有鱗⽬ ナミヘビ科 シロマダラ Dinodon orientale
16 有鱗⽬ ナミヘビ科 ヒバカリ Hebius vibakari vibakari
17 有鱗⽬ ナミヘビ科 ヤマカガシ Rhabdophis tigrinus
18 有鱗⽬ クサリヘビ科 ニホンマムシ Gloydius blomhoffii

2⽬ 11科
種名及び配列は原則として「河川⽔辺の国勢調査のための⽣物リスト 令和2年度⽣物リスト」（河川環境データ
ベース 国⼟交通省、2020）に準拠した。

18種



両⽣類リスト2020
No. ⽬名 科名 種名 学名
1 有尾⽬ サンショウウオ科 ヒダサンショウウオ Hynobius kimurae
2 有尾⽬ サンショウウオ科 セトウチサンショウウオ Hynobius setouchi
3 有尾⽬ オオサンショウウオ科 オオサンショウウオ Andrias japonicus
4 有尾⽬ イモリ科 アカハライモリ Cynops pyrrhogaster
5 無尾⽬ ヒキガエル科 ニホンヒキガエル Bufo japonicus japonicus
6 無尾⽬ アマガエル科 ニホンアマガエル Hyla japonica
7 無尾⽬ アカガエル科 タゴガエル Rana tagoi tagoi
8 無尾⽬ アカガエル科 ニホンアカガエル Rana japonica
9 無尾⽬ アカガエル科 ヤマアカガエル Rana ornativentris
10 無尾⽬ アカガエル科 トノサマガエル Pelophylax nigromaculatus
11 無尾⽬ アカガエル科 ナゴヤダルマガエル Pelophylax porosus brevipodus
12 無尾⽬ アカガエル科 ウシガエル Lithobates catesbeianus
13 無尾⽬ アカガエル科 ツチガエル Glandirana rugosa
14 無尾⽬ ヌマガエル科 ヌマガエル Fejervarya kawamurai
15 無尾⽬ アオガエル科 シュレーゲルアオガエル Rhacophorus schlegelii
16 無尾⽬ アオガエル科 モリアオガエル Rhacophorus arboreus
17 無尾⽬ アオガエル科 カジカガエル Buergeria buergeri

2⽬ 8科
種名及び配列は原則として「河川⽔辺の国勢調査のための⽣物リスト 令和2年度⽣物リスト」（河川環境データ
ベース 国⼟交通省、2020）に準拠した。

17種



魚類（淡水・汽水産）リスト2020
No. 目名 科名 種名 学名
1 ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科 スナヤツメ南方種 Lethenteron sp.S.
2 ウナギ目 ウナギ科 ニホンウナギ Anguilla japonica
3 コイ目 コイ科 コイ（型不明） Cyprinus carpio
4 コイ目 コイ科 ゲンゴロウブナ Carassius cuvieri
5 コイ目 コイ科 オオキンブナ Carassius buergeri buergeri
6 コイ目 コイ科 ギンブナ Carassius sp.
7 コイ目 コイ科 ヤリタナゴ Tanakia lanceolata
8 コイ目 コイ科 アブラボテ Tanakia limbata
9 コイ目 コイ科 カネヒラ Acheilognathus rhombeus
10 コイ目 コイ科 イチモンジタナゴ Acheilognathus cyanostigma
11 コイ目 コイ科 シロヒレタビラ Acheilognathus tabira tabira
12 コイ目 コイ科 タイリクバラタナゴ Rhodeus ocellatus ocellatus
13 コイ目 コイ科 ニッポンバラタナゴ Rhodeus ocellatus kurumeus
14 コイ目 コイ科 カワバタモロコ Hemigrammocypris neglectus
15 コイ目 コイ科 ハス Opsariichthys uncirostris uncirostris
16 コイ目 コイ科 オイカワ Opsariichthys platypus
17 コイ目 コイ科 カワムツ Candidia temminckii
18 コイ目 コイ科 ヌマムツ Candidia sieboldii
19 コイ目 コイ科 タカハヤ Phoxinus oxycephalus jouyi
20 コイ目 コイ科 モツゴ Pseudorasbora parva
21 コイ目 コイ科 ヒガイ類 Sarcocheilichthys variegatus
22 コイ目 コイ科 ムギツク Pungtungia herzi
23 コイ目 コイ科 タモロコ Gnathopogon elongatus elongatus
24 コイ目 コイ科 カマツカ Pseudogobio esocinus esocinus
25 コイ目 コイ科 コウライニゴイ Hemibarbus labeo
26 コイ目 コイ科 ニゴイ Hemibarbus barbus
27 コイ目 コイ科 イトモロコ Squalidus gracilis gracilis
28 コイ目 コイ科 スゴモロコ Squalidus chankaensis biwae
29 コイ目 コイ科 コウライモロコ Squalidus chankaensis tsuchigae
30 コイ目 ドジョウ科 ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus
31 コイ目 ドジョウ科 オオシマドジョウ Cobitis sp. BIWAE type A
32 コイ目 ドジョウ科 チュウガタスジシマドジョウ Cobitis striata striata
33 コイ目 フクドジョウ科 ナガレホトケドジョウ Lefua torrentis
34 ナマズ目 ギギ科 ギギ Tachysurus nudiceps
35 ナマズ目 ナマズ科 ナマズ Silurus asotus
36 ナマズ目 アカザ科 アカザ Liobagrus reinii
37 サケ目 キュウリウオ科 ワカサギ Hypomesus nipponensis
38 サケ目 アユ科 アユ Plecoglossus altivelis altivelis
39 サケ目 サケ科 サツキマス（アマゴ） Oncorhynchus masou ishikawae
40 トゲウオ目 トゲウオ科 ハリヨ Gasterosteus aculeatus subsp.2
41 ボラ目 ボラ科 ボラ Mugil cephalus cephalus
42 ボラ目 ボラ科 セスジボラ Chelon affinis
43 ボラ目 ボラ科 メナダ Chelon haematocheilus
44 カダヤシ目 カダヤシ科 カダヤシ Gambusia affinis
45 ダツ目 メダカ科 ミナミメダカ Oryzias latipes
46 スズキ目 ケツギョ科 オヤニラミ Coreoperca kawamebari
47 スズキ目 サンフィッシュ科 ブルーギル Lepomis macrochirus macrochirus
48 スズキ目 サンフィッシュ科 オオクチバス Micropterus salmoides
49 スズキ目 シマイサキ科 コトヒキ Terapon jarbua
50 スズキ目 シマイサキ科 シマイサキ Rhynchopelates oxyrhynchus
51 スズキ目 ドンコ科 ドンコ Odontobutis obscura



魚類（淡水・汽水産）リスト2020
No. 目名 科名 種名 学名
52 スズキ目 カワアナゴ科 カワアナゴ Eleotris oxycephala
53 スズキ目 ハゼ科 ミミズハゼ Luciogobius guttatus
54 スズキ目 ハゼ科 マハゼ Acanthogobius flavimanus
55 スズキ目 ハゼ科 アベハゼ Mugilogobius abei
56 スズキ目 ハゼ科 ヌマチチブ Tridentiger brevispinis
57 スズキ目 ハゼ科 チチブ Tridentiger obscurus
58 スズキ目 ハゼ科 カワヨシノボリ Rhinogobius flumineus
59 スズキ目 ハゼ科 シマヨシノボリ Rhinogobius nagoyae
60 スズキ目 ハゼ科 オオヨシノボリ Rhinogobius fluviatilis
61 スズキ目 ハゼ科 クロヨシノボリ Rhinogobius brunneus
62 スズキ目 ハゼ科 ゴクラクハゼ Rhinogobius similis
63 スズキ目 ハゼ科 シマヒレヨシノボリ Rhinogobius sp.BF
64 スズキ目 ハゼ科 トウヨシノボリ類 Rhinogobius sp.OR unidentified
65 スズキ目 ハゼ科 ウロハゼ Glossogobius olivaceus
66 スズキ目 ハゼ科 ヒメハゼ Favonigobius gymnauchen
67 スズキ目 ハゼ科 スミウキゴリ Gymnogobius petschiliensis
68 スズキ目 ハゼ科 ウキゴリ Gymnogobius urotaenia
69 スズキ目 タイワンドジョウ科 タイワンドジョウ Channa maculata
70 スズキ目 タイワンドジョウ科 カムルチー Channa argus

10目 22科
種名及び配列は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和2年度生物リスト」（河川環境データ
ベース 国土交通省、2020）に準拠した。

注)当該リストには、確認記録がないが、生息が推定される1種(スナヤツメ南方種、要調査種)を含んでいる。

70種



昆虫類リスト2020

No. 目名 科名 種名 学名

1 トビムシ目 ヒシガタトビムシ科 ナミヒシガタトビムシ Superodontella similis

2 カマアシムシ目 カマアシムシ科 カマアシムシ Eosentomon sakura

3 カマアシムシ目 カマアシムシ科 サトカマアシムシ Paranisentomon tuxeni

4 カマアシムシ目 クシカマアシムシ科 モリカワカマアシムシ Baculentulus morikawai

5 カマアシムシ目 クシカマアシムシ科 タカナワカマアシムシ Filientomon takanawanum

6 コムシ目 ナガコムシ科 ウロコナガコムシ Lepidocampa weberi

7 コムシ目 ハサミコムシ科 オオハサミコムシ Japyx beneserratus

8 コムシ目 ハサミコムシ科 ハサミコムシ Japyx japonica

9 コムシ目 ナミハサミコムシ科 Parajapyx isabellae Parajapyx isabellae

10 イシノミ目 イシノミ科 イシノミ Pedetontus nipponicus

11 イシノミ目 イシノミ科 オカジマイシノミ Pedetontus okajimae

12 シミ目 シミ科 セスジシミ Ctenolepisma lineata pilifera

13 シミ目 メナシシミ科 クロサアリシミ Nipponatulurina kurosai

14 カゲロウ目（蜉蝣目） 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

15 カゲロウ目（蜉蝣目） ヒメフタオカゲロウ科 ヒメフタオカゲロウ Ameletus montanus montanus

16 カゲロウ目（蜉蝣目） コカゲロウ科 ミツオミジカオフタバコカゲロウ Acentrella gnom

17 カゲロウ目（蜉蝣目） コカゲロウ科 ミジカオフタバコカゲロウ Acentrella sibirica

18 カゲロウ目（蜉蝣目） コカゲロウ科 フローレンスコカゲロウ Alainites florens

19 カゲロウ目（蜉蝣目） コカゲロウ科 ヨシノコカゲロウ Alainites yoshinensis

20 カゲロウ目（蜉蝣目） コカゲロウ科 フタバコカゲロウ Baetiella japonica

21 カゲロウ目（蜉蝣目） コカゲロウ科 サホコカゲロウ Baetis sahoensis

22 カゲロウ目（蜉蝣目） コカゲロウ科 フタモンコカゲロウ Baetis taiwanensis

23 カゲロウ目（蜉蝣目） コカゲロウ科 シロハラコカゲロウ Baetis thermicus

24 カゲロウ目（蜉蝣目） コカゲロウ科 トツカワコカゲロウ Baetis totsukawensis

25 カゲロウ目（蜉蝣目） コカゲロウ科 ヤマトコカゲロウ Baetis yamatoensis

26 カゲロウ目（蜉蝣目） コカゲロウ科 フタバカゲロウ Cloeon dipterum

27 カゲロウ目（蜉蝣目） コカゲロウ科 タマリフタバカゲロウ Cloeon ryogokuense

28 カゲロウ目（蜉蝣目） コカゲロウ科 ウスイロフトヒゲコカゲロウ Labiobaetis atrebatinus orientalis

29 カゲロウ目（蜉蝣目） コカゲロウ科 トゲエラトビイロコカゲロウ Nigrobaetis acinaciger

30 カゲロウ目（蜉蝣目） コカゲロウ科 コバネヒゲトガリコカゲロウ Tenuibaetis parvipterus

31 カゲロウ目（蜉蝣目） コカゲロウ科 ウデマガリコカゲロウ Tenuibaetis flexifemora

32 カゲロウ目（蜉蝣目） ガガンボカゲロウ科 ガガンボカゲロウ Dipteromimus tipuliformis

33 カゲロウ目（蜉蝣目） ヒラタカゲロウ科 ミヤマタニガワカゲロウ Cinygmula hirasana

34 カゲロウ目（蜉蝣目） ヒラタカゲロウ科 キブネタニガワカゲロウ Ecdyonurus kibunensis

35 カゲロウ目（蜉蝣目） ヒラタカゲロウ科 クロタニガワカゲロウ Ecdyonurus tobiironis

36 カゲロウ目（蜉蝣目） ヒラタカゲロウ科 ミドリタニガワカゲロウ Ecdyonurus viridis

37 カゲロウ目（蜉蝣目） ヒラタカゲロウ科 シロタニガワカゲロウ Ecdyonurus yoshidae

38 カゲロウ目（蜉蝣目） ヒラタカゲロウ科 キイロヒラタカゲロウ Epeorus aesculus

39 カゲロウ目（蜉蝣目） ヒラタカゲロウ科 ウエノヒラタカゲロウ Epeorus curvatulus

40 カゲロウ目（蜉蝣目） ヒラタカゲロウ科 ナミヒラタカゲロウ Epeorus ikanonis

41 カゲロウ目（蜉蝣目） ヒラタカゲロウ科 エルモンヒラタカゲロウ Epeorus latifolium

42 カゲロウ目（蜉蝣目） ヒラタカゲロウ科 タニヒラタカゲロウ Epeorus napaeus

43 カゲロウ目（蜉蝣目） ヒラタカゲロウ科 ユミモンヒラタカゲロウ Epeorus nipponicus

44 カゲロウ目（蜉蝣目） ヒラタカゲロウ科 キョウトキハダヒラタカゲロウ Heptagenia kyotoensis

45 カゲロウ目（蜉蝣目） ヒラタカゲロウ科 キハダヒラタカゲロウ Kageronia kihada

46 カゲロウ目（蜉蝣目） ヒラタカゲロウ科 ヒメヒラタカゲロウ Rhithrogena japonica

47 カゲロウ目（蜉蝣目） チラカゲロウ科 チラカゲロウ Isonychia valida

48 カゲロウ目（蜉蝣目） フタオカゲロウ科 オオフタオカゲロウ Siphlonurus binotatus

49 カゲロウ目（蜉蝣目） トビイロカゲロウ科 ヒメトビイロカゲロウ Choroterpes altioculus

50 カゲロウ目（蜉蝣目） トビイロカゲロウ科 ナミトビイロカゲロウ Paraleptophlebia japonica

51 カゲロウ目（蜉蝣目） トビイロカゲロウ科 トゲトビイロカゲロウ Paraleptophlebia spinosa

52 カゲロウ目（蜉蝣目） トビイロカゲロウ科 オオトゲエラカゲロウ Thraulus grandis

53 カゲロウ目（蜉蝣目） モンカゲロウ科 フタスジモンカゲロウ Ephemera japonica

54 カゲロウ目（蜉蝣目） モンカゲロウ科 トウヨウモンカゲロウ Ephemera orientalis

55 カゲロウ目（蜉蝣目） モンカゲロウ科 モンカゲロウ Ephemera strigata
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56 カゲロウ目（蜉蝣目） シロイロカゲロウ科 オオシロカゲロウ Ephoron shigae

57 カゲロウ目（蜉蝣目） カワカゲロウ科 キイロカワカゲロウ Potamanthus formosus

58 カゲロウ目（蜉蝣目） マダラカゲロウ科 オオクママダラカゲロウ Cincticostella elongatula

59 カゲロウ目（蜉蝣目） マダラカゲロウ科 クロマダラカゲロウ Cincticostella nigra

60 カゲロウ目（蜉蝣目） マダラカゲロウ科 チェルノバマダラカゲロウ Cincticostella orientalis

61 カゲロウ目（蜉蝣目） マダラカゲロウ科 オオマダラカゲロウ Drunella basalis

62 カゲロウ目（蜉蝣目） マダラカゲロウ科 シリナガマダラカゲロウ Ephacerella longicaudata

63 カゲロウ目（蜉蝣目） マダラカゲロウ科 イマニシマダラカゲロウ Ephemerella occiprens

64 カゲロウ目（蜉蝣目） マダラカゲロウ科 クシゲマダラカゲロウ Ephemerella setigera

65 カゲロウ目（蜉蝣目） マダラカゲロウ科 チノマダラカゲロウ Teleganopsis chinoi

66 カゲロウ目（蜉蝣目） マダラカゲロウ科 アカマダラカゲロウ Teleganopsis punctisetae

67 カゲロウ目（蜉蝣目） マダラカゲロウ科 エラブタマダラカゲロウ Torleya japonica

68 カゲロウ目（蜉蝣目） ヒメシロカゲロウ科 Caenis属 Caenis sp.

69 トンボ目（蜻蛉目） アオイトトンボ科 ホソミオツネントンボ Indolestes peregrinus

70 トンボ目（蜻蛉目） アオイトトンボ科 コバネアオイトトンボ Lestes japonicus

71 トンボ目（蜻蛉目） アオイトトンボ科 アオイトトンボ Lestes sponsa

72 トンボ目（蜻蛉目） アオイトトンボ科 オオアオイトトンボ Lestes temporalis

73 トンボ目（蜻蛉目） アオイトトンボ科 オツネントンボ Sympecma paedisca

74 トンボ目（蜻蛉目） イトトンボ科 ホソミイトトンボ Aciagrion migratum

75 トンボ目（蜻蛉目） イトトンボ科 キイトトンボ Ceriagrion melanurum

76 トンボ目（蜻蛉目） イトトンボ科 ベニイトトンボ Ceriagrion nipponicum

77 トンボ目（蜻蛉目） イトトンボ科 アジアイトトンボ Ischnura asiatica

78 トンボ目（蜻蛉目） イトトンボ科 アオモンイトトンボ Ischnura senegalensis

79 トンボ目（蜻蛉目） イトトンボ科 モートンイトトンボ Mortonagrion selenion

80 トンボ目（蜻蛉目） イトトンボ科 クロイトトンボ Paracercion calamorum calamorum

81 トンボ目（蜻蛉目） イトトンボ科 セスジイトトンボ Paracercion hieroglyphicum

82 トンボ目（蜻蛉目） イトトンボ科 ムスジイトトンボ Paracercion melanotum

83 トンボ目（蜻蛉目） イトトンボ科 オオイトトンボ Paracercion sieboldii

84 トンボ目（蜻蛉目） モノサシトンボ科 モノサシトンボ Copera annulata

85 トンボ目（蜻蛉目） モノサシトンボ科 グンバイトンボ Platycnemis foliacea sasakii

86 トンボ目（蜻蛉目） カワトンボ科 ハグロトンボ Atrocalopteryx atrata

87 トンボ目（蜻蛉目） カワトンボ科 ミヤマカワトンボ Calopteryx cornelia

88 トンボ目（蜻蛉目） カワトンボ科 アオハダトンボ Calopteryx japonica

89 トンボ目（蜻蛉目） カワトンボ科 ニホンカワトンボ Mnais costalis

90 トンボ目（蜻蛉目） カワトンボ科 アサヒナカワトンボ Mnais pruinosa

91 トンボ目（蜻蛉目） ムカシトンボ科 ムカシトンボ Epiophlebia superstes

92 トンボ目（蜻蛉目） ヤンマ科 ネアカヨシヤンマ Aeschnophlebia anisoptera

93 トンボ目（蜻蛉目） ヤンマ科 アオヤンマ Aeschnophlebia longistigma

94 トンボ目（蜻蛉目） ヤンマ科 オオルリボシヤンマ Aeshna crenata

95 トンボ目（蜻蛉目） ヤンマ科 ルリボシヤンマ Aeshna juncea

96 トンボ目（蜻蛉目） ヤンマ科 マルタンヤンマ Anaciaeschna martini

97 トンボ目（蜻蛉目） ヤンマ科 クロスジギンヤンマ Anax nigrofasciatus nigrofasciatus

98 トンボ目（蜻蛉目） ヤンマ科 ギンヤンマ Anax parthenope julius

99 トンボ目（蜻蛉目） ヤンマ科 コシボソヤンマ Boyeria maclachlani

100 トンボ目（蜻蛉目） ヤンマ科 カトリヤンマ Gynacantha japonica

101 トンボ目（蜻蛉目） ヤンマ科 ミルンヤンマ Planaeschna milnei milnei

102 トンボ目（蜻蛉目） ヤンマ科 ヤブヤンマ Polycanthagyna melanictera

103 トンボ目（蜻蛉目） ヤンマ科 サラサヤンマ Sarasaeschna pryeri

104 トンボ目（蜻蛉目） サナエトンボ科 ヤマサナエ Asiagomphus melaenops

105 トンボ目（蜻蛉目） サナエトンボ科 キイロサナエ Asiagomphus pryeri

106 トンボ目（蜻蛉目） サナエトンボ科 クロサナエ Davidius fujiama

107 トンボ目（蜻蛉目） サナエトンボ科 ダビドサナエ Davidius nanus

108 トンボ目（蜻蛉目） サナエトンボ科 タイワンウチワヤンマ Ictinogomphus pertinax

109 トンボ目（蜻蛉目） サナエトンボ科 ヒメクロサナエ Lanthus fujiacus

110 トンボ目（蜻蛉目） サナエトンボ科 オナガサナエ Melligomphus viridicostus
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111 トンボ目（蜻蛉目） サナエトンボ科 アオサナエ Nihonogomphus viridis

112 トンボ目（蜻蛉目） サナエトンボ科 ホンサナエ Shaogomphus postocularis

113 トンボ目（蜻蛉目） サナエトンボ科 コオニヤンマ Sieboldius albardae

114 トンボ目（蜻蛉目） サナエトンボ科 ウチワヤンマ Sinictinogomphus clavatus

115 トンボ目（蜻蛉目） サナエトンボ科 オジロサナエ Stylogomphus suzukii

116 トンボ目（蜻蛉目） サナエトンボ科 タベサナエ Trigomphus citimus tabei

117 トンボ目（蜻蛉目） サナエトンボ科 フタスジサナエ Trigomphus interruptus

118 トンボ目（蜻蛉目） サナエトンボ科 オグマサナエ Trigomphus ogumai

119 トンボ目（蜻蛉目） ムカシヤンマ科 ムカシヤンマ Tanypteryx pryeri

120 トンボ目（蜻蛉目） オニヤンマ科 オニヤンマ Anotogaster sieboldii

121 トンボ目（蜻蛉目） エゾトンボ科 トラフトンボ Epitheca marginata

122 トンボ目（蜻蛉目） エゾトンボ科 オオヤマトンボ Epophthalmia elegans

123 トンボ目（蜻蛉目） エゾトンボ科 コヤマトンボ Macromia amphigena amphigena

124 トンボ目（蜻蛉目） エゾトンボ科 キイロヤマトンボ Macromia daimoji

125 トンボ目（蜻蛉目） エゾトンボ科 ハネビロエゾトンボ Somatochlora clavata

126 トンボ目（蜻蛉目） エゾトンボ科 タカネトンボ Somatochlora uchidai

127 トンボ目（蜻蛉目） エゾトンボ科 エゾトンボ Somatochlora viridiaenea

128 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 ショウジョウトンボ Crocothemis servilia mariannae

129 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 コフキトンボ Deielia phaon

130 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 ベッコウトンボ Libellula angelina

131 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 ヨツボシトンボ Libellula quadrimaculata asahinai

132 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 ハラビロトンボ Lyriothemis pachygastra

133 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 ハッチョウトンボ Nannophya pygmaea

134 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum

135 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 シオヤトンボ Orthetrum japonicum

136 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 オオシオカラトンボ Orthetrum melania

137 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 ウスバキトンボ Pantala flavescens

138 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 コシアキトンボ Pseudothemis zonata

139 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 チョウトンボ Rhyothemis fuliginosa

140 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 コノシメトンボ Sympetrum baccha matutinum

141 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 オナガアカネ Sympetrum cordulegaster

142 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 キトンボ Sympetrum croceolum

143 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 ナツアカネ Sympetrum darwinianum

144 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 マユタテアカネ Sympetrum eroticum eroticum

145 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 アキアカネ Sympetrum frequens

146 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 ナニワトンボ Sympetrum gracile

147 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 ノシメトンボ Sympetrum infuscatum

148 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 マイコアカネ Sympetrum kunckeli

149 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 マダラナニワトンボ Sympetrum maculatum

150 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 ヒメアカネ Sympetrum parvulum

151 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 ミヤマアカネ Sympetrum pedemontanum elatum

152 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 リスアカネ Sympetrum risi risi

153 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 ネキトンボ Sympetrum speciosum speciosum

154 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 タイリクアカネ Sympetrum striolatum imitoides

155 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 オオキトンボ Sympetrum uniforme

156 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 アメイロトンボ Tholymis tillarga

157 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 ハネビロトンボ Tramea virginia

158 トンボ目（蜻蛉目） トンボ科 ベニトンボ Trithemis aurora

159 ゴキブリ目（網翅目） オオゴキブリ科 オオゴキブリ Panesthia angustipennis spadica

160 ゴキブリ目（網翅目） ゴキブリ科 チュウトウゴキブリ Blatta lateralis

161 ゴキブリ目（網翅目） ゴキブリ科 ワモンゴキブリ Periplaneta americana

162 ゴキブリ目（網翅目） ゴキブリ科 クロゴキブリ Periplaneta fuliginosa

163 ゴキブリ目（網翅目） ゴキブリ科 ヤマトゴキブリ Periplaneta japonica

164 ゴキブリ目（網翅目） チャバネゴキブリ科 モリチャバネゴキブリ Blattella nipponica

165 ゴキブリ目（網翅目） チャバネゴキブリ科 ツチゴキブリ本土亜種 Margattea kumamotonis kumamotonis
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166 ゴキブリ目（網翅目） チャバネゴキブリ科 ヒメクロゴキブリ Sorineuchora nigra

167 ゴキブリ目（網翅目） チャバネゴキブリ科 キスジゴキブリ Symploce striata striata

168 ゴキブリ目（網翅目） マダラゴキブリ科 サツマゴキブリ Opisthoplatia orientalis

169 カマキリ目（蟷螂目） ヒメカマキリ科 サツマヒメカマキリ Acromantis satsumensis

170 カマキリ目（蟷螂目） ヒメカマキリ科 ヒメカマキリ Acromantis japonica

171 カマキリ目（蟷螂目） カマキリ科 ヒナカマキリ Amantis nawai

172 カマキリ目（蟷螂目） カマキリ科 ハラビロカマキリ Hierodula patellifera

173 カマキリ目（蟷螂目） カマキリ科 コカマキリ Statilia maculata

174 カマキリ目（蟷螂目） カマキリ科 チョウセンカマキリ Tenodera angustipennis

175 カマキリ目（蟷螂目） カマキリ科 オオカマキリ Tenodera sinensis

176 シロアリ目 レイビシロアリ科 アメリカカンザイシロアリ Incisitermes minor

177 シロアリ目 ミゾガシラシロアリ科 イエシロアリ Coptotermes formosanus

178 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 

179 ハサミムシ目（革翅目） マルムネハサミムシ科 ヒゲジロハサミムシ Anisolabella marginalis

180 ハサミムシ目（革翅目） マルムネハサミムシ科 ハマベハサミムシ Anisolabis maritima

181 ハサミムシ目（革翅目） マルムネハサミムシ科 コヒゲジロハサミムシ Euborellia annulipes

182 ハサミムシ目（革翅目） マルムネハサミムシ科 コバネハサミムシ Euborellia annulata

183 ハサミムシ目（革翅目） クロハサミムシ科 ミジンハサミムシ Labia minor

184 ハサミムシ目（革翅目） クロハサミムシ科 クロハサミムシ Nesogaster lewisi

185 ハサミムシ目（革翅目） クロハサミムシ科 チビハサミムシ Paralabellua curvicauda

186 ハサミムシ目（革翅目） クギヌキハサミムシ科 コブハサミムシ Anechura harmandi

187 ハサミムシ目（革翅目） クギヌキハサミムシ科 エゾハサミムシ Eparchus yezoensis

188 ハサミムシ目（革翅目） オオハサミムシ科 オオハサミムシ Labidura riparia

189 ハサミムシ目（革翅目） オオハサミムシ科 ヒメハサミムシ Nala lividipes

190 カワゲラ目（セキ翅目） クロカワゲラ科 ヤマトクロカワゲラ Capnia japonica

191 カワゲラ目（セキ翅目） オナシカワゲラ科 Amphinemura属 Amphinemura sp.

192 カワゲラ目（セキ翅目） オナシカワゲラ科 オナシカワゲラ Nemoura fulva

193 カワゲラ目（セキ翅目） オナシカワゲラ科 Protonemura属 Protonemura sp.

194 カワゲラ目（セキ翅目） ヒロムネカワゲラ科 ノギカワゲラ Cryptoperla japonica

195 カワゲラ目（セキ翅目） ミドリカワゲラ科 ヒメミドリカワゲラ Haploperla japonica

196 カワゲラ目（セキ翅目） カワゲラ科 クロヒゲカワゲラ Kamimuria quadrata

197 カワゲラ目（セキ翅目） カワゲラ科 カミムラカワゲラ Kamimuria tibialis

198 カワゲラ目（セキ翅目） カワゲラ科 ウエノカワゲラ Kamimuria uenoi

199 カワゲラ目（セキ翅目） カワゲラ科 フタツメカワゲラ Neoperla geniculata

200 カワゲラ目（セキ翅目） カワゲラ科 ヤマトフタツメカワゲラ Neoperla niponensis

201 カワゲラ目（セキ翅目） カワゲラ科 ヤマトカワゲラ Niponiella limbatella

202 カワゲラ目（セキ翅目） カワゲラ科 オオヤマカワゲラ Oyamia lugubris

203 カワゲラ目（セキ翅目） カワゲラ科 オオクラカケカワゲラ Paragnetina tinctipennis

204 カワゲラ目（セキ翅目） カワゲラ科 Togoperla属 Togoperla sp.

205 カワゲラ目（セキ翅目） アミメカワゲラ科 Stavsolus属 Stavsolus sp.

206 バッタ目（直翅目） コロギス科 コバネコロギス Metriogryllacris magna

207 バッタ目（直翅目） コロギス科 ハネナシコロギス Nippancistroger testaceus

208 バッタ目（直翅目） コロギス科 コロギス Prosopogryllacris japonica

209 バッタ目（直翅目） カマドウマ科 カマドウマ Atachycines apicalis apicalis

210 バッタ目（直翅目） カマドウマ科 クラズミウマ Diestrammena asynamora

211 バッタ目（直翅目） カマドウマ科 コノシタウマ Diestrammena elegantissima

212 バッタ目（直翅目） カマドウマ科 ハヤシウマ Diestrammena itodo

213 バッタ目（直翅目） カマドウマ科 マダラカマドウマ Diestrammena japonica

214 バッタ目（直翅目） カマドウマ科 モリズミウマ Diestrammena tsushimensis

215 バッタ目（直翅目） クツワムシ科 タイワンクツワムシ Mecopoda elongata

216 バッタ目（直翅目） クツワムシ科 クツワムシ Mecopoda niponensis

217 バッタ目（直翅目） ツユムシ科 セスジツユムシ Ducetia japonica

218 バッタ目（直翅目） ツユムシ科 サトクダマキモドキ Holochlora japonica

219 バッタ目（直翅目） ツユムシ科 ヤマクダマキモドキ Holochlora longifissa

220 バッタ目（直翅目） ツユムシ科 ツユムシ Phaneroptera falcata
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221 バッタ目（直翅目） ツユムシ科 アシグロツユムシ Phaneroptera nigroantennata

222 バッタ目（直翅目） ツユムシ科 ヒメクダマキモドキ Phaulula macilenta

223 バッタ目（直翅目） ツユムシ科 ヘリグロツユムシ Psyrana japonica

224 バッタ目（直翅目） ツユムシ科 ホソクビツユムシ Shirakisotima japonica

225 バッタ目（直翅目） キリギリス科 ウスイロササキリ Conocephalus chinensis

226 バッタ目（直翅目） キリギリス科 オナガササキリ Conocephalus exemptus

227 バッタ目（直翅目） キリギリス科 コバネササキリ Conocephalus japonicus

228 バッタ目（直翅目） キリギリス科 ホシササキリ Conocephalus maculatus

229 バッタ目（直翅目） キリギリス科 ササキリ Conocephalus melaenus

230 バッタ目（直翅目） キリギリス科 コバネササキリモドキ Cosmetura fenestrata

231 バッタ目（直翅目） キリギリス科 ヒメギス Eobiana engelhardti subtropica

232 バッタ目（直翅目） キリギリス科 クビキリギス Euconocephalus varius

233 バッタ目（直翅目） キリギリス科 ヒガシキリギリス Gampsocleis mikado

234 バッタ目（直翅目） キリギリス科 ハヤシノウマオイ Hexacentrus hareyamai

235 バッタ目（直翅目） キリギリス科 ハタケノウマオイ Hexacentrus japonicus

236 バッタ目（直翅目） キリギリス科 ササキリモドキ Kuzicus suzukii

237 バッタ目（直翅目） キリギリス科 カヤキリ Pseudorhynchus japonicus

238 バッタ目（直翅目） キリギリス科 クサキリ Ruspolia lineosa

239 バッタ目（直翅目） キリギリス科 ヤブキリ Tettigonia orientalis

240 バッタ目（直翅目） キリギリス科 シブイロカヤキリ Xestophrys javanicus

241 バッタ目（直翅目） キリギリス科 セスジササキリモドキ Xiphidiopsis albicornis

242 バッタ目（直翅目） ケラ科 ケラ Gryllotalpa orientalis

243 バッタ目（直翅目） マツムシ科 マツムシモドキ Aphonoides japonicus

244 バッタ目（直翅目） マツムシ科 クチキコオロギ Duolandrevus ivani

245 バッタ目（直翅目） マツムシ科 カヤコオロギ Euscyrtus japonicus

246 バッタ目（直翅目） マツムシ科 スズムシ Meloimorpha japonica

247 バッタ目（直翅目） マツムシ科 ヒロバネカンタン Oecanthus euryelytra

248 バッタ目（直翅目） マツムシ科 カンタン Oecanthus longicauda

249 バッタ目（直翅目） マツムシ科 コガタカンタン Oecanthus similator

250 バッタ目（直翅目） マツムシ科 アオマツムシ Truljalia hibinonis

251 バッタ目（直翅目） マツムシ科 マツムシ Xenogryllus marmoratus marmoratus

252 バッタ目（直翅目） コオロギ科 ヒメコオロギ Comidoblemmus nipponensis

253 バッタ目（直翅目） コオロギ科 ハラオカメコオロギ Loxoblemmus campestris

254 バッタ目（直翅目） コオロギ科 ミツカドコオロギ Loxoblemmus doenitzi

255 バッタ目（直翅目） コオロギ科 モリオカメコオロギ Loxoblemmus sylvestris

256 バッタ目（直翅目） コオロギ科 クマコオロギ Mitius minor

257 バッタ目（直翅目） コオロギ科 タンボコオロギ Modicogryllus siamensis

258 バッタ目（直翅目） コオロギ科 クロツヤコオロギ Phonarellus ritsemae

259 バッタ目（直翅目） コオロギ科 クマスズムシ Sclerogryllus puctatus

260 バッタ目（直翅目） コオロギ科 エンマコオロギ Teleogryllus emma

261 バッタ目（直翅目） コオロギ科 クチナガコオロギ Velarifictorus aspersus

262 バッタ目（直翅目） コオロギ科 ツヅレサセコオロギ Velarifictorus micado

263 バッタ目（直翅目） コオロギ科 コガタコオロギ Velarifictorus ornatus

264 バッタ目（直翅目） カネタタキ科 カネタタキ Ornebius kanetataki

265 バッタ目（直翅目） アリツカコオロギ科 アリツカコオロギ Myrmecophilus sapporensis

266 バッタ目（直翅目） アリツカコオロギ科 サトアリツカコオロギ Myrmecophilus tetramorii

267 バッタ目（直翅目） ヒバリモドキ科 ウスグモスズ Amusurgus genji

268 バッタ目（直翅目） ヒバリモドキ科 ハマスズ Dianemobius csikii

269 バッタ目（直翅目） ヒバリモドキ科 マダラスズ Dianemobius nigrofasciatus

270 バッタ目（直翅目） ヒバリモドキ科 キンヒバリ Natula matsuurai

271 バッタ目（直翅目） ヒバリモドキ科 ヒゲシロスズ Polionemobius flavoantennalis

272 バッタ目（直翅目） ヒバリモドキ科 シバスズ Polionemobius mikado

273 バッタ目（直翅目） ヒバリモドキ科 キタヤチスズ Pteronemobius gorochovi

274 バッタ目（直翅目） ヒバリモドキ科 ヒメスズ Pteronemobius nigrescens

275 バッタ目（直翅目） ヒバリモドキ科 ヤチスズ Pteronemobius ohmachii
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276 バッタ目（直翅目） ヒバリモドキ科 エゾスズ Pteronemobius yezoensis

277 バッタ目（直翅目） ヒバリモドキ科 クサヒバリ Svistella bifasciata

278 バッタ目（直翅目） ヒバリモドキ科 クロヒバリモドキ Trigonidium cicindeloides

279 バッタ目（直翅目） ヒバリモドキ科 キアシヒバリモドキ Trigonidium japonicum

280 バッタ目（直翅目） バッタ科 ショウリョウバッタ Acrida cinerea

281 バッタ目（直翅目） バッタ科 マダラバッタ Aiolopus thalassinus tamulus

282 バッタ目（直翅目） バッタ科 クルマバッタ Gastrimargus marmoratus

283 バッタ目（直翅目） バッタ科 ヒナバッタ Glyptobothrus maritimus maritimus

284 バッタ目（直翅目） バッタ科 ショウリョウバッタモドキ Gonista bicolor

285 バッタ目（直翅目） バッタ科 トノサマバッタ Locusta migratoria

286 バッタ目（直翅目） バッタ科 イナゴモドキ Mecostethus parapleurus

287 バッタ目（直翅目） バッタ科 ナキイナゴ Mongolotettix japonicus

288 バッタ目（直翅目） バッタ科 クルマバッタモドキ Oedaleus infernalis

289 バッタ目（直翅目） バッタ科 ヒロバネヒナバッタ Stenobothrus fumatus

290 バッタ目（直翅目） バッタ科 ツマグロバッタ Stethophyma magister

291 バッタ目（直翅目） バッタ科 イボバッタ Trilophidia japonica

292 バッタ目（直翅目） イナゴ科 ハネナガフキバッタ Ognevia longipennis

293 バッタ目（直翅目） イナゴ科 ハネナガイナゴ Oxya japonica

294 バッタ目（直翅目） イナゴ科 コバネイナゴ Oxya yezoensis

295 バッタ目（直翅目） イナゴ科 ミカドフキバッタ Parapodisma mikado

296 バッタ目（直翅目） イナゴ科 キンキフキバッタ Parapodisma subastris

297 バッタ目（直翅目） イナゴ科 ヤマトフキバッタ Parapodisma setouchiensis

298 バッタ目（直翅目） イナゴ科 ツチイナゴ Patanga japonica

299 バッタ目（直翅目） イナゴ科 セグロイナゴ Shirakiacris shirakii

300 バッタ目（直翅目） オンブバッタ科 オンブバッタ Atractomorpha lata

301 バッタ目（直翅目） オンブバッタ科 アカハネオンブバッタ Atractomorpha sinensis

302 バッタ目（直翅目） ヒシバッタ科 トゲヒシバッタ Criotettix japonicus

303 バッタ目（直翅目） ヒシバッタ科 ハネナガヒシバッタ Euparatettix insularis

304 バッタ目（直翅目） ヒシバッタ科 コバネヒシバッタ Formosatettix larvatus

305 バッタ目（直翅目） ヒシバッタ科 ハラヒシバッタ Tetrix japonica

306 バッタ目（直翅目） ヒシバッタ科 ヤセヒシバッタ Tetrix macilenta

307 バッタ目（直翅目） ヒシバッタ科 ヒメヒシバッタ Tetrix minor

308 バッタ目（直翅目） ヒシバッタ科 モリヒシバッタ Tetrix silvicultrix

309 バッタ目（直翅目） ノミバッタ科 ノミバッタ Xya japonica

310 シロアリモドキ目 シロアリモドキ科 Haploembia solieri Haploembia solieri

311 ナナフシ目（竹節虫目） ナナフシ科 ニホントビナナフシ Micadina phluctainoides

312 ナナフシ目（竹節虫目） ナナフシ科 ヤスマツトビナナフシ Micadina yasumatsui

313 ナナフシ目（竹節虫目） ナナフシ科 トゲナナフシ Neohirasea japonica

314 ナナフシ目（竹節虫目） ナナフシ科 エダナナフシ Phraortes elongatus

315 ナナフシ目（竹節虫目） ナナフシ科 ナナフシモドキ Ramulus mikado

316 チャタテムシ目 ホソチャタテ科 ハグルマチャタテ Matsumuraiella rapiopicta

317 チャタテムシ目 ホソチャタテ科 ホソチャタテ Stenopsocus aphidiformis

318 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

319 チャタテムシ目 マドチャタテ科 ヒメマドチャタテ Peripsocus quercicola

320 チャタテムシ目 ニセケチャタテ科 ニセケチャタテ Pseudocaecilius solocipennis

321 チャタテムシ目 チャタテ科 オオチャタテ Amphigerontia nubila

322 チャタテムシ目 チャタテ科 カバイロチャタテ Metylophorus nebulosus

323 チャタテムシ目 チャタテ科 オオスジチャタテ Pseudocerastis kurokiana

324 チャタテムシ目 チャタテ科 スジチャタテ Pseudocerastis tokyoensis

325 チャタテムシ目 チャタテ科 リンゴチャタテ Psocidus mali

326 チャタテムシ目 チャタテ科 ムツモンチャタテ Trichadenotecnum sexpunctatum

327 チャタテムシ目 チャタテ科 ヒメムツモンチャタテ Trichadenotecnum sexpunctellum

328 チャタテムシ目 ホシチャタテ科 ホシチャタテ Myopsocus muscosa

329 カメムシ目（半翅目） コガシラウンカ科 アカフコガシラウンカ Deferunda rubrostigma

330 カメムシ目（半翅目） コガシラウンカ科 ナワコガシラウンカ Errada nawae
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331 カメムシ目（半翅目） コガシラウンカ科 スジコガシラウンカ Errada vittata

332 カメムシ目（半翅目） ヒシウンカ科 オビカワウンカ Andes harimaensis

333 カメムシ目（半翅目） ヒシウンカ科 ヤナギカワウンカモドキ Andes marmoratiformis

334 カメムシ目（半翅目） ヒシウンカ科 ヤナギカワウンカ Andes marmoratus

335 カメムシ目（半翅目） ヒシウンカ科 ハスオビヒシウンカ Betacixius obliquus

336 カメムシ目（半翅目） ヒシウンカ科 キガシラヒシウンカ Kuvera flaviceps

337 カメムシ目（半翅目） ヒシウンカ科 イボタヒシウンカ Kuvera ligustri

338 カメムシ目（半翅目） ヒシウンカ科 ヨモギヒシウンカ Oecleopsis artemisiae

339 カメムシ目（半翅目） ヒシウンカ科 ヒシウンカ Pentastiridius apicalis

340 カメムシ目（半翅目） ヒシウンカ科 ヨスジヒシウンカ Reptalus quadricinctus

341 カメムシ目（半翅目） ウンカ科 ゴマフウンカ Cemus nigroclyeatus

342 カメムシ目（半翅目） ウンカ科 タケウンカ Epeurysa nawaii

343 カメムシ目（半翅目） ウンカ科 ナガラガワウンカ Garaga nagaragawana

344 カメムシ目（半翅目） ウンカ科 クワヤマウンカ Kakuna kuwayamai

345 カメムシ目（半翅目） ウンカ科 ヒメトビウンカ Laodelphax stratellus

346 カメムシ目（半翅目） ウンカ科 トビイロウンカ Nilaparvata lugens

347 カメムシ目（半翅目） ウンカ科 Perkinsiella属 Perkinsiella sp.

348 カメムシ目（半翅目） ウンカ科 ホソミドリウンカ Saccharosydne procerus

349 カメムシ目（半翅目） ウンカ科 セジロウンカ Sogatella furcifera

350 カメムシ目（半翅目） ウンカ科 ハリマナガウンカ Stenocranus harimensis

351 カメムシ目（半翅目） ウンカ科 エゾナガウンカ Stenocranus matsumurai

352 カメムシ目（半翅目） ウンカ科 ウススジボソウンカ Stenocranus minutus

353 カメムシ目（半翅目） ウンカ科 タマガワナガウンカ Stenocranus tamagawanus

354 カメムシ目（半翅目） ウンカ科 テラウチウンカ Terauchiana singularis

355 カメムシ目（半翅目） ウンカ科 コブウンカ Tropidocephala brunneipennis

356 カメムシ目（半翅目） ウンカ科 クロコブウンカ Tropidocephala nigra

357 カメムシ目（半翅目） ハネナガウンカ科 アカハネナガウンカ Diostrombus politus

358 カメムシ目（半翅目） ハネナガウンカ科 アヤヘリハネナガウンカ Losbanosia hibarensis

359 カメムシ目（半翅目） ハネナガウンカ科 マダラハネナガウンカ Pamendanga matsumurae

360 カメムシ目（半翅目） ハネナガウンカ科 キスジハネビロウンカ Rhotana satsumana

361 カメムシ目（半翅目） ハネナガウンカ科 アカメガシワハネビロウンカ Vekunta malloti

362 カメムシ目（半翅目） ハネナガウンカ科 マエグロハネナガウンカ Zoraida pterophoroides

363 カメムシ目（半翅目） テングスケバ科 ナカノテングスケバ Dictyophara nakanonis

364 カメムシ目（半翅目） テングスケバ科 テングスケバ Dictyophara patruelis

365 カメムシ目（半翅目） テングスケバ科 ツマグロスケバ Orthopagus lunulifer

366 カメムシ目（半翅目） アオバハゴロモ科 アオバハゴロモ Geisha distinctissima

367 カメムシ目（半翅目） アオバハゴロモ科 トビイロハゴロモ Mimophantia maritima

368 カメムシ目（半翅目） マルウンカ科 キボシマルウンカ Gergithus iguchii

369 カメムシ目（半翅目） マルウンカ科 マルウンカ Gergithus variabilis

370 カメムシ目（半翅目） マルウンカ科 カタビロクサビウンカ Issus harimensis

371 カメムシ目（半翅目） マルウンカ科 クサビウンカ Sarima amagisana

372 カメムシ目（半翅目） シマウンカ科 シマウンカ Nisia nervosa

373 カメムシ目（半翅目） ハゴロモ科 スケバハゴロモ Euricania fascialis

374 カメムシ目（半翅目） ハゴロモ科 ベッコウハゴロモ Orosanga japonicus

375 カメムシ目（半翅目） ハゴロモ科 アミガサハゴロモ Pochazia albomaculata

376 カメムシ目（半翅目） ハゴロモ科 ヒメベッコウハゴロモ Ricania taeniata

377 カメムシ目（半翅目） アリヅカウンカ科 アリヅカウンカ Tettigometra bipunctata

378 カメムシ目（半翅目） グンバイウンカ科 タテスジグンバイウンカ Catullia vittata

379 カメムシ目（半翅目） グンバイウンカ科 ヒシウンカモドキ Cixiopsis punctata

380 カメムシ目（半翅目） グンバイウンカ科 ミドリグンバイウンカ Kallitaxila sinica

381 カメムシ目（半翅目） グンバイウンカ科 ヒラタグンバイウンカ Ossoides lineatus

382 カメムシ目（半翅目） セミ科 エゾゼミ Auritibicen japonicus

383 カメムシ目（半翅目） セミ科 クマゼミ Cryptotympana facialis

384 カメムシ目（半翅目） セミ科 ヒメハルゼミ Euterpnosia chibensis chibensis

385 カメムシ目（半翅目） セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata
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386 カメムシ目（半翅目） セミ科 ミンミンゼミ Hyalessa maculaticollis

387 カメムシ目（半翅目） セミ科 チッチゼミ Kosemia radiator

388 カメムシ目（半翅目） セミ科 ツクツクボウシ Meimuna opalifera

389 カメムシ目（半翅目） セミ科 ニイニイゼミ Platypleura kaempferi

390 カメムシ目（半翅目） セミ科 ヒグラシ Tanna japonensis

391 カメムシ目（半翅目） セミ科 ハルゼミ Terpnosia vacua

392 カメムシ目（半翅目） ツノゼミ科 ツノゼミ Butragulus flavipes

393 カメムシ目（半翅目） ツノゼミ科 マルツノゼミ Gargara genistae

394 カメムシ目（半翅目） ツノゼミ科 オビマルツノゼミ Gargara katoi

395 カメムシ目（半翅目） ツノゼミ科 トビイロツノゼミ Machaerotypus sibiricus

396 カメムシ目（半翅目） ツノゼミ科 モジツノゼミ Tsunozemia paradoxa

397 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 トドマツホソアワフキ Aphilaenus abieti

398 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 マツアワフキ Aphrophora flavipes

399 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 シロオビアワフキ Aphrophora intermedia

400 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 イシダアワフキ Aphrophora ishidae

401 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 モンキアワフキ Aphrophora major

402 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 ハマベアワフキ Aphrophora maritima

403 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 ヒメシロオビアワフキ Aphrophora obliqua

404 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 マエキアワフキ Aphrophora pectoralis

405 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 ヒメモンキアワフキ Aphrophora rugosa

406 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 ホシアワフキ Aphrophora stictica

407 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 オオアワフキ Aphropsis galloisi

408 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 マダラアワフキ Awafukia nawae

409 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 マルアワフキ Lepyronia coleoptrata

410 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 オカダアワフキ Lepyronia okadae

411 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 コミヤマアワフキ Peuceptyelus indentatus

412 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 ミヤマアワフキ Peuceptyelus nigroscutellatus

413 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 テングアワフキ Philagra albinotata

414 カメムシ目（半翅目） アワフキムシ科 クロフアワフキ Sinophora submacula

415 カメムシ目（半翅目） コガシラアワフキムシ科 コガシラアワフキ Eoscarta assimilis

416 カメムシ目（半翅目） トゲアワフキムシ科 ムネアカアワフキ Hindoloides bipunctata

417 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 シロズヒメヨコバイ Aguriahana triangularis

418 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 キウィヒメヨコバイ Alebrasca actinidiae

419 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 トバヨコバイ Alobaldia tobae

420 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 モジヨコバイ Amimenus mojiensis

421 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 カンキツヒメヨコバイ Apheliona ferruginea

422 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 フタテンヒメヨコバイ Arboridia apicalis

423 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 スズキフタテンヒメヨコバイ Arboridia suzukii

424 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ヒロオビフトヨコバイ Athysanus latifasciatus

425 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 カスリヨコバイ Balclutha punctata

426 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 アカカスリヨコバイ Balclutha rubrinervis

427 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 タケナガヨコバイ Bambusana bambusae

428 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ヒメアオズキンヨコバイ Batracomorphus diminutus

429 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 アオズキンヨコバイ Batracomorphus mundus

430 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ホシアオズキンヨコバイ Batracomorphus stigmaticus

431 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ツマグロオオヨコバイ Bothrogonia ferruginea

432 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 オオヨコバイ Cicadella viridis

433 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 マダラヒメヨコバイ Diomma pulchra

434 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 オオオナガトガリヨコバイ Doratulina grandis

435 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 オナガトガリヨコバイ Doratulina producta

436 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ブチミャクヨコバイ Drabescus nigrifemoratus

437 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ニトベブチミャクヨコバイ Drabescus nitobei

438 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 イシダヒメヨコバイ Edwardsiana ishidai

439 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 バラヒメヨコバイ Edwardsiana rosae

440 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ミドリヨコバイ Elymana sulphurella
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441 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ヨツモンコヒメヨコバイ Empoascanara limbata

442 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ヨモギヒメヨコバイ Eupteryx minuscula

443 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 シロヒメヨコバイ Eurhadina betularia

444 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 キスジカンムリヨコバイ Evacanthus interruptus

445 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 フタスジトガリヨコバイ Futasujinus candidus

446 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 フクロクヨコバイ Glossocratus fukuroki

447 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 マエジロイチモンジヨコバイ Handianus limbifer

448 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 サジヨコバイ Hecalus prasinus

449 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 アライヒシモンヨコバイ Hishimonus araii

450 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ヒシモンヨコバイ Hishimonus sellatus

451 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ヤノズキンヨコバイ Idiocerus yanonis

452 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ヒトツメヒメヨコバイ Ishiharella polyphemus

453 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ミスジトガリヨコバイ Japananus hyalinus

454 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 マエジロオオヨコバイ Kolla atramentaria

455 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ミドリヒロヨコバイ Laburrus similis

456 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ミミズク Ledra auditura

457 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 コミミズク Ledropsis discolor

458 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ホシコミミズク Ledropsis wakabae

459 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ホシヒメヨコバイ Limassolla multipunctata

460 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ムツボシヒメヨコバイ Linnavuoriana sexmaculata

461 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 Macropsis属 Macropsis sp.

462 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ヒシウスバヨコバイ Macrosteles cyane

463 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ムツテンウスバヨコバイ Macrosteles nabiae

464 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ヨツテンウスバヨコバイ Macrosteles quadrimaculatus

465 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 イナズマヨコバイ Maiestas dorsalis

466 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 イネマダラヨコバイ Maiestas oryzae

467 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 チャイロヨコバイ Matsumurella praesul

468 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ナカハラヨコバイ Nakaharanus nakaharae

469 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 オビヒメヨコバイ Naratettix zonatus

470 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ツマグロヨコバイ Nephotettix cincticeps

471 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ホソサジヨコバイ Nirvana pallida

472 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 オヌキシダヨコバイ Onukigallia onukii

473 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 リンゴマダラヨコバイ Orientus ishidae

474 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 クワキヨコバイ Pagaronia guttigera

475 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ホシサジヨコバイ Parabolopona guttata

476 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 シロミャクイチモンジヨコバイ Paramesodes albinervosus

477 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 クロヒラタヨコバイ Penthimia nitida

478 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ヒトツメヨコバイ Phlogotettix cyclops

479 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 クロサジヨコバイ Planaphrodes nigricans

480 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ズキンヨコバイ Podulmorinus vitticollis

481 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 スナヨコバイ Psammotettix kurilensis

482 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 シラホシスカシヨコバイ Scaphoideus festivus

483 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 イネヒラタヨコバイ Stroggylocephalus agrestis

484 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 オサヨコバイ Tartessus ferrugineus

485 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 チマダラヒメヨコバイ Tautoneura mori

486 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 イグチホシヨコバイ Xestocephalus iguchii

487 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ホシヨコバイ Xestocephalus japonicus

488 カメムシ目（半翅目） ヨコバイ科 ヤノトガリヨコバイ Yanocephalus yanonis

489 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 イタドリマダラキジラミ Aphalara itadori

490 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 トベラキジラミ Cacopsylla tobirae

491 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 セグロヒメキジラミ Calophya nigridorsalis

492 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 キイロヒメキジラミ Calophya viridis

493 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 センダンコクロキジラミ Metapsylla uei

494 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 ベニキジラミ Psylla coccinea

495 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 ヤツデキジラミ Psylla fatsiae
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496 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 サツマキジラミ Psylla satsumensis

497 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 オオトガリキジラミ Epitrioza mizuhonica

498 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 タブトガリキジラミ Heterotrioza machilicola

499 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 カシトガリキジラミ Heterotrioza remota

500 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 ネグロキジラミ Petalolyma bicolor

501 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 アオハダネグロキジラミ Petalolyma shibatai

502 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 クストガリキジラミ Trioza camphorae

503 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 ニッケイトガリキジラミ Trioza cinnamoni

504 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 タイワントガリキジラミ Trioza formosana

505 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 クリトガリキジラミ Trioza quercicola

506 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 ムクノキトガリキジラミ Trioza usubai

507 カメムシ目（半翅目） キジラミ科 シラカシトガリキジラミ Trioza sp.

508 カメムシ目（半翅目） カサアブラムシ科 ツガカサアブラムシ Adelges tsugae

509 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 カラマツチビオオアブラムシ Cinara chibi

510 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ハネナガオオアブラムシ Cinara longipennis

511 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ヒメコマツオオアブラムシ Cinara shinjii

512 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 モミジニタイケアブラムシ Periphyllus californiensis

513 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 コウヤケアブラムシ Trichaitophorus koyaensis

514 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 カバノハチビマダラアブラムシ Callipaterinella calliptera

515 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 カバウスブチアブラムシ Mesocallis pteleae

516 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 エノキワタアブラムシ Shivaphis celti

517 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 タケヒゲマダラアブラムシ Takecallis arundicolens

518 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ササッパヒゲマダラアブラムシ Takecallis arundinariae

519 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 クヌギトゲマダラアブラムシ Tuberculatus capitatus

520 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 チドリノキカマガタアブラムシ Yamatocallis acericola

521 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 トウキョウカマガタアブラムシ Yamatocallis tokyoensis

522 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 カクレミノフタオアブラムシ Cavariella gilibertiae

523 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ヨモギクビレアブラムシ Coloradoa artemisicola

524 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ヨモギクダナシアブラムシ Cryptosiphum artemisiae

525 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ヤマグルマアブラムシ Elatobium trochodendri

526 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 イタドリオナシアブラムシ Macchiatiella itadori

527 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 オトコヨモギヒメヒゲナガアブラムシ Macrosiphoniella formosartemisiae

528 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ニガイチゴトゲアブラムシ Matsumuraja nuditerga

529 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 イチゴトゲアブラムシ Matsumuraja rubi

530 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 イチゴハトゲアブラムシ Matsumuraja rubifoliae

531 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ハギフクレアブラムシ Megoura lespedezae

532 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ウツギアブラムシ Micromyzus diervillae

533 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ウメコブアブラムシ Myzus mumecola

534 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ヒキオコシコブアブラムシ Myzus siegesbeckiae

535 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ヨモギミドリクギケアブラムシ Pleotrichophorus glandulosus

536 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ニンジンチビクダアブラムシ Semiaphis dauci

537 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ミサクラコブアブラムシ Tuberocephalus misakurae

538 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 サクラコブアブラムシ Tuberocephalus sakurae

539 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 シラヤマギクヒゲナガアブラムシ Uroleucon fuchuensis

540 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 オオヒゲナガアブラムシ Uroleucon giganteum

541 カメムシ目（半翅目） 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

542 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ギシギシアブラムシ Aphis rumicis

543 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 シイケクダアブラムシ Eutrichosiphum sinense

544 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 クワナケクダアブラムシ Greenidea kuwanai

545 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 エゴノネコアシアブラムシ Ceratovacuna nekoashi

546 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 イスノアキアブラムシ Dinipponaphis autumna

547 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ヤノイスアブラムシ Neothoracaphis yanonis

548 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 イスノフシアブラムシ Nipponaphis distyliicola

549 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ケヤキフシアブラムシ Paracolopha morrisoni

550 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 ヌルデシロアブラムシ Schlechtendalia chinensis
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551 カメムシ目（半翅目） アブラムシ科 アキニレヨスジワタムシ Tetraneura akinire

552 カメムシ目（半翅目） ネアブラムシ科 ブドウネアブラムシ Viteus vitifolii

553 カメムシ目（半翅目） コナジラミ科 ホオノキコナジラミ Aleurotuberculatus magnoliae

554 カメムシ目（半翅目） コナジラミ科 タバココナジラミ Bemisia tabaci

555 カメムシ目（半翅目） コナジラミ科 ミカントゲコナジラミ Aleurocanthus spiniferus

556 カメムシ目（半翅目） コナジラミ科 ツバキコナジラミ Aleurotrachelus camelliae

557 カメムシ目（半翅目） カタカイガラムシ科 ツノロウムシ Ceroplastes ceriferus

558 カメムシ目（半翅目） カタカイガラムシ科 ルビーロウムシ Ceroplastes rubens

559 カメムシ目（半翅目） カタカイガラムシ科 イボタロウムシ Ericerus pela

560 カメムシ目（半翅目） マルカイガラムシ科 マツノハマルカイガラムシ Hemiberlesia pitysophila

561 カメムシ目（半翅目） ワタフキカイガラムシ科 オオワラジカイガラムシ Drosicha corpulenta

562 カメムシ目（半翅目） クビナガカメムシ科 ヒメクビナガカメムシ Hoplitocoris lewisi

563 カメムシ目（半翅目） ムクゲカメムシ科 カワラムクゲカメムシ Cryptostemma japonicum

564 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 ハリサシガメ Acanthaspis cincticrus

565 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 ヨコヅナサシガメ Agriosphodrus dohrni

566 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 アカサシガメ Cydnocoris russatus

567 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 ビロウドサシガメ Ectrychotes andreae

568 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 フタオビマダラカモドキサシガメ Empicoris brachystigma

569 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 クビグロアカサシガメ Haematoloecha delibuta

570 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 アカシマサシガメ Haematoloecha nigrorufa

571 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 オオトビサシガメ Isyndus obscurus

572 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 クロバアカサシガメ Labidocoris insignis

573 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 ゴミアシナガサシガメ Myiophanes tipulina

574 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 トビイロサシガメ Oncocephalus assimilis

575 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 クロトビイロサシガメ Oncocephalus breviscutum

576 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 モモブトトビイロサシガメ Oncocephalus femoratus

577 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 クロサシガメ Peirates cinctiventris

578 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 クロモンサシガメ Peirates turpis

579 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 トゲサシガメ Polididus armatissimus

580 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 フサヒゲサシガメ Ptilocerus immitis

581 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 クビアカサシガメ Reduvius humeralis

582 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 ヒゲナガサシガメ Serendiba staliana

583 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 キイロサシガメ Sirthenea flavipes

584 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 シマサシガメ Sphedanolestes impressicollis

585 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 ヒメトビサシガメ Staccia diluta

586 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 ウスイロカモドキサシガメ Tridemula ishiharai

587 カメムシ目（半翅目） サシガメ科 ヤニサシガメ Velinus nodipes

588 カメムシ目（半翅目） グンバイムシ科 マルグンバイ Acalypta sauteri

589 カメムシ目（半翅目） グンバイムシ科 ウチワグンバイ Cantacader lethierryi

590 カメムシ目（半翅目） グンバイムシ科 オオウチワグンバイ Cantacader quinquecostatus

591 カメムシ目（半翅目） グンバイムシ科 ヒゲブトグンバイ Copium japonicum

592 カメムシ目（半翅目） グンバイムシ科 アワダチソウグンバイ Corythucha marmorata

593 カメムシ目（半翅目） グンバイムシ科 ヘクソカズラグンバイ Dulinius conchatus

594 カメムシ目（半翅目） グンバイムシ科 キクグンバイ Galeatus affinis

595 カメムシ目（半翅目） グンバイムシ科 クスグンバイ Stephanitis fasciicarina

596 カメムシ目（半翅目） グンバイムシ科 ナシグンバイ Stephanitis nashi

597 カメムシ目（半翅目） グンバイムシ科 ツツジグンバイ Stephanitis pyrioides

598 カメムシ目（半翅目） グンバイムシ科 シキミグンバイ Stephanitis svensoni

599 カメムシ目（半翅目） グンバイムシ科 トサカグンバイ Stephanitis takeyai

600 カメムシ目（半翅目） グンバイムシ科 アザミグンバイ Tingis ampliata

601 カメムシ目（半翅目） グンバイムシ科 ヒメグンバイ Uhlerites debilis

602 カメムシ目（半翅目） グンバイムシ科 クルミグンバイ Uhlerites latiorus

603 カメムシ目（半翅目） グンバイムシ科 クチナガグンバイ Xynotingis hoytona

604 カメムシ目（半翅目） ハナカメムシ科 モリモトヤサハナカメムシ Amphiareus morimotoi

605 カメムシ目（半翅目） ハナカメムシ科 ヤサハナカメムシ Amphiareus obscuriceps
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606 カメムシ目（半翅目） ハナカメムシ科 クロハナカメムシ Anthocoris japonicus

607 カメムシ目（半翅目） ハナカメムシ科 キモンクロハナカメムシ Anthocoris miyamotoi

608 カメムシ目（半翅目） ハナカメムシ科 ケシハナカメムシ Cardiastethus exiguus

609 カメムシ目（半翅目） ハナカメムシ科 クロセスジハナカメムシ Dufouriellus ater

610 カメムシ目（半翅目） ハナカメムシ科 ナミヒメハナカメムシ Orius sauteri

611 カメムシ目（半翅目） ハナカメムシ科 ユミアシハナカメムシ Physopleurella armata

612 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 イッカクカスミカメ Acrorrhinium inexpectatum

613 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ウスモンカスミカメ Adelphocoris demissus

614 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ナカグロカスミカメ Adelphocoris suturalis

615 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ブチヒゲクロカスミカメ Adelphocoris triannulatus

616 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ヒゲナガカスミカメ Adelphocorisella lespedezae

617 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 マツノヒゲボソカスミカメ Alloeotomus simplus

618 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 クロバカスミカメ Apolygopsis nigritulus

619 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 シオジツヤマルカスミカメ Apolygus fraxinicola

620 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 フタモンアカカスミカメ Apolygus hilaris

621 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 コアオカスミカメ Apolygus lucorum

622 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 コアカソカスミカメ Apolygus pallens

623 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 モモアカハギカスミカメ Apolygus roseofemoralis

624 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ツマグロアオカスミカメ Apolygus spinolae

625 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ツマグロハギカスミカメ Apolygus subpulchellus

626 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ヨツボシカスミカメ Bertsa lankana

627 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 コミドリチビトビカスミカメ Campylomma livida

628 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ヒメセダカカスミカメ Charagochilus angusticollis

629 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ケブカアカツヤカスミカメ Cimicicapsus koreanus

630 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 アカホシカスミカメ Creontiades coloripes

631 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 マダラカスミカメ Cyphodemidea saundersi

632 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 カワヤナギツヤカスミカメ Deraeocoris claspericapilatus

633 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 キベリナガカスミカメ Dryophilocoris saigusai

634 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 オオクロトビカスミカメ Ectometopterus micantulus

635 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 シラゲヨモギカスミカメ Europiella artemisiae

636 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ウスイロホソカスミカメ Europiella miyamotoi

637 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 メンガタカスミカメ Eurystylus coelestialium

638 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ハギメンガタカスミカメ Eurystylus sauteri

639 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 マツトビカスミカメ Kasumiphylus kyushuensis

640 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ナガミドリカスミカメ Lygocoris pabulinus

641 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 クスベニヒラタカスミカメ Mansoniella cinnamomi

642 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ズアカシダカスミカメ Monalocoris filicis

643 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 コウボウコガシラダルマカメムシ Myiomma kukai

644 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 フタモンウスキカスミカメ Neolygus honshuensis

645 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ベニミドリカスミカメ Neolygus roseus

646 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ミイロカスミカメ Neomegacoelum vitreum

647 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 アカアシカスミカメ Onomaus lautus

648 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 オオチャイロカスミカメ Orientomiris tricolor

649 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 クロマルカスミカメ Orthocephalus funestus

650 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 モンキマキバカスミカメ Orthops scutellatus

651 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 コモンキノコカスミカメ Peritropis advena

652 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 アシアカクロカスミカメ Philostephanus rubripes

653 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 キアシクロホソカスミカメ Phylus miyamotoi

654 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ヨモギヒョウタンカスミカメ Pilophorus okamotoi

655 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ヒョウタンカスミカメ Pilophorus setulosus

656 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 クロヒョウタンカスミカメ Pilophorus typicus

657 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ヒメヨモギカスミカメ Plagiognathus yomogi

658 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 キボシカスミカメ Polymerus palustris

659 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 オオクロセダカカスミカメ Proboscidocoris varicornis

660 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 クリトビカスミカメ Psallus castaneae
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661 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 フタトゲムギカスミカメ Stenodema calcarata

662 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 アカミャクカスミカメ Stenodema rubrinervis

663 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 フタスジカスミカメ Stenotus binotatus

664 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 アカスジカスミカメ Stenotus rubrovittatus

665 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 グンバイカスミカメ Stethoconus japonicus

666 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ウスモンミドリカスミカメ Taylorilygus apicalis

667 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 ケブカカスミカメ Tinginotum perlatum

668 カメムシ目（半翅目） カスミカメムシ科 イネホソミドリカスミカメ Trigonotylus caelestialium

669 カメムシ目（半翅目） マキバサシガメ科 ホソマキバサシガメ Arbela tabida

670 カメムシ目（半翅目） マキバサシガメ科 アカマキバサシガメ Gorpis brevilineatus

671 カメムシ目（半翅目） マキバサシガメ科 ハラビロマキバサシガメ Himacerus apterus

672 カメムシ目（半翅目） マキバサシガメ科 コバネマキバサシガメ Nabis apicalis

673 カメムシ目（半翅目） マキバサシガメ科 ミナミマキバサシガメ Nabis kinbergii

674 カメムシ目（半翅目） マキバサシガメ科 ハネナガマキバサシガメ Nabis stenoferus

675 カメムシ目（半翅目） マキバサシガメ科 キイロアシブトマキバサシガメ Phorticus flavescens

676 カメムシ目（半翅目） マキバサシガメ科 アシブトマキバサシガメ Prostemma hilgendorfii

677 カメムシ目（半翅目） マキバサシガメ科 キバネアシブトマキバサシガメ Prostemma kiborti

678 カメムシ目（半翅目） ヒラタカメムシ科 ノコギリヒラタカメムシ Aradus orientalis

679 カメムシ目（半翅目） ヒラタカメムシ科 マツヒラタカメムシ Aradus unicolor

680 カメムシ目（半翅目） ヒラタカメムシ科 オオヒラタカメムシ Mezira scabrosa

681 カメムシ目（半翅目） ヒラタカメムシ科 ケブカオオヒラタカメムシ Mezira setosa

682 カメムシ目（半翅目） ヒラタカメムシ科 トビイロオオヒラタカメムシ Neuroctenus castaneus

683 カメムシ目（半翅目） ヒラタカメムシ科 ニッポンヒメヒラタカメムシ Paraneurus nipponicus

684 カメムシ目（半翅目） ヒラタカメムシ科 シナヒメヒラタカメムシ Paraneurus sinensis

685 カメムシ目（半翅目） ヒラタカメムシ科 イボヒラタカメムシ Usingerida verrucigera

686 カメムシ目（半翅目） オオホシカメムシ科 オオホシカメムシ Physopelta gutta

687 カメムシ目（半翅目） オオホシカメムシ科 ヒメホシカメムシ Physopelta parviceps

688 カメムシ目（半翅目） ホシカメムシ科 フタモンホシカメムシ Pyrrhocoris sibiricus

689 カメムシ目（半翅目） ホシカメムシ科 クロホシカメムシ Pyrrhocoris sinuaticollis

690 カメムシ目（半翅目） ホソヘリカメムシ科 クモヘリカメムシ Leptocorisa chinensis

691 カメムシ目（半翅目） ホソヘリカメムシ科 ヒメクモヘリカメムシ Paraplesius unicolor

692 カメムシ目（半翅目） ホソヘリカメムシ科 ニセヒメクモヘリカメムシ Paraplesius vulgaris

693 カメムシ目（半翅目） ホソヘリカメムシ科 ホソヘリカメムシ Riptortus pedestris

694 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 ホオズキカメムシ Acanthocoris sordidus

695 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 ホソハリカメムシ Cletus punctiger

696 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 ハリカメムシ Cletus schmidti

697 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 ヒメハリカメムシ Cletus trigonus

698 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 ヘリカメムシ Coreus marginatus orientalis

699 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 トゲヘリカメムシ Coriomeris integerrimus

700 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 ヒメトゲヘリカメムシ Coriomeris scabricornis

701 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 ハラビロヘリカメムシ Homoeocerus dilatatus

702 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 アズキヘリカメムシ Homoeocerus marginiventris

703 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 オオクモヘリカメムシ Homoeocerus striicornis

704 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 ホシハラビロヘリカメムシ Homoeocerus unipunctatus

705 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 オオツマキヘリカメムシ Hygia lativentris

706 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 ツマキヘリカメムシ Hygia opaca

707 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 マツヘリカメムシ Leptoglossus occidentalis

708 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 オオヘリカメムシ Molipteryx fuliginosa

709 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 ミナミトゲヘリカメムシ Paradasynus spinosus

710 カメムシ目（半翅目） ヘリカメムシ科 キバラヘリカメムシ Plinachtus bicoloripes

711 カメムシ目（半翅目） ヒメヘリカメムシ科 スカシヒメヘリカメムシ Liorhyssus hyalinus

712 カメムシ目（半翅目） ヒメヘリカメムシ科 アカヒメヘリカメムシ Rhopalus maculatus

713 カメムシ目（半翅目） ヒメヘリカメムシ科 ケブカヒメヘリカメムシ Rhopalus sapporensis

714 カメムシ目（半翅目） ヒメヘリカメムシ科 コブチヒメヘリカメムシ Stictopleurus minutus

715 カメムシ目（半翅目） ヒメヘリカメムシ科 ブチヒメヘリカメムシ Stictopleurus punctatonervosus
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716 カメムシ目（半翅目） イトカメムシ科 ヒメイトカメムシ Metacanthus pulchellus

717 カメムシ目（半翅目） イトカメムシ科 イトカメムシ Yemma exilis

718 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 セスジナガカメムシ Arocatus melanostoma

719 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ヨツボシチビナガカメムシ Botocudo japonicus

720 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ヤスマツチビナガカメムシ Botocudo yasumatsui

721 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ウスイロナガカメムシ Bryanellocoris orientalis

722 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ヒョウタンナガカメムシ Caridops albomarginatus

723 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ヒメヒラタナガカメムシ Cymus aurescens

724 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ニッポンコバネナガカメムシ Dimorphopterus japonicus

725 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 コバネナガカメムシ Dimorphopterus pallipes

726 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 クロナガカメムシ Drymus marginatus

727 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 マツヒラタナガカメムシ Gastrodes grossipes japonicus

728 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ヒメオオメナガカメムシ Geocoris proteus

729 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 オオメナガカメムシ Geocoris varius

730 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ヨツボシヒョウタンナガカメムシ Gyndes pallicornis

731 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 サビヒョウタンナガカメムシ Horridipamera inconspicua

732 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 キベリヒョウタンナガカメムシ Horridipamera lateralis

733 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ツノコバネナガカメムシ Iphicrates spinicaput

734 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ブチヒラタナガカメムシ Kleidocerys nubilus

735 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ホソコバネナガカメムシ Macropes obnubilus

736 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 オオモンシロナガカメムシ Metochus abbreviatus

737 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 オオチャイロナガカメムシ Neolethaeus assamensis

738 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 チャイロナガカメムシ Neolethaeus dallasi

739 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ヒサゴナガカメムシ Neomizaldus lewisi

740 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ホソメダカナガカメムシ Ninomimus flavipes

741 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 セスジヒメナガカメムシ Nysius graminicola

742 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ヘリグロヒメナガカメムシ Nysius hidakai

743 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ヒメナガカメムシ Nysius plebeius

744 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 クロズヒョウタンナガカメムシ Pachybrachius festivus

745 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ヒラタヒョウタンナガカメムシ Pachybrachius luridus

746 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ヒゲナガカメムシ Pachygrontha antennata

747 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 クロスジヒゲナガカメムシ Pachygrontha similis

748 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 スコットヒョウタンナガカメムシ Pamerana scotti

749 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 Panaorus adsperus Panaorus adsperus

750 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 モンシロナガカメムシ Panaorus albomaculatus

751 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ウスグロシロヘリナガカメムシ Panaorus angustantus

752 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 アムールシロヘリナガカメムシ Panaorus csikii

753 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 シロヘリナガカメムシ Panaorus japonicus

754 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 チャモンナガカメムシ Paradieuches dissimilis

755 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 アカアシホソナガカメムシ Paromius gracilis

756 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 クロアシホソナガカメムシ Paromius jejunus

757 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 チャイロホソナガカメムシ Prosomoeus brunneus

758 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ホソヒョウタンナガカメムシ Pseudopachybrachius gutta

759 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ムラサキナガカメムシ Pylorgus colon

760 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 イシハラナガカメムシ Pylorgus ishiharai

761 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ヤスマツナガカメムシ Pylorgus yasumatsui

762 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ウスチャヒョウタンナガカメムシ Remaudiereana flavipes

763 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 イチゴチビナガカメムシ Stigmatonotum geniculatum

764 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 チビナガカメムシ Stigmatonotum rufipes

765 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 コバネヒョウタンナガカメムシ Togo hemipterus

766 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ジュウジナガカメムシ Tropidothorax cruciger

767 カメムシ目（半翅目） ナガカメムシ科 ヒメジュウジナガカメムシ Tropidothorax sinensis

768 カメムシ目（半翅目） メダカナガカメムシ科 メダカナガカメムシ Chauliops fallax

769 カメムシ目（半翅目） メダカナガカメムシ科 オオメダカナガカメムシ Malcus japonicus

770 カメムシ目（半翅目） ツノカメムシ科 フトハサミツノカメムシ Acanthosoma crassicaudum
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771 カメムシ目（半翅目） ツノカメムシ科 セアカツノカメムシ Acanthosoma denticaudum

772 カメムシ目（半翅目） ツノカメムシ科 ヒメハサミツノカメムシ Acanthosoma forficula

773 カメムシ目（半翅目） ツノカメムシ科 オオツノカメムシ Acanthosoma firmatum

774 カメムシ目（半翅目） ツノカメムシ科 ハサミツノカメムシ Acanthosoma labiduroides

775 カメムシ目（半翅目） ツノカメムシ科 ベニモンツノカメムシ Elasmostethus humeralis

776 カメムシ目（半翅目） ツノカメムシ科 セグロベニモンツノカメムシ Elasmostethus interstinctus

777 カメムシ目（半翅目） ツノカメムシ科 アオモンツノカメムシ Elasmostethus nubilus

778 カメムシ目（半翅目） ツノカメムシ科 ヒメツノカメムシ Elasmucha putoni

779 カメムシ目（半翅目） ツノカメムシ科 エサキモンキツノカメムシ Sastragala esakii

780 カメムシ目（半翅目） ツノカメムシ科 モンキツノカメムシ Sastragala scutellata

781 カメムシ目（半翅目） ツチカメムシ科 ミツボシツチカメムシ Adomerus triguttulus

782 カメムシ目（半翅目） ツチカメムシ科 ヨコヅナツチカメムシ Adrisa magna

783 カメムシ目（半翅目） ツチカメムシ科 シロヘリツチカメムシ Canthophorus niveimarginatus

784 カメムシ目（半翅目） ツチカメムシ科 チビツヤツチカメムシ Chilocoris confusus

785 カメムシ目（半翅目） ツチカメムシ科 ヒメツヤツチカメムシ Chilocoris nigricans

786 カメムシ目（半翅目） ツチカメムシ科 ヒメツチカメムシ Fromundus pygmaeus

787 カメムシ目（半翅目） ツチカメムシ科 ヒメクロツチカメムシ Geotomus convexus

788 カメムシ目（半翅目） ツチカメムシ科 コツチカメムシ Macroscytus fraterculus

789 カメムシ目（半翅目） ツチカメムシ科 ツチカメムシ Macroscytus japonensis

790 カメムシ目（半翅目） ツチカメムシ科 マルツチカメムシ Microporus nigrita

791 カメムシ目（半翅目） ツチカメムシ科 チャイロツヤツチカメムシ Parachilocoris japonicus

792 カメムシ目（半翅目） ノコギリカメムシ科 ノコギリカメムシ Megymenum gracilicorne

793 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 ウズラカメムシ Aelia fieberi

794 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 シロヘリカメムシ Aenaria lewisi

795 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 ウシカメムシ Alcimocoris japonensis

796 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 トゲカメムシ Carbula abbreviata

797 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 ムラサキカメムシ Carpocoris purpureipennis

798 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 ブチヒゲカメムシ Dolycoris baccarum

799 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 ハナダカカメムシ Dybowskyia reticulata

800 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 シモフリクチブトカメムシ Eocanthecona japonicola

801 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 キュウシュウクチブトカメムシ Eocanthecona kyushuensis

802 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 キマダラカメムシ Erthesina fullo

803 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 ナガメ Eurydema rugosa

804 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 トゲシラホシカメムシ Eysarcoris aeneus

805 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 ムラサキシラホシカメムシ Eysarcoris annamita

806 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 マルシラホシカメムシ Eysarcoris guttigerus

807 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 オオトゲシラホシカメムシ Eysarcoris lewisi

808 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 シラホシカメムシ Eysarcoris ventralis

809 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 ツヤアオカメムシ Glaucias subpunctatus

810 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 エビイロカメムシ Gonopsis affinis

811 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 アカスジカメムシ Graphosoma rubrolineatum

812 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 クサギカメムシ Halyomorpha halys

813 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 ヨツボシカメムシ Homalogonia obtusa

814 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 フタテンカメムシ Laprius gastricus

815 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 トホシカメムシ Lelia decempunctata

816 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 ナカボシカメムシ Menida musiva

817 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 スコットカメムシ Menida disjecta

818 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 ツマジロカメムシ Menida violacea

819 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 アオクサカメムシ Nezara antennata

820 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 ミナミアオカメムシ Nezara viridula

821 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 クチブトカメムシ Picromerus lewisi

822 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 イチモンジカメムシ Piezodorus hybneri

823 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 チャバネアオカメムシ Plautia stali

824 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 オオクロカメムシ Scotinophara horvathi

825 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 イネクロカメムシ Scotinophara lurida
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826 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 ヒメクロカメムシ Scotinophara scottii

827 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 タマカメムシ Sepontiella aenea

828 カメムシ目（半翅目） カメムシ科 ルリクチブトカメムシ Zicrona caerulea

829 カメムシ目（半翅目） マルカメムシ科 ヒメマルカメムシ Coptosoma biguttulum

830 カメムシ目（半翅目） マルカメムシ科 キボシマルカメムシ Coptosoma japonicum

831 カメムシ目（半翅目） マルカメムシ科 タデマルカメムシ Coptosoma parvipictum

832 カメムシ目（半翅目） マルカメムシ科 マルカメムシ Megacopta punctatissima

833 カメムシ目（半翅目） キンカメムシ科 アカギカメムシ Cantao ocellatus

834 カメムシ目（半翅目） キンカメムシ科 オオキンカメムシ Eucorysses grandis

835 カメムシ目（半翅目） キンカメムシ科 チャイロカメムシ Eurygaster testudinaria

836 カメムシ目（半翅目） キンカメムシ科 アカスジキンカメムシ Poecilocoris lewisi

837 カメムシ目（半翅目） キンカメムシ科 ニシキキンカメムシ Poecilocoris splendidulus

838 カメムシ目（半翅目） クヌギカメムシ科 ヘラクヌギカメムシ Urostylis annulicornis

839 カメムシ目（半翅目） クヌギカメムシ科 サジクヌギカメムシ Urostylis striicornis

840 カメムシ目（半翅目） クヌギカメムシ科 クヌギカメムシ Urostylis westwoodii

841 カメムシ目（半翅目） アメンボ科 オオアメンボ Aquarius elongatus

842 カメムシ目（半翅目） アメンボ科 アメンボ Aquarius paludum paludum

843 カメムシ目（半翅目） アメンボ科 エサキアメンボ Limnoporus esakii

844 カメムシ目（半翅目） アメンボ科 ヒメアメンボ Gerris latiabdominis

845 カメムシ目（半翅目） アメンボ科 ハネナシアメンボ Gerris nepalensis

846 カメムシ目（半翅目） アメンボ科 コセアカアメンボ Gerris gracilicornis

847 カメムシ目（半翅目） アメンボ科 ヤスマツアメンボ Gerris insularis

848 カメムシ目（半翅目） アメンボ科 シマアメンボ Metrocoris histrio

849 カメムシ目（半翅目） アメンボ科 トガリアメンボ Rhagadotarsus kraepelini

850 カメムシ目（半翅目） ケシミズカメムシ科 ケシミズカメムシ Hebrus nipponicus

851 カメムシ目（半翅目） イトアメンボ科 イトアメンボ Hydrometra albolineata

852 カメムシ目（半翅目） イトアメンボ科 ヒメイトアメンボ Hydrometra procera

853 カメムシ目（半翅目） ミズカメムシ科 ムモンミズカメムシ Mesovelia miyamotoi

854 カメムシ目（半翅目） ミズカメムシ科 ミズカメムシ Mesovelia vittigera

855 カメムシ目（半翅目） カタビロアメンボ科 ケシカタビロアメンボ Microvelia douglasi

856 カメムシ目（半翅目） カタビロアメンボ科 ホルバートケシカタビロアメンボ Microvelia horvathi

857 カメムシ目（半翅目） カタビロアメンボ科 マダラケシカタビロアメンボ Microvelia reticulata

858 カメムシ目（半翅目） ミズギワカメムシ科 ミズギワカメムシ Saldula saltatoria

859 カメムシ目（半翅目） ミズムシ科 ミゾナシミズムシ Cymatia apparens

860 カメムシ目（半翅目） ミズムシ科 ミズムシ Hesperocorixa distanti distanti

861 カメムシ目（半翅目） ミズムシ科 ホッケミズムシ Hesperocorixa distanti hokkensis

862 カメムシ目（半翅目） ミズムシ科 オオミズムシ Hesperocorixa kolthoffi

863 カメムシ目（半翅目） ミズムシ科 ナガミズムシ Hesperocorixa mandshurica

864 カメムシ目（半翅目） ミズムシ科 コチビミズムシ Micronecta guttata

865 カメムシ目（半翅目） ミズムシ科 ハイイロチビミズムシ Micronecta sahlbergii

866 カメムシ目（半翅目） ミズムシ科 チビミズムシ Micronecta sedula

867 カメムシ目（半翅目） ミズムシ科 ヒメコミズムシ Sigara matsumurai

868 カメムシ目（半翅目） ミズムシ科 ハラグロコミズムシ Sigara nigroventralis

869 カメムシ目（半翅目） ミズムシ科 エサキコミズムシ Sigara septemlineata

870 カメムシ目（半翅目） ミズムシ科 コミズムシ Sigara substriata

871 カメムシ目（半翅目） ミズムシ科 ミヤケミズムシ Xenocorixa vittipennis

872 カメムシ目（半翅目） メミズムシ科 メミズムシ Ochterus marginatus

873 カメムシ目（半翅目） コオイムシ科 コオイムシ Appasus japonicus

874 カメムシ目（半翅目） コオイムシ科 タガメ Kirkaldyia deyrolli

875 カメムシ目（半翅目） タイコウチ科 タイコウチ Laccotrephes japonensis

876 カメムシ目（半翅目） タイコウチ科 ヒメタイコウチ Nepa hoffmanni

877 カメムシ目（半翅目） タイコウチ科 ミズカマキリ Ranatra chinensis

878 カメムシ目（半翅目） タイコウチ科 ヒメミズカマキリ Ranatra unicolor

879 カメムシ目（半翅目） ナベブタムシ科 トゲナベブタムシ Aphelocheirus nawae

880 カメムシ目（半翅目） ナベブタムシ科 ナベブタムシ Aphelocheirus vittatus
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881 カメムシ目（半翅目） コバンムシ科 コバンムシ Ilyocoris cimicoides exclamationis

882 カメムシ目（半翅目） マツモムシ科 コマツモムシ Anisops ogasawarensis

883 カメムシ目（半翅目） マツモムシ科 マツモムシ Notonecta triguttata

884 カメムシ目（半翅目） マルミズムシ科 ヒメマルミズムシ Paraplea indistinguenda

885 カメムシ目（半翅目） マルミズムシ科 マルミズムシ Paraplea japonica

886 アザミウマ目 メロアザミウマ科 スベスベメロアザミウマ Merothrips laevis

887 アザミウマ目 アザミウマ科 クリバネアザミウマ Hercinothrips femoralis

888 アザミウマ目 アザミウマ科 クサキイロアザミウマ Anaphothrips obscurus

889 アザミウマ目 アザミウマ科 カトレヤアザミウマ Dorcadothrips xanthius

890 アザミウマ目 アザミウマ科 ヒラズハナアザミウマ Frankliniella intonsa

891 アザミウマ目 アザミウマ科 マメハナアザミウマ Megaleurothrips distalis

892 アザミウマ目 アザミウマ科 コスモスアザミウマ Microcephalothrips abdominalis

893 アザミウマ目 アザミウマ科 オモトアザミウマ Taeniothrips eucharii

894 アザミウマ目 アザミウマ科 ビワハナアザミウマ Thrips coloratus

895 アザミウマ目 アザミウマ科 キイロハナアザミウマ Thrips flavus

896 アザミウマ目 アザミウマ科 ハナアザミウマ Thrips hawaiiensis

897 アザミウマ目 アザミウマ科 ミナミキイロアザミウマ Thrips palmi

898 アザミウマ目 アザミウマ科 グラジオラスアザミウマ Thrips simplex

899 アザミウマ目 アザミウマ科 ネギアザミウマ Thrips tabaci

900 アザミウマ目 アザミウマ科 Acallurothrips hagai Acallurothrips hagai

901 アザミウマ目 クダアザミウマ科 Acallurothrips spinurus Acallurothrips spinurus

902 アザミウマ目 クダアザミウマ科 ツノオオクダアザミウマ Bactrothrips brevitubus

903 アザミウマ目 クダアザミウマ科 オオトゲクダアザミウマ Bactrothrips honoris

904 アザミウマ目 クダアザミウマ科 ヨツコブトゲクダアザミウマ Bactrothrips quadrituberculatus

905 アザミウマ目 クダアザミウマ科 Ethirothrips antennalis Ethirothrips antennalis

906 アザミウマ目 クダアザミウマ科 モモブトクダアザミウマ Arrhenothrips lewisi

907 アザミウマ目 クダアザミウマ科 シナクダアザミウマ Haplothrips chinensis

908 アザミウマ目 クダアザミウマ科 Plectrothrips brevitubus Plectrothrips brevitubus

909 アザミウマ目 クダアザミウマ科 カキクダアザミウマ Ponticulothrips diospyrosi

910 アザミウマ目 クダアザミウマ科 ユリヒメクダアザミウマ Xylaplothrips subterraneus

911 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

912 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

913 ヘビトンボ目 ヘビトンボ科 ヘビトンボ Protohermes grandis

914 ヘビトンボ目 センブリ科 ネグロセンブリ Sialis japonica

915 ラクダムシ目 ラクダムシ科 ラクダムシ Inocellia japonica

916 アミメカゲロウ目（脈翅目） コナカゲロウ科 キバラコナカゲロウ Coniopteryx abdominalis

917 アミメカゲロウ目（脈翅目） ヒロバカゲロウ科 スカシヒロバカゲロウ Osmylus hyalinatus

918 アミメカゲロウ目（脈翅目） ヒロバカゲロウ科 ウンモンヒロバカゲロウ Osmylus tessellatus

919 アミメカゲロウ目（脈翅目） ヒロバカゲロウ科 キマダラヒロバカゲロウ Spilosmylus flavicornis

920 アミメカゲロウ目（脈翅目） ヒロバカゲロウ科 ヤマトヒロバカゲロウ Spilosmylus tuberculatus

921 アミメカゲロウ目（脈翅目） カマキリモドキ科 キカマキリモドキ Eumantispa harmandi

922 アミメカゲロウ目（脈翅目） カマキリモドキ科 ヒメカマキリモドキ Mantispa japonica japonica

923 アミメカゲロウ目（脈翅目） ミズカゲロウ科 ミズカゲロウ Sisyra nikkoana

924 アミメカゲロウ目（脈翅目） クサカゲロウ科 シロスジクサカゲロウ Apertochrysa albolineatoides

925 アミメカゲロウ目（脈翅目） クサカゲロウ科 アミメクサカゲロウ Apochryrsa matsumurae

926 アミメカゲロウ目（脈翅目） クサカゲロウ科 クモンクサカゲロウ Chrysopa formosa 

927 アミメカゲロウ目（脈翅目） クサカゲロウ科 クサカゲロウ Chrysopa intima 

928 アミメカゲロウ目（脈翅目） クサカゲロウ科 ヨツボシクサカゲロウ Chrysopa pallens

929 アミメカゲロウ目（脈翅目） クサカゲロウ科 ヤマトクサカゲロウ Chrysoperla nipponensis

930 アミメカゲロウ目（脈翅目） クサカゲロウ科 スズキクサカゲロウ Chrysoperla suzukii

931 アミメカゲロウ目（脈翅目） クサカゲロウ科 ヨツボシアカマダラクサカゲロウ Dichochrysa parabora

932 アミメカゲロウ目（脈翅目） クサカゲロウ科 セボシクサカゲロウ Dichochrysa prasinus

933 アミメカゲロウ目（脈翅目） クサカゲロウ科 クロヒゲフタモンクサカゲロウ Dichochrysa ussurensis

934 アミメカゲロウ目（脈翅目） クサカゲロウ科 セアカクサカゲロウ Italochrysa japonica

935 アミメカゲロウ目（脈翅目） クサカゲロウ科 カオマダラクサカゲロウ Mallada disjardinsi 
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936 アミメカゲロウ目（脈翅目） クサカゲロウ科 ヒメオオクサカゲロウ Nineta vittata

937 アミメカゲロウ目（脈翅目） ヒメカゲロウ科 ミヤマヒメカゲロウ Hemerobius humulinus

938 アミメカゲロウ目（脈翅目） ヒメカゲロウ科 ヤマトヒメカゲロウ Hemerobius japonicus

939 アミメカゲロウ目（脈翅目） ヒメカゲロウ科 マルバネヒメカゲロウ Neuronema albostigma

940 アミメカゲロウ目（脈翅目） ヒメカゲロウ科 チャバネヒメカゲロウ Eumicromus numerosus

941 アミメカゲロウ目（脈翅目） ヒメカゲロウ科 シロタエヒメカゲロウ Micromus dissimilis

942 アミメカゲロウ目（脈翅目） ヒメカゲロウ科 ホソバヒメカゲロウ Micromus multipunctatus

943 アミメカゲロウ目（脈翅目） ヒメカゲロウ科 ミドリコバネヒメカゲロウ Notiobiella subolivacea

944 アミメカゲロウ目（脈翅目） ツノトンボ科 ツノトンボ Ascalohybris subjacens

945 アミメカゲロウ目（脈翅目） ツノトンボ科 オオツノトンボ Protidricerus japonicus

946 アミメカゲロウ目（脈翅目） ウスバカゲロウ科 ウスバカゲロウ Baliga micans

947 アミメカゲロウ目（脈翅目） ウスバカゲロウ科 マダラウスバカゲロウ Dendroleon pupillaris

948 アミメカゲロウ目（脈翅目） ウスバカゲロウ科 コカスリウスバカゲロウ Distoleon contubernalis

949 アミメカゲロウ目（脈翅目） ウスバカゲロウ科 カスリウスバカゲロウ Distoleon nigricans

950 アミメカゲロウ目（脈翅目） ウスバカゲロウ科 モイワウスバカゲロウ Epacanthaclisus moiwana

951 アミメカゲロウ目（脈翅目） ウスバカゲロウ科 コマダラウスバカゲロウ Gatzara jezoensis

952 アミメカゲロウ目（脈翅目） ウスバカゲロウ科 クロコウスバカゲロウ Myrmeleon bore

953 アミメカゲロウ目（脈翅目） ウスバカゲロウ科 コウスバカゲロウ Myrmeleon formicarius

954 アミメカゲロウ目（脈翅目） ウスバカゲロウ科 ホシウスバカゲロウ Paraglenurus japonicus

955 アミメカゲロウ目（脈翅目） ウスバカゲロウ科 ヒメウスバカゲロウ Pseudoformicaleo jacobsoni

956 アミメカゲロウ目（脈翅目） ウスバカゲロウ科 オオウスバカゲロウ Synclisis japonica

957 シリアゲムシ目（長翅目） シリアゲムシ科 ヤマトシリアゲ Panorpa japonica

958 シリアゲムシ目（長翅目） シリアゲムシ科 ホソマダラシリアゲ Panorpa multifasciaria

959 シリアゲムシ目（長翅目） シリアゲムシ科 プライアシリアゲ Panorpa pryeri

960 シリアゲムシ目（長翅目） シリアゲムシ科 キアシシリアゲ Panorpa wormaldi

961 シリアゲムシ目（長翅目） シリアゲムシ科 スカシシリアゲモドキ Panorpodes paradoxus

962 トビケラ目（毛翅目） ムネカクトビケラ科 ムネカクトビケラ Ecnomus tenellus

963 トビケラ目（毛翅目） シマトビケラ科 コガタシマトビケラ Cheumatopsyche brevilineata

964 トビケラ目（毛翅目） シマトビケラ科 ナミコガタシマトビケラ Cheumatopsyche infascia

965 トビケラ目（毛翅目） シマトビケラ科 DBミヤマシマトビケラ Diplectrona sp. DB

966 トビケラ目（毛翅目） シマトビケラ科 シロズシマトビケラ Hydropsyche albicephala

967 トビケラ目（毛翅目） シマトビケラ科 オオヤマシマトビケラ Hydropsyche dilatata

968 トビケラ目（毛翅目） シマトビケラ科 ギフシマトビケラ Hydropsyche gifuana

969 トビケラ目（毛翅目） シマトビケラ科 ウルマーシマトビケラ Hydropsyche orientalis

970 トビケラ目（毛翅目） シマトビケラ科 オオシマトビケラ Macrostemum radiatum

971 トビケラ目（毛翅目） シマトビケラ科 シロフツヤトビケラ Parapsyche maculata

972 トビケラ目（毛翅目） シマトビケラ科 エチゴシマトビケラ Potamyia chinensis

973 トビケラ目（毛翅目） カワトビケラ科 カワトビケラ科 Philopotamidae sp.

974 トビケラ目（毛翅目） クダトビケラ科 Psychomyia属 Psychomyia sp.

975 トビケラ目（毛翅目） ヒゲナガカワトビケラ科 ヒゲナガカワトビケラ Stenopsyche marmorata

976 トビケラ目（毛翅目） ヒゲナガカワトビケラ科 チャバネヒゲナガカワトビケラ Stenopsyche sauteri

977 トビケラ目（毛翅目） ヤマトビケラ科 ニッポンヤマトビケラ Glossosoma hospitum

978 トビケラ目（毛翅目） ヤマトビケラ科 イノプスヤマトビケラ Glossosoma ussuricum

979 トビケラ目（毛翅目） カワリナガレトビケラ科 ツメナガナガレトビケラ Apsilochorema sutshanum

980 トビケラ目（毛翅目） ヒメトビケラ科 ヒメトビケラ科 Hydroptilidae sp.

981 トビケラ目（毛翅目） ナガレトビケラ科 ヒロアタマナガレトビケラ Rhyacophila brevicephala

982 トビケラ目（毛翅目） ナガレトビケラ科 クレメンスナガレトビケラ Rhyacophila clemens

983 トビケラ目（毛翅目） ナガレトビケラ科 カワムラナガレトビケラ Rhyacophila kawamurae

984 トビケラ目（毛翅目） ナガレトビケラ科 レゼイナガレトビケラ Rhyacophila lezeyi

985 トビケラ目（毛翅目） ナガレトビケラ科 ムナグロナガレトビケラ Rhyacophila nigrocephala

986 トビケラ目（毛翅目） ナガレトビケラ科 ニワナガレトビケラ Rhyacophila niwae

987 トビケラ目（毛翅目） ナガレトビケラ科 シコツナガレトビケラ Rhyacophila shikotsuensis

988 トビケラ目（毛翅目） ナガレトビケラ科 トランスクィラナガレトビケラ Rhyacophila transquilla

989 トビケラ目（毛翅目） ナガレトビケラ科 ヤマナカナガレトビケラ Rhyacophila yamanakensis

990 トビケラ目（毛翅目） カクスイトビケラ科 ハナセマルツツトビケラ Micrasema hanasense
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991 トビケラ目（毛翅目） カクスイトビケラ科 マルツツトビケラ Micrasema quadriloba

992 トビケラ目（毛翅目） アシエダトビケラ科 コバントビケラ Anisocentropus kawamurai

993 トビケラ目（毛翅目） アシエダトビケラ科 ビワアシエダトビケラ Georgium japonicum

994 トビケラ目（毛翅目） ニンギョウトビケラ科 ニンギョウトビケラ Goera japonica

995 トビケラ目（毛翅目） カタツムリトビケラ科 カタツムリトビケラ Helicopsyche yamadai

996 トビケラ目（毛翅目） カクツツトビケラ科 コカクツツトビケラ Lepidostoma japonicum

997 トビケラ目（毛翅目） カクツツトビケラ科 サトウカクツツトビケラ Lepidostoma satoi

998 トビケラ目（毛翅目） ヒゲナガトビケラ科 Ceraclea属 Ceraclea sp.

999 トビケラ目（毛翅目） ヒゲナガトビケラ科 アオヒゲナガトビケラ Mystacides azureus

1000 トビケラ目（毛翅目） ヒゲナガトビケラ科 モリクサツミトビケラ Oecetis morii

1001 トビケラ目（毛翅目） ヒゲナガトビケラ科 ゴマダラヒゲナガトビケラ Oecetis nigropunctata

1002 トビケラ目（毛翅目） ヒゲナガトビケラ科 ギンボシツツトビケラ Setodes argentatus

1003 トビケラ目（毛翅目） ヒゲナガトビケラ科 Triaenodes属 Triaenodes sp.

1004 トビケラ目（毛翅目） ヒゲナガトビケラ科 ミサキツノトビケラ Triplectides misakianus

1005 トビケラ目（毛翅目） エグリトビケラ科 ウスバキトビケラ Limnephilus correptus

1006 トビケラ目（毛翅目） エグリトビケラ科 セグロトビケラ Limnephilus fuscovittatus

1007 トビケラ目（毛翅目） エグリトビケラ科 エグリトビケラ Nemotaulius admorsus

1008 トビケラ目（毛翅目） エグリトビケラ科 ホタルトビケラ Nothopsyche ruficollis

1009 トビケラ目（毛翅目） エグリトビケラ科 オンダケトビケラ Pseudostenophylax ondakensis

1010 トビケラ目（毛翅目） ホソバトビケラ科 ホソバトビケラ Molanna moesta

1011 トビケラ目（毛翅目） フトヒゲトビケラ科 ヨツメトビケラ Perissoneura paradoxa

1012 トビケラ目（毛翅目） フトヒゲトビケラ科 ヒトスジキソトビケラ Psilotreta japonica

1013 トビケラ目（毛翅目） トビケラ科 ムラサキトビケラ Eubasilissa regina

1014 トビケラ目（毛翅目） トビケラ科 アミメトビケラ Oligotricha fluvipes

1015 トビケラ目（毛翅目） トビケラ科 ツマグロトビケラ Phryganea japonica

1016 トビケラ目（毛翅目） マルバネトビケラ科 マルバネトビケラ Phryganopsyche latipennis

1017 トビケラ目（毛翅目） ケトビケラ科 グマガトビケラ Gumaga okinawaensis

1018 チョウ目（鱗翅目） コウモリガ科 コウモリガ Endoclita excrescens

1019 チョウ目（鱗翅目） コウモリガ科 キマダラコウモリ Endoclita sinensis

1020 チョウ目（鱗翅目） ヒゲナガガ科 ケブカヒゲナガ Adela praepilosa

1021 チョウ目（鱗翅目） ヒゲナガガ科 キオビクロヒゲナガ Nemophora umbripennis

1022 チョウ目（鱗翅目） ヒゲナガガ科 ギンヒゲナガ Nemophora askoldella

1023 チョウ目（鱗翅目） ヒゲナガガ科 ホソオビヒゲナガ Nemophora aurifera

1024 チョウ目（鱗翅目） ヒロズコガ科 アトモンヒロズコガ Morophaga bucephala

1025 チョウ目（鱗翅目） ヒロズコガ科 マエモンヒロズコガ Dinica endochrysa

1026 チョウ目（鱗翅目） ヒロズコガ科 アトキヒロズコガ Monopis flavidorsalis

1027 チョウ目（鱗翅目） ヒロズコガ科 クロエリメンコガ Opogona nipponica

1028 チョウ目（鱗翅目） ヒロズコガ科 モトキメンコガ Opogona thiadelpha

1029 チョウ目（鱗翅目） ヒロズコガ科 アトスカシモンヒロズコガ Gerontha borea

1030 チョウ目（鱗翅目） ヒロズコガ科 クロクモヒロズコガ Psecadioides aspersus

1031 チョウ目（鱗翅目） ヒロズコガ科 クシヒゲキヒロズコガ Pelecystola strigosa

1032 チョウ目（鱗翅目） ミノガ科 クロツヤミノガ Bambalina sp.

1033 チョウ目（鱗翅目） ミノガ科 チャミノガ Eumeta minuscula

1034 チョウ目（鱗翅目） ミノガ科 オオミノガ Eumeta variegata

1035 チョウ目（鱗翅目） ミノガ科 ニトベミノガ Mahasena aurea

1036 チョウ目（鱗翅目） スガ科 マルギンバネスガ Thecobathra anas

1037 チョウ目（鱗翅目） スガ科 オオボシオオスガ Yponomeuta polystictus

1038 チョウ目（鱗翅目） スガ科 マユミハイスガ Yponomeuta osakae

1039 チョウ目（鱗翅目） スガ科 マサキスガ Yponomeuta meguronis

1040 チョウ目（鱗翅目） スガ科 ツルマサキスガ Yponomeuta mayumivorellus

1041 チョウ目（鱗翅目） スガ科 ホソスガ Euhyponomeutoides trachydeltus

1042 チョウ目（鱗翅目） スガ科 モチツツジメムシガ Argyresthia beta

1043 チョウ目（鱗翅目） クチブサガ科 コナラクチブサガ Ypsolopha parallela

1044 チョウ目（鱗翅目） クチブサガ科 ウスイロクチブサガ Ypsolopha parenthesella

1045 チョウ目（鱗翅目） クチブサガ科 キイロクチブサガ Ypsolopha flava
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1046 チョウ目（鱗翅目） コナガ科 コナガ Plutella xylostella

1047 チョウ目（鱗翅目） コナガ科 シロオビクロナガ Eidophasia albifasciata

1048 チョウ目（鱗翅目） ヒラタマルハキバガ科 コクサギヒラタマルハキバガ Agonopterix issikii

1049 チョウ目（鱗翅目） ヒラタマルハキバガ科 クロカギヒラタマルハキバガ Agonopterix l-nigrum

1050 チョウ目（鱗翅目） ヒラタマルハキバガ科 ヨモギヒラタマルハキバガ Agonopterix yomogiella

1051 チョウ目（鱗翅目） ヒラタマルハキバガ科 シロズヒラタマルハキバガ Eutorna polismatica

1052 チョウ目（鱗翅目） キヌバコガ科 ヨツモンキヌバコガ Scythris sinensis

1053 チョウ目（鱗翅目） マルハキバガ科 ホソオビキマルハキバガ Acryptolechia malacobyrsa

1054 チョウ目（鱗翅目） マルハキバガ科 カレハヒメマルハキバガ Pseudodoxia achlyphanes

1055 チョウ目（鱗翅目） マルハキバガ科 スジモンキマルハキバガ Periacma delegata

1056 チョウ目（鱗翅目） マルハキバガ科 ヤシャブシキホリマルハキバガ Casmara agronoma

1057 チョウ目（鱗翅目） マルハキバガ科 シロスジベニマルハキバガ Promalactis enopisema

1058 チョウ目（鱗翅目） マルハキバガ科 ギンモンカバマルハキバガ Promalactis jezonica

1059 チョウ目（鱗翅目） マルハキバガ科 シロスジカバマルハキバガ Promalactis suzukiella

1060 チョウ目（鱗翅目） マルハキバガ科 カレハチビマルハキバガ Tyrolimnas anthraconesa

1061 チョウ目（鱗翅目） ヒゲナガキバガ科 フタクロボシハビロキバガ Scythropiodes issikii

1062 チョウ目（鱗翅目） ヒゲナガキバガ科 ゴマフシロハビロキバガ Scythropiodes leucostola

1063 チョウ目（鱗翅目） ヒゲナガキバガ科 ムモンハビロキバガ Scythropiodes lividula

1064 チョウ目（鱗翅目） ヒゲナガキバガ科 オビカクバネヒゲナガキバガ Deltoplastis apostatis

1065 チョウ目（鱗翅目） ヒゲナガキバガ科 キベリハイヒゲナガキバガ Homaloxestis myeloxesta

1066 チョウ目（鱗翅目） ヒゲナガキバガ科 カクバネヒゲナガキバガ Lecitholaxa thiodora

1067 チョウ目（鱗翅目） ニセマイコガ科 キイロマイコガ Stathmopoda auriferella

1068 チョウ目（鱗翅目） ニセマイコガ科 シロテンクロマイコガ Atrijuglans hetaohei

1069 チョウ目（鱗翅目） ニセマイコガ科 セグロベニトゲアシガ Atkinsonia ignipicta

1070 チョウ目（鱗翅目） ミツボシキバガ科 ミツボシキバガ Autosticha modicella

1071 チョウ目（鱗翅目） エグリキバガ科 ネズミエグリキバガ Acria ceramitis

1072 チョウ目（鱗翅目） カザリバガ科 ベニモントガリホソガ Labdia semicoccinea

1073 チョウ目（鱗翅目） カザリバガ科 ツマキトガリホソガ Labdia citracma

1074 チョウ目（鱗翅目） カザリバガ科 ギンスジトガリホソガ Labdia niphosticta

1075 チョウ目（鱗翅目） カザリバガ科 マダラトガリホソガ Anatrachyntis japonica

1076 チョウ目（鱗翅目） カザリバガ科 カザリバ Cosmopterix fulminella

1077 チョウ目（鱗翅目） カザリバガ科 キオビキバガ Macrobathra quercea

1078 チョウ目（鱗翅目） キバガ科 ミツコブキバガ Psoricoptera gibbosella

1079 チョウ目（鱗翅目） キバガ科 クロマダラコキバガ Caryocolum junctellum

1080 チョウ目（鱗翅目） キバガ科 ナラクロオビキバガ Pseudotelphusa incognitella

1081 チョウ目（鱗翅目） キバガ科 サクラキバガ Anacampsis anisogramma

1082 チョウ目（鱗翅目） キバガ科 ツツジキバガ Anacampsis lignaria

1083 チョウ目（鱗翅目） キバガ科 ハギノシロオビキバガ Agnippe albidorsella

1084 チョウ目（鱗翅目） キバガ科 モンギンホソキバガ Palumbina pylartis

1085 チョウ目（鱗翅目） キバガ科 フジフサキバガ Dichomeris oceanis

1086 チョウ目（鱗翅目） キバガ科 クルミオオフサキバガ Dichomeris christophi

1087 チョウ目（鱗翅目） キバガ科 ウスヅマスジキバガ Dichomeris japonicella

1088 チョウ目（鱗翅目） キバガ科 フタクロモンキバガ Anarsia bipinnata

1089 チョウ目（鱗翅目） キバガ科 マエモンハイキバガ Anarsia protensa

1090 チョウ目（鱗翅目） キバガ科 シロノコメキバガ Hypatima excellentella

1091 チョウ目（鱗翅目） ネムスガ科 ネムスガ Homadaula anisocentra

1092 チョウ目（鱗翅目） スカシバガ科 オオモモブトスカシバ Melittia sangaica nipponica

1093 チョウ目（鱗翅目） スカシバガ科 ヒメアトスカシバ Nokona pernix

1094 チョウ目（鱗翅目） ボクトウガ科 オオボクトウ Cossus cossus orientalis

1095 チョウ目（鱗翅目） ボクトウガ科 ボクトウガ Cossus jezoensis

1096 チョウ目（鱗翅目） ボクトウガ科 ゴマフボクトウ Zeuzera multistrigata leuconota

1097 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 プライヤハマキ Acleris affinatana

1098 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ギンヨスジハマキ Acleris leechi

1099 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 フタスジクリイロハマキ Acleris platynotana

1100 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ヒメサザナミハマキ Acleris takeuchii
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1101 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 トラフハマキ Acleris tigricolor

1102 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 チャノコカクモンハマキ Adoxophyes honmai

1103 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 リンゴコカクモンハマキ Adoxophyes orana fasciata

1104 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 セモンカギバヒメハマキ Ancylis mandarinana

1105 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 フタボシヒメハマキ Ancylis selenana

1106 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 グミツマジロヒメハマキ Apotomis geminata

1107 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 グミウスツマヒメハマキ Apotomis lacteifascies

1108 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ニセネジロクロヒメハマキ Apotomis platycremna

1109 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 アトキハマキ Archips audax

1110 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 カタカケハマキ Archips capsigerana

1111 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ミダレカクモンハマキ Archips fuscocupreana

1112 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 オオアトキハマキ Archips ingentana

1113 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 モミアトキハマキ Archips issikii

1114 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 シリグロハマキ Archips nigricaudana

1115 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 マツアトキハマキ Archips oporana

1116 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 クロシオハマキ Archips peratrata

1117 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ウスアトキハマキ Archips semistructa

1118 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ビロードハマキ Cerace xanthocosma

1119 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 アトボシハマキ Choristoneura longicellana

1120 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ハラブトヒメハマキ Cryptaspasma angulicostana

1121 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ヘリオビヒメハマキ Cryptaspasma marginifasciata

1122 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 アシブトヒメハマキ Cryptophlebia ombrodelta

1123 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ヨツメヒメハマキ Cydia danilevskyi

1124 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 サンカクモンヒメハマキ Cydia glandicolana

1125 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 クリミガ Cydia kurokoi

1126 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 トビモンコハマキ Diplocalyptis congruentana

1127 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ヨモギネムシガ Epiblema foenella

1128 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 クロウンモンヒメハマキ Epiblema inconspicum

1129 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ヒロオビヒメハマキ Epinotia bicolor

1130 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 クロマダラシロヒメハマキ Epinotia exquisitana

1131 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 イツカドモンヒメハマキ Epinotia pentagonana

1132 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 カギモンヒメハマキ Epinotia ramella

1133 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 マツヒメハマキ Epinotia rubiginosana

1134 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 シロズスソモンヒメハマキ Eucosma aemulana

1135 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 トビモンシロヒメハマキ Eucosma metzneriana

1136 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ヤマモモヒメハマキ Eudemis gyrotis

1137 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ブドウホソハマキ Eupoecilia ambiguella

1138 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ウスキシロヒメハマキ Gibberifera simplana

1139 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ヨツスジヒメシンクイ Grapholita delineana

1140 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 グミオオウスツマヒメハマキ Hedya auricristana

1141 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 シロモンヒメハマキ Hedya dimidiana

1142 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 チャハマキ Homona magnanima

1143 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 コシロアシヒメハマキ Hystrichoscelus spathanum

1144 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ホソバチビヒメハマキ Lobesia aeolopa

1145 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 スイカズラホソバヒメハマキ Lobesia coccophaga

1146 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ニセコシワヒメハマキ Neoanathamna nipponica

1147 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ウスシロモンヒメハマキ Epiblema autolitha

1148 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 バラシロヒメハマキ Notocelia rosaecolana

1149 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 コケキオビヒメハマキ Olethreutes aurofasciana

1150 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 クリイロヒメハマキ Olethreutes castaneana

1151 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 マダラチビヒメハマキ Olethreutes exilis

1152 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 オオクリモンヒメハマキ Olethreutes transversana

1153 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ウストビハマキ Pandemis chlorograpta

1154 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 アカトビハマキ Pandemis cinnamomeana

1155 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ウスアミメトビハマキ Pandemis corylana
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1156 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 スジトビハマキ Pandemis dumetana

1157 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 トビハマキ Pandemis heparana

1158 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 シロテンシロアシヒメハマキ Phaecasiophora obraztsovi

1159 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ヒロバクロヒメハマキ Proschistis marmaropa

1160 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 オオギンスジハマキ Ptycholoma lecheana circumclusana

1161 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 マツズアカシンムシ Retinia cristata

1162 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 クロネハイイロヒメハマキ Rhopobota naevana

1163 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 カドオビヒメハマキ Rhopobota sp.

1164 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ヤナギサザナミヒメハマキ Saliciphaga acharis

1165 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ギンボシトビハマキ Spatalistis christophana

1166 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ギンスジクロハマキ Spatalistis egesta

1167 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 イスノキヒメハマキ Spilonota distyliana

1168 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 クロゲハイイロヒメハマキ Spilonota melanocopa

1169 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 シロヒメシンクイ Spilonota sp.

1170 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ウスアミメキハマキ Tortrix sinapina

1171 チョウ目（鱗翅目） ハマキガ科 ミドリヒメハマキ Zeiraphera virinea

1172 チョウ目（鱗翅目） ハマキモドキガ科 コウゾハマキモドキ Choreutis hyligenes

1173 チョウ目（鱗翅目） ハマキモドキガ科 イヌビワハマキモドキ Choreutis japonica

1174 チョウ目（鱗翅目） トリバガ科 エゾギクトリバ Platyptilia farfarella

1175 チョウ目（鱗翅目） トリバガ科 ナカノホソトリバ Fuscoptilia emarginata

1176 チョウ目（鱗翅目） トリバガ科 ヨモギトリバ Hellinsia lienigianus

1177 チョウ目（鱗翅目） シンクイガ科 シロモンクロシンクイ Commatarcha palaeosema

1178 チョウ目（鱗翅目） セミヤドリガ科 セミヤドリガ Epipomponia nawai

1179 チョウ目（鱗翅目） セミヤドリガ科 ハゴロモヤドリガ Epiricania hagoromo

1180 チョウ目（鱗翅目） イラガ科 ムラサキイラガ Austrapoda dentata

1181 チョウ目（鱗翅目） イラガ科 マダライラガ Kitanola uncula

1182 チョウ目（鱗翅目） イラガ科 テングイラガ Microleon longipalpis

1183 チョウ目（鱗翅目） イラガ科 イラガ Monema flavescens

1184 チョウ目（鱗翅目） イラガ科 ナシイラガ Narosoideus flavidorsalis

1185 チョウ目（鱗翅目） イラガ科 クロスジイラガ Natada takemurai

1186 チョウ目（鱗翅目） イラガ科 アオイラガ Parasa consocia

1187 チョウ目（鱗翅目） イラガ科 ヒロヘリアオイラガ Parasa lepida lepida

1188 チョウ目（鱗翅目） イラガ科 クロシタアオイラガ Parasa hilarula

1189 チョウ目（鱗翅目） イラガ科 タイワンイラガ Phlossa conjuncta

1190 チョウ目（鱗翅目） イラガ科 アカイラガ Phrixolepia sericea

1191 チョウ目（鱗翅目） マダラガ科 キスジホソマダラ Balataea gracilis

1192 チョウ目（鱗翅目） マダラガ科 ウスバツバメガ Elcysma westwoodii

1193 チョウ目（鱗翅目） マダラガ科 タケノホソクロバ Fuscartona martini

1194 チョウ目（鱗翅目） マダラガ科 ブドウスカシクロバ Hedina tenuis

1195 チョウ目（鱗翅目） マダラガ科 シロシタホタルガ Neochalcosia remota

1196 チョウ目（鱗翅目） マダラガ科 ホタルガ Pidorus atratus

1197 チョウ目（鱗翅目） マダラガ科 ミノウスバ Pryeria sinica

1198 チョウ目（鱗翅目） セセリチョウ科 アオバセセリ本土亜種 Choaspes benjaminii japonicus

1199 チョウ目（鱗翅目） セセリチョウ科 ダイミョウセセリ Daimio tethys tethys

1200 チョウ目（鱗翅目） セセリチョウ科 ミヤマセセリ Erynnis montana montana

1201 チョウ目（鱗翅目） セセリチョウ科 ホソバセセリ Isoteinon lamprospilus lamprospilus

1202 チョウ目（鱗翅目） セセリチョウ科 ギンイチモンジセセリ Leptalina unicolor

1203 チョウ目（鱗翅目） セセリチョウ科 ヒメキマダラセセリ Ochlodes ochraceus

1204 チョウ目（鱗翅目） セセリチョウ科 イチモンジセセリ Parnara guttata guttata

1205 チョウ目（鱗翅目） セセリチョウ科 ミヤマチャバネセセリ Pelopidas jansonis

1206 チョウ目（鱗翅目） セセリチョウ科 チャバネセセリ Pelopidas mathias oberthueri

1207 チョウ目（鱗翅目） セセリチョウ科 オオチャバネセセリ Polytremis pellucida pellucida

1208 チョウ目（鱗翅目） セセリチョウ科 キマダラセセリ Potanthus flavus flavus

1209 チョウ目（鱗翅目） セセリチョウ科 コチャバネセセリ Thoressa varia

1210 チョウ目（鱗翅目） セセリチョウ科 ヘリグロチャバネセセリ Thymelicus sylvaticus sylvaticus
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1211 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 ミズイロオナガシジミ Antigius attilia attilia

1212 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 オナガシジミ Araragi enthea enthea

1213 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 ムラサキツバメ Arhopala bazalus turbata

1214 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 ムラサキシジミ Arhopala japonica

1215 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 ウラゴマダラシジミ Artopoetes pryeri pryeri

1216 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 コツバメ Callophrys ferrea ferrea

1217 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 ルリシジミ Celastrina argiolus ladonides

1218 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 クロマダラソテツシジミ Chilades pandava

1219 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 メスアカミドリシジミ
Chrysozephyrus smaragdinus
smaragdinus

1220 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 ウラギンシジミ Curetis acuta paracuta

1221 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 ツバメシジミ Everes argiades argiades

1222 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 オオミドリシジミ Favonius orientalis

1223 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 ウラジロミドリシジミ Favonius saphirinus

1224 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 アカシジミ Japonica lutea lutea

1225 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 ウラナミアカシジミ Japonica saepestriata saepestriata

1226 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 ウラナミシジミ Lampides boeticus

1227 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 ベニシジミ Lycaena phlaeas chinensis

1228 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 ミドリシジミ Neozephyrus japonicus japonicus

1229 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 クロシジミ Niphanda fusca

1230 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 トラフシジミ Rapala arata

1231 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 ゴイシシジミ Taraka hamada hamada

1232 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科  クロツバメシジミ 中国地方・四国・九州内陸亜種 Tongeia fischeri shojii

1233 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 サツマシジミ Udara albocaerulea albocaerulea

1234 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 ウラキンシジミ Ussuriana stygiana

1235 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 ウラミスジシジミ Wagimo signatus

1236 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 ヤマトシジミ本土亜種 Zizeeria maha argia

1237 チョウ目（鱗翅目） シジミチョウ科 シルビアシジミ Zizina emelina emelina

1238 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 コムラサキ Apatura metis substituta

1239 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 サカハチチョウ Araschnia burejana burejana

1240 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ミドリヒョウモン Argynnis paphia tsushimana

1241 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ツマグロヒョウモン Argyreus hyperbius hyperbius

1242 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ウラギンスジヒョウモン Argyronome laodice japonica

1243 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 オオウラギンスジヒョウモン Argyronome ruslana

1244 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ヒメヒカゲ本州西部亜種 Coenonympha oedippus arothius

1245 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 イシガケチョウ Cyrestis thyodamas mabella

1246 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 メスグロヒョウモン Damora sagana liane

1247 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 カバマダラ Danaus chrysippus chrysippus

1248 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 スミナガシ本土亜種 Dichorragia nesimachus nesiotes

1249 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ウラギンヒョウモン Fabriciana adippe pallescens

1250 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 オオウラギンヒョウモン Fabriciana nerippe

1251 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ゴマダラチョウ本土亜種 Hestina persimilis japonica

1252 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 メスアカムラサキ Hypolimnas misippus

1253 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 アオタテハモドキ Junonia orithya orithya

1254 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ルリタテハ本土亜種 Kaniska canace nojaponicum

1255 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 クロヒカゲ本土亜種 Lethe diana diana

1256 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ヒカゲチョウ Lethe sicelis

1257 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 テングチョウ日本本土亜種 Libythea lepita celtoides

1258 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 イチモンジチョウ Limenitis camilla japonica

1259 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 アサマイチモンジ Limenitis glorifica

1260 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ウスイロコノマチョウ Melanitis leda leda

1261 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 クロコノマチョウ Melanitis phedima oitensis

1262 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ジャノメチョウ Minois dryas bipunctata

1263 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 コジャノメ Mycalesis francisca perdiccas

1264 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ヒメジャノメ Mycalesis gotama fulginia

1265 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 サトキマダラヒカゲ Neope goschkevitschii
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1266 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ヤマキマダラヒカゲ本土亜種 Neope niphonica niphonica

1267 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 クモガタヒョウモン Nephargynnis anadyomene ella

1268 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ミスジチョウ Neptis philyra philyra

1269 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ホシミスジ近畿地方以西亜種 Neptis pryeri hamadai

1270 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 コミスジ本州以南亜種 Neptis sappho intermedia

1271 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ヒオドシチョウ Nymphalis xanthomelas japonica

1272 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 アサギマダラ Parantica sita niphonica

1273 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 キタテハ Polygonia c-aureum c-aureum

1274 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 オオムラサキ Sasakia charonda charonda

1275 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ヒメアカタテハ Vanessa cardui

1276 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 アカタテハ Vanessa indica indica

1277 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus argus

1278 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ウラナミジャノメ本土亜種 Ypthima multistriata niphonica

1279 チョウ目（鱗翅目） タテハチョウ科 ヒメキマダラヒカゲ Zophoessa callipteris

1280 チョウ目（鱗翅目） アゲハチョウ科 ジャコウアゲハ本土亜種 Atrophaneura alcinous alcinous

1281 チョウ目（鱗翅目） アゲハチョウ科 アオスジアゲハ Graphium sarpedon nipponum

1282 チョウ目（鱗翅目） アゲハチョウ科 ギフチョウ Luehdorfia japonica

1283 チョウ目（鱗翅目） アゲハチョウ科 カラスアゲハ本土亜種 Papilio dehaanii dehaanii

1284 チョウ目（鱗翅目） アゲハチョウ科 モンキアゲハ Papilio helenus nicconicolens

1285 チョウ目（鱗翅目） アゲハチョウ科 ミヤマカラスアゲハ Papilio maackii

1286 チョウ目（鱗翅目） アゲハチョウ科 キアゲハ Papilio machaon hippocrates

1287 チョウ目（鱗翅目） アゲハチョウ科 オナガアゲハ Papilio macilentus macilentus

1288 チョウ目（鱗翅目） アゲハチョウ科 ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergii

1289 チョウ目（鱗翅目） アゲハチョウ科 クロアゲハ本土亜種 Papilio protenor demetrius

1290 チョウ目（鱗翅目） アゲハチョウ科 アゲハ Papilio xuthus

1291 チョウ目（鱗翅目） アゲハチョウ科 ホソオチョウ Sericinus montela

1292 チョウ目（鱗翅目） シロチョウ科 ツマキチョウ本土亜種 Anthocharis scolymus scolymus

1293 チョウ目（鱗翅目） シロチョウ科 ウスキシロチョウ Catopsilia pomona pomona

1294 チョウ目（鱗翅目） シロチョウ科 ウラナミシロチョウ Catopsilia pyranthe pyranthe

1295 チョウ目（鱗翅目） シロチョウ科 モンキチョウ Colias erate poliographa

1296 チョウ目（鱗翅目） シロチョウ科 ツマグロキチョウ Eurema laeta betheseba

1297 チョウ目（鱗翅目） シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina

1298 チョウ目（鱗翅目） シロチョウ科  タイワンモンシロチョウ 対馬・朝鮮半島亜種 Pieris canidia kaolicola

1299 チョウ目（鱗翅目） シロチョウ科 スジグロシロチョウ Pieris melete

1300 チョウ目（鱗翅目） シロチョウ科  ヤマトスジグロシロチョウ 本州中・南部亜種 Pieris nesis japonica

1301 チョウ目（鱗翅目） シロチョウ科 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora

1302 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ウスムラサキノメイガ Agrotera nemoralis

1303 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 クロウスムラサキノメイガ Agrotera posticalis

1304 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 キボシノメイガ Analthes insignis

1305 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 シロヒトモンノメイガ Analthes semitritalis orbicularis

1306 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ヒメトガリノメイガ Anania verbascalis

1307 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ツトガ Ancylolomia japonica

1308 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 シロモンノメイガ Bocchoris inspersalis

1309 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 オオキノメイガ Botyodes principalis

1310 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ウスグロノメイガ Bradina admixtalis

1311 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 アカウスグロノメイガ　 Bradina angustalis pryeri

1312 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 モンウスグロノメイガ Bradina geminalis

1313 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 サツマツトガ Calamotropha okanoi

1314 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 シロツトガ Calamotropha paludella purella

1315 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ヘリアカキンノメイガ Carminibotys carminalis iwawakisana

1316 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ヨシツトガ Chilo luteellus

1317 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ゴマフツトガ Chilo pulveratus

1318 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ニカメイガ Chilo suppressalis

1319 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ウスクロスジツトガ Chrysoteuchia diplogramma

1320 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 テンスジツトガ Chrysoteuchia distinctella
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1321 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 キベリハネボソノメイガ Circobotys aurealis

1322 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 カギバノメイガ Circobotys nycterina

1323 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 イネハカジノメイガ Cnaphalocrocis exigua

1324 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 コブノメイガ Cnaphalocrocis medinalis

1325 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 マツノゴマダラノメイガ Conogethes pinicolalis

1326 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 モモノゴマダラノメイガ Conogethes punctiferalis

1327 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 スカシトガリノメイガ Cotachena pubescens

1328 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 シロスジツトガ Crambus argyrophorus

1329 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ナカグロツトガ Crambus virgatellus

1330 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ツゲノメイガ Cydalima perspectalis

1331 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 トガリキノメイガ Demobotys pervulgalis pervulgalis

1332 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ワタヘリクロノメイガ Diaphania indica

1333 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 キアヤヒメノメイガ Diasemia accalis

1334 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 シロアヤヒメノメイガ Diasemia reticularis

1335 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 マエシロモンノメイガ Diathraustodes amoenialis

1336 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 エグリノメイガ Diplopseustis perieresalis

1337 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ハイイロホソバノメイガ Dolicharthria bruguieralis

1338 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ネジロミズメイガ Elophila fengwhanalis

1339 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 マダラミズメイガ Elophila interruptalis interruptalis

1340 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 クロスジマダラミズメイガ Elophila miurai

1341 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ヒメマダラミズメイガ Elophila turbata

1342 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 アヤナミノメイガ Eurrhyparodes accessalis

1343 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 シロエグリツトガ Glaucocharis exsectella

1344 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 チビスカシノメイガ Glyphodes duplicalis

1345 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 シロマダラノメイガ Glyphodes onychinalis

1346 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 クワノメイガ Glyphodes pyloalis

1347 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 クロヘリキノメイガ Goniorhynchus butyrosus

1348 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 トビヘリキノメイガ Goniorhynchus clausalis

1349 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 クロズノメイガ Goniorhynchus exemplaris

1350 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ハイマダラノメイガ Hellula undalis

1351 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ムラサキクルマメイガ Hemiscopis purpurea

1352 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 オオモンシロルリノメイガ Hemopsis dissipatalis

1353 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ウスオビクロノメイガ Herpetogramma fuscescens

1354 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 モンキクロノメイガ Herpetogramma luctuosale zelleri

1355 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 キマダラクロノメイガ Herpetogramma ochrimaculale

1356 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 コキモンウスグロノメイガ Herpetogramma pseudomagnum

1357 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 マエキノメイガ Herpetogramma rude

1358 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 フタスジシロオオメイガ Leechia sinuosalis

1359 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ミツテンノメイガ Mabra charonialis

1360 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 マメノメイガ Maruca vitrata

1361 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 チビツトガ Microchilo inouei

1362 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 シロテンキノメイガ Nacoleia commixta

1363 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 サツマキノメイガ Nacoleia satsumalis

1364 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 クロフキノメイガ Nacoleia sibirialis

1365 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 クロフタオビツトガ Neopediasia mixtalis

1366 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ミドロミズメイガ Neoschoenobia testacealis

1367 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ホシオビホソノメイガ Nomis albopedalis

1368 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ワモンノメイガ Nomophila noctuella

1369 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 アトモンミズメイガ Nymphicula saigusai

1370 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ギンモンミズメイガ Nymphula corculina

1371 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 マエウスキノメイガ Omiodes indicatus

1372 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ヒメクロミスジノメイガ Omiodes miserus

1373 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 キバラノメイガ Omiodes noctescens

1374 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 クロミスジノメイガ Omiodes similis

1375 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 シロアシクロノメイガ Omiodes tristrialis
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1376 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 アワノメイガ Ostrinia furnacalis

1377 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 フキノメイガ Ostrinia zaguliaevi

1378 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ヨスジノメイガ Pagyda quadrilineata

1379 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ヘリジロキンノメイガ Paliga auratalis

1380 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 マエベニノメイガ Paliga minnehaha

1381 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 マエウスモンキノメイガ Paliga ochrealis

1382 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ヒメシロノメイガ Palpita inusitata

1383 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 マエアカスカシノメイガ Palpita nigropunctalis

1384 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ゼニガサミズメイガ Paracymoriza prodigalis

1385 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ヒロバウスグロノメイガ Paranacoleia lophophoralis

1386 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 シバツトガ Parapediasia teterella

1387 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 イネコミズメイガ Parapoynx vittalis

1388 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ウスオビキノメイガ Paratalanta jessica

1389 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 フチグロノメイガ Paratalanta ussurialis

1390 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 クビシロノメイガ Piletocera aegimiusalis

1391 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 コガタシロモンノメイガ Piletocera sodalis

1392 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ナガハマツトガ Platytes ornatella

1393 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 クロスジキンノメイガ Pleuroptya balteata

1394 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ホソミスジノメイガ Pleuroptya chlorophanta

1395 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 シロハラノメイガ Pleuroptya deficiens

1396 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 コヨツメノメイガ Pleuroptya inferior

1397 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ウコンノメイガ Pleuroptya ruralis

1398 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ツマグロシロノメイガ Polythlipta liquidalis

1399 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 キオビミズメイガ Potamomusa midas

1400 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ナカキトガリノメイガ Preneopogon catenalis

1401 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 キムジノメイガ Prodasycnemis inornata

1402 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 モンスカシキノメイガ Pseudebulea fentoni fentoni

1403 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 マエキツトガ Pseudocatharylla simplex

1404 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 クロオビノメイガ Pycnarmon pantherata

1405 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 トモンノメイガ Pyrausta limbata

1406 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ベニフキノメイガ Pyrausta panopealis

1407 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ヒトスジオオメイガ Scirpophaga lineata

1408 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 マエウスグロオオメイガ Scirpophaga parvalis

1409 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ニセムモンシロオオメイガ Scirpophaga xanthopygata

1410 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 タテシマノメイガ Sclerocona acutella

1411 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 シロオビノメイガ Spoladea recurvalis

1412 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 オオツチイロノメイガ Syllepte fuscoinvalidalis

1413 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ツチイロノメイガ Syllepte invalidalis

1414 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 モンシロクロノメイガ Syllepte segnalis

1415 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 タイワンモンキノメイガ Syllepte taiwanalis

1416 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ヨツボシノメイガ Talanga quadrimaculalis

1417 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 セスジノメイガ Torulisquama evenoralis

1418 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ヒメセスジノメイガ Torulisquama obliquilinealis

1419 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 フタオビモンメイガ Trichophysetis cretacea

1420 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 トビマダラモンメイガ Trichophysetis rufoterminalis

1421 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 クロスジノメイガ Tyspanodes striatus striatus

1422 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 チャモンノメイガ Udea stigmatalis stigmatalis

1423 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 クロモンキノメイガ Udea testacea

1424 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 キノメイガ Uresiphita flavalis

1425 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ウラジロキノメイガ Uresiphita gracilis

1426 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 モンシロルリノメイガ Uresiphita tricolor

1427 チョウ目（鱗翅目） ツトガ科 ウスグロツトガ Xanthocrambus lucellus

1428 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ナシモンクロマダラメイガ Acrobasis bellulella

1429 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ウスアカマダラメイガ Acrobasis encaustella

1430 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ギンマダラメイガ Acrobasis rubrizonella
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1431 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ツツマダラメイガ Acrobasis squalidella

1432 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ウスアカムラサキマダラメイガ Addyme confusalis

1433 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 マツノシンマダラメイガ Dioryctria sylvestrella

1434 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ウスオビトガリメイガ Endotricha consocia

1435 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 キモントガリメイガ Endotricha kuznetzovi

1436 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 キベリトガリメイガ Endotricha minialis

1437 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ウスベニトガリメイガ Endotricha olivacealis

1438 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 カバイロトガリメイガ Endotricha theonalis

1439 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 フタスジツヅリガ Eulophopalpia pauperalis

1440 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 シロマダラメイガ Euzopherodes oberleae

1441 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 アカヘリシマメイガ Herculia drabicilialis

1442 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 アカシマメイガ Herculia pelasgalis

1443 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ウスモンマルバシマメイガ Hypsopygia kawabei

1444 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 トビイロシマメイガ Hypsopygia regina

1445 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ヒトホシホソメイガ Hypsotropa solipunctella

1446 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ウスグロフトメイガ Lamida obscura

1447 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 アカフツヅリガ Lamoria glaucalis

1448 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 キイフトメイガ Lepidogma kiiensis

1449 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ナカムラサキフトメイガ Lista ficki

1450 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 トサカフトメイガ Locastra muscosalis

1451 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 サンカクマダラメイガ Nyctegretis triangulella

1452 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 アカマダラメイガ Oncocera semirubella

1453 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 シロスジクロマダラメイガ Ortholepis infausta

1454 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ナカトビフトメイガ Orthaga achatina

1455 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 クロモンフトメイガ Orthaga euadrusalis

1456 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ネアオフトメイガ Orthaga onerata

1457 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 フタスジシマメイガ Orthopygia glaucinalis

1458 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ツマキシマメイガ Orthopygia placens

1459 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 キンボシシマメイガ Orybina regalis

1460 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 オオマエジロホソメイガ Paraemmalocera gensanalis

1461 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 トビスジマダラメイガ Patagoniodes nipponellus

1462 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 マエジロギンマダラメイガ Pseudacrobasis nankingella

1463 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 シロモンシマメイガ Pyralis albiguttata

1464 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 オオフトメイガ Salma amica

1465 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ナカアオフトメイガ Salma elegans

1466 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ハラウスキマダラメイガ Sandrabatis crassiella

1467 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ミカドマダラメイガ Sciota mikadella

1468 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 トビイロフタスジシマメイガ Stemmatophora valida

1469 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ナカアカスジマダラメイガ Stenopterix bicolorella

1470 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ネグロフトメイガ Stericta kogii

1471 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 マエモンシマメイガ Tegulifera bicoloralis

1472 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ナカジロフトメイガ Termioptycha margarita

1473 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 クロフトメイガ Termioptycha nigrescens

1474 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 キガシラシマメイガ Trebania flavifrontalis

1475 チョウ目（鱗翅目） メイガ科 ミドリフトメイガ Trichotophysa jucundalis

1476 チョウ目（鱗翅目） マドガ科 ヒメマダラマドガ Rhodoneura hyphaema

1477 チョウ目（鱗翅目） マドガ科 ウスマダラマドガ Rhodoneura pallida

1478 チョウ目（鱗翅目） マドガ科 スギタニマドガ Rhodoneura sugitanii

1479 チョウ目（鱗翅目） マドガ科 アカジママドガ Striglina cancellata

1480 チョウ目（鱗翅目） マドガ科 マドガ Thyris usitata

1481 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 マエキカギバ　 Agnidra scabiosa scabiosa

1482 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 ヒトツメカギバ Auzata superba superba

1483 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 ギンモンカギバ Callidrepana patrana

1484 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 オオカギバ Cyclidia substigmaria nigralbata

1485 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 ホシベッコウカギバ Deroca inconclusa phasma
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1486 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 ムラサキトガリバ Epipsestis ornata

1487 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 ヒメウスベニトガリバ Habrosyne aurorina aurorina

1488 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 アヤトガリバ Habrosyne pyritoides derasoides

1489 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 アカウラカギバ Hypsomadius insignis

1490 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 サカハチトガリバ Kurama mirabilis

1491 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 ウスギヌカギバ Macrocilix mysticata watsoni

1492 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 ヤマトカギバ Nordstromia japonica

1493 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 アシベニカギバ Oreta pulchripes

1494 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 ヒメハイイロカギバ Pseudalbara parvula

1495 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 オオバトガリバ Tethea ampliata ampliata

1496 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 オオマエベニトガリバ Tethea consimilis consimilis

1497 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 モントガリバ Thyatira batis

1498 チョウ目（鱗翅目） カギバガ科 ウコンカギバ Tridrepana crocea

1499 チョウ目（鱗翅目） アゲハモドキガ科 アゲハモドキ　 Epicopeia hainesii hainesii

1500 チョウ目（鱗翅目） アゲハモドキガ科 キンモンガ Psychostrophia melanargia

1501 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 クロマダラエダシャク Abraxas fulvobasalis

1502 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヒトスジマダラエダシャク Abraxas latifasciata

1503 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ユウマダラエダシャク　 Abraxas miranda miranda

1504 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヒメマダラエダシャク Abraxas niphonibia

1505 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 フタマエホシエダシャク Achrosis paupera

1506 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ハンノトビスジエダシャク Aethalura ignobilis

1507 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 アシブトチズモンアオシャク　 Agathia visenda curvifiniens

1508 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ナカウスエダシャク Alcis angulifera

1509 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヒメナカウスエダシャク Alcis medialbifera

1510 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 チャマダラエダシャク Amblychia insueta

1511 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ゴマダラシロエダシャク Antipercnia albinigrata albinigrata

1512 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 クロクモエダシャク Apocleora rimosa

1513 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 アトヘリアオシャク Aracima muscosa muscosa

1514 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヒョウモンエダシャク　 Arichanna gaschkevitchii gaschkevitchii

1515 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キシタエダシャク　 Arichanna melanaria fraterna

1516 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヨモギエダシャク本州以南亜種 Ascotis selenaria cretacea

1517 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キムジシロナミシャク Asthena corculina

1518 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ムスジシロナミシャク Asthena nymphaeata

1519 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キエダシャク Auaxa sulphurea

1520 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キオビゴマダラエダシャク Biston panterinaria sychnospilas

1521 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ハイイロオオエダシャク Biston regalis comitata

1522 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 トビモンオオエダシャク本土亜種 Biston robustum robustum

1523 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ツマトビキエダシャク Bizia aexaria

1524 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 コスジシロエダシャク Cabera purus

1525 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ナミガタシロナミシャク Callabraxas compositata compositata

1526 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 フタモンクロナミシャク Catarhoe obscura obscura

1527 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ギンスジエダシャク Chariaspilates formosaria

1528 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 フタテンオエダシャク Chiasmia defixaria

1529 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスオエダシャク Chiasmia hebesata

1530 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ハラアカアオシャク Chlorissa amphitritaria

1531 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ホソバハラアカアオシャク Chlorissa anadema

1532 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 コウスアオシャク Chlorissa obliterata

1533 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 クロスジアオナミシャク Chloroclystis v-ata

1534 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヘリジロヨツメアオシャク Comibaena amoenaria

1535 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ギンスジアオシャク Comibaena argentataria

1536 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 クロモンアオシャク Comibaena nigromacularia

1537 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヨツモンマエジロアオシャク Comibaena procumbaria

1538 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 コヨツメアオシャク　 Comostola subtiliaria nympha

1539 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウコンエダシャク Corymica pryeri

1540 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウメエダシャク Cystidia couaggaria couaggaria
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1541 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 トンボエダシャク Cystidia stratonice

1542 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヒロオビトンボエダシャク Cystidia truncangulata

1543 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 マツオオエダシャク Deileptenia ribeata

1544 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ハスオビエダシャク Descoreba simplex

1545 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 クロフシロエダシャク Dilophodes elegans elegans

1546 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスアオシャク Dindica virescens

1547 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キイロエダシャク Doratoptera virescens

1548 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 オオトビエダシャク Duliophyle majuscularia

1549 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 フタテンナカジロナミシャク Dysstroma cinereata japonica

1550 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ミカヅキナミシャク Earophila correlata

1551 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ソトキナミシャク Ecliptopera pryeri

1552 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 オオハガタナミシャク Ecliptopera umbrosaria umbrosaria

1553 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 アカエダシャク Ectephrina semilutea pruinosaria

1554 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウストビスジエダシャク Ectropis aigneri

1555 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 フトフタオビエダシャク Ectropis crepuscularia

1556 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 オオトビスジエダシャク Ectropis excellens

1557 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスジロエダシャク Ectropis obliqua

1558 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ツマキリエダシャク Endropiodes abjecta abjecta

1559 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 モミジツマキリエダシャク Endropiodes indictinaria

1560 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キリバエダシャク Ennomos nephotropa

1561 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 サラサエダシャク Epholca arenosa

1562 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キベリゴマフエダシャク Epobeidia tigrata leopardaria

1563 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスオビヒメエダシャク Euchristophia cumulata cumulata

1564 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 シロフアオシャク Eucyclodes difficta

1565 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヒメシロフアオシャク Eucyclodes infracta

1566 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヨコジマナミシャク Eulithis convergenata

1567 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ハコベナミシャク Euphyia cineraria

1568 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヒメカバナミシャク Eupithecia aritai

1569 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ソトカバナミシャク Eupithecia signigera

1570 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ナカオビカバナミシャク Eupithecia subbreviata

1571 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 シロジマエダシャク　 Euryobeidia languidata languidata

1572 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キアミメナミシャク Eustroma japonica

1573 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 セスジナミシャク Evecliptopera illitata illitata

1574 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 オイワケキエダシャク Exangerona prattiaria

1575 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 エグリエダシャク Fascellina chromataria

1576 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キガシラオオナミシャク　 Gandaritis agnes agnes

1577 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キマダラオオナミシャク Gandaritis fixseni

1578 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ツマキシロナミシャク Gandaritis whitelyi whitelyi

1579 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ナシモンエダシャク　 Garaeus mirandus mirandus

1580 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キバラエダシャク Garaeus specularis

1581 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 カギシロスジアオシャク Geometra dieckmanni

1582 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 コシロオビアオシャク Geometra glaucaria

1583 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ケブカチビナミシャク Gymnoscelis esakii

1584 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ハガタキスジアオシャク Hemistola tenuilinea

1585 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 コシロスジアオシャク Hemistola veneta

1586 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ナミガタエダシャク Heterarmia charon charon

1587 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウラベニエダシャク Heterolocha aristonaria

1588 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスクモナミシャク Heterophleps fusca fusca

1589 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ミツボシナミシャク Heterophleps pallescens

1590 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 サザナミオビエダシャク Heterostegane hyriaria

1591 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 シロシタトビイロナミシャク Heterothera postalbida

1592 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウラキトガリエダシャク Hypephyra terrosa pryeraria

1593 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 オオバナミガタエダシャク Hypomecis lunifera

1594 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスバミスジエダシャク　 Hypomecis punctinalis conferenda

1595 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ハミスジエダシャク Hypomecis roboraria displicens
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1596 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヨスジキヒメシャク Idaea auricruda

1597 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスキヒメシャク Idaea biselata

1598 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスモンキヒメシャク Idaea denudaria

1599 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 オオウスモンキヒメシャク Idaea imbecilla

1600 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キオビベニヒメシャク Idaea impexa

1601 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 フチベニヒメシャク Idaea jakima

1602 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ベニヒメシャク Idaea muricata minor

1603 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キヒメシャク Idaea nudaria infuscaria

1604 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ホソスジキヒメシャク Idaea remissa

1605 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ミジンキヒメシャク Idaea trisetata

1606 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ナミスジコアオシャク Idiochlora ussuriaria

1607 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キトビエダシャク Itame brunneata

1608 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 チャノウンモンエダシャク　 Jankowskia fuscaria fuscaria

1609 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キタウンモンエダシャク Jankowskia pseudathleta

1610 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスミズアオシャク Jodis argutaria

1611 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヒメウスアオシャク Jodis putata

1612 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスキヒメアオシャク Jodis urosticta

1613 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ツマジロエダシャク Krananda latimarginaria

1614 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 スカシエダシャク Krananda semihyalina

1615 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 セグロナミシャク Laciniodes unistirpis

1616 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キブサヒメエダシャク Ligdia ciliaria

1617 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ホソスジナミシャク Lobogonodes complicata complicata

1618 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 フタホシシロエダシャク Lomographa bimaculata subnotata

1619 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 クロズウスキエダシャク Lomographa simplicior simplicior

1620 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスフタスジシロエダシャク Lomographa subspersata

1621 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 バラシロエダシャク Lomographa temerata

1622 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 トビカギバエダシャク Luxiaria amasa

1623 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ツバメアオシャク Maxates ambigua

1624 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ズグロツバメアオシャク Maxates fuscofrons

1625 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ハガタツバメアオシャク Maxates grandificaria

1626 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヒメツバメアオシャク Maxates protrusa

1627 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスクモエダシャク Menophra senilis

1628 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 クロミスジシロエダシャク Myrteta angelica angelica

1629 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ホシシャク Naxa seriaria

1630 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キマエアオシャク Neohipparchus vallata

1631 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウチムラサキヒメエダシャク Ninodes splendens

1632 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 マエキトビエダシャク Nothomiza formosa

1633 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 オオマエキトビエダシャク Nothomiza oxygoniodes

1634 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ナカオビアキナミシャク Nothoporinia mediolineata

1635 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 エグリヅマエダシャク　 Odontopera arida arida

1636 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヨツメエダシャク Ophthalmitis albosignaria albosignaria

1637 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 コヨツメエダシャク Ophthalmitis irrorataria

1638 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ナミスジシロエダシャク　 Orthocabera tinagmaria tinagmaria

1639 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 トビスジヒメナミシャク Orthonama obstipata

1640 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 フトスジツバメエダシャク Ourapteryx japonica

1641 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 シロツバメエダシャク Ourapteryx maculicaudaria

1642 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスキツバメエダシャク Ourapteryx nivea

1643 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 コガタツバメエダシャク Ourapteryx obtusicauda

1644 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスキオエダシャク Oxymacaria normata proximaria

1645 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 オオアヤシャク Pachista superans

1646 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 クロスジフユエダシャク Pachyerannis obliquaria

1647 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスアオエダシャク Parabapta clarissa

1648 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヒロバウスアオエダシャク Paradarisa chloauges kurosawai

1649 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 オオゴマダラエダシャク Parapercnia giraffata

1650 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ツマキリウスキエダシャク Pareclipsis gracilis
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1651 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ソトシロオビナミシャク Pasiphila excisa

1652 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウラモンアオナミシャク Pasiphila subcinctata

1653 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 クスアオシャク Pelagodes subquadraria

1654 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヤマトエダシャク Peratostega deletaria hypotaenia

1655 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 コトビスジエダシャク Petelia rivulosa

1656 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 リンゴツノエダシャク Phthonosema tendinosaria

1657 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスアオアヤシャク Pingasa aigneri aigneri

1658 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 オオシロアヤシャク Pingasa alba brunnescens

1659 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 コナフキエダシャク　 Plagodis pulveraria japonica

1660 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ツマキエダシャク Platycerota incertaria

1661 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 マエキオエダシャク Plesiomorpha flaviceps

1662 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 モンオビオエダシャク Plesiomorpha punctilinearia

1663 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 クロフオオシロエダシャク Pogonopygia nigralbata

1664 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 クロスジオオシロヒメシャク Problepsis diazoma

1665 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヒトツメオオシロヒメシャク Problepsis superans superans

1666 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ニセオレクギエダシャク Protoboarmia faustinata

1667 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 オレクギエダシャク Protoboarmia simpliciaria

1668 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ニッコウキエダシャク Pseudepione magnaria

1669 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 フタナミトビヒメシャク Pylargosceles steganioides steganioides

1670 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ホシミスジエダシャク Racotis boarmiaria

1671 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 フタヤマエダシャク Rikiosatoa grisea

1672 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ハラゲチビエダシャク Satoblephara parvularia

1673 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 クロテンシロヒメシャク Scopula apicipunctata

1674 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キスジシロヒメシャク Scopula asthena

1675 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスキトガリヒメシャク Scopula confusa

1676 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ギンバネヒメシャク Scopula epiorrhoe

1677 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ヤスジマルバヒメシャク Scopula floslactata claudata

1678 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスキクロテンヒメシャク Scopula ignobilis

1679 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 モントビヒメシャク Scopula modicaria

1680 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 マエキヒメシャク　 Scopula nigropunctata imbella

1681 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 サザナミシロヒメシャク Scopula nupta

1682 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ナミスジチビヒメシャク Scopula personata

1683 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 クロスジシロヒメシャク Scopula pudicaria

1684 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ウスサカハチヒメシャク Scopula semignobilis

1685 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キナミシロヒメシャク Scopula superior

1686 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 タカオシロヒメシャク Scopula takao

1687 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ビロードナミシャク Sibatania mactata

1688 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ツマトビシロエダシャク Spilopera debilis

1689 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 クロハグルマエダシャク Synegia esther

1690 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ハグルマエダシャク　 Synegia hadassa hadassa

1691 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 スジハグルマエダシャク Synegia limitatoides

1692 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 カギバアオシャク Tanaorhinus reciprocata confuciaria

1693 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 キマダラツバメエダシャク Thinopteryx crocoptera striolata

1694 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ミヤマツバメエダシャク Thinopteryx delectans

1695 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 コベニスジヒメシャク Timandra comptaria

1696 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ベニスジヒメシャク　 Timandra recompta prouti

1697 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 チャオビコバネナミシャク Trichopteryx terranea

1698 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ホソバナミシャク　 Tyloptera bella bella

1699 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ニトベエダシャク Wilemania nitobei

1700 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ハングロナミシャク Xanthorhoe semilactescens

1701 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 モンシロツマキリエダシャク　 Xerodes albonotaria albonotaria

1702 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 ミスジツマキリエダシャク Xerodes rufescentaria

1703 チョウ目（鱗翅目） シャクガ科 トガリエダシャク Xyloscia subspersata

1704 チョウ目（鱗翅目） ツバメガ科 ギンツバメ Acropteris iphiata

1705 チョウ目（鱗翅目） ツバメガ科 キスジシロフタオ Dysaethria cretacea
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1706 チョウ目（鱗翅目） ツバメガ科 ハガタフタオ Dysaethria flavistriga

1707 チョウ目（鱗翅目） ツバメガ科 クロホシフタオ Dysaethria moza

1708 チョウ目（鱗翅目） ツバメガ科 クロフタオ Epiplema styx

1709 チョウ目（鱗翅目） ツバメガ科 クロオビシロフタオ Oroplema plagifera

1710 チョウ目（鱗翅目） イカリモンガ科 イカリモンガ Pterodecta felderi

1711 チョウ目（鱗翅目） カイコガ科 スカシサン Prismosticta hyalinata

1712 チョウ目（鱗翅目） イボタガ科 イボタガ Brahmaea japonica

1713 チョウ目（鱗翅目） オビガ科 オビガ Apha aequalis

1714 チョウ目（鱗翅目） カレハガ科 マツカレハ Dendrolimus spectabilis

1715 チョウ目（鱗翅目） カレハガ科 ツガカレハ Dendrolimus superans

1716 チョウ目（鱗翅目） カレハガ科 タケカレハ Euthrix albomaculata directa

1717 チョウ目（鱗翅目） カレハガ科 クヌギカレハ Kunugia undans flaveola

1718 チョウ目（鱗翅目） カレハガ科 ヤマダカレハ Kunugia yamadai

1719 チョウ目（鱗翅目） カレハガ科 オビカレハ Malacosoma neustrium testacea

1720 チョウ目（鱗翅目） カレハガ科 リンゴカレハ Odonestis pruni japonensis

1721 チョウ目（鱗翅目） ヤママユガ科 オオミズアオ本土亜種 Actias aliena aliena

1722 チョウ目（鱗翅目） ヤママユガ科 オナガミズアオ本土亜種 Actias gnoma gnoma

1723 チョウ目（鱗翅目） ヤママユガ科 エゾヨツメ Aglia japonica

1724 チョウ目（鱗翅目） ヤママユガ科 ヤママユ本土亜種 Antheraea yamamai yamamai

1725 チョウ目（鱗翅目） ヤママユガ科 ウスタビガ本土亜種 Rhodinia fugax fugax

1726 チョウ目（鱗翅目） ヤママユガ科 シンジュサン本州以西亜種 Samia cynthia pryeri

1727 チョウ目（鱗翅目） ヤママユガ科 クスサン本土亜種 Saturnia japonica japonica

1728 チョウ目（鱗翅目） ヤママユガ科 ヒメヤママユ Saturnia jonasii

1729 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 ブドウスズメ Acosmeryx castanea

1730 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 ハネナガブドウスズメ Acosmeryx naga

1731 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 エビガラスズメ Agrius convolvuli

1732 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 ホソバスズメ Ambulyx ochracea

1733 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 アジアホソバスズメ Ambulyx sericeipennis

1734 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 クルマスズメ本土亜種 Ampelophaga rubiginosa rubiginosa

1735 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 ウンモンスズメ Callambulyx tatarinovii gabyae

1736 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 オオスカシバ Cephonodes hylas hylas

1737 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 トビイロスズメ Clanis bilineata tsingtauica

1738 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 ヒメスズメ Deilephila askoldensis

1739 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 ベニスズメ Deilephila elpenor lewisii

1740 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 サザナミスズメ Dolbina tancrei

1741 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 クロテンケンモンスズメ Kentrochrysalis consimilis

1742 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 オオシモフリスズメ Langia zenzeroides nawai

1743 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 フリッツェホウジャク Macroglossum fritzei

1744 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 ホシホウジャク Macroglossum pyrrhosticta

1745 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 クロホウジャク Macroglossum saga

1746 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 モモスズメ Marumba gaschkewitschii echephron

1747 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 ヒメクチバスズメ Marumba jankowskii

1748 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 クチバスズメ Marumba sperchius sperchius

1749 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 エゾシモフリスズメ Meganoton analis scribae

1750 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 ホシヒメホウジャク Neogurelca himachala sangaica

1751 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 エゾスズメ Phyllosphingia dissimilis dissimilis

1752 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 シモフリスズメ Psilogramma increta

1753 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 ビロードスズメ Rhagastis mongoliana

1754 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 ミスジビロードスズメ Rhagastis trilineata

1755 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 コウチスズメ Smerinthus tokyonis

1756 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 クロスズメ Sphinx caliginea caliginea

1757 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 コエビガラスズメ Sphinx constricta

1758 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 コスズメ Theretra japonica

1759 チョウ目（鱗翅目） スズメガ科 セスジスズメ Theretra oldenlandiae oldenlandiae

1760 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ツマアカシャチホコ Clostera anachoreta anachoreta
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1761 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 セグロシャチホコ Clostera anastomosis

1762 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 シロシャチホコ Cnethodonta japonica

1763 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 キシャチホコ Cutuza straminea

1764 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ホソバネグロシャチホコ Disparia diluta variegata

1765 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 コトビモンシャチホコ Drymonia japonica

1766 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 セダカシャチホコ Euhampsonia cristata

1767 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ホソバシャチホコ Fentonia ocypete ocypete

1768 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 クワゴモドキシャチホコ Gonoclostera timoniorum

1769 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ハガタエグリシャチホコ Hagapteryx admirabilis

1770 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ギンシャチホコ Harpyia umbrosa ginkakuji

1771 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ツマジロシャチホコ Hexafrenum leucodera leucodera

1772 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 タカオシャチホコ Hiradonta takaonis

1773 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 クロシタシャチホコ Mesophalera sigmata

1774 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 フタジマネグロシャチホコ Neodrymonia delia

1775 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ハイイロネグロシャチホコ Neodrymonia marginata

1776 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ヘリスジシャチホコ Neopheosia fasciata fasciata

1777 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 トビスジシャチホコ Notodonta stigmatica

1778 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ナカキシャチホコ Peridea gigantea

1779 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ルリモンシャチホコ Peridea oberthueri oberthueri

1780 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ムクツマキシャチホコ Phalera angustipennis

1781 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ツマキシャチホコ Phalera assimilis assimilis

1782 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 モンクロシャチホコ Phalera flavescens

1783 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 タカサゴツマキシャチホコ Phalera takasagoensis

1784 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 オオトビモンシャチホコ　 Phalerodonta manleyi manleyi

1785 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 スズキシャチホコ Pheosiopsis cinerea cinerea

1786 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ウグイスシャチホコ Pheosiopsis olivacea

1787 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 オオエグリシャチホコ Pterostoma gigantinum

1788 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 トビギンボシシャチホコ Rosama ornata

1789 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 クビワシャチホコ Shaka atrovittatus atrovittatus

1790 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ギンモンシャチホコ Spatalia dives dives

1791 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ウスイロギンモンシャチホコ Spatalia doerriesi

1792 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ヒメシャチホコ Stauropus basalis basalis

1793 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 オオアオシャチホコ　 Syntypistis cyanea cyanea

1794 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 アオシャチホコ Syntypistis japonica

1795 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ギンモンスズメモドキ Tarsolepis japonica

1796 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 ムラサキシャチホコ Uropyia meticulodina

1797 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 モンクロギンシャチホコ Wilemanus bidentatus

1798 チョウ目（鱗翅目） シャチホコガ科 アオバシャチホコ Zaranga permagna

1799 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 クシヒゲホシオビコケガ Aemene altaica

1800 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 カノコガ Amata fortunei fortunei

1801 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 キハダカノコ Amata germana

1802 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 ハガタベニコケガ　 Barsine aberrans aberrans

1803 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 ゴマダラベニコケガ Barsine pulchra

1804 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 スジベニコケガ　 Barsine striata striata

1805 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 シロヒトリ Chionarctia nivea

1806 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 マエグロホソバ Conilepia nigricosta nigricosta

1807 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 アカスジシロコケガ　 Cyana hamata hamata

1808 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 ヒメキホソバ Dolgoma cribrata

1809 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 ムジホソバ Eilema deplana pavescens

1810 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 ヤネホソバ Eilema fuscodorsalis

1811 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 キマエホソバ　 Eilema japonica japonica

1812 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 ツマキホソバ Eilema laevis

1813 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 キシタホソバ Eilema vetusta aegrota

1814 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 クロフシロヒトリ Eospilarctia lewisii

1815 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 クロテンハイイロコケガ Eugoa grisea grisea
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1816 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 キマエクロホソバ Ghoria collitoides

1817 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 キベリネズミホソバ　 Ghoria gigantea gigantea

1818 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 アメリカシロヒトリ Hyphantria cunea

1819 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 アカヒトリ Lemyra flammeola flammeola

1820 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 クワゴマダラヒトリ Lemyra imparilis

1821 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 カクモンヒトリ　 Lemyra inaequalis inaequalis

1822 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 ヨツボシホソバ Lithosia quadra

1823 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 ヒメホシキコケガ本土亜種 Lyclene dharma butleri

1824 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 クビワウスグロホソバ Macrobrochis staudingeri staudingeri

1825 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 オオベニヘリコケガ　 Melanaema venata

1826 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 ハガタキコケガ Miltochrista calamina

1827 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 ベニヘリコケガ Miltochrista miniata rosaria

1828 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 スカシコケガ Nudaria ranruna

1829 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 モンシロモドキ Nyctemera adversata

1830 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 クロスジホソバ Pelosia noctis

1831 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 チャオビチビコケガ Philenora latifasciata

1832 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 ベニシタヒトリ Rhyparioides nebulosa

1833 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 シロオビクロコケガ Siccia minuta

1834 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 フトスジモンヒトリ Spilarctia obliquizonata

1835 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 スジモンヒトリ　
Spilarctia seriatopunctata
seriatopunctata

1836 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 オビヒトリ Spilarctia subcarnea

1837 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 キハラゴマダラヒトリ Spilosoma lubricipedum

1838 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 クロスジチビコケガ Stictane rectilinea chinesica

1839 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 ゴマダラキコケガ Stigmatophora leacrita

1840 チョウ目（鱗翅目） ヒトリガ科 モンクロベニコケガ Stigmatophora rhodophila

1841 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 ヒメシロドクガ Arctornis chichibense

1842 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 スカシドクガ Arctornis kumatai

1843 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 エルモンドクガ Arctornis l-nigrum ussuricum

1844 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 チャドクガ Arna pseudoconspersa

1845 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 ドクガ Artaxa subflava

1846 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 アカヒゲドクガ Calliteara lunulata lunulata

1847 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 リンゴドクガ Calliteara pseudabietis pseudabietis

1848 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 マメドクガ Cifuna locuples confusa

1849 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 ブドウドクガ Ilema eurydice

1850 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 ナチキシタドクガ Ilema nachiensis

1851 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 キアシドクガ Ivela auripes

1852 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 トラサンドクガ Kidokuga torasan

1853 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 クロモンドクガ Kuromondokuga niphonis

1854 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 スゲドクガ Laelia coenosa sangaica

1855 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 スゲオオドクガ Laelia gigantea

1856 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 マイマイガ　 Lymantria dispar japonica

1857 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 カシワマイマイ本土亜種 Lymantria mathura aurora

1858 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 ミノオマイマイ本土亜種 Lymantria minomonis minomonis

1859 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 ノンネマイマイ Lymantria monacha

1860 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 シロオビドクガ本土亜種 Numenes albofascia albofascia

1861 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 フタホシドクガ Nygmia staudingeri

1862 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 ヒメシロモンドクガ Orgyia thyellina

1863 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 ヤクシマドクガ Orgyia triangularis

1864 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 ウチジロマイマイ Parocneria furva

1865 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科  ゴマフリドクガ 日本本土・奄美亜種 Somena pulverea pulverea

1866 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 モンシロドクガ Sphrageidus similis

1867 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 アカモンドクガ Telochurus recens approximans

1868 チョウ目（鱗翅目） ドクガ科 ニワトコドクガ Topomesoides jonasii

1869 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ミツモンキンウワバ Acanthoplusia agnata

1870 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フタテンヒメヨトウ Acosmetia biguttula
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1871 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロモンケンモン Acronicta albistigma

1872 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 キハダケンモン Acronicta leucocuspis

1873 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオケンモン Acronicta major

1874 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ナシケンモン Acronicta rumicis

1875 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 コモクメヨトウ Actinotia intermediata

1876 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フジロアツバ Adrapsa notigera

1877 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シラナミクロアツバ Adrapsa simplex

1878 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ナカジロシタバ Aedia leucomelas

1879 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フサヒゲオビキリガ Agrochola evelina

1880 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 タマナヤガ Agrotis ipsilon

1881 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 カブラヤガ Agrotis segetum

1882 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオカブラヤガ Agrotis tokionis

1883 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオウスヅマカラスヨトウ Amphipyra erebina

1884 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 カラスヨトウ Amphipyra livida corvina

1885 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオシマカラスヨトウ Amphipyra monolitha surnia

1886 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シマカラスヨトウ Amphipyra pyramidea yama

1887 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ツマジロカラスヨトウ Amphipyra schrenckii

1888 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロスジカラスヨトウ Amphipyra tripartita

1889 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 サビイロヤガ Amyna stellata

1890 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クロテンカバアツバ Anachrostis nigripunctalis

1891 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスベリケンモン Anacronicta nitida

1892 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 モモイロキンウワバ Anadevidia hebetata

1893 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 カバマダラヨトウ Anapamea cuneatoides

1894 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アカモクメヨトウ Apamea aquila discrepans

1895 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ネスジシラクモヨトウ Apamea hampsoni

1896 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ハグルマヨトウ Apsarasa radians

1897 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ハガタウスキヨトウ Archanara resoluta

1898 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フクラスズメ Arcte coerula

1899 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロテンウスグロヨトウ Athetis albisignata

1900 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クロテンヨトウ Athetis cinerascens

1901 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヒメウスグロヨトウ Athetis lapidea

1902 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロモンオビヨトウ Athetis lineosa

1903 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヒメサビスジヨトウ Athetis stellata

1904 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ツマトビコヤガ Autoba tristalis

1905 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 タマナギンウワバ Autographa nigrisigna

1906 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クロハナコヤガ Aventiola pusilla

1907 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ハジマヨトウ Bambusiphila vulgaris

1908 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フタスジアツバ Bertula bistrigata

1909 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 コウンモンクチバ Blasticorhinus ussuriensis

1910 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ムラクモアツバ Bomolocha melanica

1911 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ハングロアツバ Bomolocha squalida

1912 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヤマガタアツバ Bomolocha stygiana

1913 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 マルモンキノコヨトウ Bryomoia melachlora

1914 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 イチモジキノコヨトウ Bryophila granitalis

1915 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスアオモンコヤガ Bryophilina mollicula

1916 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヒメツマキリヨトウ Callopistria duplicans

1917 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 キスジツマキリヨトウ Callopistria japonibia

1918 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ムラサキツマキリヨトウ Callopistria juventina

1919 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 マダラツマキリヨトウ Callopistria repleta

1920 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオエグリバ Calyptra gruesa

1921 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスエグリバ Calyptra thalictri

1922 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 コシロシタバ Catocala actaea

1923 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ナマリキシタバ Catocala columbina

1924 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オニベニシタバ Catocala dula

1925 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 マメキシタバ Catocala duplicata
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1926 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アミメキシタバ Catocala hyperconnexa

1927 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスイロキシタバ Catocala intacta intacta

1928 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クロシオキシタバ Catocala kuangtungensis sugii

1929 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 カバフキシタバ Catocala mirifica

1930 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロシタバ Catocala nivea nivea

1931 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ゴマシオキシタバ Catocala nubila

1932 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 キシタバ Catocala patala

1933 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 コガタキシタバ Catocala praegnax olbiterata

1934 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フシキキシタバ Catocala separans

1935 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アサマキシタバ Catocala streckeri

1936 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 チビクロアツバ Chibidokuga hypenodes

1937 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウチジロコヤガ Chorsia albicincta

1938 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ホソバネキンウワバ Chrysodeixis acuta

1939 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 イチジクキンウワバ Chrysodeixis eriosoma

1940 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 カギモンハナオイアツバ Cidariplura signata

1941 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 キンスジアツバ Colobochyla salicalis

1942 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ナワキリガ Conistra nawae

1943 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 カバイロシマコヤガ Corgatha argillacea

1944 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フタスジシマコヤガ Corgatha marumoi

1945 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シマフコヤガ Corgatha nitens

1946 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ツマベニシマコヤガ Corgatha obsoleta

1947 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ベニシマコヤガ Corgatha pygmaea

1948 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シマキリガ Cosmia achatina

1949 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ニレキリガ Cosmia affinis

1950 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シラオビキリガ Cosmia camptostigma

1951 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヒイロキリガ Cosmia sanguinea

1952 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 イタヤキリガ Cosmia trapezina exigua

1953 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シマケンモン Craniophora fasciata

1954 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クロフケンモン Cranionycta jankowskii

1955 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 キノコヨトウ Cryphia mitsuhashi

1956 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 エゾギクキンウワバ Ctenoplusia albostriata

1957 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ハガタクチバ Daddala lucilla

1958 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオバコヤガ Diarsia canescens

1959 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 コウスチャヤガ Diarsia deparca

1960 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アカフヤガ Diarsia pacifica

1961 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスイロアカフヤガ Diarsia ruficauda

1962 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスヅマクチバ Dinumma deponens

1963 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クロモクメヨトウ Dypterygia caliginosa

1964 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロズアツバ Ectogonia butleri

1965 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオシラホシアツバ Edessena hamada

1966 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ケンモンキリガ Egira saxea

1967 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シラクモヤガ Elaphria venustula

1968 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 サヌキキリガ Elwesia sugii

1969 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 モンシロムラサキクチバ Ercheia niveostrigata

1970 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 モンムラサキクチバ Ercheia umbrosa

1971 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオトモエ Erebus ephesperis

1972 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスムラサキクチバ Ericeia pertendens

1973 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アカテンクチバ Erygia apicalis

1974 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ギンスジキンウワバ Erythroplusia rutilifrons

1975 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヒメアケビコノハ Eudocima phalonia

1976 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アケビコノハ Eudocima tyrannus

1977 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスミミモンキリガ Eupsilia contracta

1978 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 コフサヤガ Eutelia adulatricoides

1979 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フサヤガ Eutelia geyeri

1980 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アトヘリヒトホシアツバ Gesonia fallax
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1981 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フタスジエグリアツバ Gonepatica opalina

1982 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 プライヤキリバ Goniocraspidum pryeri

1983 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アカキリバ Gonitis mesogona

1984 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヒメハナマガリアツバ Hadennia nakatanii

1985 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ナカジロアツバ Harita belinda tetrasticta

1986 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオタバコガ Helicoverpa armigera armigera

1987 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ツメクサガ Heliothis maritima adaucta

1988 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスキミスジアツバ Herminia arenosa

1989 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クロスジアツバ Herminia grisealis

1990 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 トビスジアツバ Herminia tarsicrinalis

1991 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クロクモヤガ Hermonassa cecilia

1992 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオシラナミアツバ Hipoepa fractalis

1993 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ニジオビベニアツバ Homodes vivida

1994 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ソトウスグロアツバ Hydrillodes lentalis

1995 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 サザナミアツバ Hypena abducalis

1996 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クロキシタアツバ Hypena amica

1997 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 キシタアツバ Hypena claripennis

1998 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ソトウスナミガタアツバ Hypena kengkalis

1999 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオトビモンアツバ Hypena occata

2000 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 コテングアツバ Hypena pulverulenta

2001 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アオアツバ Hypena subcyanea

2002 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 タイワンキシタアツバ Hypena trigonalis

2003 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ホソバアツバ Hypena whitelyi

2004 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 モンキコヤガ Hyperstrotia flavipuncta

2005 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロテンクチバ Hypersypnoides astrigera

2006 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオシロテンクチバ
Hypersypnoides submarginata
submarginata

2007 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 コウスグロアツバ Hypertrocon southi

2008 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウラジロアツバ Hypertrocon violacealis

2009 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 カキバトモエ Hypopyra vespertilio

2010 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロマダラヒメヨトウ Iambia japonica

2011 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロホシクロアツバ Idia curvipalpis

2012 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クロモンコヤガ Koyaga senex

2013 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ミヤマヨトウ Lacanobia contrastata

2014 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ハンノキリガ Lithophane ustulata

2015 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 セアカヨトウ Litoligia fodinae

2016 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ニセミカドアツバ Lophomilia takao

2017 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アミメケンモン Lophonycta confusa

2018 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 モモイロツマキリコヤガ Lophoruza pulcherrima

2019 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クビグロクチバ Lygephila maxima

2020 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヒメクビグロクチバ Lygephila recta

2021 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ギンモンシロウワバ Macdunnoughia purissima

2022 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 マイコトラガ　 Maikona jezoensis jezoensis

2023 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヒメオビコヤガ Maliattha arefacta

2024 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ソトムラサキコヤガ Maliattha bella

2025 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ネジロコヤガ Maliattha chalcogramma

2026 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヒメネジロコヤガ Maliattha signifera

2027 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヨトウガ Mamestra brassicae

2028 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 カバフヒメクチバ Mecodina cineracea

2029 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シャクドウクチバ Mecodina nubiferalis

2030 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ツマオビアツバ Mesoplectra griselda

2031 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスイロアツバ Mesoplectra lilacina

2032 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヤクシマキリガ Mesorhynchaglaea pacifica

2033 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロスジトモエ Metopta rectifasciata

2034 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フタホシコヤガ Micardia pulchra

2035 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 スジモンコヤガ Microxyla confusa
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2036 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスオビアツバモドキ　 Mimachrostia fasciata fasciata

2037 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ニセウンモンクチバ Mocis ancilla

2038 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウンモンクチバ Mocis annetta

2039 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオウンモンクチバ Mocis undata

2040 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ゴマケンモン Moma alpium

2041 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アオバセダカヨトウ Mormo muscivirens

2042 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フサキバアツバ Mosopia sordidum

2043 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ミカワキヨトウ Mythimna bani

2044 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クロテンキヨトウ Mythimna chosenicola

2045 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アトジロキヨトウ Mythimna compta

2046 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 マダラキヨトウ Mythimna flavostigma

2047 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウラギンキヨトウ Mythimna hamifera

2048 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クサシロキヨトウ Mythimna loreyi

2049 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ミヤマフタオビキヨトウ Mythimna matsumuriana

2050 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クロシタキヨトウ Mythimna placida

2051 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスベニキヨトウ Mythimna pudorina

2052 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フタテンキヨトウ Mythimna radiata

2053 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アワヨトウ Mythimna separata

2054 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 マメチャイロキヨトウ Mythimna stolida

2055 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 スジシロキヨトウ Mythimna striata

2056 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フタオビキヨトウ Mythimna turca

2057 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ニッコウアオケンモン Nacna malachitis

2058 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クロギシギシヤガ Naenia contaminata

2059 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フタオビコヤガ Naranga aenescens

2060 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フタテンチビアツバ Neachrostia bipuncta

2061 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 チャオビヨトウ Niphonyx segregata

2062 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヒゲブトクロアツバ Nodaria tristis

2063 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ベニモンヨトウ Oligonyx vulnerata

2064 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスモモイロアツバ Olulis ayumiae

2065 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヒメエグリバ Oraesia emarginata

2066 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アカエグリバ Oraesia excavata

2067 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ノコメセダカヨトウ Orthogonia sera

2068 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アカバキリガ Orthosia carnipennis

2069 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 カシワキリガ Orthosia gothica jezoensis

2070 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロヘリキリガ Orthosia limbata

2071 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ブナキリガ Orthosia paromoea

2072 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスキコヤガ Oruza brunnea

2073 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヒメクルマコヤガ Oruza divisa

2074 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 モンシロクルマコヤガ Oruza glaucotorna

2075 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アトキスジクルマコヤガ Oruza mira

2076 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 マエモンツマキリアツバ Pangrapta costinotata

2077 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ムラサキツマキリアツバ Pangrapta curtalis

2078 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ツマジロツマキリアツバ Pangrapta lunulata

2079 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 リンゴツマキリアツバ Pangrapta obscurata

2080 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウンモンツマキリアツバ Pangrapta perturbans

2081 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロモンツマキリアツバ Pangrapta umbrosa

2082 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 マツキリガ Panolis japonica

2083 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オビアツバ Paracolax fascialis

2084 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ホソナミアツバ Paracolax fentoni

2085 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロテンムラサキアツバ Paracolax pryeri

2086 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 キボシアツバ Paragabara flavomacula

2087 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスグロセニジモンアツバ Paragona inchoata

2088 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ニセタマナヤガ Peridroma saucia

2089 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 スギタニキリガ Perigrapha hoenei

2090 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 スモモキリガ Anorthoa munda
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2091 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヨモギコヤガ Phyllophila obliterata cretacea

2092 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 イネキンウワバ Plusia festucae

2093 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 マダラエグリバ Plusiodonta casta

2094 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオチャイロヨトウ Polia bombycina grisea

2095 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスアオヨトウ Polyphaenis subviridis

2096 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロマダラコヤガ Protodeltote distinguenda

2097 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロフコヤガ Protodeltote pygarga

2098 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フタスジヨトウ Protomiselia bilinea

2099 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ツマテンコブヒゲアツバ Protozanclognatha triplex

2100 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスオビヤガ Pyrrhia bifasciata

2101 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 マエホシヨトウ Pyrrhidivalva sordida

2102 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 マエテンアツバ Rhesala imparata

2103 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クロチャマダラキリガ Rhynchaglaea fuscipennis

2104 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 チャマダラキリガ Rhynchaglaea scitula

2105 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 トガリアツバ Rhynchina cramboides

2106 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 フタテンアツバ Rivula inconspicua

2107 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオアカキリバ Rusicada privata

2108 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 サッポロチャイロヨトウ Sapporia repetita

2109 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 トビイロトラガ Sarbanissa subflava

2110 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ベニモントラガ Sarbanissa venusta

2111 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロシタヨトウ Sarcopolia illoba

2112 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 キヅマアツバ Scedopla regalis

2113 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クロスジヒメアツバ Schrankia costaestrigalis

2114 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ハスオビヒメアツバ Schrankia separatalis

2115 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 イネヨトウ Sesamia inferens

2116 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 テンオビヨトウ Sesamia turpis

2117 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヒメムラサキヨトウ Sideridis unica

2118 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオアカマエアツバ Simplicia niphona

2119 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アカマエアツバ Simplicia rectalis

2120 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ニセアカマエアツバ Simplicia xanthoma

2121 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヒメクロアツバ Sinarella rotundipennis

2122 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスイロカバスジヤガ Sineugraphe bipartita

2123 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 カバスジヤガ Sineugraphe exusta

2124 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オオカバスジヤガ Sineugraphe oceanica

2125 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 テンモンシマコヤガ Sophta ruficeps

2126 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスベニコヤガ Sophta subrosea

2127 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 コマルモンシロガ Sphragifera biplaga

2128 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ハグルマトモエ Spirama helicina

2129 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 オスグロトモエ Spirama retorta

2130 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 スジキリヨトウ Spodoptera depravata

2131 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ハスモンヨトウ Spodoptera litura

2132 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスアオキノコヨトウ Stenoloba clara

2133 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロスジキノコヨトウ Stenoloba jankowskii

2134 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウンモンキノコヨトウ Stenoloba manleyi manleyi

2135 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ニセシロフコヤガ Sugia erastroides

2136 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ネモンシロフコヤガ Sugia idiostygia

2137 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスシロフコヤガ Sugia stygia

2138 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 クロシラフクチバ Sypnoides fumosus

2139 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アヤシラフクチバ Sypnoides hercules

2140 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シラフクチバ Sypnoides picta

2141 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 チョウセンツマキリアツバ Tamba corealis

2142 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 カザリツマキリアツバ Tamba igniflua

2143 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ノコメトガリキリガ Telorta divergens

2144 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ムクゲコノハ Thyas juno

2145 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 キクキンウワバ Thysanoplusia intermixta



昆虫類リスト2020

No. 目名 科名 種名 学名

2146 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスグロアツバ Traudinges fumosa

2147 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 キイロアツバ Treitschkendia helva

2148 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヒメコブヒゲアツバ Treitschkendia tarsipennalis

2149 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 キバラケンモン Trichosea champa

2150 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロホシキシタヨトウ Triphaenopsis lucilla

2151 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロオビクルマコヤガ Trisateles emortualis

2152 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 シロモンヤガ Xestia c-nigrum c-nigrum

2153 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ウスチャヤガ Xestia dilatata

2154 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 キシタミドリヤガ Xestia efflorescens

2155 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ハイイロキシタヤガ Xestia semiherbida decorata

2156 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 マエキヤガ Xestia stupenda

2157 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 キバラモクメキリガ Xylena formosa

2158 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 アヤモクメキリガ Xylena fumosa

2159 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 コブヒゲアツバ Zanclognatha lunalis

2160 チョウ目（鱗翅目） ヤガ科 ヤクシマコブヒゲアツバ Zanclognatha yakushimalis

2161 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 ギンボシリンガ Ariolica argentea

2162 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 キノカワガ Blenina senex

2163 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 サラサリンガ Camptoloma interioratum

2164 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 ミドリリンガ Clethrophora distincta

2165 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 アカマエアオリンガ Earias pudicana

2166 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 ベニモンアオリンガ Earias roseifera

2167 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 シンジュキノカワガ Eligma narcissus narcissus

2168 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 リンゴコブガ Evonima mandschuriana

2169 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 ハイイロリンガ Gabala argentata

2170 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 クロオビリンガ Gelastocera kotschubeji

2171 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 シロフチビコブガ Manoba microphasma

2172 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 クロスジコブガ Meganola fumosa

2173 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 ナカグロコブガ Meganola mediofascia

2174 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 ネジロキノカワガ Negritothripa hampsoni

2175 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 ツマグロコブガ Nola cristatula minutalis

2176 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 クロスジシロコブガ Nola taeniata

2177 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 ミスジコブガ Nola trilinea

2178 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 アオスジアオリンガ Pseudoips prasinanus

2179 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 アカスジアオリンガ Pseudoips sylpha

2180 チョウ目（鱗翅目） コブガ科 リュウキュウキノカワガ Risoba prominens

2181 ノミ目 ヒトノミ科 ネズミフトノミ Echidnophaga murina

2182 ノミ目 ヒトノミ科 ネコノミ Ctenocephalides felis felis 

2183 ノミ目 ヒトノミ科 Xenopsylla astia Xenopsylla astia

2184 ノミ目 ヒトノミ科 ケオプスネズミノミ Xenopsylla cheopis

2185 ノミ目 ホソノミ科 ホシメネズミノミ Paradoxopsyllus curvispinus

2186 ハエ目（双翅目） オビヒメガガンボ科 ウスキシマヘリガガンボ Nipponomyia kuwanai

2187 ハエ目（双翅目） ヒメガガンボ科 ウスバガガンボ Antocha spinifer

2188 ハエ目（双翅目） ヒメガガンボ科 クチナガガガンボ Elephantomyia hokkaidensis

2189 ハエ目（双翅目） ヒメガガンボ科 キバラガガンボ Eutonia satsuma

2190 ハエ目（双翅目） ヒメガガンボ科 ミスジガガンボ Gymnastes flavitibia flavitibia

2191 ハエ目（双翅目） ヒメガガンボ科 コマダラヒメガガンボ Ilisia asymmetrica

2192 ハエ目（双翅目） ヒメガガンボ科 カンキツヒメガガンボ Libnotes amatrix

2193 ハエ目（双翅目） ヒメガガンボ科 カスリヒメガガンボ Limnophila japonica

2194 ハエ目（双翅目） ヒメガガンボ科 セアカヒメガガンボ Rhipidia septentrionis

2195 ハエ目（双翅目） ヒメガガンボ科 クロケブカヒメガガンボ Ulomorpha nigricolor

2196 ハエ目（双翅目） シリブトガガンボ科 シリブトガガンボ Cylindrotoma japonica

2197 ハエ目（双翅目） シリブトガガンボ科 クワナシリブトガガンボ Triogma kuwanai kuwanai

2198 ハエ目（双翅目） ガガンボ科 スネブトクシヒゲガガンボ Ctenophora nohirae

2199 ハエ目（双翅目） ガガンボ科 ベッコウガガンボ Dictenidia pictipennis pictipennis

2200 ハエ目（双翅目） ガガンボ科 ミカドガガンボ Holorusia mikado
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2201 ハエ目（双翅目） ガガンボ科 マエキガガンボ Indotipula yamata yamata

2202 ハエ目（双翅目） ガガンボ科 キゴシガガンボ Leptotarsus pulverosus

2203 ハエ目（双翅目） ガガンボ科 ダイセンホソガガンボ Nephrotoma daisensis

2204 ハエ目（双翅目） ガガンボ科 オオマキバガガンボ Nephrotoma pullata

2205 ハエ目（双翅目） ガガンボ科 キイロホソガガンボ Nephrotoma virgata

2206 ハエ目（双翅目） ガガンボ科 キリウジガガンボ Tipula aino

2207 ハエ目（双翅目） ガガンボ科 マダラガガンボ Tipula coquilletti

2208 ハエ目（双翅目） ガガンボ科 キアシガガンボ Tipula flavocostalis

2209 ハエ目（双翅目） ガガンボ科 マドガガンボ Tipula nova

2210 ハエ目（双翅目） ガガンボ科 ヤチノコギリガガンボ Tipula serricauda

2211 ハエ目（双翅目） ガガンボダマシ科 ニッポンガガンボダマシ Trichocera japonica

2212 ハエ目（双翅目） ガガンボダマシ科 ヤマトガガンボダマシ Trichocera nipponensis

2213 ハエ目（双翅目） ガガンボダマシ科 サカグチガガンボダマシ Trichocera sakaguchii

2214 ハエ目（双翅目） アミカ科 コクロバアミカ Bibiocephala infuscata minor

2215 ハエ目（双翅目） アミカ科 ヒメナミアミカ Blepharicera japonica

2216 ハエ目（双翅目） アミカ科 ユミアシヒメフタマタアミカ Philorus vividis

2217 ハエ目（双翅目） チョウバエ科 オオケチョウバエ Clogmia albipunctatus

2218 ハエ目（双翅目） チョウバエ科 セベリンチョウバエ Logima albipennis

2219 ハエ目（双翅目） チョウバエ科 Pericoma属 Pericoma sp.

2220 ハエ目（双翅目） チョウバエ科 Psychoda属 Psychoda sp.

2221 ハエ目（双翅目） ケヨソイカ科 アカケヨソイカ Chaoborus crystallinus

2222 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 ダンダラヒメユスリカ Ablabesmyia monilis

2223 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 クロユスリカ Benthalia dissidens

2224 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 Brillia属 Brillia sp.

2225 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 Cardiocladius属 Cardiocladius sp.

2226 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 ヒシモンユスリカ Chironomus flaviplumus

2227 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 ホンセスジユスリカ Chironomus nippodorsalis

2228 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 ヤマトユスリカ Chironomus nipponensis

2229 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 オオユスリカ Chironomus plumosus

2230 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 セスジユスリカ Chironomus yoshimatsui

2231 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 Cladotanytarsus属 Cladotanytarsus sp.

2232 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 Corynoneura属 Corynoneura sp.

2233 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 フタスジツヤユスリカ Cricotopus bicinctus

2234 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 クロツヤエリユスリカ Cricotopus rufiventris

2235 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 ヨドミツヤユスリカ Cricotopus sylvestris

2236 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 ミツオビツヤユスリカ Cricotopus trifasciatus

2237 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 シロスジカマガタユスリカ Cryptochironomus albofasciatus

2238 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 Demicryptochironomus属 Demicryptochironomus sp.

2239 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 メスグロユスリカ Dicrotendipes pelochloris

2240 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 Diplocladius属 Diplocladius sp.

2241 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 テンマクエリユスリカ Eukiefferiella tentoriola

2242 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 ハイイロユスリカ Glyptotendipes tokunagai

2243 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 マルミコブナシユスリカ Harnischia curtilamellata

2244 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 Hydrobaenus属 Hydrobaenus sp.

2245 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 Microtendipes属 Microtendipes sp.

2246 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 コガタエリユスリカ Nanocladius tamabicolor

2247 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 Neozavrelia属 Neozavrelia sp.

2248 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 ヒロバネエリユスリカ Orthocladius glabripennis

2249 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 Parachaetocladius属 Parachaetocladius sp.

2250 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 ケボシエリユスリカ Parakiefferiella bathophila

2251 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 キイロケバネエリユスリカ Parametriocnemus stylatus

2252 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 Paratendipes属 Paratendipes sp.

2253 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 ヤマトハモンユスリカ Polypedilum japonicum

2254 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 ハマダラハモンユスリカ Polypedilum masudai

2255 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 ヤモンユスリカ Polypedilum nubifer
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2256 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 クビレサワユスリカ Potthastia gaedii

2257 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 リョウカクサワユスリカ Potthastia montium

2258 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 アカムシユスリカ Propsilocerus akamusi

2259 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 クロバヌマユスリカ Psectrotanypus orientalis

2260 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 Rheocricotopus属 Rheocricotopus sp.

2261 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 ウスギヌヒメユスリカ Rheopelopia joganflava

2262 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 Saetheria属 Saetheria sp.

2263 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 ビロウドエリユスリカ Smittia aterrima

2264 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 アキヅキユスリカ Stictochironomus akizukii

2265 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 Tanytarsus atagoensis Tanytarsus atagoensis

2266 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 ヤマトヌカユスリカ Thienemanniella nipponica

2267 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 オオヤマヒゲユスリカ Tanytarsus oyamai

2268 ハエ目（双翅目） ユスリカ科 Tvetenia属 Tvetenia sp.

2269 ハエ目（双翅目） カ科 チョウセンハマダラカ Anopheles (Anopheles) koreicus 

2270 ハエ目（双翅目） カ科 シナハマダラカ Anopheles (Anopheles) sinensis 

2271 ハエ目（双翅目） カ科 キンイロヤブカ Aedes (Aedimorphus) vexans 

2272 ハエ目（双翅目） カ科 ヤマトヤブカ Aedes (Finlaya) japonicus japonicus

2273 ハエ目（双翅目） カ科 トウゴウヤブカ Aedes (Finlaya) togoi 

2274 ハエ目（双翅目） カ科 ヒトスジシマカ Aedes (Stegomyia) albopictus 

2275 ハエ目（双翅目） カ科 オオクロヤブカ Armigeres (Armigeres) subalbatus 

2276 ハエ目（双翅目） カ科 イナトミシオカ Culex (Barraudius) inatomii 

2277 ハエ目（双翅目） カ科 ハマダライエカ Culex (Culex) orientalis 

2278 ハエ目（双翅目） カ科 チカイエカ Culex (Culex) pipiens molestus

2279 ハエ目（双翅目） カ科 アカイエカ Culex (Culex) pipiens pallens

2280 ハエ目（双翅目） カ科 コガタアカイエカ Culex (Culex) tritaeniorhynchus 

2281 ハエ目（双翅目） カ科 コガタクロウスカ
Culex (Eumelanomyia)
hayashii hayashii

2282 ハエ目（双翅目） カ科 アカツノフサカ Culex (Lophoceraomyia) rubithoracis 

2283 ハエ目（双翅目） カ科 トラフカクイカ Culex (Lutzia) halifaxii 

2284 ハエ目（双翅目） カ科 ヤンバルギンモンカ Topomyia (Suaymyla) yanbaensis 

2285 ハエ目（双翅目） カ科 キンパラナガハシカ
Tripteroides (Tripteroides)
bambusa bambusa

2286 ハエ目（双翅目） ブユ科 オタルナガグツブユ Eusimulium subcostatum

2287 ハエ目（双翅目） ブユ科 ウチダナガグツブユ Eusimulium uchidai

2288 ハエ目（双翅目） ブユ科 ヒメアシマダラブユ Simulium arakawae

2289 ハエ目（双翅目） ブユ科 キアシツメトゲブユ Simulium bidentatum

2290 ハエ目（双翅目） ブユ科 ツメトゲブユ Simulium iwatense

2291 ハエ目（双翅目） ブユ科 アシマダラブユ Simulium japonicum

2292 ハエ目（双翅目） カバエ科 マダラカバエ Sylvicola japonicus

2293 ハエ目（双翅目） カバエ科 スズキカバエ Sylvicola suzukii

2294 ハエ目（双翅目） ハルカ科 ハマダラハルカ Haruka elegans

2295 ハエ目（双翅目） ケバエ科 チビアシボソケバエ Bibio amputonervis

2296 ハエ目（双翅目） ケバエ科 キスネアシボソケバエ Bibio aneuretus

2297 ハエ目（双翅目） ケバエ科 エゾアシブトケバエ Bibio deceptus

2298 ハエ目（双翅目） ケバエ科 ウスイロアシブトケバエ Bibio flavihalter

2299 ハエ目（双翅目） ケバエ科 アシブトケバエ Bibio gracilipalpus

2300 ハエ目（双翅目） ケバエ科 メスアカケバエ Bibio japonica

2301 ハエ目（双翅目） ケバエ科 ニセアシブトケバエ Bibio pseudoclavipes

2302 ハエ目（双翅目） ケバエ科 メスアカアシボソケバエ Bibio simulans

2303 ハエ目（双翅目） ケバエ科 ハグロケバエ Bibio tenebrosus

2304 ハエ目（双翅目） Pleciidae科 ヒメセアカケバエ Penthetria japonica

2305 ハエ目（双翅目） Pleciidae科 クロトゲナシケバエ Plecia adiastola

2306 ハエ目（双翅目） タマバエ科 エノキトガリタマバエ Celticecis japonica

2307 ハエ目（双翅目） タマバエ科 Dasineura属 Dasineura sp.

2308 ハエ目（双翅目） タマバエ科 ハリエンジュハベリマキタマバエ Obolodiplosis robiniae 

2309 ハエ目（双翅目） タマバエ科 ヨモギワタタマバエ Rhopalomyia giraldii

2310 ハエ目（双翅目） タマバエ科 スギザイノタマバエ Resseliella odai
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2311 ハエ目（双翅目） タマバエ科 クズトガリタマバエ Pitydiplosis sp.

2312 ハエ目（双翅目） ヒゲタケカ科 ハラボシヒゲタケカ Macrocera abdominalis

2313 ハエ目（双翅目） キノコバエ科 ハマダラマドキノコバエ Neoempheria pictipennis

2314 ハエ目（双翅目） キノコバエ科 オビヒメキノコバエ Rondaniella japonica

2315 ハエ目（双翅目） クロバネキノコバエ科 Phytosciara flavipes Phytosciara flavipes

2316 ハエ目（双翅目） クロバネキノコバエ科 Phytosciara prohalterata Phytosciara prohalterata

2317 ハエ目（双翅目） クロバネキノコバエ科 セアカキノコバエ Sciarobezzia thoracica

2318 ハエ目（双翅目） コガシラアブ科 シバカワコガシラアブ Nipponocyrtus shibakawae

2319 ハエ目（双翅目） コガシラアブ科 イトウセダカコガシラアブ Oligoneura itoi

2320 ハエ目（双翅目） コガシラアブ科 セダカコガシラアブ Oligoneura nigroaenea

2321 ハエ目（双翅目） ナガレアブ科 クロモンナガレアブ Asuragina caerulescens

2322 ハエ目（双翅目） ナガレアブ科 ハマダラナガレアブ Atherix ibis japonica

2323 ハエ目（双翅目） ナガレアブ科 コモンナガレアブ Atrichops morimotoi

2324 ハエ目（双翅目） ナガレアブ科 サツマモンナガレアブ Suragina satsumana

2325 ハエ目（双翅目） クサアブ科 ネグロクサアブ Coenomyia basalis

2326 ハエ目（双翅目） クサアブ科 イワタシギクサアブ Dialysis iwatai

2327 ハエ目（双翅目） シギアブ科 キアシキンシギアブ Chrysopilus ditissimis

2328 ハエ目（双翅目） シギアブ科 マエグロシギアブ Rhagio costimacula

2329 ハエ目（双翅目） シギアブ科 キイロシギアブ Rhagio flavimedius

2330 ハエ目（双翅目） シギアブ科 ヤマトシギアブ Rhagio japonucus

2331 ハエ目（双翅目） シギアブ科 Rhagio miyonis Rhagio miyonis

2332 ハエ目（双翅目） ミズアブ科 キアシホソルリミズアブ Actina diadema

2333 ハエ目（双翅目） ミズアブ科 エゾホソルリミズアブ Actina jezoensis

2334 ハエ目（双翅目） ミズアブ科 キバラトゲナシミズアブ Allognosta japonica

2335 ハエ目（双翅目） ミズアブ科 Beris hirotsui Beris hirotsui

2336 ハエ目（双翅目） ミズアブ科 ハラビロミズアブ Clitellaria obtusa

2337 ハエ目（双翅目） ミズアブ科 ネグロミズアブ Craspedometopon frontale

2338 ハエ目（双翅目） ミズアブ科 アメリカミズアブ Hermetia illucens

2339 ハエ目（双翅目） ミズアブ科 ハラキンミズアブ Microchrysa flaviventris

2340 ハエ目（双翅目） ミズアブ科 コガタミズアブ Odontomyia garatas

2341 ハエ目（双翅目） ミズアブ科 キイロコウカアブ Ptecticus aurifer

2342 ハエ目（双翅目） ミズアブ科 ヒメルリミズアブ Ptecticus matsumurae

2343 ハエ目（双翅目） ミズアブ科 コウカアブ Ptecticus tenebrifer

2344 ハエ目（双翅目） ミズアブ科 ハキナガミズアブ Rhaphiocerina hakiensis

2345 ハエ目（双翅目） ミズアブ科 ルリミズアブ Sargus niphonensis

2346 ハエ目（双翅目） ミズアブ科 ミズアブ Stratiomys japonica

2347 ハエ目（双翅目） アブ科 ホルバートアブ Atylotus horvathi

2348 ハエ目（双翅目） アブ科 ヨスジキンメアブ Chrysops vanderwulpi yamatoensis

2349 ハエ目（双翅目） アブ科 アオコアブ Tabanus humilis

2350 ハエ目（双翅目） アブ科 アカウシアブ Tabanus chrysurus

2351 ハエ目（双翅目） アブ科 ヤマトアブ Tabanus rufidens

2352 ハエ目（双翅目） アブ科 ギシロフアブ Tabanus takasagoensis

2353 ハエ目（双翅目） アブ科 シロフアブ Tabanus trigeminus

2354 ハエ目（双翅目） アブ科 ウシアブ Tabanus trigonus

2355 ハエ目（双翅目） キアブモドキ科 フトヒゲナガキアブモドキ Solva procera

2356 ハエ目（双翅目） キアブモドキ科 ミツボシキアブモドキ Xylomya moiwana

2357 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 トラフムシヒキ Astochia virgatipes

2358 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 イッシキイシアブ Choerades isshikii

2359 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 アオメアブ Cophinopoda chinensis

2360 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 ツマグロヒゲボソムシヒキ Cyrtopogon pictipennis

2361 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 ウスグロムシヒキ Eutolmus rufibarbis

2362 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 アイノヒゲボソムシヒキ Grypoctonus aino

2363 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 ハタケヤマヒゲボソムシヒキ Grypoctonus hatakeyamae

2364 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 オオイシアブ Laphria mitsukurii

2365 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 チャイロオオイシアブ Laphria rufa
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2366 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 ミノモホソムシヒキ Leptogaster minomoensis

2367 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 サキグロムシヒキ Machimus scutellaris

2368 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 アシナガムシヒキ Molobratia japonica

2369 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 サッポロアシナガムシヒキ Molobratia sapporoensis

2370 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 ナミマガリケムシヒキ Neoitamus angusticornis

2371 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 シロズヒメムシヒキ Philonicus albiceps

2372 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 トゲツヤイシアブ Pogonosoma funebre

2373 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 シオヤアブ Promachus yesonicus

2374 ハエ目（双翅目） ムシヒキアブ科 ヒサマツムシヒキ Tolmerus hisamatsui

2375 ハエ目（双翅目） ツリアブ科 トラツリアブ Anastoechus nitidulus

2376 ハエ目（双翅目） ツリアブ科 コウヤツリアブ Anthrax aygulus

2377 ハエ目（双翅目） ツリアブ科 ホシツリアブ Anthrax distigma

2378 ハエ目（双翅目） ツリアブ科 ビロウドツリアブ Bombylius major

2379 ハエ目（双翅目） ツリアブ科 シバカワツリアブ Bombylius shibakawae

2380 ハエ目（双翅目） ツリアブ科 マエグロツリアブ Ligyra similis

2381 ハエ目（双翅目） ツリアブ科 クロバネツリアブ Ligyra tantalus

2382 ハエ目（双翅目） ツリアブ科 タイワンハラボソツリアブ Systropus liuae

2383 ハエ目（双翅目） ツリアブ科 ニトベハラボソツリアブ Systropus nitobei

2384 ハエ目（双翅目） ツリアブ科 スズキハラボソツリアブ Systropus suzukii

2385 ハエ目（双翅目） ツリアブ科 スキバツリアブ Villa limbata

2386 ハエ目（双翅目） ツルギアブ科 トガリツルギアブ Procyclotelus elegans

2387 ハエ目（双翅目） アシナガバエ科 アシナガキンバエ Dolichopus nitidus

2388 ハエ目（双翅目） アシナガバエ科 ゼンズリストクチヒゲアシナガバエ Hercostomus zhenzhuristi

2389 ハエ目（双翅目） アシナガバエ科 マダラアシナガバエ Mesorhaga nebulosus

2390 ハエ目（双翅目） オドリバエ科 ギンバネオドリバエ Empis (Planempis) latro 

2391 ハエ目（双翅目） オドリバエ科 モモブトセダカオドリバエ Hybos (Hybos) japonicus 

2392 ハエ目（双翅目） オドリバエ科 Leptopeza flaviantennalis Leptopeza flaviantennalis

2393 ハエ目（双翅目） アタマアブ科 Dorylomorpha属 Dorylomorpha sp.

2394 ハエ目（双翅目） アタマアブ科 Eudorylas属 Eudorylas sp.

2395 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ツマグロコシボソハナアブ Allobaccha apicalis

2396 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 オオヒメヒラタアブ Allograpta iavana

2397 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ナガヒラタアブ Asarkina porcina

2398 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 マダラコシボソハナアブ Baccha maculata

2399 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 クロヒラタアブ Betasyrphus serarius

2400 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 キガオハラナガハナアブ Brachypalpoides flavifacies

2401 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 キアシハラナガハナアブ Brachypalpoides simplex

2402 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ヒサマツハチモドキハナアブ Ceriana japonica

2403 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 クロハラナガハナアブモドキ Chalcosyrphus ambiguus

2404 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ハラアカハラナガハナアブ Chalcosyrphus frontalis

2405 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 Cheilosia属 Cheilosia sp.

2406 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 オオヒゲナガハナアブ Chrysotoxum grande

2407 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 フタスジヒラタアブ Dasysyrphus bilineatus

2408 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ヒロオビヒラタアブ Dasysyrphus tricinctus

2409 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ヘリヒラタアブ Didea alneti

2410 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 マルヒラタアブ Didea fasciata

2411 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ヨコジマオオヒラタアブ Dideoides latus

2412 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 オオコシボソハナアブ Doros profuges

2413 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 オオショクガバエ Epistrophe grossulariae

2414 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ツヤムネオビヒラタアブ Epistrophe nitidicollis

2415 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ホソヒラタアブ Episyrphus balteatus

2416 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 キゴシハナアブ Eristalinus quinquestriatus

2417 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 タテジマクロハナアブ Eristalinus sepulchralis

2418 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ホシメハナアブ Eristalinus tarsalis

2419 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 シマクロハナアブ Eristalis arbustorum

2420 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 シマハナアブ Eristalis cerealis
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2421 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 キョウコシマハナアブ Eristalis kyokoae

2422 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ナミハナアブ Eristalis tenax

2423 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 マドヒラタアブ Eumerus japonicus

2424 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 イケザキハイジマハナアブ Eumerus kongosanensis

2425 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 セイヨウハイジマハナアブ Eumerus strigatus

2426 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ナミホシヒラタアブ Eupeodes bucculatus

2427 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 タイワンオオヒラタアブ Eupeodes confrater

2428 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 フタホシヒラタアブ Eupeodes corollae

2429 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 スズキフタモンハナアブ Ferdinandea cuprea

2430 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 アシブトハナアブ Helophilus eristaloideus

2431 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ルリハナアブ Kertesziomyia viridis

2432 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ヨコモンヒラタアブ Leucozona laternarius

2433 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 カクモンハラブトハナアブ Mallota abdominalis

2434 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 タカサゴハラブトハナアブ Mallota takasagensis

2435 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 オオオビヒラタアブ Megasyrphus erraticus

2436 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ムツモンホソヒラタアブ Melangyna lasiophthalma

2437 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ナガツヤヒラタアブ Melanostoma interruptum

2438 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ホソツヤヒラタアブ Melanostoma mellinum

2439 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ツヤヒラタアブ Melanostoma orientale

2440 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ホシツヤヒラタアブ Melanostoma scalare

2441 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 オビホソヒラタアブ Meliscaeva cinctella

2442 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 カオグロオビホソヒラタアブ Meliscaeva omogensis

2443 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 シマアシブトハナアブ Mesembrius peregrinus

2444 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 キンアリノスアブ Microdon auricomus

2445 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 アリノスアブ Microdon japonicus

2446 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ケンランアリノスアブ Microdon katsurai

2447 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 トゲアリノスアブ Microdon oitanus

2448 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 シロスジナガハナアブ Milesia undulata

2449 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ハチモドキハナアブ Monoceromyia pleuralis

2450 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 シママメヒラタアブ Paragus fasciatus

2451 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 キアシマメヒラタアブ Paragus haemorrhous

2452 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ノヒラマメヒラタアブ Paragus quadrifasciatus

2453 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 クチグロヒラタアブ Parasyrphus punctulatus

2454 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 オオハナアブ Phytomia zonata

2455 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 クロモンコハナアブ Pipiza lugubris

2456 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 マキゲヒラアシヒラタアブ Platycheirus ambiguus

2457 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ナミヒラアシヒラタアブ Platycheirus clypeatus

2458 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 モンキモモブトハナアブ Pseudovolucella decipiens

2459 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 コマバムツホシヒラタアブ Scaeva komabensis

2460 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ミナミヒメヒラタアブ Sphaerophoria indiana

2461 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ホソヒメヒラタアブ Sphaerophoria macrogaster

2462 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 スズキナガハナアブ Spilomyia suzukii

2463 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 モモブトチビハナアブ Syritta pipiens

2464 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 マガイヒラタアブ Syrphus dubius

2465 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 オオフタホシヒラタアブ Syrphus ribesii

2466 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ケヒラタアブ Syrphus torvus

2467 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ニセクチグロヒラタアブ Syrphus ventralis

2468 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 キイロナミホシヒラタアブ Syrphus vitripennis

2469 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ヨコジマナガハナアブ Temnostoma vespiforme

2470 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 キヌゲミフシコハナアブ Triglyphus aureus

2471 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ベッコウハナアブ Volucella jeddona

2472 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ニトベベッコウハナアブ Volucella linearis

2473 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 クロベッコウハナアブ Volucella nigricans

2474 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 シロスジベッコウハナアブ Volucella pellucens tabanoides

2475 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 スズキベッコウハナアブ Volucella suzukii
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2476 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ヨツボシヒラタアブ Xanthandrus comtus

2477 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 キベリヒラタアブ Xanthogramma sapporense

2478 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ルリイロハラナガハナアブ Xylota abiens

2479 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ナミルリイロハラナガハナアブ Xylota amamiensis

2480 ハエ目（双翅目） ハナアブ科 ミヤマルリイロハラナガハナアブ Xylota coquilletti

2481 ハエ目（双翅目） ノミバエ科 Triphleba属 Triphleba sp.

2482 ハエ目（双翅目） ノミバエ科 オオキモンノミバエ Megaselia (Aphiochaeta) spiracularis 

2483 ハエ目（双翅目） ハモグリバエ科 ヨモギハモグリバエ Calycomyza artemisiae

2484 ハエ目（双翅目） キモグリバエ科 ヤマギシモリノキモグリバエ Rhodesiella yamagishii

2485 ハエ目（双翅目） ハマベバエ科 ハマベバエ Coelopa frigida

2486 ハエ目（双翅目） メバエ科 オオマエグロメバエ Physocephala obscura

2487 ハエ目（双翅目） メバエ科 マダラメバエ Myopa buccata

2488 ハエ目（双翅目） メバエ科 チャイロフタオレメバエ Sicus abdominalis

2489 ハエ目（双翅目） ショウジョウバエ科 ダンダラショウジョウバエ Drosophila annulipes

2490 ハエ目（双翅目） ショウジョウバエ科 カオジロショウジョウバエ Drosophila auraria

2491 ハエ目（双翅目） ショウジョウバエ科 フタオビショウジョウバエ Drosophila bizonata

2492 ハエ目（双翅目） ショウジョウバエ科 ダルマショウジョウバエ Drosophila daruma

2493 ハエ目（双翅目） ショウジョウバエ科 キハダショウジョウバエ Drosophila lutescens

2494 ハエ目（双翅目） ショウジョウバエ科 キイロショウジョウバエ Drosophila melanogaster

2495 ハエ目（双翅目） ショウジョウバエ科 ムナスジショウジョウバエ Drosophila rufa

2496 ハエ目（双翅目） ショウジョウバエ科 オウトウショウジョウバエ Drosophila suzukii

2497 ハエ目（双翅目） ショウジョウバエ科 クロショウジョウバエ Drosophila virilis

2498 ハエ目（双翅目） ショウジョウバエ科 カザリコガネショウジョウバエ Leucophenga ornata

2499 ハエ目（双翅目） ショウジョウバエ科 ルリセダカショウジョウバエ Liodrosophila aerea

2500 ハエ目（双翅目） ショウジョウバエ科 ヤマトキノコショウジョウバエ Mycodrosophila japonica

2501 ハエ目（双翅目） ショウジョウバエ科 Phortica属 Phortica sp.

2502 ハエ目（双翅目） ショウジョウバエ科 クロツヤショウジョウバエ Scaptodrosophila coracina

2503 ハエ目（双翅目） ショウジョウバエ科 ツヤカブトショウジョウバエ Stegana nigrifrons

2504 ハエ目（双翅目） ベッコウバエ科 ベッコウバエ Dryomyza formosa

2505 ハエ目（双翅目） ミギワバエ科 ミナミカマバエ Ochthera circularis

2506 ハエ目（双翅目） ミギワバエ科 シキシマカマバエ Ochthera japonica

2507 ハエ目（双翅目） ミギワバエ科 ホソハマダラミギワバエ Scatella stagnalis

2508 ハエ目（双翅目） トゲハネバエ科 センチトゲハネバエ Orbellia tokyoensis

2509 ハエ目（双翅目） トゲハネバエ科 ミヤマキイロトゲハネバエ Suillia brunneipennis

2510 ハエ目（双翅目） シマバエ科 Homoneura crucifera Homoneura crucifera

2511 ハエ目（双翅目） シマバエ科 シモフリシマバエ Homoneura euaresta

2512 ハエ目（双翅目） シマバエ科 ヒラヤマシマバエ Homoneura hirayamae

2513 ハエ目（双翅目） シマバエ科 ヤブクロシマバエ Minettia (Frendelia) longipennis 

2514 ハエ目（双翅目） ナガズヤセバエ科 ホシアシナガヤセバエ Stypocladius appendiculatus

2515 ハエ目（双翅目） ヒロクチバエ科 ダイズコンリュウバエ Rivellia apicalis

2516 ハエ目（双翅目） ヒロクチバエ科 ムネアカマダラバエ Rivellia basilaris

2517 ハエ目（双翅目） デガシラバエ科 フトハチモドキバエ Eupyrgota fusca

2518 ハエ目（双翅目） デガシラバエ科 ミツモンハチモドキバエ Porpomastix fasciolata

2519 ハエ目（双翅目） ヤチバエ科 ブチマルヒゲヤチバエ Pherbellia ditoma

2520 ハエ目（双翅目） ヤチバエ科 ヒゲナガヤチバエ Sepedon aenescens

2521 ハエ目（双翅目） ヤチバエ科 ヒガシヒゲナガヤチバエ Sepedon noteoi

2522 ハエ目（双翅目） ツヤホソバエ科 ミヤマツヤホソバエ Nemopoda pectinulata

2523 ハエ目（双翅目） ツヤホソバエ科 ヒトテンツヤホソバエ Sepsis monostigma

2524 ハエ目（双翅目） ハヤトビバエ科 Copromyza属 Copromyza sp.

2525 ハエ目（双翅目） ヒゲブトコバエ科 ヒゲブトコバエ Cryptochetum nipponense 

2526 ハエ目（双翅目） ミバエ科 タテジマハマダラミバエ Achanthonevra formosana

2527 ハエ目（双翅目） ミバエ科 チャイロハススジハマダラミバエ Anomoia vulgaris

2528 ハエ目（双翅目） ミバエ科 ヒラヤマアミメケブカミバエ Campiglossa hirayamae

2529 ハエ目（双翅目） ミバエ科 センダングサケブカミバエ Dioxyna bidentis

2530 ハエ目（双翅目） ミバエ科 ウスモンケブカミバエ Dioxyna sororcula
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2531 ハエ目（双翅目） ミバエ科 ノゲシケブカミバエ Ensina sonchi

2532 ハエ目（双翅目） ミバエ科 ハルササハマダラミバエ Paragastrozona japonica

2533 ハエ目（双翅目） ミバエ科 ネッタイヒメクロミバエ Spathulina acroleuca

2534 ハエ目（双翅目） ミバエ科 ネジロクロミバエ Sphaeniscus atilius

2535 ハエ目（双翅目） ミバエ科 ツマホシケブカミバエ Trupanea convergens

2536 ハエ目（双翅目） ミバエ科 ミスジハマダラミバエ Trypeta trifasciata

2537 ハエ目（双翅目） ミバエ科 アザミオナガミバエ Urophora sachalinensis

2538 ハエ目（双翅目） ミバエ科 キイロケブカミバエ Xyphosia punctigera

2539 ハエ目（双翅目） ハナバエ科 ハコベヒメハナバエ Delia echinata

2540 ハエ目（双翅目） ハナバエ科 タネバエ Delia platura

2541 ハエ目（双翅目） ハナバエ科 ツマグロイソハナバエ Fucellia apicalis

2542 ハエ目（双翅目） ハナバエ科 アカザモグリハナバエ Pegomya exilis

2543 ハエ目（双翅目） クロバエ科 ケブカクロバエ Aldrichina grahami

2544 ハエ目（双翅目） クロバエ科 オオクロバエ Calliphora nigribarbis

2545 ハエ目（双翅目） クロバエ科 オビキンバエ Chrysomya megacephala

2546 ハエ目（双翅目） クロバエ科 ホホグロオビキンバエ Chrysomya pinguis

2547 ハエ目（双翅目） クロバエ科 トウキョウキンバエ Hemipyrellia ligurriens

2548 ハエ目（双翅目） クロバエ科 コシアキツマグロキンバエ Idiella tripartita

2549 ハエ目（双翅目） クロバエ科 コガネキンバエ Lucilia ampullacea

2550 ハエ目（双翅目） クロバエ科 キンバエ Lucilia caesar

2551 ハエ目（双翅目） クロバエ科 ヒツジキンバエ Lucilia cuprina

2552 ハエ目（双翅目） クロバエ科 ミドリキンバエ Lucilia illustris

2553 ハエ目（双翅目） クロバエ科 ミヤマキンバエ Lucilia papuensis

2554 ハエ目（双翅目） クロバエ科 スネアカキンバエ Lucilia porphyrina

2555 ハエ目（双翅目） クロバエ科 ヒロズキンバエ Lucilia sericata

2556 ハエ目（双翅目） クロバエ科 ツカモトコクロバエ Melinda tsukamotoi

2557 ハエ目（双翅目） クロバエ科 ムナギンクロバエ Morinia argenticincta

2558 ハエ目（双翅目） クロバエ科 ヒメチビクロバエ Onesia menechmoides

2559 ハエ目（双翅目） クロバエ科 コチビクロバエ Onesia nartshukae

2560 ハエ目（双翅目） クロバエ科 ワタナベクロバエ Onesia tokui

2561 ハエ目（双翅目） クロバエ科 キンパツヒメクロバエ Pollenia japonica

2562 ハエ目（双翅目） クロバエ科 ホリコフキクロバエ Polleniopsis horii

2563 ハエ目（双翅目） クロバエ科 ニホンコフキクロバエ Polleniopsis japonica

2564 ハエ目（双翅目） クロバエ科 ツマグロキンバエ Stomorhina obsoleta

2565 ハエ目（双翅目） クロバエ科 シリブトミドリバエ Strongyloneura prasina

2566 ハエ目（双翅目） クロバエ科 フタオクロバエ Triceratopyga calliphoroides

2567 ハエ目（双翅目） ヒメイエバエ科 ヒメイエバエ Fannia canicularis

2568 ハエ目（双翅目） イエバエ科 Coenosia属 Coenosia sp.

2569 ハエ目（双翅目） イエバエ科 Dichaetomyia属 Dichaetomyia sp.

2570 ハエ目（双翅目） イエバエ科 セマダライエバエ Graphomya maculata

2571 ハエ目（双翅目） イエバエ科 ヒメセマダライエバエ Graphomya rufitibia

2572 ハエ目（双翅目） イエバエ科 ヒメクロバエ Hydrotaea ignava

2573 ハエ目（双翅目） イエバエ科 シナホソカトリバエ Lispe leucospila sinica

2574 ハエ目（双翅目） イエバエ科 クロイエバエ Musca bezzii

2575 ハエ目（双翅目） イエバエ科 イエバエ Musca domestica

2576 ハエ目（双翅目） イエバエ科 モモグロオオイエバエ Muscina angustifrons

2577 ハエ目（双翅目） イエバエ科 オオイエバエ Muscina stabulans

2578 ハエ目（双翅目） イエバエ科 ミドリイエバエ Neomyia timorensis

2579 ハエ目（双翅目） イエバエ科 ヘリグロハナレメイエバエ Orchisia costata

2580 ハエ目（双翅目） イエバエ科 ヤマトトゲアシイエバエ Phaonia japonica

2581 ハエ目（双翅目） イエバエ科 シリモチハナレメイエバエ Pygophora confusa

2582 ハエ目（双翅目） イエバエ科 サシバエ Stomoxys calcitrans

2583 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 ドロバチヤドリニクバエ Amobia distorta

2584 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 ハナバチノスヤチニクバエ Brachicoma devia

2585 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 シロオビギンガクニクバエ Eumetopiella matsumurai
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2586 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 ギンガクヤドリニクバエ Metopia argyrocephala

2587 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 ミカワヤドリニクバエ Metopia campestris

2588 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 タイワンヤドリニクバエ Metopia sauteri

2589 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 ヨコジマコバネヤドリニクバエ Miltogramma angustifrons

2590 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 アナバチヤドリニクバエ Protomiltogramma stackelbergi

2591 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 ハマベニクバエ Sarcophaga alba

2592 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 ゲンロクニクバエ Sarcophaga albiceps

2593 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 モトミセラニクバエ Sarcophaga dux

2594 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 キノシタニクバエ Sarcophaga gravelyi

2595 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 クサニクバエ Sarcophaga harpax

2596 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 ホリニクバエ Sarcophaga horii

2597 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 ジョセフニクバエ Sarcophaga josephi

2598 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 キタハラニクバエ Sarcophaga kitaharai

2599 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 シロガネニクバエ Sarcophaga konakovi

2600 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 シリグロニクバエ Sarcophaga melanura

2601 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 オオニクバエ Sarcophaga minobasalis

2602 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 ムサシノニクバエ Sarcophaga musashinensis

2603 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 センチニクバエ Sarcophaga peregrina

2604 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 ペキンニクバエ Sarcophaga polystylata

2605 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 シュッツェニクバエ Sarcophaga schuetzei

2606 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 エゾニクバエ Sarcophaga sichotealini

2607 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 ナミニクバエ Sarcophaga similis

2608 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 ツシマニクバエ Sarcophaga tsushimae

2609 ハエ目（双翅目） ニクバエ科 フィールドニクバエ Sarcophaga uniseta

2610 ハエ目（双翅目） フンバエ科 ヒメフンバエ Scathophaga stercoraria

2611 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 ムラタヒゲナガハリバエ Bessa parallela

2612 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Chaetexorista atripalpis Chaetexorista atripalpis

2613 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Exorista (Adenia) mimula Exorista (Adenia) mimula 

2614 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 ブランコヤドリバエ Exorista (Exorista) japonica 

2615 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Exorista (Exorista) larvarum Exorista (Exorista) larvarum 

2616 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 カマキリヤドリバエ Exorista (Spixomyia) bisetosa 

2617 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Exorista (Spixomyia) hyalipennis Exorista (Spixomyia) hyalipennis 

2618 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 ミノムシヤドリバエ Neophryxe psychidis

2619 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Parasetigena silvestris Parasetigena silvestris

2620 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 トカチハリバエ Phorocera assimilis

2621 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Phorocera grandis Phorocera grandis

2622 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Phorocera obscura Phorocera obscura

2623 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Blondelia siamensis Blondelia siamensis

2624 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 ノコギリハリバエ Compsilura concinnata

2625 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 キアシハリバエ Drinomyia hokkaidensis

2626 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Lixophaga cinctella Lixophaga cinctella

2627 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Prodegeeria japonica Prodegeeria japonica

2628 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Trigonospila ludio Trigonospila ludio

2629 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 シロオビハリバエ Trigonospila transvittata

2630 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Uromedina atrata Uromedina atrata

2631 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 ギンガオハリバエ Nemorilla floralis

2632 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 ホオゲハリバエ Timavia amoena

2633 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Winthemia angusta Winthemia angusta

2634 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Winthemia cruentata Winthemia cruentata

2635 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Winthemia venusta Winthemia venusta

2636 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 サンセイハリバエ Aplomyia confinis

2637 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Aplomyia metallica Aplomyia metallica

2638 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 カクモンヤドリバエ Carcelia (Carcelia) bombylans 

2639 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 ハイイロハリバエ Carcelia (Carcelia) gnava 

2640 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Carcelia (Carcelia) sumatrana Carcelia (Carcelia) sumatrana 
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2641 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Carcelia (Euryclea) tibialis Carcelia (Euryclea) tibialis 

2642 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Isosturmia japonica Isosturmia japonica

2643 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 ドクガヤドリバエ Isosturmia picta

2644 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Phebellia agnatella Phebellia agnatella

2645 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Phebellia nigricauda Phebellia nigricauda

2646 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Phebellia villica Phebellia villica

2647 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Phryxe heraclei Phryxe heraclei

2648 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 ハマキヤドリバエ Pseudoperichaeta nigrolineata

2649 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Scaphimyia takanoi Scaphimyia takanoi

2650 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Senometopia separata Senometopia separata

2651 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 トガリハリバエ Thecocarcelia thrix

2652 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 カイコノウジバエ Blepharipa zebina

2653 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Calozenillia tamara Calozenillia tamara

2654 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Carceliella octava Carceliella octava

2655 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Eumea linearicornis Eumea linearicornis

2656 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 オオズクロスジハリバエ Gonia chinensis

2657 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Gonia ussuriensis Gonia ussuriensis

2658 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 オオズハイイロハリバエ Pseudogonia rufifrons

2659 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Sturmia micronychia Sturmia micronychia

2660 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Suensonomyia nudinerva Suensonomyia nudinerva

2661 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 タマヌキハリバエ Anaeudora japanica

2662 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 セスジハリバエ Tachina (Eudoromyia) nupta 

2663 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 ヨコジマオオハリバエ Tachina (Servillia) jakovlevi 

2664 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 コガネオオハリバエ Tachina (Servillia) luteola 

2665 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Tachina micado Tachina micado

2666 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 ハネナガハリバエ Nemoraea japanica

2667 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Nemoraea takanoi Nemoraea takanoi

2668 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Linnaemya (Linnaemya) ambigua Linnaemya (Linnaemya) ambigua 

2669 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 セスジチビヒゲハリバエ Linnaemya (Linnaemya) tessellans 

2670 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 チビヒゲハリバエ Linnaemya (Ophina) haemorrhoidalis 

2671 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Linnaemya (Ophina) zachvatkini Linnaemya (Ophina) zachvatkini 

2672 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 クリカラハリバエ Ernestia rudis

2673 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Panzeria inusta Panzeria inusta

2674 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Panzeria laevigata Panzeria laevigata

2675 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Panzeria melanopyga Panzeria melanopyga

2676 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Janthinomyia属 Janthinomyia sp.

2677 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Symmorphomyia katayamai Symmorphomyia katayamai

2678 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Ceromyia silacea Ceromyia silacea

2679 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Siphona lurida Siphona lurida

2680 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Siphona nigricans Siphona nigricans

2681 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 トワダナガハリバエ Atylostoma towadensis

2682 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Demoticoides pallidus Demoticoides pallidus

2683 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Sumpigaster equatorialis Sumpigaster equatorialis

2684 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Sumpigaster sumatrensis Sumpigaster sumatrensis

2685 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 クチナガハリバエ Prosena siberita

2686 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Phyllomyia aristalis Phyllomyia aristalis

2687 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 アシナガハリバエ Thelaira nigripes

2688 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 コンボウナガハリバエ Torocca munda

2689 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 ウスグロケブトハリバエ Voria ruralis

2690 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Euthera tuckeri Euthera tuckeri

2691 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 クロヒゲナガハナバエ Hermya beelzebul

2692 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 シナヒラタハナバエ Ectophasia rotundiventris

2693 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Gymnosoma inornata Gymnosoma inornata

2694 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 マルボシヒラタハナバエ Gymnosoma rotundata

2695 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科  Cylindromyia (Malayocyptera) umbripennis
Cylindromyia (Malayocyptera)
umbripennis
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2696 ハエ目（双翅目） ヤドリバエ科 Calyptromyia barbata Calyptromyia barbata

2697 コウチュウ目（鞘翅目） ホソクビゴミムシ科 ヒメホソクビゴミムシ Brachinus incomptus

2698 コウチュウ目（鞘翅目） ホソクビゴミムシ科 オオホソクビゴミムシ Brachinus scotomedes

2699 コウチュウ目（鞘翅目） ホソクビゴミムシ科 コホソクビゴミムシ Brachinus stenoderus

2700 コウチュウ目（鞘翅目） ホソクビゴミムシ科 ミイデラゴミムシ Pheropsophus jessoensis

2701 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 キイロチビゴモクムシ Acupalpus inornatus

2702 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ホソチビゴモクムシ Acupalpus sobosanus

2703 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ニッポンヨツボシゴミムシ Adischissus japonicus

2704 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオヨツボシゴミムシ Adischissus mirandus

2705 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 トゲアトキリゴミムシ Aephnidius adelioides

2706 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 アオグロヒラタゴミムシ Agonum chalcomum

2707 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 タンゴヒラタゴミムシ Agonum leucopus

2708 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オグラヒラタゴミムシ Agonum ogurae

2709 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 エゾヒメヒラタゴミムシ Agonum yezoanum

2710 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 キアシマルガタゴミムシ Amara ampliata

2711 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 マルガタゴミムシ Amara chalcites

2712 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 コアオマルガタゴミムシ Amara chalcophaea

2713 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ニセマルガタゴミムシ Amara congrua

2714 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオマルガタゴミムシ Amara gigantea

2715 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ナガマルガタゴミムシ Amara macronota ovalipennis

2716 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 イグチマルガタゴミムシ Amara macros

2717 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒメツヤマルガタゴミムシ Amara nipponica

2718 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ツヤマルガタゴミムシ Amara obscuripes

2719 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 コマルガタゴミムシ Amara simplicidens

2720 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ニセコマルガタゴミムシ Amara sinuaticollis

2721 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ホシボシゴミムシ Anisodactylus punctatipennis

2722 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオホシボシゴミムシ Anisodactylus sadoensis

2723 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ゴミムシ Anisodactylus signatus

2724 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒメゴミムシ　
Anisodactylus tricuspidatus
tricuspidatus

2725 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 キボシアトキリゴミムシ Anomotarus stigmula

2726 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 キベリゴモクムシ Anoplogenius cyanescens

2727 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 スジミズアトキリゴミムシ Apristus grandis

2728 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 フタモンクビナガゴミムシ Archicolliuris bimaculata nipponica

2729 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 キアシヌレチゴミムシ Archipatrobus flavipes

2730 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 メダカチビカワゴミムシ Asaphidion semilucidum

2731 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヨツモンカタキバゴミムシ Badister pictus

2732 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオフタモンミズギワゴミムシ Bembidion bandotaro

2733 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 アオミズギワゴミムシ Bembidion chloreum

2734 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ウスモンミズギワゴミムシ Bembidion cnemidotum

2735 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 アトキミズギワゴミムシ Bembidion consummatum

2736 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 マルミズギワゴミムシ Bembidion eurygonum

2737 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒョウゴミズギワゴミムシ Bembidion hiogoense

2738 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオアオミズギワゴミムシ Bembidion lissonotum

2739 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ハコネミズギワゴミムシ Bembidion lucillum

2740 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヨツボシミズギワゴミムシ Bembidion morawitzi

2741 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 アトモンミズギワゴミムシ Bembidion niloticum batesi

2742 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロミズギワゴミムシ Bembidion oxyglymma

2743 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 フタモンミズギワゴミムシ Bembidion semilunium

2744 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ドウイロミズギワゴミムシ Bembidion stenoderum

2745 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 キアシルリミズギワゴミムシ Bembidion trajectum

2746 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ウメヤルリミズギワゴミムシ Bembidion umeyai

2747 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ウミミズギワゴミムシ Bembidion umi

2748 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ベーツヒメゴモクムシ Bradycellus anchomenoides

2749 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 マルヒメゴモクムシ Bradycellus fimbriatus

2750 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 チビヒメゴモクムシ Bradycellus subditus
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2751 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ミヤマヒサゴゴミムシ Broscosoma doenitzi

2752 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ムネミゾマルゴミムシ Caelostomus picipes japonicus

2753 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 キガシラアオアトキリゴミムシ Calleida lepida

2754 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 アオアトキリゴミムシ Calleida onoha

2755 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロカタビロオサムシ Calosoma maximowiczi

2756 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 エゾカタビロオサムシ Campalita chinense

2757 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 マイマイカブリ　 Carabus blaptoides blaptoides

2758 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオオサムシ　 Carabus dehaanii dehaanii

2759 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 マヤサンオサムシ　 Carabus maiyasanus maiyasanus

2760 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロナガオサムシ　 Carabus procerulus procerulus

2761 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 セアカオサムシ Carabus tuberculosus

2762 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヤコンオサムシ　 Carabus yaconinus yaconinus

2763 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 アカガネアオゴミムシ Chlaenius abstersus

2764 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 アトモンアオゴミムシ Chlaenius bioculatus

2765 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 コキベリアオゴミムシ Chlaenius circumdatus

2766 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 キベリアオゴミムシ Chlaenius circumductus

2767 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒメキベリアオゴミムシ Chlaenius inops

2768 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ニセコガシラアオゴミムシ Chlaenius kurosawai

2769 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオアトボシアオゴミムシ Chlaenius micans

2770 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 アトボシアオゴミムシ Chlaenius naeviger

2771 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロヒゲアオゴミムシ Chlaenius ocreatus

2772 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes

2773 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 キボシアオゴミムシ Chlaenius posticalis

2774 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ムナビロアオゴミムシ Chlaenius sericimicans

2775 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ムナビロアトボシアオゴミムシ Chlaenius tetragonoderus

2776 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 コガシラアオゴミムシ Chlaenius variicornis

2777 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 アトワアオゴミムシ Chlaenius virgulifer

2778 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ツヤヒメヒョウタンゴミムシ Clivina castanea

2779 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロヒメヒョウタンゴミムシ Clivina lewisi

2780 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒメヒョウタンゴミムシ Clivina niponensis

2781 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ウスグロモリヒラタゴミムシ Colpodes aequatus

2782 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロモリヒラタゴミムシ Colpodes atricomes

2783 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 チビモリヒラタゴミムシ Colpodes aurelius aurelius

2784 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオアオモリヒラタゴミムシ Colpodes buchanani

2785 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヤセモリヒラタゴミムシ Colpodes elainus elainus

2786 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ハラアカモリヒラタゴミムシ Colpodes japonicus

2787 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 コハラアカモリヒラタゴミムシ Colpodes lampros

2788 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 サドモリヒラタゴミムシ Colpodes limodromoides

2789 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 キンモリヒラタゴミムシ Colpodes sylphis sylphis

2790 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 マダラキノコゴミムシ Coptodera eluta

2791 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 コキノコゴミムシ Coptodera japonica

2792 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ハギキノコゴミムシ Coptodera subapicalis

2793 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オサムシモドキ Craspedonotus tibialis

2794 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ミズギワアトキリゴミムシ Demetrias marginicollis

2795 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ルリヒラタゴミムシ Dicranoncus femoralis

2796 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオスナハラゴミムシ Diplocheila zeelandica

2797 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 カワチゴミムシ Diplous caligatus

2798 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヤセアトキリゴミムシ Dolichoctis luctuosus

2799 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 コヨツボシアトキリゴミムシ Dolichoctis striatus striatus

2800 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 セアカヒラタゴミムシ Dolichus halensis

2801 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ベーツホソアトキリゴミムシ Dromius batesi

2802 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 フトヒゲホソアトキリゴミムシ Dromius crassipalpis

2803 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ホソアトキリゴミムシ Dromius prolixus

2804 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 イクビホソアトキリゴミムシ Dromius quadraticollis

2805 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 アオヘリホソゴミムシ Drypta japonica
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2806 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 キイロマルコミズギワゴミムシ Elaphropus latissimus

2807 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 セダカコミズギワゴミムシ Elaphropus nipponicus

2808 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオキベリアオゴミムシ Epomis nigricans

2809 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ベーツヒラタゴミムシ Euplynes batesi

2810 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クビボソゴミムシ Galerita orientalis

2811 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 スジアオゴミムシ Haplochlaenius costiger

2812 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 タナカツヤハネゴミムシ Harpalomimetes orbicollis

2813 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 マルガタゴモクムシ Harpalus bungii

2814 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオゴモクムシ Harpalus capito

2815 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ツヤアオゴモクムシ Harpalus chalcentus

2816 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 チョウセンゴモクムシ Harpalus crates

2817 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ハコダテゴモクムシ Harpalus discrepans

2818 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオズケゴモクムシ Harpalus eous

2819 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ケウスゴモクムシ Harpalus griseus

2820 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒメケゴモクムシ Harpalus jureceki

2821 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロゴモクムシ Harpalus niigatanus

2822 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒラタゴモクムシ Harpalus platynotus

2823 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ニセケゴモクムシ Harpalus pseudophonoides

2824 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ニセクロゴモクムシ Harpalus simplicidens

2825 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ウスアカクロゴモクムシ Harpalus sinicus

2826 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 アカアシマルガタゴモクムシ Harpalus tinctulus

2827 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 コゴモクムシ Harpalus tridens

2828 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ケゴモクムシ Harpalus vicarius

2829 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロモンヒラナガゴミムシ Hexagonia insignis

2830 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヤマトトックリゴミムシ Lachnocrepis japonica

2831 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 トックリゴミムシ Lachnocrepis prolixa

2832 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 キクビアオアトキリゴミムシ Lachnolebia cribricollis

2833 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 フタホシアトキリゴミムシ Lebia bifenestrata

2834 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ホシハネビロアトキリゴミムシ Lebia calycophora

2835 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ハネビロアトキリゴミムシ Lebia duplex

2836 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 アトグロジュウジアトキリゴミムシ Lebia idae

2837 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ジュウジアトキリゴミムシ Lebia retrofasciata

2838 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ミヤマジュウジアトキリゴミムシ Lebia sylvarum

2839 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 フタツメゴミムシ Lebidia bioculata

2840 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヤホシゴミムシ Lebidia octoguttata

2841 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus

2842 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 キノコゴミムシ Lioptera erotyloides

2843 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ノグチアオゴミムシ Lithochlaenius noguchii

2844 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 アトオビコミズギワゴミムシ Macrotachys recurvicollis

2845 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 マルクビゴミムシ Nebria chinensis chinensis

2846 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 カワチマルクビゴミムシ Nebria lewisi

2847 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 キベリマルクビゴミムシ Nebria livida angulata

2848 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオマルクビゴミムシ Nebria macrogona

2849 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ミヤママルクビゴミムシ　 Nippononebria chalceola chalceola

2850 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 チャバネクビナガゴミムシ Odacantha aegrota

2851 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオトックリゴミムシ Oodes vicarius

2852 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 メダカアトキリゴミムシ Orionella lewisii

2853 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クビナガゴモクムシ Oxycentrus argutoroides

2854 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヨツボシゴミムシ Panagaeus japonicus

2855 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロオビコミズギワゴミムシ　 Paratachys fasciatus uenoi

2856 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ウスイロコミズギワゴミムシ Paratachys pallescens

2857 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ウスオビコミズギワゴミムシ Paratachys sericans

2858 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 トカラコミズギワゴミムシ Paratachys troglophilus

2859 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒラタアトキリゴミムシ Parena cavipennis

2860 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオヒラタアトキリゴミムシ Parena laesipennis



昆虫類リスト2020

No. 目名 科名 種名 学名

2861 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 アオヘリアトキリゴミムシ Parena latecincta

2862 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロヘリアトキリゴミムシ Parena nigrolineata nipponensis

2863 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオヨツアナアトキリゴミムシ Parena perforata

2864 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 カドツブゴミムシ Pentagonica angulosa

2865 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ダイミョウツブゴミムシ Pentagonica daimaiella

2866 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロツブゴミムシ Pentagonica subcordicollis

2867 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロズホナシゴミムシ Perigona nigriceps

2868 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ホソチビゴミムシ Perileptus japonicus

2869 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオホソチビゴミムシ Perileptus laticeps laticeps

2870 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ツヤホソチビゴミムシ Perileptus naraensis

2871 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 イグチケブカゴミムシ Peronomerus auripilis

2872 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロケブカゴミムシ Peronomerus nigrinus

2873 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 キイロアトキリゴミムシ Philorhizus optimus

2874 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 フタホシスジバネゴミムシ Planetes puncticeps

2875 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 カラカネゴモクムシ Platymetopus flavilabris

2876 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオヒラタゴミムシ Platynus magnus

2877 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 コヒラタゴミムシ Platynus protensus

2878 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 チビミズギワゴミムシ Polyderis microscopicus

2879 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ダイセンミズギワナガゴミムシ Pterostichus daisenicus daisenicus

2880 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒロムネナガゴミムシ Pterostichus dulcis

2881 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオナガゴミムシ Pterostichus fortis

2882 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クリイロナガゴミムシ Pterostichus hoplites

2883 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロオオナガゴミムシ Pterostichus leptis

2884 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 コホソナガゴミムシ Pterostichus longinquus

2885 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 コガシラナガゴミムシ Pterostichus microcephalus

2886 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 マルコガシラナガゴミムシ Pterostichus nimbatidius

2887 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ニッコウヒメナガゴミムシ Pterostichus polygenus

2888 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ナガサキヒメナガゴミムシ Pterostichus procephalus

2889 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒメホソナガゴミムシ Pterostichus rotundangulus

2890 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ナンキナガゴミムシ Pterostichus shotaroi

2891 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒョウゴナガゴミムシ Pterostichus sphodriformis

2892 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 マルガタナガゴミムシ Pterostichus subovatus

2893 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 アシミゾナガゴミムシ Pterostichus sulcitarsis

2894 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヨリトモナガゴミムシ Pterostichus yoritomus

2895 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ホソヒョウタンゴミムシ Scarites acutidens

2896 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒョウタンゴミムシ Scarites aterrimus

2897 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ナガヒョウタンゴミムシ Scarites terricola pacificus

2898 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ナガマメゴモクムシ Stenolophus agonoides

2899 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 セグロマメゴモクムシ Stenolophus connotatus

2900 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ミドリマメゴモクムシ Stenolophus difficilis

2901 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 マメゴモクムシ Stenolophus fulvicornis

2902 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ツヤマメゴモクムシ Stenolophus iridicolor

2903 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロサマメゴモクムシ Stenolophus kurosai

2904 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ムネアカマメゴモクムシ Stenolophus propinquus

2905 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 イツホシマメゴモクムシ Stenolophus quinquepustulatus

2906 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 タオマメゴモクムシ Stenolophus taoi

2907 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヨツボシチビアトキリゴミムシ Syntomus quadripunctatus

2908 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ニッポンツヤヒラタゴミムシ Synuchus agonus

2909 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 マルガタツヤヒラタゴミムシ Synuchus arcuaticollis

2910 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 キアシツヤヒラタゴミムシ Synuchus callitheres callitheres

2911 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒメクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus congruus

2912 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロツヤヒラタゴミムシ Synuchus cycloderus

2913 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒメツヤヒラタゴミムシ Synuchus dulcigradus

2914 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 フクハラツヤヒラタゴミムシ Synuchus fukuharai

2915 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 コクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus melantho
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2916 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus

2917 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ナガクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus silvester

2918 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クロチビカワゴミムシ Tachyta nana

2919 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒラタコミズギワゴミムシ Tachyura exarata

2920 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クリイロコミズギワゴミムシ Tachyura fumicata

2921 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ウスモンコミズギワゴミムシ Tachyura fuscicauda

2922 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヨツモンコミズギワゴミムシ Tachyura laetifica

2923 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 チャイロコミズギワゴミムシ Tachyura lutea

2924 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 マエグロコミズギワゴミムシ Tachyura tosta

2925 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 コアオアトキリゴミムシ Taicona aurata

2926 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ノトメクラチビゴミムシ Trechiama notoi

2927 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒラタキイロチビゴミムシ Trechus ephippiatus

2928 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒメツヤゴモクムシ Trichotichnus congruus

2929 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 チャバネクビアカツヤゴモクムシ Trichotichnus kantoonus

2930 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 クビアカツヤゴモクムシ Trichotichnus longitarsis

2931 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 チビツヤゴモクムシ Trichotichnus nanus

2932 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 オオイクビツヤゴモクムシ Trichotichnus nipponicus

2933 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ヒコサンツヤゴモクムシ Trichotichnus noctuabundus

2934 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 イクビツヤゴモクムシ Trichotichnus orientalis

2935 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ナガツヤゴモクムシ Trichotichnus pacificatorius

2936 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ムラサキオオゴミムシ Trigonognatha coreana

2937 コウチュウ目（鞘翅目） オサムシ科 ルイスオオゴミムシ Trigonotoma lewisii

2938 コウチュウ目（鞘翅目） ハンミョウ科 アイヌハンミョウ Cicindela gemmata aino

2939 コウチュウ目（鞘翅目） ハンミョウ科 ニワハンミョウ Cicindela japana

2940 コウチュウ目（鞘翅目） ハンミョウ科 ナミハンミョウ Cicindela japonica

2941 コウチュウ目（鞘翅目） ハンミョウ科 コニワハンミョウ Cicindela transbaicalica japanensis

2942 コウチュウ目（鞘翅目） ハンミョウ科 エリザハンミョウ Cylindera elisae elisae

2943 コウチュウ目（鞘翅目） ハンミョウ科 コハンミョウ Myriochile specularis

2944 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 クロズマメゲンゴロウ Agabus conspicuus

2945 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 マメゲンゴロウ Agabus japonicus

2946 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 チャイロマメゲンゴロウ Agabus reginbarti

2947 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 チャイロチビゲンゴロウ Allodessus megacephalus

2948 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 キボシケシゲンゴロウ Allopachria flavomaculata

2949 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 カンムリセスジゲンゴロウ Copelatus kammuriensis

2950 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 ホソセスジゲンゴロウ Copelatus weymarni

2951 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 クロゲンゴロウ Cybister brevis

2952 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 ゲンゴロウ Cybister chinensis

2953 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 マルコガタノゲンゴロウ Cybister lewisianus

2954 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 コガタノゲンゴロウ Cybister tripunctatus lateralis

2955 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 ハイイロゲンゴロウ Eretes griseus

2956 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 マルガタゲンゴロウ Graphoderus adamsii

2957 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 シマゲンゴロウ Hydaticus bowringii

2958 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 コシマゲンゴロウ Hydaticus grammicus

2959 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 ウスイロシマゲンゴロウ Hydaticus rhantoides

2960 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 マダラシマゲンゴロウ Hydaticus thermonectoides

2961 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 チビゲンゴロウ Hydroglyphus japonicus

2962 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 コマルケシゲンゴロウ Hydrovatus acuminatus

2963 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 マルケシゲンゴロウ Hydrovatus subtilis

2964 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 ケシゲンゴロウ Hyphydrus japonicus

2965 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 ヒメケシゲンゴロウ Hyphydrus laeviventris laeviventris

2966 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 キベリクロヒメゲンゴロウ Ilybius apicalis

2967 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 ツブゲンゴロウ Laccophilus difficilis

2968 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 コウベツブゲンゴロウ Laccophilus kobensis

2969 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 ルイスツブゲンゴロウ Laccophilus lewisius

2970 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 シャープツブゲンゴロウ Laccophilus sharpi
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2971 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 ニセコウベツブゲンゴロウ Laccophilus yoshitomii

2972 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 マルチビゲンゴロウ Leiodytes frontalis

2973 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 ホソクロマメゲンゴロウ Platambus optatus

2974 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 モンキマメゲンゴロウ Platambus pictipennis

2975 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 クロマメゲンゴロウ Platambus stygius

2976 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 オオヒメゲンゴロウ Rhantus erraticus

2977 コウチュウ目（鞘翅目） ゲンゴロウ科 ヒメゲンゴロウ Rhantus suturalis

2978 コウチュウ目（鞘翅目） ミズスマシ科 オオミズスマシ Dineutus orientalis

2979 コウチュウ目（鞘翅目） ミズスマシ科 コミズスマシ Gyrinus curtus

2980 コウチュウ目（鞘翅目） ミズスマシ科 ヒメミズスマシ Gyrinus gestroi

2981 コウチュウ目（鞘翅目） ミズスマシ科 ミズスマシ Gyrinus japonicus

2982 コウチュウ目（鞘翅目） コガシラミズムシ科 クロホシコガシラミズムシ Haliplus basinotatus

2983 コウチュウ目（鞘翅目） コガシラミズムシ科 キイロコガシラミズムシ Haliplus eximius

2984 コウチュウ目（鞘翅目） コガシラミズムシ科 ヒメコガシラミズムシ Haliplus ovalis

2985 コウチュウ目（鞘翅目） コガシラミズムシ科 マダラコガシラミズムシ Haliplus sharpi

2986 コウチュウ目（鞘翅目） コガシラミズムシ科 コガシラミズムシ Peltodytes intermedius

2987 コウチュウ目（鞘翅目） 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

2988 コウチュウ目（鞘翅目） コツブゲンゴロウ科 コツブゲンゴロウ Noterus japonicus

2989 コウチュウ目（鞘翅目） カワラゴミムシ科 カワラゴミムシ Omophron aequalis

2990 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲブトオサムシ科 エグリゴミムシ Eustra japonica

2991 コウチュウ目（鞘翅目） ナガヒラタムシ科 ナガヒラタムシ Tenomerga mucida

2992 コウチュウ目（鞘翅目） セスジガムシ科 セスジガムシ Helophorus auriculatus

2993 コウチュウ目（鞘翅目） ダルマガムシ科 ミヤタケダルマガムシ Hydraena miyatakei

2994 コウチュウ目（鞘翅目） ダルマガムシ科 ホンシュウセスジダルマガムシ Ochthebius japonicus

2995 コウチュウ目（鞘翅目） ホソガムシ科 チュウブホソガムシ Hydrochus chubu

2996 コウチュウ目（鞘翅目） ホソガムシ科 ヤマトホソガムシ Hydrochus japonicus

2997 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 オガタツヤヒラタガムシ Agraphydrus ogatai

2998 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 タマガムシ Amphiops mater mater

2999 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 ヤマトゴマフガムシ Berosus japonicus

3000 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 トゲバゴマフガムシ Berosus lewisius

3001 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 ホソゴマフガムシ Berosus pulchellus

3002 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 ゴマフガムシ Berosus punctipennis

3003 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 セスジケシガムシ Cercyon aequalis

3004 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 コケシガムシ Cercyon aptus

3005 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 フチトリケシガムシ Cercyon dux

3006 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 ウスモンケシガムシ Cercyon laminatus

3007 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 アカケシガムシ Cercyon olibrus

3008 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 キバネケシガムシ Cercyon quisquilius

3009 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 ケシガムシ Cercyon ustus

3010 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 ヒメセマルガムシ Coelostoma orbiculare

3011 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 セマルガムシ Coelostoma stultum

3012 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 オオサワコマルガムシ Crenitis osawai osawai

3013 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 セマルケシガムシ Cryptopleurum subtile

3014 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 チビヒラタガムシ Enochrus esuriens

3015 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 キベリヒラタガムシ Enochrus japonicus

3016 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 キイロヒラタガムシ Enochrus simulans

3017 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 スジヒラタガムシ Helochares nipponicus

3018 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 ルイスヒラタガムシ Helochares pallens

3019 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 マルガムシ Hydrocassis lacustris

3020 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 コガムシ Hydrochara affinis

3021 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 ガムシ Hydrophilus acuminatus

3022 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 シジミガムシ Laccobius bedeli

3023 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 ヒメシジミガムシ Laccobius fragilis

3024 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 ミユキシジミガムシ Laccobius inopinus

3025 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 コモンシジミガムシ Laccobius oscillans
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3026 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 セマルマグソガムシ Magasternum gibbulum

3027 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 モンケシガムシ Nipponocercyon shibatai shibatai

3028 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 マグソガムシ Pachysternum haemorrhoum

3029 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 ホソケシガムシ Paroosternum sorex

3030 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 コウセンマルケシガムシ Peratogonus reversus

3031 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 マメガムシ Regimbartia attenuata

3032 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 ヒメガムシ Sternolophus rufipes

3033 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 ムナクボエンマムシ Atholus depistor

3034 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 コツヤエンマムシ
Atholus duodecimstriatus
quatuordecimstriatus

3035 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 ツヤマルエンマムシ Atholus pirithous

3036 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 コアカツブエンマムシ Bacanius mikado

3037 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 クロツブエンマムシ Chaetabraeus bonzicus

3038 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 アカアリヅカエンマムシ Hetaerius gratus

3039 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 クロアリヅカエンマムシ Hetaerius optatus

3040 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 ヤマトエンマムシ Hister japonicus

3041 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 ヒメツヤエンマムシ Hister simplicisternus

3042 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 オオヒラタエンマムシ Hololepta amurensis

3043 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 ヒゴヒラタエンマムシ Hololepta higoniae

3044 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 ハマベエンマムシ Hypocaccus varians varians

3045 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 ニセヒメエンマムシ Margarinotus agnatus

3046 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 コエンマムシ Margarinotus niponicus

3047 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 エンマムシ Merohister jekeli

3048 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 ホソエンマムシ Niponius impressicollis

3049 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 ツノブトホソエンマムシ Niponius obtusiceps

3050 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 ヒメホソエンマムシ Niponius osorioceps

3051 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 キノコアカマルエンマムシ Notodoma fungorum

3052 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 シナノセスジエンマムシ Onthophilus silvae

3053 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 ハスジチビヒラタエンマムシ Pachylomalus musculus

3054 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 コチビヒラタエンマムシ Paromalus vernalis

3055 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 ツヤチビヒラタエンマムシ Platylomalus viaticus

3056 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 ナガエンマムシ Platysoma lineicollis

3057 コウチュウ目（鞘翅目） エンマムシ科 ルリエンマムシ Saprinus splendens

3058 コウチュウ目（鞘翅目） タマキノコムシ科 Agathidium属 Agathidium sp.

3059 コウチュウ目（鞘翅目） タマキノコムシ科 オビスジクシヒゲタマキノコムシ Anisotoma didymata

3060 コウチュウ目（鞘翅目） タマキノコムシ科 ヒレルチビシデムシ Catops hilleri

3061 コウチュウ目（鞘翅目） タマキノコムシ科 セマルタマキノコムシ Cyrtoplastus seriepunctatus

3062 コウチュウ目（鞘翅目） タマキノコムシ科 オチバヒメタマキノコムシ Dermatohomoeus terrena

3063 コウチュウ目（鞘翅目） タマキノコムシ科 アカタマキノコムシ Leiodes alpicola

3064 コウチュウ目（鞘翅目） タマキノコムシ科 ホソムネコチビシデムシ Mesocatops japonicus

3065 コウチュウ目（鞘翅目） タマキノコムシ科 ヒメチビシデムシ Nemadus japanus

3066 コウチュウ目（鞘翅目） タマキノコムシ科 ウスイロヒメタマキノコムシ Pseudcolenis hilleri

3067 コウチュウ目（鞘翅目） タマキノコムシ科 オオヒメタマキノコムシ Pseudcolenis grandis

3068 コウチュウ目（鞘翅目） タマキノコムシ科 チビタマキノコムシ Zeadolopus japonicus

3069 コウチュウ目（鞘翅目） ムクゲキノコムシ科 ムナビロムクゲキノコムシ Acrotrichis lewisii

3070 コウチュウ目（鞘翅目） ムクゲキノコムシ科 ニホンムクゲキノコムシ Baeocrara japonica

3071 コウチュウ目（鞘翅目） シデムシ科 ベッコウヒラタシデムシ Eusilpha brunneicollis

3072 コウチュウ目（鞘翅目） シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica

3073 コウチュウ目（鞘翅目） シデムシ科 オオモモブトシデムシ Necrodes asiaticus

3074 コウチュウ目（鞘翅目） シデムシ科 モモブトシデムシ Necrodes nigricornis

3075 コウチュウ目（鞘翅目） シデムシ科 クロシデムシ Nicrophorus concolor

3076 コウチュウ目（鞘翅目） シデムシ科 マエモンシデムシ Nicrophorus maculifrons

3077 コウチュウ目（鞘翅目） シデムシ科 ヨツボシモンシデムシ Nicrophorus quadripunctatus

3078 コウチュウ目（鞘翅目） シデムシ科 コクロシデムシ Ptomascopus morio

3079 コウチュウ目（鞘翅目） シデムシ科 ヒラタシデムシ Silpha perforata

3080 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科  アカバハバビロオオハネカクシ 北海道・本州亜種 Agelosus carinatus carinatus
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3081 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 フタモンヒゲブトハネカクシ Aleochara bipustulata

3082 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ナカアカヒゲブトハネカクシ Aleochara curtula

3083 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 コクロヒゲブトハネカクシ Aleochara parens

3084 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ウスアカヒゲブトハネカクシ Aleochara puberula

3085 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 フトツヤケシヒゲブトハネカクシ Aleochara squalithorax

3086 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ムネビロハネカクシ Algon grandicollis

3087 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ハネアカブチヒゲハネカクシ Anisolinus tsurugiensis

3088 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ハラトゲカレキハネカクシ Anomognathus armatus

3089 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 セスジハネカクシ Anotylus cognatus

3090 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 イブシセスジハネカクシ Anotylus funebris

3091 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヒメクロセスジハネカクシ Anotylus laticornis

3092 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 チビクロセスジハネカクシ Anotylus latiusculus

3093 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ルイスツヤセスジハネカクシ Anotylus lewisius

3094 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 トビイロセスジハネカクシ Anotylus vicinus

3095 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 オサシデムシモドキ Apatetica princeps

3096 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ホソヒメアリヅカムシ Aphilia longicollis

3097 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヤマトシリグロハネカクシ Astenus chloroticus

3098 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 キアシシリグロハネカクシ Astenus latifrons

3099 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 オオシリグロハネカクシ Astenus suffusus

3100 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 クボタヒメハネカクシ Atheta transfuga

3101 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ズグロアカヒメハネカクシ Atheta weisei

3102 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 チビドウガネツツガタハネカクシ Aulacocypus parvulus

3103 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカスジハラハネカクシ Autalia rufula

3104 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカマメデオキノコムシ Baeocera satana

3105 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アナズアリヅカムシ Batrisceniola dissimilis

3106 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 タカオトゲアリヅカムシ Batrisodes dorsalis

3107 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 エグリチイロアリヅカムシ Batrisus politus

3108 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 オオズニセコガシラハネカクシ Bisnius parcus

3109 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 カタモンニセキノコハネカクシ Bolitobius setiger

3110 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカバアバタウミベハネカクシ Cafius rufescens

3111 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 オオアバタウミベハネカクシ Cafius vestitus

3112 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 チビツツニセユミセミゾハネカクシ Carpelimus exiguus

3113 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ニセヒメユミセミゾハネカクシ Carpelimus vagus

3114 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ハネスジキノコハネカクシ Carphacis striatus

3115 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヤマトムナビロコケムシ Cephennodes japonicus

3116 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 クロチビマルクビハネカクシ Coproporus scitulus

3117 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 オオハネカクシ Creophilus maxillosus

3118 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 コカメノコデオキノコムシ Cyparium laevisternale

3119 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 カメノコデオキノコムシ Cyparium mikado

3120 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 コヤマトヒゲブトアリヅカムシ Diartiger fossulatus fossulatus

3121 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 マルズハネカクシ Domene crassicornis

3122 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 マルムネマルズハネカクシ Domene orbiculata

3123 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカニセセミゾハネカクシ Drusilla sparsa

3124 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 スジツヤチビハネカクシ Edaphus carinicollis

3125 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 オオウスバツツハネカクシ Eleusis coarctata

3126 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカバデオキノコムシ Episcaphium semirufum

3127 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ハイイロハネカクシ Eucibdelus japonicus

3128 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 シリブトヒメコケムシ Euconnus fustiger

3129 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 シリブトヨツメハネカクシ Eudectus rufulus

3130 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 キイロハナムグリヨツメハネカクシ Eusphalerum parallelum

3131 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 クロセミゾハネカクシ Falagria caesa

3132 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 スベキノコツヤハネカクシ Gyrophaena laevior

3133 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ニッポンキノコツヤハネカクシ Gyrophaena niponensis

3134 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 タテミゾムネスジハネカクシ Hesperus ornatus

3135 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ツマグロムネスジハネカクシ Hesperus tiro
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3136 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ホソチビツヤムネハネカクシ Heterothops cognatus

3137 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヤマトヒラタアリヤドリ Homoeusa japonica

3138 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカバネツツガタナガハネカクシ Hypnogyra tubula

3139 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヒメトガリハネカクシ Hypomedon debilicornis

3140 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヤマトオオメツヤムネハネカクシ Indoquedius juno

3141 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカアシオオメツヤムネハネカクシ Indoquedius praeditus

3142 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ニセトガリハネカクシ Isocheilus staphylinoides

3143 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 クロズトガリハネカクシ Lithocharis nigriceps

3144 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ダイミョウキノコハネカクシ Lordithon daimio

3145 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ハスオビキノコハネカクシ Lordithon irregularis

3146 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 チビクロモンキノコハネカクシ Lordithon niponensis

3147 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 チャバネトガリハネカクシ Medon spadiceus

3148 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ミゾトガリハネカクシ Medon sulcifrons

3149 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 オオキバネナガハネカクシ Megalinus japonicus

3150 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 キバネナガハネカクシ Megalinus suffusus

3151 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ワダオオアリガタハネカクシ Megalopaederus wadai

3152 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヒメオチバツツハネカクシ Mimogonus microps

3153 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカバナガエハネカクシ Monocrypta pectoralis

3154 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ミギワハネカクシ Myllaena japonica

3155 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 キバネセミゾハネカクシ Myrmecocephalus sapidus

3156 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ナガモリツツハネカクシ Nacaeus longulus

3157 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ミルツヤケシヒメハネカクシ Nehemitropia milu

3158 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカバヒメホソハネカクシ Neobisnius pumilus

3159 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 トサヒメシュモクアリヅカムシ Nipponozethus delicatulus

3160 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヒゲナガマルクビハネカクシ Nitidotachinus excellens

3161 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ツマキツヤナガハネカクシ Nudobius pleuralis

3162 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 クロカワベナガエハネカクシ Ochthephilum densipenne

3163 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ナミヨコセミゾハネカクシ Ochthephilus vulgaris

3164 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 クロマルズオオハネカクシ Ocypus nigroaeneus

3165 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 キンボシマルズオオハネカクシ Ocypus weisei

3166 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アロウハネナガヨツメハネカクシ Olophrum arrowi

3167 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 サビハネカクシ Ontholestes gracilis

3168 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ウスアカバホソハネカクシ Othius medius

3169 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカバホソハネカクシ Othius rufipennis

3170 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカゴミハネカクシ Oxypoda subrufa

3171 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカセスジハネカクシ Oxytelus incisus

3172 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 キバネセスジハネカクシ Oxytelus piceus

3173 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ニセキバネセスジハネカクシ Oxytelus varipennis

3174 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アオバアリガタハネカクシ Paederus fuscipes

3175 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 マメトガリハネカクシ Panscopaeus lithocharoides

3176 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 シュモクアリヅカムシ Parapyxidicerus carinatus

3177 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 クロツヤクサアリハネカクシ Pella comes

3178 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ドウガネコガシラハネカクシ Philonthus aeneipennis

3179 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ドウバネコガシラハネカクシ Philonthus cunctator

3180 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヒラタカクコガシラハネカクシ Philonthus depressipennis

3181 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 チビカクコガシラハネカクシ Philonthus discoideus

3182 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 チャバネコガシラハネカクシ Philonthus gastralis

3183 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 クロオオコガシラハネカクシ Philonthus japonicus

3184 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 フタイロコガシラハネカクシ Philonthus kobensis

3185 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 オオドウガネコガシラハネカクシ Philonthus lewisius

3186 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 キアシチビコガシラハネカクシ Philonthus numata

3187 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 カクコガシラハネカクシ Philonthus rectangulus

3188 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 キヌコガシラハネカクシ Philonthus sublucanus

3189 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヘリアカバコガシラハネカクシ Philonthus tardus

3190 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ニセヒゲナガコガシラハネカクシ Philonthus wuesthoffi
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3191 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカバクビブトハネカクシ Pinophilus rufipennis

3192 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヒメクロトガリオオズハネカクシ Platydracus brachycerus

3193 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカバトガリオオズハネカクシ Platydracus brevicornis

3194 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ドウガネトガリオオズハネカクシ Platydracus circumcinctus

3195 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 クロガネトガリオオズハネカクシ Platydracus inornatus

3196 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 カラカネトガリオオズハネカクシ Platydracus sharpi

3197 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヒメアカバトガリオオズハネカクシ Platydracus vicarius

3198 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ツマキリチビハネカクシ Porocallus insignis

3199 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 チビハバビロハネカクシ Proteinus crassicornis

3200 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ツブデオキノコムシ Pseudobironium lewisi

3201 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ツマグロスジナガハネカクシ Pseudolathra unicolor

3202 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 チャイロツヤムネハネカクシ Quedius adustus

3203 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ナミクシヒゲツヤムネハネカクシ Quedius dilatatus

3204 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカバツヤムネハネカクシ Quedius japonicus

3205 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ルイスツヤムネハネカクシ Quedius lewisius

3206 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 コガシラツヤムネハネカクシ Quedius parviceps

3207 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 クシヒゲツヤムネハネカクシ Quedius pectinatus

3208 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 コクシヒゲツヤムネハネカクシ Quedius setosus

3209 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ナミツヤムネハネカクシ Quedius simulans

3210 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ツマグロマルズツヤムネハネカクシ Quwatanabius flavicornis

3211 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ホソチャバネコガシラハネカクシ Rabigus inconstans

3212 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ハネナガクビボソハネカクシ Rugilus longipennis

3213 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 クビボソハネカクシ Rugilus rufescens

3214 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 エグリデオキノコムシ Scaphidium emarginatum

3215 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヒメデオキノコムシ Scaphidium femorale

3216 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヤマトデオキノコムシ Scaphidium japonum

3217 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヘリアカデオキノコムシ Scaphidium reitteri

3218 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ガロアケシデオキノコムシ Scaphisoma galloisi

3219 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ツマキケシデオキノコムシ Scaphisoma haemorrhoidale

3220 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカミケシデオキノコムシ Scaphisoma rubrum

3221 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカケシデオキノコムシ Scaphisoma rufum

3222 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 キョウトケシデオキノコムシ Scaphisoma unicolor

3223 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 チビヒメクビボソハネカクシ Scopaeus virilis

3224 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ムクゲコケムシ Scydmaenus vestitus

3225 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ムクゲヒメキノコハネカクシ Sepedophilus germanus

3226 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 クロヒゲヒメキノコハネカクシ Sepedophilus longipennis

3227 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ハスモンヒメキノコハネカクシ Sepedophilus pumilus

3228 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヒメキノコハネカクシ Sepedophilus tibialis

3229 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 クロヒメキノコハネカクシ Sepedophilus varicornis

3230 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 フタモンヒメキノコハネカクシ Sepedophilus wankowiczi

3231 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 モンヒラタハネカクシ Siagonium vittatum

3232 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ニセメダカハネカクシ Stenaesthetus sunioides

3233 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ホソフタホシメダカハネカクシ Stenus alienus

3234 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 スジナガメダカハネカクシ Stenus anthracinus

3235 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アシマダラカワベメダカハネカクシ Stenus cicindeloides

3236 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ズグロメダカハネカクシ　 Stenus flavidulus flavidulus

3237 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 アカバマルクビハネカクシ Tachinus gelidus

3238 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヤマトマルクビハネカクシ Tachinus japonicus

3239 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 クロズマルクビハネカクシ Tachinus nigriceps

3240 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ネアカマルクビハネカクシ Tachinus trifidus

3241 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 クロズシリホソハネカクシ Tachyporus celatus

3242 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ツヤグロシリホソハネカクシ Tachyporus suavis

3243 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 キアシコガシラナガハネカクシ Tetratopeus pallipes

3244 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヤマトニセユミセミゾハネカクシ Thinodromus japonicus

3245 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ユミセミゾハネカクシ Thinodromus sericatus
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3246 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 マルムネアリヅカムシ Triomicrus protervus

3247 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ガロアフサヒゲアリヅカムシ Trisinus galloisi

3248 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ナミエンマアリヅカムシ Trissemus alienus

3249 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ムネスジナガハネカクシ Xantholinus cunctator

3250 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 ヒゲブトアリノスハネカクシ Zyras iridescens

3251 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 コモンクロアリノスハネカクシ Zyras optatus

3252 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 シロヒゲアリノスハネカクシ Zyras particornis

3253 コウチュウ目（鞘翅目） ハネカクシ科 クビアカアリノスハネカクシ Zyras pictus

3254 コウチュウ目（鞘翅目） タマキノコムシモドキ科 マルタマキノコムシモドキ Clambus formosanus japonicus

3255 コウチュウ目（鞘翅目） タマキノコムシモドキ科 ツヤチビタマキノコムシモドキ Loricaster glaber

3256 コウチュウ目（鞘翅目） マルハナノミダマシ科 ツマアカマルハナノミダマシ Eucinetus haemorrhoidalis

3257 コウチュウ目（鞘翅目） マルハナノミ科 ヒメチビマルハナノミ Contacyphon puncticeps puncticeps

3258 コウチュウ目（鞘翅目） マルハナノミ科 アカチャチビマルハナノミ Herthania japonicola

3259 コウチュウ目（鞘翅目） マルハナノミ科 ホソチビマルハナノミ Nyholmia sanno

3260 コウチュウ目（鞘翅目） マルハナノミ科 セダカマルハナノミ Prionocyphon ovalis

3261 コウチュウ目（鞘翅目） マルハナノミ科 キムネマルハナノミ Sacodes protecta

3262 コウチュウ目（鞘翅目） マルハナノミ科 トビイロマルハナノミ Scirtes japonicus

3263 コウチュウ目（鞘翅目） ムネアカセンチコガネ科 ムネアカセンチコガネ Bolbocerosoma nigroplagiatum

3264 コウチュウ目（鞘翅目） センチコガネ科 センチコガネ Phelotrupes laevistriatus

3265 コウチュウ目（鞘翅目） クワガタムシ科 ネブトクワガタ本土亜種 Aegus laevicollis subnitidus

3266 コウチュウ目（鞘翅目） クワガタムシ科 オオクワガタ Dorcus hopei binodulosus

3267 コウチュウ目（鞘翅目） クワガタムシ科 コクワガタ　 Dorcus rectus rectus

3268 コウチュウ目（鞘翅目） クワガタムシ科 スジクワガタ　 Dorcus striatipennis striatipennis

3269 コウチュウ目（鞘翅目） クワガタムシ科 ヒラタクワガタ本土亜種 Dorcus titanus pilifer

3270 コウチュウ目（鞘翅目） クワガタムシ科 チビクワガタ Figulus binodulus

3271 コウチュウ目（鞘翅目） クワガタムシ科 ミヤマクワガタ　
Lucanus maculifemoratus
maculifemoratus

3272 コウチュウ目（鞘翅目） クワガタムシ科 ノコギリクワガタ　 Prosopocoilus inclinatus inclinatus

3273 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 コイチャコガネ Adoretus tenuimaculatus

3274 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 アオドウガネ　 Anomala albopilosa albopilosa

3275 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ドウガネブイブイ Anomala cuprea

3276 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 サクラコガネ Anomala daimiana

3277 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ヤマトアオドウガネ Anomala japonica

3278 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ツヤコガネ Anomala lucens

3279 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ハンノヒメコガネ Anomala multistriata

3280 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ヒラタアオコガネ Anomala octiescostata

3281 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ヒメコガネ Anomala rufocuprea

3282 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 アカマダラハナムグリ Anthracophora rusticola

3283 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 クロツヤマグソコガネ Aphodius atratus

3284 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 オオフタホシマグソコガネ Aphodius elegans elegans

3285 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 オオクロツヤマグソコガネ Aphodius japonicus

3286 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 セマダラマグソコガネ Aphodius nigrotessellatus

3287 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 オオマグソコガネ Aphodius quadratus

3288 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 マグソコガネ Aphodius rectus

3289 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ウスイロマグソコガネ Aphodius sublimbatus

3290 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ヒメフチケマグソコガネ Aphodius urostigma

3291 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 カタモンコガネ Blitopertha conspurcata

3292 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 チビコエンマコガネ Caccobius unicornis

3293 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 トゲニセマグソコガネ Caelius denticollis

3294 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ナミハナムグリ Cetonia pilifera

3295 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 アオハナムグリ　 Cetonia roelofsi roelofsi

3296 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ダイコクコガネ Copris ochus

3297 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ヒメアシナガコガネ Ectinohoplia obducta

3298 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 コカブトムシ　 Eophileurus chinensis chinensis

3299 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 セマダラコガネ Exomala orientalis

3300 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 コアオハナムグリ Gametis jucunda
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3301 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 クロハナムグリ Glycyphana fulvistemma

3302 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ナガチャコガネ Heptophylla picea

3303 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 マルオクロコガネ Holotrichia convexopyga

3304 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 クロコガネ Holotrichia kiotonensis

3305 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 オオクロコガネ Holotrichia parallela

3306 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 コクロコガネ Holotrichia picea

3307 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 アシナガコガネ Hoplia communis

3308 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 クロアシナガコガネ Hoplia moerens

3309 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ヒメトラハナムグリ本土亜種 Lasiotrichius succinctus tokushimus

3310 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ツノコガネ Liatongus minutus

3311 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 アカビロウドコガネ Maladera castanea

3312 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ビロウドコガネ Maladera japonica

3313 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 カミヤビロウドコガネ Maladera kamiyai

3314 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ヒメビロウドコガネ Maladera orientalis

3315 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 オオビロウドコガネ Maladera renardi

3316 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 マルガタビロウドコガネ Maladera secreta

3317 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 オオコフキコガネ Melolontha frater

3318 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 コフキコガネ Melolontha japonica

3319 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 オオスジコガネ Mimela costata

3320 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ツヤスジコガネ Mimela dificilis

3321 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ヒメスジコガネ Mimela flavilabris

3322 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 コガネムシ Mimela splendens

3323 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 スジコガネ Mimela testaceipes

3324 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 クリイロコガネ Miridiba castanea

3325 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ワタリビロウドコガネ Nipponoserica peregrina

3326 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ハラゲビロウドコガネ Nipponoserica pubiventris

3327 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ヒラタハナムグリ　 Nipponovalgus angusticollis angusticollis

3328 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 クロマルエンマコガネ Onthophagus ater

3329 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 コブマルエンマコガネ Onthophagus atripennis

3330 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 シナノエンマコガネ Onthophagus bivertex

3331 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 フトカドエンマコガネ Onthophagus fodiens

3332 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 カドマルエンマコガネ Onthophagus lenzii

3333 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 マルエンマコガネ Onthophagus viduus

3334 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 オオチャイロハナムグリ Osmoderma opicum

3335 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 マメダルマコガネ Panelus parvulus

3336 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ツヤエンマコガネ Parascatonomus nitidus

3337 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ハイイロビロウドコガネ Paraserica gricea

3338 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ウスチャコガネ Phyllopertha diversa

3339 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 アオウスチャコガネ Phyllopertha intermixta

3340 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 キスジコガネ Phyllopertha irregularis

3341 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 シロスジコガネ Polyphylla albolineata

3342 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ヒゲコガネ Polyphylla laticollis laticollis

3343 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 マメコガネ Popillia japonica

3344 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 シラホシハナムグリ　 Protaetia brevitarsis brevitarsis

3345 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 キョウトアオハナムグリ Protaetia lenzi

3346 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 シロテンハナムグリ　 Protaetia orientalis submarmorea

3347 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 セマルケシマグソコガネ Psammodius convexus

3348 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 カナブン Pseudotrynorrhina japonica

3349 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 クロカナブン Rhomborhina polita

3350 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 アオカナブン　 Rhomborhina unicolor unicolor

3351 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 クロツツマグソコガネ Saprosites japonicus

3352 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科  ホソヒゲナガビロウドコガネ 本州・四国亜種 Serica nitididorsis opacidorsis

3353 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ホソチャイロコガネ Sericania elongata

3354 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科  クロスジチャイロコガネ 本州･四国亜種 Sericania fuscolineata fulgida

3355 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 マツシタチャイロコガネ Sericania matusitai
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3356 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 ナエドコチャイロコガネ Sericania mimica

3357 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 オオタケチャイロコガネ Sericania ohtakei

3358 コウチュウ目（鞘翅目） コガネムシ科 カブトムシ　 Trypoxylus dichotomus septentrionalis

3359 コウチュウ目（鞘翅目） コブスジコガネ科 ヒメコブスジコガネ Trox opacotuberculatus

3360 コウチュウ目（鞘翅目） マルトゲムシ科 ドウガネツヤマルトゲムシ Lamprobyrrhulus hayashii

3361 コウチュウ目（鞘翅目） マルトゲムシ科 シラフチビマルトゲムシ Simplocaria bicolor

3362 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメドロムシ科 ツヤナガアシドロムシ Grouvellinus nitidus

3363 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメドロムシ科 ツヤヒメドロムシ Optioservus nitidus

3364 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメドロムシ科 キスジミゾドロムシ Ordobrevia foveicollis

3365 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメドロムシ科 イブシアシナガドロムシ Stenelmis nipponica

3366 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメドロムシ科 アワツヤドロムシ Zaitzevia awana

3367 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメドロムシ科 ツヤドロムシ Zaitzevia nitida

3368 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメドロムシ科 ミゾツヤドロムシ Zaitzevia rivalis

3369 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメドロムシ科 ヒメツヤドロムシ Zaitzeviaria brevis

3370 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメドロムシ科 ホソヒメツヤドロムシ Zaitzeviaria gotoi

3371 コウチュウ目（鞘翅目） ナガドロムシ科 タテスジナガドロムシ Heterocerus fenestratus

3372 コウチュウ目（鞘翅目） チビドロムシ科 チビドロムシ Limnichus lewisi

3373 コウチュウ目（鞘翅目） ヒラタドロムシ科 チビヒゲナガハナノミ Ectopria opaca opaca

3374 コウチュウ目（鞘翅目） ヒラタドロムシ科 クシヒゲマルヒラタドロムシ Eubrianax granicollis

3375 コウチュウ目（鞘翅目） ヒラタドロムシ科 ヒメマルヒラタドロムシ Eubrianax pellucidus

3376 コウチュウ目（鞘翅目） ヒラタドロムシ科 マルヒラタドロムシ Eubrianax ramicornis

3377 コウチュウ目（鞘翅目） ヒラタドロムシ科 ホンシュウチビマルヒゲナガハナノミ Macroeubria similis

3378 コウチュウ目（鞘翅目） ヒラタドロムシ科 ヒラタドロムシ Mataeopsephus japonicus

3379 コウチュウ目（鞘翅目） ヒラタドロムシ科 マスダチビヒラタドロムシ Malacopsephenoides japonicus

3380 コウチュウ目（鞘翅目） ナガハナノミ科 エダヒゲナガハナノミ Epilichas flabellatus flabellatus

3381 コウチュウ目（鞘翅目） ナガハナノミ科 ヒゲナガハナノミ Paralichas pectinatus

3382 コウチュウ目（鞘翅目） ナガハナノミ科 コヒゲナガハナノミ Ptilodactyla chujoi

3383 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 オオウグイスナガタマムシ Agrilus asiaticus

3384 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 シンリョクナガタマムシ Agrilus viridis

3385 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 クロナガタマムシ Agrilus cyaneoniger

3386 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 シラホシナガタマムシ Agrilus decoloratus

3387 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ヒシモンナガタマムシ Agrilus discalis

3388 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 クヌギナガタマムシ Agrilus friebi

3389 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ヒメアサギナガタマムシ Agrilus hattorii

3390 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 クワナガタマムシ本土亜種 Agrilus komareki komareki

3391 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 アサギナガタマムシ Agrilus moerens

3392 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ツヤケシナガタマムシ Agrilus nipponigena

3393 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 シラケナガタマムシ Agrilus pilosovittatus

3394 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ミドリツヤナガタマムシ Agrilus sibiricus fukushimensis

3395 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ケヤキナガタマムシ Agrilus spinipennis

3396 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ネムノキナガタマムシ Agrilus subrobustus

3397 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 タゾエナガタマムシ Agrilus tazoei

3398 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ウグイスナガタマムシ Agrilus tempestivus

3399 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ミツボシナガタマムシ Agrilus trinotatus

3400 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ウエノナガタマムシ Agrilus uenoi

3401 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 コクロナガタマムシ Agrilus yamawakii

3402 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ヒメヒラタタマムシ Anthaxia proteus

3403 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 クロケシタマムシ Aphanisticus congener

3404 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 クロタマムシ　 Buprestis haemorrhoidalis japanensis

3405 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ウバタマムシ　 Chalcophora japonica japonica

3406 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 オオムツボシタマムシ Chrysobothris ohbayashii

3407 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ムツボシタマムシ Chrysobothris succedanea

3408 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 タマムシ Chrysochroa fulgidissima fulgidissima

3409 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 シロオビナカボソタマムシ Coraebus quadriundulatus

3410 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ハイイロヒラタチビタマムシ Habroloma griseonigrum
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3411 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ヒラタチビタマムシ Habroloma subbicorne

3412 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 マスダクロホシタマムシ Lamprodila vivata

3413 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ムネアカチビナカボソタマムシ　 Nalanda rutilicollis rutilicollis

3414 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 アオマダラタマムシ Nipponobuprestis amabilis

3415 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ホソツツタマムシ Paracylindromorphus japanensis

3416 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 クリタマムシ　 Toxoscelus auriceps auriceps

3417 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 クズノチビタマムシ Trachys auricollis

3418 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 コウゾチビタマムシ Trachys broussonetiae

3419 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 マルガタチビタマムシ Trachys ineditus

3420 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ヤナギチビタマムシ Trachys minutus salicis

3421 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 マメチビタマムシ Trachys reitteri

3422 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ソーンダーズチビタマムシ Trachys saundersi

3423 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ヌスビトハギチビタマムシ Trachys tokyoensis

3424 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ズミチビタマムシ Trachys toringoi

3425 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 アカガネチビタマムシ Trachys tsushimae

3426 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ダンダラチビタマムシ Trachys variolaris

3427 コウチュウ目（鞘翅目） タマムシ科 ヤノナミガタチビタマムシ Trachys yanoi

3428 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 オオシモフリコメツキ Actenicerus orientalis

3429 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 シモフリコメツキ Actenicerus pruinosus

3430 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 シロオビチビサビキコリ Adelocera difficilis

3431 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ヒメホソキコメツキ Agaripenthes helvolus

3432 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 サビキコリ Agrypnus binodulus binodulus

3433 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ムナビロサビキコリ Agrypnus cordicollis

3434 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ホソサビキコリ Agrypnus fuliginosus

3435 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 コガタヒメサビキコリ Agrypnus hypnicola

3436 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ハマベヒメサビキコリ Agrypnus miyamotoi miyamotoi

3437 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ヒメサビキコリ Agrypnus scrofa scrofa

3438 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ヒメクロコメツキ Ampedus carbunculus

3439 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ミヤマタテスジコメツキ Ampedus gracilipes

3440 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 アカハラクロコメツキ Ampedus hypogastricus hypogastricus

3441 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 オオアカコメツキ Ampedus optabilis optabilis

3442 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ケブカクロコメツキ Ampedus vestitus vestitus

3443 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ホソハナコメツキ Cardiophorus niponicus

3444 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 クロハナコメツキ Cardiophorus pinguis

3445 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ウスカバイロコメツキ Chatanayus ishiharai ishiharai

3446 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ホソヒラタコメツキ Corymbitodes concolor

3447 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ウバタマコメツキ Cryptalaus berus

3448 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 オオフタモンウバタマコメツキ Cryptalaus larvatus larvatus

3449 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 フタモンウバタマコメツキ Cryptalaus larvatus pini

3450 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 オオウバタマコメツキ Cryptalaus yamato

3451 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ナガナカグロヒメコメツキ Dalopius exilis

3452 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 クロスジヒメコメツキ Dalopius patagiatus

3453 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ベニコメツキ Denticollis nipponensis nipponensis

3454 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 アカアシハナコメツキ Dicronychus adjutor adjutor

3455 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 キバネホソコメツキ Dolerosomus gracilis

3456 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 コナガコメツキ Ectamenogonus plebejus

3457 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 カバイロコメツキ Ectinus sericeus sericeus

3458 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ヨツモンミズギワコメツキ Fleutiauxellus quadrillum

3459 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 フトツヤハダコメツキ Harminathous suturalis

3460 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ムネスジダンダラコメツキ Harminius singularis singularis

3461 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 チャイロコメツキ Haterumelater bicarinatus bicarinatus

3462 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ホソキコメツキ Hayekpenthes pallidus pallidus

3463 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 クロツヤハダコメツキ Hemicrepidius secessus secessus

3464 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ルリツヤハダコメツキ Hemicrepidius subcyaneus

3465 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ムラサキヒメカネコメツキ Kibunea eximia
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3466 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 キンムネヒメカネコメツキ Kibunea ignicollis

3467 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 オオサビコメツキ Lacon maeklinii maeklinii

3468 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 コガタノサビコメツキ Lacon parallelus parallelus

3469 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ニホンカネコメツキ Limoniscus niponensis

3470 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 タテスジカネコメツキ Limoniscus vittatus

3471 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ヤマトカネコメツキ Limoniscus yamato

3472 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 メダカツヤハダコメツキ Medakathous jactatus jactatus

3473 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 クロツヤクシコメツキ Melanotus annosus

3474 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ハネナガクシコメツキ Melanotus castanipes matsumurai

3475 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ヒラタクロクシコメツキ Melanotus correctus correctus

3476 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 クシコメツキ Melanotus legatus legatus

3477 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ルイスクシコメツキ Melanotus lewisi lewisi

3478 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 チャバネクシコメツキ Melanotus seniculus

3479 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 クロクシコメツキ Melanotus senilis senilis

3480 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 マトバチビマメコメツキ Miquasus convexipennis

3481 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ヒゲナガコメツキ Mulsanteus junior junior

3482 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 アカヒゲヒラタコメツキ Neopristilophus serrifer serrifer

3483 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 オオナガコメツキ Nipponoelater sieboldi sieboldi

3484 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 クロツヤミズギワコメツキ Oedostethus telluris

3485 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ヒメクロナガコメツキ Parallelostethus georgelewisi

3486 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ヒゲコメツキ Pectocera hige hige

3487 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 クリイロアシブトコメツキ Podeonius castaneus

3488 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 マダラチビコメツキ Prodrasterius agnatus

3489 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ケシチビマメコメツキ Quasimus issunboushi

3490 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ニホンチビマメコメツキ Quasimus japonicus

3491 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 キョウトチビマメコメツキ Quasimus kyotoensis

3492 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ミヤコアラハダチャイロコメツキ Reitterelater miyako

3493 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 アラハダチャイロコメツキ Reitterelater rugipennis

3494 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 シリブトヒラタコメツキ Selatosomus puerilis

3495 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 コガネホソコメツキ Sericus bifoveolatus

3496 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 クチブトコメツキ Silesis musculus musculus

3497 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 アカアシオオクシコメツキ Spheniscosomus cete cete

3498 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 オオクロクシコメツキ Spheniscosomus cribricollis

3499 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ハネナガオオクシコメツキ Spheniscosomus japonicus

3500 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ヒラタクシコメツキ Spheniscosomus koikei

3501 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 オオツヤハダコメツキ Stenagostus umbratilis

3502 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 オオクシヒゲコメツキ Tetrigus lewisi

3503 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 ミドリヒメコメツキ Vuilletus viridis

3504 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 シラケチビミズギワコメツキ Zorochros albipilis

3505 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキムシ科 カタモンチビコメツキ Zorochros humeralis humeralis

3506 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキダマシ科 コヒメミゾコメツキダマシ Dromaeolus brevipes

3507 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキダマシ科 クロヒメミゾコメツキダマシ Dromaeolus lewisi

3508 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキダマシ科 ニホンヒメミゾコメツキダマシ Dromaeolus nipponensis

3509 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキダマシ科 ヒメチャイロコメツキダマシ Fornax consobrinus

3510 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキダマシ科 コチャイロコメツキダマシ Fornax nipponicus

3511 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキダマシ科 オオチャイロコメツキダマシ Fornax victor

3512 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキダマシ科 エノキコメツキダマシ Galloisius amplicollis

3513 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキダマシ科 ヒメコメツキダマシ Hypocoelus japonicus

3514 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキダマシ科 キイロナカミゾコメツキダマシ Rhacopus miyatakei

3515 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲブトコメツキ科 ナガヒゲブトコメツキ Aulonothroscus longulus

3516 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲブトコメツキ科 ミカドヒゲブトコメツキ Trixagus micado micado

3517 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲブトコメツキ科 チャイロヒゲブトコメツキ Trixagus turgidus

3518 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 ミヤマクビボソジョウカイ Asiopodabrus lictorius

3519 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 クロヒメクビボソジョウカイ　
Asiopodabrus malthinoides
malthinoides

3520 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 ウスイロクビボソジョウカイ Asiopodabrus temporalis
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3521 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 クロヒゲナガジョウカイ Habronychus providus

3522 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 クビボソジョウカイ Hatchiana heydeni

3523 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 ムネアカクロジョウカイ Lycocerus adusticollis

3524 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 クロジョウカイ Lycocerus attristatus

3525 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 ウスチャジョウカイ西日本亜種 Lycocerus insulsus lewisii

3526 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 ヒメジョウカイ Lycocerus japonicus

3527 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 ニセヒメジョウカイ Lycocerus lineatipennis

3528 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 セスジジョウカイ Lycocerus magnius

3529 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 クビアカジョウカイ Lycocerus oedemeroides

3530 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 ジョウカイボン西日本亜種 Lycocerus suturellus luteipennis

3531 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 セボシジョウカイ Lycocerus vitellinus

3532 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 フタイロチビジョウカイ Malthinellus bicolor

3533 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 クロツマキジョウカイ Malthinus japonicus

3534 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 クロスジツマキジョウカイ Malthinus mucoreus

3535 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 ウスバツマキジョウカイ Malthinus nakanei

3536 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 クロチビジョウカイ Malthodes minutopygus

3537 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 ムネミゾクロチビジョウカイ Malthodes sulcicollis

3538 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 マルムネジョウカイ Prothemus ciusianus

3539 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 クロヒメジョウカイ Rhagonycha latiuscula

3540 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 クリイロジョウカイ Stenothemus badius

3541 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 アオジョウカイ Themus cyanipennis

3542 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 キンイロジョウカイ本州･四国亜種 Themus episcopalis purpureoaeneus

3543 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイボン科 ニセキベリコバネジョウカイ Trypherus mutilatus

3544 コウチュウ目（鞘翅目） ホタル科 カタモンミナミボタル Drilaster axillaris

3545 コウチュウ目（鞘翅目） ホタル科 オオオバボタル Lucidina accensa

3546 コウチュウ目（鞘翅目） ホタル科 オバボタル Lucidina biplagiata

3547 コウチュウ目（鞘翅目） ホタル科 ゲンジボタル Luciola cruciata

3548 コウチュウ目（鞘翅目） ホタル科 ヘイケボタル Luciola lateralis

3549 コウチュウ目（鞘翅目） ホタル科 ヒメボタル Luciola parvula

3550 コウチュウ目（鞘翅目） ホタル科 オオマドボタル Pyrocoelia discicollis

3551 コウチュウ目（鞘翅目） ホタル科 クロマドボタル Pyrocoelia fumosa

3552 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 ミスジヒシベニボタル Benibotarus spinicoxis

3553 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 ツヤバネベニボタル Calochromus rubrovestitus

3554 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 ユアサクロベニボタル Cautires yuasai

3555 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 カタアカベニボタル Conderis rufohumeralis

3556 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 ヒシベニボタル Dictyoptera gorhami

3557 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 ネアカヒシベニボタル Dictyoptera speciosa

3558 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 Eropterus属 Eropterus sp.

3559 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 テングベニボタル Erotides nasuta

3560 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 クロミスジヒシベニボタル Greenarus nigripennis

3561 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 コクロハナボタル Libnetis granicollis

3562 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 ジュウジベニボタル Lopheros lineatus

3563 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 ベニボタル Lycostomus modestus

3564 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 フトベニボタル
Lycostomus semiellipticus
semiellipticus

3565 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 カクムネベニボタル Lyponia quadricollis

3566 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 コクシヒゲベニボタル Macrolycus aemulus

3567 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 クシヒゲベニボタル Macrolycus flabellatus

3568 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 ホソベニボタル Mesolycus atrorufus

3569 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 クロハナボタル Plateros coracinus

3570 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 ヒメクロハナボタル Plateros japonicus

3571 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 チョウセンハナボタル Plateros koreanus

3572 コウチュウ目（鞘翅目） ベニボタル科 クロアミメボタル Xylobanus niger

3573 コウチュウ目（鞘翅目） ホタルモドキ科 ホソホタルモドキ Drilonius striatulus

3574 コウチュウ目（鞘翅目） カツオブシムシ科 ヒメマルカツオブシムシ Anthrenus verbasci

3575 コウチュウ目（鞘翅目） カツオブシムシ科 ヒメカツオブシムシ Attagenus unicolor japonicus
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3576 コウチュウ目（鞘翅目） カツオブシムシ科 トビカツオブシムシ Dermestes ater

3577 コウチュウ目（鞘翅目） カツオブシムシ科 ベニモンチビカツオブシムシ Orphinus japonicus

3578 コウチュウ目（鞘翅目） カツオブシムシ科 ヨツモンチビカツオブシムシ Orphinus quadrimaculatus

3579 コウチュウ目（鞘翅目） カツオブシムシ科 チュウジョウヒゲブトカツオブシムシ Thaumaglossa chujoi

3580 コウチュウ目（鞘翅目） カツオブシムシ科 クロヒゲブトカツオブシムシ Thaumaglossa hilleri

3581 コウチュウ目（鞘翅目） カツオブシムシ科 カマキリタマゴカツオブシムシ Thaumaglossa rufocapillata

3582 コウチュウ目（鞘翅目） カツオブシムシ科 チビケカツオブシムシ Trinodes rufescens

3583 コウチュウ目（鞘翅目） シバンムシ科 オオホコリタケシバンムシ Caenocara tsuchiguri

3584 コウチュウ目（鞘翅目） シバンムシ科 ツツガタシバンムシ Gastrallus affinis

3585 コウチュウ目（鞘翅目） シバンムシ科 フルホンシバンムシ Gastrallus immarginatus

3586 コウチュウ目（鞘翅目） シバンムシ科 セスジタワラシバンムシ Holcobius japonicus

3587 コウチュウ目（鞘翅目） シバンムシ科 ホソマダラシバンムシ Xestobium shibatai

3588 コウチュウ目（鞘翅目） ナガシンクイムシ科 セマダラナガシンクイ Lichenophanes carinipennis

3589 コウチュウ目（鞘翅目） ナガシンクイムシ科 カキノフタトゲナガシンクイ Sinoxylon japonicum

3590 コウチュウ目（鞘翅目） ヒョウホンムシ科 ケジロヒョウホンムシ　 Ptinus senilis senilis

3591 コウチュウ目（鞘翅目） カッコウムシ科 ホソカッコウムシ Cladiscus obeliscus

3592 コウチュウ目（鞘翅目） カッコウムシ科 クロダンダラカッコウムシ Stigmatium nakanei

3593 コウチュウ目（鞘翅目） カッコウムシ科 ダンダラカッコウムシ Stigmatium pilosellum

3594 コウチュウ目（鞘翅目） カッコウムシ科 ツマグロツツカッコウムシ Tenerus hilleri

3595 コウチュウ目（鞘翅目） カッコウムシ科 キムネツツカッコウムシ Tenerus maculicollis

3596 コウチュウ目（鞘翅目） カッコウムシ科 イガラシカッコウムシ Tillus igarashii

3597 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイモドキ科 コケシジョウカイモドキ Celsus spectabilis

3598 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイモドキ科 ケシジョウカイモドキ Dasytes vulgaris

3599 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイモドキ科 クギヌキヒメジョウカイモドキ Ebaeus oblongulus

3600 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイモドキ科 キムネヒメジョウカイモドキ Hypebaeus picticollis

3601 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイモドキ科 ヒロオビジョウカイモドキ Intybia historio

3602 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイモドキ科 キアシオビジョウカイモドキ Intybia pellegrini pellegrini

3603 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイモドキ科 ツマキアオジョウカイモドキ Malachius prolongatus

3604 コウチュウ目（鞘翅目） ジョウカイモドキ科 ヒメジョウカイモドキ Nepachys japonicus

3605 コウチュウ目（鞘翅目） コクヌスト科 オオコクヌスト Trogossita japonica

3606 コウチュウ目（鞘翅目） ムクゲキスイムシ科 ムナビロムクゲキスイ Biphyllus aequalis

3607 コウチュウ目（鞘翅目） ムクゲキスイムシ科 ケマダラムクゲキスイ Biphyllus flexiosus

3608 コウチュウ目（鞘翅目） ムクゲキスイムシ科 アカグロムクゲキスイ Biphyllus lewisi

3609 コウチュウ目（鞘翅目） ムクゲキスイムシ科 ハスモンムクゲキスイ Biphyllus rufopictus

3610 コウチュウ目（鞘翅目） ムクゲキスイムシ科 ベニモンムクゲキスイ Biphyllus suffusus

3611 コウチュウ目（鞘翅目） ムクゲキスイムシ科 クリイロムクゲキスイ Biphyllus throscoides

3612 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲボソケシキスイ科 コクロチビハナケシキスイ Brachypterus urticae

3613 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲボソケシキスイ科 キイロチビハナケシキスイ Heterhelus scutellaris

3614 コウチュウ目（鞘翅目） キスイモドキ科 キスイモドキ Byturus affinis

3615 コウチュウ目（鞘翅目） キスイモドキ科 ツノブトホタルモドキ Xerasia variegata

3616 コウチュウ目（鞘翅目） カクホソカタムシ科 ムネビロカクホソカタムシ Cautomus hystriculus

3617 コウチュウ目（鞘翅目） カクホソカタムシ科 ムネヨコカクホソカタムシ Cerylon curticolle

3618 コウチュウ目（鞘翅目） カクホソカタムシ科 アナムネカクホソカタムシ Thyroderus porcatus

3619 コウチュウ目（鞘翅目） ツツキノコムシ科 タテスジツツキノコムシ Cis japonicus

3620 コウチュウ目（鞘翅目） ツツキノコムシ科 ミツアナツツキノコムシ Cis seriatulus

3621 コウチュウ目（鞘翅目） ツツキノコムシ科 チュウジョウエグリツツキノコムシ Ennearthron chujoi

3622 コウチュウ目（鞘翅目） ツツキノコムシ科 ツヤツツキノコムシ Octotemnus laminifrons

3623 コウチュウ目（鞘翅目） ツツキノコムシ科 マダラホソツツキノコムシ Orthocis ornatus

3624 コウチュウ目（鞘翅目） ツツキノコムシ科 ケナガツツキノコムシ Rhopalodontus perforatus

3625 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 カメノコテントウ Aiolocaria hexaspilota

3626 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 アミダテントウ Amida tricolor

3627 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ジュウクホシテントウ Anisosticta kobensis

3628 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ミスジキイロテントウ Brumoides ohtai

3629 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ハラグロオオテントウ Callicaria superba

3630 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 シロトホシテントウ Calvia decemguttata
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3631 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ムーアシロホシテントウ Calvia muiri

3632 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 シロジュウゴホシテントウ Calvia quindecimguttata

3633 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ヒメアカホシテントウ Chilocorus kuwanae

3634 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 アカホシテントウ Chilocorus rubidus

3635 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ナナホシテントウ Coccinella septempunctata

3636 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 マクガタテントウ Coccinula crotchi

3637 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 フタモンクロテントウ Cryptogonus orbiculus

3638 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 トホシテントウ Epilachna admirabilis

3639 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ナミテントウ Harmonia axyridis

3640 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 クリサキテントウ Harmonia yedoensis

3641 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ヤマトアザミテントウ Henosepilachna niponica

3642 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 オオニジュウヤホシテントウ Henosepilachna vigintioctomaculata

3643 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ニジュウヤホシテントウ Henosepilachna vigintioctopunctata

3644 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ジュウサンホシテントウ Hippodamia tredecimpunctata

3645 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 フタホシテントウ Hyperaspis japonica

3646 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 キイロテントウ　 Kiiro koebelei koebelei

3647 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ダンダラテントウ Menochilus sexmaculatus

3648 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 セスジヒメテントウ Nephus patagiatus

3649 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 アトホシヒメテントウ Nephus phosphorus

3650 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ウスキホシテントウ Oenopia hirayamai

3651 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ヨツボシテントウ Phymatosternus lewisii

3652 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ヒメカメノコテントウ Propylea japonica

3653 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 コカメノコテントウ Propylea quatuordecimpunctata

3654 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 クモガタテントウ Psyllobora vigintimaculata

3655 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 アカイロテントウ Rodolia concolor

3656 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ベニヘリテントウ Rodolia limbata

3657 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ハレヤヒメテントウ Sasajiscymnus hareja

3658 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ナガサキヒメテントウ Sasajiscymnus nagasakiensis

3659 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 オオヒメテントウ Sasajiscymnus pilicrepus

3660 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 クビアカヒメテントウ Sasajiscymnus sylvaticus

3661 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ババヒメテントウ Scymnus babai

3662 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ツマアカヒメテントウ Scymnus dorcatomoides

3663 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 カバイロヒメテントウ Scymnus fuscatus

3664 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 オニヒメテントウ Scymnus giganteus

3665 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 クロヘリヒメテントウ Scymnus hoffmanni

3666 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 クロヒメテントウ Scymnus japonicus

3667 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 カグヤヒメテントウ Scymnus kaguyahime

3668 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 カワムラヒメテントウ Scymnus kawamurai

3669 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 クロスジヒメテントウ Scymnus nigrosuturalis

3670 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 オトヒメテントウ Scymnus otohime

3671 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 コクロヒメテントウ Scymnus posticalis

3672 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 キイロヒメテントウ Scymnus syoitii

3673 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 クロツヤテントウ　 Serangium japonicum japonicum

3674 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ジュウロクホシテントウ Sospita oblongoguttata

3675 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 キアシクロヒメテントウ Stethorus japonicus

3676 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 ムネアカオオクロテントウ Synona consanguinea

3677 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 クロテントウ Telsimia nigra

3678 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシ科 シロホシテントウ Vibidia duodecimguttata

3679 コウチュウ目（鞘翅目） ミジンムシ科 チャイロミジンムシ Alloparmulus rugosus

3680 コウチュウ目（鞘翅目） ミジンムシ科 ナカグロミジンムシ Arthrolips lewisii

3681 コウチュウ目（鞘翅目） ミジンムシ科 テントウミジンムシ Corylophodes punctipennis

3682 コウチュウ目（鞘翅目） ミジンムシ科 ダエンミジンムシ Corylophus japonicus

3683 コウチュウ目（鞘翅目） ミジンムシ科 ベニモンツヤミジンムシ Parmulus politus

3684 コウチュウ目（鞘翅目） ミジンムシ科 ムクゲミジンムシ Sericoderus lateralis

3685 コウチュウ目（鞘翅目） キスイムシ科 ケナガセマルキスイ Atomaria horridula
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3686 コウチュウ目（鞘翅目） キスイムシ科 キイロセマルキスイ Atomaria lewisi

3687 コウチュウ目（鞘翅目） キスイムシ科 ナガマルキスイ Atomaria punctatissima

3688 コウチュウ目（鞘翅目） キスイムシ科 トゲムネキスイ Cryptophagus acutangulus

3689 コウチュウ目（鞘翅目） キスイムシ科 ヨツモンキスイ Cryptophagus callosipennis

3690 コウチュウ目（鞘翅目） キスイムシ科 ウスバキスイ Cryptophagus cellaris

3691 コウチュウ目（鞘翅目） キスイムシ科 クロモンキスイ Cryptophagus decoratus

3692 コウチュウ目（鞘翅目） キスイムシ科 オオナガキスイ Cryptophagus enormis

3693 コウチュウ目（鞘翅目） キスイムシ科 ヒゲブトキスイ Cryptophagus latangulus

3694 コウチュウ目（鞘翅目） キスイムシ科 ルイスキスイ Cryptophagus lewisii

3695 コウチュウ目（鞘翅目） キスイムシ科 マルガタキスイ Curelius japonicus

3696 コウチュウ目（鞘翅目） キスイムシ科 ヒラムネマルキスイ Serratomaria tarsalis

3697 コウチュウ目（鞘翅目） ヒラタムシ科 キボシチビヒラタムシ Laemophloeus submonilis

3698 コウチュウ目（鞘翅目） ヒラタムシ科 グルーベルホソチビヒラタムシ Leptophloeus convexiusculus

3699 コウチュウ目（鞘翅目） ヒラタムシ科 オオキバチビヒラタムシ Nipponophloeus dorcoides

3700 コウチュウ目（鞘翅目） ヒラタムシ科 ルイスチビヒラタムシ Notolaemus lewisi

3701 コウチュウ目（鞘翅目） ヒラタムシ科 クロムネキカワヒラタムシ Pediacus japonicus

3702 コウチュウ目（鞘翅目） ヒラタムシ科 カドムネチビヒラタムシ Placonotus testaceus

3703 コウチュウ目（鞘翅目） ヒラタムシ科 ヒメヒラタムシ Uleiota arboreus

3704 コウチュウ目（鞘翅目） ヒラタムシ科 セマルチビヒラタムシ Xylolestes laevior

3705 コウチュウ目（鞘翅目） ミジンムシダマシ科 クロミジンムシダマシ Aphanocephalus hemisphericus

3706 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシダマシ科 ヨツボシテントウダマシ Ancylopus pictus asiaticus

3707 コウチュウ目（鞘翅目） 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

3708 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシダマシ科 クロモンケブカテントウダマシ Ectomychus musculus

3709 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシダマシ科 ルリテントウダマシ Endomychus gorhami gorhami

3710 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシダマシ科 キボシテントウダマシ Mycetina amabilis

3711 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシダマシ科 イカリモンテントウダマシ Mycetina ancoriger

3712 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシダマシ科 ムナビロテントウダマシ Mycetina laticollis

3713 コウチュウ目（鞘翅目） テントウムシダマシ科 キイロテントウダマシ Saula japonica

3714 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 セグロチビオオキノコムシ Aporotritoma laetabilis

3715 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 カタモンオオキノコムシ Aulacochilus japonicus

3716 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 ルリオオキノコムシ Aulacochilus sibiricus

3717 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 ウスモンホソオオキノコムシ Dacne akitai

3718 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 セモンホソオオキノコムシ Dacne picta

3719 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 ヒメオビオオキノコムシ Episcapha fortunei

3720 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 ミヤマオビオオキノコムシ Episcapha gorhami

3721 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 タイショウオオキノコムシ Episcapha morawitzi

3722 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 カタボシエグリオオキノコムシ Megalodacne bellula

3723 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 アカハバビロオオキノコムシ Neotriplax lewisii

3724 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 ムモンシリグロオオキノコムシ　 Pselaphandra inornata inornata

3725 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 フタホシチビオオキノコムシ Triplax devia

3726 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 ホソチビオオキノコムシ Triplax japonica

3727 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 シベリアチビオオキノコムシ Triplax sibirica connectens

3728 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 ミツボシチビオオキノコムシ Tritoma maculifrons

3729 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 クロチビオオキノコムシ Tritoma niponensis

3730 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 キベリハバビロオオキノコムシ Tritoma pallidicincta

3731 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 ベニバネチビオオキノコムシ Tritoma rufipennis

3732 コウチュウ目（鞘翅目） オオキノコムシ科 ムツホシチビオオキノコムシ Tritoma towadensis

3733 コウチュウ目（鞘翅目） オオキスイムシ科 ヨツボシオオキスイ Helota gemmata

3734 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキモドキ科 キムネヒメコメツキモドキ Anadastus atriceps

3735 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキモドキ科 ツマグロヒメコメツキモドキ Anadastus praeustus

3736 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキモドキ科 ヒラナガムクゲキスイ Cryptophilus obliteratus

3737 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキモドキ科 ヒメムクゲオオキノコ Cryptophilus propinquus

3738 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキモドキ科 ルイスコメツキモドキ Languriomorpha lewisi

3739 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキモドキ科 ケシコメツキモドキ Microlanguria jansoni

3740 コウチュウ目（鞘翅目） コメツキモドキ科 ケナガマルキスイ Toramus glisonothoides
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3741 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメマキムシ科 ウスキケシマキムシ Corticaria japonica

3742 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメマキムシ科 クロオビケシマキムシ Corticaria ornata

3743 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメマキムシ科 ウスチャケシマキムシ Cortinicara gibbosa

3744 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメマキムシ科 ヤマトケシマキムシ Melanophthalma japonica

3745 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメマキムシ科 ヒメマキムシ Stephostethus chinensis

3746 コウチュウ目（鞘翅目） ネスイムシ科 アナバケデオネスイ Mimemodes cribratus

3747 コウチュウ目（鞘翅目） ネスイムシ科 オバケデオネスイ Mimemodes monstrosus

3748 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 コゲチャセマルケシキスイ Amphicrossus japonicus

3749 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 ナガコゲチャケシキスイ Amphicrossus lewisi

3750 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 クロハナケシキスイ Carpophilus chalybeus

3751 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 クリイロデオキスイ Carpophilus marginellus

3752 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 キバナガデオキスイ Carpophilus mutilatus

3753 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 チビコオニケシキスイ Cryptarcha inhalita

3754 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 ルイスコオニケシキスイ Cryptarcha lewisi

3755 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 キボシコオニケシキスイ Cryptarcha maculata

3756 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 ナミモンコケシキスイ Cryptarcha strigata

3757 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 キイロセマルケシキスイ Cychramus lutens

3758 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 ヒゲブトヒラタケシキスイ Epuraea aestiva

3759 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 カクアシヒラタケシキスイ Epuraea bergeri

3760 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 ツバキヒラタケシキスイ Epuraea commutata

3761 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 ツヤチビヒラタケシキスイ Epuraea concolor

3762 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 トゲアシヒラタケシキスイ Epuraea dentipes

3763 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 ハコネヒラタケシキスイ Epuraea funeraria

3764 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 コゲチャヒラタケシキスイ Epuraea japonica

3765 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 ウスモンアカヒラタケシキスイ Epuraea kyushuensis

3766 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 ホソキヒラタケシキスイ Epuraea oblonga

3767 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 モンチビヒラタケシキスイ Epuraea ocularis

3768 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 マメヒラタケシキスイ Epuraea paulula

3769 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 ハネナガヒラタケシキスイ Epuraea pseudorapax

3770 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 オオヒラタケシキスイ Epuraea pseudosoronia

3771 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 コヨツボシケシキスイ Glischrochilus ipsoides

3772 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 ヨツボシケシキスイ Glischrochilus japonicus

3773 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 マルガタカクケシキスイ Hebasculinus japonus

3774 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 コクロヒラタケシキスイ Ipidia sibirica

3775 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 クロヒラタケシキスイ　 Ipidia variolosa variolosa

3776 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 キムネチビケシキスイ Meligethes denticulatus

3777 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 キベリチビケシキスイ Meligethes violaceus

3778 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 フトヒゲツヤマルケシキスイ Neopallodes clavatus

3779 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 モンクロアカマルケシキスイ Neopallodes hilleri

3780 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 キボシヒラタケシキスイ Omosita colon

3781 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 アシナガマルケシキスイ Pallodes cyrtusoides

3782 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 クリイロマルケシキスイ Pallodes umbratilis

3783 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 ニセアカマダラケシキスイ Phenolia borealis

3784 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 アカマダラケシキスイ Phenolia picta

3785 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 キノコヒラタケシキスイ Physoronia explanata

3786 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 アミモンヒラタケシキスイ Physoronia hilleri

3787 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 ホコリタケケシキスイ Physoronia japonica

3788 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 ウスオビカクケシキスイ Pocadites dilatimanus

3789 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 セスジカクケシキスイ Pocadites oviformis

3790 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 クロモンカクケシキスイ Pocadius nobilis

3791 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 オオキマダラケシキスイ Soronia grisea

3792 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 キマダラケシキスイ Soronia japonica

3793 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 クロキマダラケシキスイ Soronia lewisi

3794 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 マルキマダラケシキスイ Stelidota multiguttata

3795 コウチュウ目（鞘翅目） ケシキスイ科 カタベニデオキスイ Urophorus humeralis
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3796 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメハナムシ科 キイロアシナガヒメハナムシ Augasmus nipponicus

3797 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメハナムシ科 チャイロズマルヒメハナムシ Litostilbus festivus

3798 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメハナムシ科 トビイロヒメハナムシ Olibrus consanguineus

3799 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメハナムシ科 フタスジヒメハナムシ Olibrus particeps

3800 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメハナムシ科 ミジンムシモドキ Phaenocephalus castaneus

3801 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメハナムシ科 キイロヒメハナムシ Phaenocephalus kobensis

3802 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメハナムシ科 ニセクロズマルヒメハナムシ Phalacrus brevidens

3803 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメハナムシ科 チビズマルヒメハナムシ Phalacrus luteicornis

3804 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメハナムシ科 クロズマルヒメハナムシ Phalacrus punctatus

3805 コウチュウ目（鞘翅目） ホソヒラタムシ科 クロオビセマルヒラタムシ Psammoecus fasciatus

3806 コウチュウ目（鞘翅目） ホソヒラタムシ科 ミツモンセマルヒラタムシ Psammoecus trimaculatus

3807 コウチュウ目（鞘翅目） ホソヒラタムシ科 マルムネホソヒラタムシ Silvanolomus inermis

3808 コウチュウ目（鞘翅目） ホソヒラタムシ科 ホソムネホソヒラタムシ Silvanoprus angusticollis

3809 コウチュウ目（鞘翅目） ホソヒラタムシ科 アタマホソヒラタムシ Silvanoprus cephalotes

3810 コウチュウ目（鞘翅目） ホソヒラタムシ科 ホソミツカドホソヒラタムシ Silvanoprus grouvellei

3811 コウチュウ目（鞘翅目） ホソヒラタムシ科 ミツカドコナヒラタムシ Silvanoprus scuticollis

3812 コウチュウ目（鞘翅目） ホソヒラタムシ科 フタトゲホソヒラタムシ Silvanus bidentatus

3813 コウチュウ目（鞘翅目） ホソヒラタムシ科 カクムネホソヒラタムシ Silvanus recticollis

3814 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメキノコムシ科 マルヒメキノコムシ Aspidophorus japonicus

3815 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメキノコムシ科 ツヤヒメキノコムシ Sphindus brevis

3816 コウチュウ目（鞘翅目） ヒメキノコムシ科 クリイロヒメキノコムシ Sphindus castaneipennis

3817 コウチュウ目（鞘翅目） アリモドキ科 ケオビアリモドキ Anthelephila cribriceps

3818 コウチュウ目（鞘翅目） アリモドキ科 モモキアリモドキ Anthicomorphus cruralis

3819 コウチュウ目（鞘翅目） アリモドキ科 クロチビアリモドキ　 Anthicomorphus niponicus niponicus

3820 コウチュウ目（鞘翅目） アリモドキ科 ツヤチビホソアリモドキ Anthicus laevipennis

3821 コウチュウ目（鞘翅目） アリモドキ科 セマルツヤアリモドキ Derarimus clavipes

3822 コウチュウ目（鞘翅目） アリモドキ科 ホソクビアリモドキ　 Formicomus braminus coiffaiti

3823 コウチュウ目（鞘翅目） アリモドキ科 ツマアカクビボソムシ Macratria apicalis

3824 コウチュウ目（鞘翅目） アリモドキ科 アカクビボソムシ Macratria serialis

3825 コウチュウ目（鞘翅目） アリモドキ科 ミツヒダアリモドキ Pseudoleptaleus trigibber

3826 コウチュウ目（鞘翅目） アリモドキ科 ムナグロホソアリモドキ Sapintus cohaeres

3827 コウチュウ目（鞘翅目） アリモドキ科 アカモンホソアリモドキ Sapintus marseuli

3828 コウチュウ目（鞘翅目） アリモドキ科 アカホソアリモドキ Stricticomus fugiens

3829 コウチュウ目（鞘翅目） アリモドキ科 ヨツボシホソアリモドキ Stricticomus valgipes

3830 コウチュウ目（鞘翅目） ホソカタムシ科 マメヒラタホソカタムシ Acolophus debilis

3831 コウチュウ目（鞘翅目） ホソカタムシ科 ノコギリホソカタムシ Endophloeus serratus

3832 コウチュウ目（鞘翅目） ホソカタムシ科 ヒサゴホソカタムシ Glyphocryptus brevicollis

3833 コウチュウ目（鞘翅目） ホソカタムシ科 ツヤケシヒメホソカタムシ Microprius opacus

3834 コウチュウ目（鞘翅目） ホソカタムシ科 ホソマダラホソカタムシ Namunaria picta

3835 コウチュウ目（鞘翅目） ホソカタムシ科 ツヤナガヒラタホソカタムシ Pycnomerus vilis

3836 コウチュウ目（鞘翅目） ホソカタムシ科 ハヤシヒメヒラタホソカタムシ Synchita hayashii

3837 コウチュウ目（鞘翅目） ホソカタムシ科 ベニモンヒメヒラタホソカタムシ Synchita rufosignata

3838 コウチュウ目（鞘翅目） ニセクビボソムシ科 マダラニセクビボソムシ　 Phytobaenus amabilis scapularis

3839 コウチュウ目（鞘翅目） ニセクビボソムシ科 クシヒゲニセクビボソムシ Picemelinus flabellicornis

3840 コウチュウ目（鞘翅目） ニセクビボソムシ科 ヤマトニセクビボソムシ Pseudolotelus japonicus

3841 コウチュウ目（鞘翅目） ニセクビボソムシ科 セグロニセクビボソムシ Syzeton brunnidorsis

3842 コウチュウ目（鞘翅目） ニセクビボソムシ科 オビモンニセクビボソムシ Syzeton quadrimaculatus

3843 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 オオメズカクシナガクチキ Anisoxiella ocularis

3844 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 フタオビホソナガクチキ Dircaea erotyloides

3845 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 ヨツボシヒメナガクチキ Holostrophus lewisi

3846 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 アヤモンヒメナガクチキ Holostrophus orientalis

3847 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 チビノミナガクチキ Lederina japonica

3848 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 フタモンヒメナガクチキ Microtonus dimidiatus

3849 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 キスジナガクチキ Mikadonius gracilis

3850 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 ハネナシナガクチキ Nipponomarolia kobensis
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3851 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 カバイロニセハナノミ Orchesia ocularis

3852 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 コメツキガタナガクチキ Paramikadonius crepusculus

3853 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 オオクロホソナガクチキ Phloeotrya bellicosa

3854 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 ビロウドホソナガクチキ Phloeotrya obscura

3855 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 クロホソナガクチキ Phloeotrya rugicollis

3856 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 キイロホソナガクチキ Serropalpus barbatus

3857 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 ヒメホソナガクチキ Serropalpus marseili

3858 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 ミヤケヒメナガクチキ Symphora brunnea brunnea

3859 コウチュウ目（鞘翅目） ナガクチキムシ科 カツオガタナガクチキ Synstrophus macrophthalmus

3860 コウチュウ目（鞘翅目） ツチハンミョウ科 ヒラズゲンセイ Cissites cephalotes

3861 コウチュウ目（鞘翅目） ツチハンミョウ科 マメハンミョウ Epicauta gorhami

3862 コウチュウ目（鞘翅目） ツチハンミョウ科 ヒメツチハンミョウ Meloe coarctatus

3863 コウチュウ目（鞘翅目） ツチハンミョウ科 キイロゲンセイ Zonitis japonica

3864 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 ハセガワヒメハナノミ Ermischiella hasegawai

3865 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 ナミアカヒメハナノミ Falsomordellina luteoloides

3866 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 タカオヒメハナノミ Falsomordellina takaosana

3867 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 ミヤマヒメハナノミ Falsomordellistena alpigena

3868 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 フタモンヒメハナノミ Falsomordellistena altestrigata

3869 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 カトウヒメハナノミ Falsomordellistena katoi

3870 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 サトウヒメハナノミ Falsomordellistena satoi

3871 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 ヨシダヒメハナノミ Falsomordellistena yoshidai

3872 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 オオメヒメハナノミ Glipostena pelecotomoidea

3873 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 チャイロヒメハナノミ Glipostenoda rosseola

3874 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 シズオカヒメハナノミ Glipostenoda shizuokana

3875 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 クリゲヒメハナノミ Glipostenoda trichophora

3876 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 クリイロヒゲハナノミ Higehananomia palpalis

3877 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 ウスキボシハナノミ Hoshihananomia kurosai

3878 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 トゲナシヒメハナノミ Mordellina atrofusca

3879 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 チャオビヒメハナノミ Mordellina brunneotincta

3880 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 カグヤヒメハナノミ Mordellina kaguyahime

3881 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 ヤマモトヒメハナノミ Mordellina yamamotoi

3882 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 クロヒメハナノミ Mordellistena comes

3883 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 アトグロヒメハナノミ Mordellistena fuscoapicalis

3884 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 シロウズクロヒメハナノミ Mordellistena shirozui

3885 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 トケジクロヒメハナノミ Mordellistena tokejii

3886 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 アカヒメハナノミ Mordellistenoda aka

3887 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 アワヒメハナノミ Pseudotolida awana

3888 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミ科 キンオビハナノミ Variimorda flavimana

3889 コウチュウ目（鞘翅目） コキノコムシ科 マダラヒメコキノコムシ Litargops maculosus

3890 コウチュウ目（鞘翅目） コキノコムシ科 コモンヒメコキノコムシ Litargus japonicus

3891 コウチュウ目（鞘翅目） コキノコムシ科 ヒゲブトコキノコムシ Mycetophagus antennatus

3892 コウチュウ目（鞘翅目） コキノコムシ科 クロコキノコムシ Mycetophagus ater

3893 コウチュウ目（鞘翅目） コキノコムシ科 ヒレルコキノコムシ Mycetophagus hillerianus

3894 コウチュウ目（鞘翅目） コキノコムシ科 マダラコキノコムシ Mycetophagus irroratus

3895 コウチュウ目（鞘翅目） コキノコムシ科 コマダラコキノコムシ Mycetophagus pustulosus

3896 コウチュウ目（鞘翅目） コキノコムシ科 フタオビコキノコムシ Triphyllioides seriatus

3897 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリモドキ科 アオグロカミキリモドキ Ischnomera nigrocyanea nigrocyanea

3898 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリモドキ科 キイロカミキリモドキ Nacerdes hilleri

3899 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリモドキ科 カトウカミキリモドキ Nacerdes katoi

3900 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリモドキ科 キバネカミキリモドキ Nacerdes luteipennis

3901 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリモドキ科 ツマグロカミキリモドキ Nacerdes melanura

3902 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリモドキ科 ワダカミキリモドキ Nacerdes wadai

3903 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリモドキ科 アオカミキリモドキ Nacerdes waterhousei

3904 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリモドキ科 モモブトカミキリモドキ Oedemera lucidicollis

3905 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリモドキ科 キアシカミキリモドキ Oedemera manicata
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3906 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリモドキ科 フタイロカミキリモドキ　 Oedemera sexualis sexualis

3907 コウチュウ目（鞘翅目） アカハネムシ科 ヘリハネムシ Ischalia patagiata

3908 コウチュウ目（鞘翅目） アカハネムシ科 ムナビロアカハネムシ Pseudopyrochroa laticollis

3909 コウチュウ目（鞘翅目） オオハナノミ科 ムモンオオハナノミ Macrosiagon nasutum

3910 コウチュウ目（鞘翅目） チビキカワムシ科 ヒメクチキムシダマシ Elacatis ocularis

3911 コウチュウ目（鞘翅目） チビキカワムシ科 ツヤチビキカワムシ Lissodema laevipenne

3912 コウチュウ目（鞘翅目） チビキカワムシ科 ムネアカチビキカワムシ Lissodema unifasciatum

3913 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミダマシ科 コフナガタハナノミ Anaspis funagata

3914 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミダマシ科 キイロフナガタハナノミ Anaspis luteola

3915 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミダマシ科 クロフナガタハナノミ Anaspis marseuli

3916 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミダマシ科 タケイフナガタハナノミ Anaspis takeii

3917 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミダマシ科 ホソフナガタハナノミ Ectasiocnemis elongata

3918 コウチュウ目（鞘翅目） ハナノミダマシ科 オオクラフナガタハナノミ Ectasiocnemis ohkurai

3919 コウチュウ目（鞘翅目） ヒラタナガクチキムシ科 ヒメコメツキガタナガクチキ Synchroa melanotoides

3920 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 クロテントウゴミムシダマシ Ades convexus

3921 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ホソヒゲナガキマワリ Ainu tenuicornis

3922 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 クリノウスイロクチキムシ Allecula simiola

3923 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ホンドホソアカクチキムシ Allecula tenuis

3924 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 コマルキマワリ Amarygmus curvus

3925 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 アカガネアオハムシダマシ Arthromacra decora

3926 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 アカイロアオハムシダマシ Arthromacra sumptuosa

3927 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ナミアオハムシダマシ Arthromacra viridissima

3928 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ヤマトオサムシダマシ Blaps japonensis

3929 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ゴモクムシダマシ Blindus strigosus

3930 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 クリイロクチキムシ Borboresthes acicularis

3931 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ホンドトビイロクチキムシ Borboresthes cruralis

3932 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ヒメナガニジゴミムシダマシ Ceropria induta

3933 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 フトナガニジゴミムシダマシ Ceropria laticollis

3934 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ホソナガニジゴミムシダマシ Ceropria striata

3935 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 キイロクチキムシ Cteniopinus hypocrita

3936 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ニセクロホシテントウゴミムシダマシ Derispia japonicola

3937 コウチュウ目（鞘翅目） 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

3938 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ルリゴミムシダマシ Derosphaerus violaceipennis

3939 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ヨツモンツヤゴミムシダマシ Diaclina plagiata

3940 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 モンキゴミムシダマシ　 Diaperis lewisi lewisi

3941 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 オオモンキゴミムシダマシ Diaperis nipponensis

3942 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ニシズビロキマワリモドキ Gnesis haagi

3943 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ヤマトスナゴミムシダマシ Gonocephalum coenosum

3944 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 コスナゴミムシダマシ Gonocephalum coriaceum

3945 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ムネビロスナゴミムシダマシ Gonocephalum japanum japanum

3946 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ヒメスナゴミムシダマシ Gonocephalum persimile

3947 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ホソスナゴミムシダマシ Gonocephalum sexuale

3948 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ヒメカクスナゴミムシダマシ Gonocephalum terminale

3949 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 スジコガシラゴミムシダマシ Heterotarsus carinula

3950 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 アカツヤバネクチキムシ Hymenalia rufipennis

3951 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 クロツヤバネクチキムシ Hymenalia unicolor

3952 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 フナガタクチキムシ Isomira oculata

3953 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ホンドチビヒサゴゴミムシダマシ Laena rotundicollis

3954 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 オオメキバネハムシダマシ Lagria rufipennis

3955 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 アラメヒゲブトゴミムシダマシ Luprops cribrifrons

3956 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ヒゲブトゴミムシダマシ Luprops orientalis

3957 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 フジナガハムシダマシ Macrolagria rufobrunnea

3958 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 コツヤホソゴミムシダマシ Menephilus lucens

3959 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 クロルリゴミムシダマシ Metaclisa atrocyanea

3960 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 マルヒサゴゴミムシダマシ Misolampidius molytopsis
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3961 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ニシツヤヒサゴゴミムシダマシ Misolampidius okumurai

3962 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 シワヒサゴゴミムシダマシ Misolampidius rugipennis

3963 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ホンドカタモンヒメクチキムシ Mycetochara mimica

3964 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 クロゴミムシダマシ Neatus picipes

3965 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 カブトゴミムシダマシ Parabolitophagus felix

3966 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ヒゴキノコゴミムシダマシ Platydema higonia

3967 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 マルツヤキノコゴミムシダマシ Platydema kurama

3968 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 オオメキノコゴミムシダマシ Platydema lyncea

3969 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 アオツヤキノコゴミムシダマシ Platydema maruseuli

3970 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 クロツヤキノコゴミムシダマシ Platydema nigroaenea

3971 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ヒメオビキノコゴミムシダマシ Platydema nigropicta

3972 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ツノボソキノコゴミムシダマシ Platydema recticornis

3973 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ベニモンキノコゴミムシダマシ　 Platydema subfascia subfascia

3974 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 チビキノコゴミムシダマシ Platydema sylvestre

3975 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ヒメキマワリ Plesiophthalmus laevicollis

3976 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ニホンキマワリ本土亜種
Plesiophthalmus nigrocyaneus
nigrocyaneus

3977 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 クロツヤキマワリ Plesiophthalmus spectabilis

3978 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 サトユミアシゴミムシダマシ Promethis valgipes

3979 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 フタモンツヤゴミムシダマシ Scaphidema ornatella

3980 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ホンドクビカクシゴミムシダマシ　 Stenochinus bacillus bacillus

3981 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ホソクビキマワリ Stenophanes rubripennis

3982 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 セスジナガキマワリ本土亜種 Strongylium cultellatum cultellatum

3983 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 クロナガキマワリ Strongylium niponicum

3984 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ハコネマルムネゴミムシダマシ Tarpela elegantula

3985 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ホンドニジゴミムシダマシ Tetraphyllus paykullii

3986 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 マルツヤニジゴミムシダマシ Tetraphyllus scatebrae

3987 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ミツノゴミムシダマシ Toxicum tricornutum

3988 コウチュウ目（鞘翅目） 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

3989 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ヒコサンエグリゴミムシダマシ Uloma hikosana

3990 コウチュウ目（鞘翅目） 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

3991 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ヤマトエグリゴミムシダマシ Uloma lewisi

3992 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科  マルセルエグリゴミムシダマシ 本土亜種 Uloma marseuli marseuli

3993 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ホソオオクチキムシ Upinella cryptomeriae

3994 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ホンドクロオオクチキムシ Upinella fuliginosa

3995 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ナミクチキムシ Upinella melanaria

3996 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ヒメクロオオクチキムシ Upinella nipponica

3997 コウチュウ目（鞘翅目） ゴミムシダマシ科 ヒラタキノコゴミムシダマシ Yamatotakeru loripes

3998 コウチュウ目（鞘翅目） キノコムシダマシ科 アカバコキノコムシダマシ Pisenus insignis

3999 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ビロウドカミキリ Acalolepta fraudatrix fraudatrix

4000 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 センノキカミキリ Acalolepta luxuriosa luxuriosa

4001 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ニセビロウドカミキリ Acalolepta sejuncta sejuncta

4002 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヒゲナガモモブトカミキリ Acanthocinus orientalis

4003 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ウスバカミキリ　 Aegosoma sinicum sinicum

4004 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 トゲヒゲトビイロカミキリ Allotraeus rufescens

4005 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ツヤケシハナカミキリ Anastrangalia scotodes

4006 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ゴマダラカミキリ Anoplophora malasiaca

4007 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 クワカミキリ Apriona japonica

4008 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 サビカミキリ Arhopalus coreanus

4009 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 シナノクロフカミキリ Asaperda agapanthina

4010 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 キクスイモドキカミキリ Asaperda rufipes

4011 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ケブカマルクビカミキリ Atimia okayamensis

4012 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 コブスジサビカミキリ Atimura japonica

4013 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ルリカミキリ Bacchisa fortunei japonica

4014 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 シロスジカミキリ Batocera lineolata

4015 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ハンノキカミキリ Cagosima sanguinolenta
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4016 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヒメスギカミキリ Callidiellum rufipenne

4017 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ツシマムナクボカミキリ Cephalallus unicolor

4018 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヨコヤマヒメカミキリ Ceresium holophaeum

4019 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 テツイロヒメカミキリ Ceresium sinicum sinicum

4020 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ミドリカミキリ Chloridolum viride

4021 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 タケトラカミキリ Chlorophorus annularis

4022 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 クロトラカミキリ Chlorophorus diadema inhirsutus

4023 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 エグリトラカミキリ Chlorophorus japonicus

4024 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 フタオビミドリトラカミキリ Chlorophorus muscosus

4025 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヨツスジトラカミキリ Chlorophorus quinquefasciatus

4026 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ハスオビヒゲナガカミキリ Cleptometopus bimaculatus

4027 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 シラケトラカミキリ Clytus melaenus

4028 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 キスジトラカミキリ Cyrtoclytus caproides caproides

4029 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 トゲヒゲトラカミキリ Demonax transilis

4030 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ホタルカミキリ Dere thoracica

4031 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ホソカミキリ Distenia gracilis gracilis

4032 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ニイジマチビカミキリ Egesina bifasciana bifasciana

4033 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヨツキボシカミキリ Epiglenea comes comes

4034 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ホシベニカミキリ Eupromus ruber

4035 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヤツメカミキリ Eutetrapha ocelota

4036 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 クモガタケシカミキリ Exocentrus fasciolatus

4037 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ガロアケシカミキリ Exocentrus galloisi

4038 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 シラオビゴマフケシカミキリ Exocentrus guttulatus

4039 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 アトモンマルケシカミキリ Exocentrus lineatus

4040 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 シロオビゴマフカミキリ Falsomesosella gracilior

4041 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 コジマヒゲナガコバネカミキリ Glaphyra kojimai

4042 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 シラホシカミキリ Glenea relicta relicta

4043 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 キイロトラカミキリ Grammographus notabilis notabilis

4044 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ナカバヤシモモブトカミキリ Leiopus guttatus

4045 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 キバネニセハムシハナカミキリ Lemula decipiens

4046 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 クロハナカミキリ Leptura aethiops

4047 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ムネアカクロハナカミキリ Leptura dimorpha

4048 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヤツボシハナカミキリ Leptura annularis mimica

4049 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ツマグロハナカミキリ Leptura modicenotata

4050 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヨツスジハナカミキリ
Leptura ochraceofasciata
ochraceofasciata

4051 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 オオヨツスジハナカミキリ Macroleptura regalis

4052 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 キイロミヤマカミキリ Margites fulvidus

4053 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 マヤサンコブヤハズカミキリ Mesechthistatus furciferus furciferus

4054 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 カタシロゴマフカミキリ Mesosa hirsuta hirsuta

4055 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ゴマフカミキリ Mesosa japonica

4056 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ナガゴマフカミキリ Mesosa longipennis

4057 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 クワサビカミキリ Mesosella simiola

4058 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヒシカミキリ Microlera ptinoides

4059 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ドイカミキリ Mimectatina divaricata divaricata

4060 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 マツノマダラカミキリ Monochamus alternatus endai

4061 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヒメヒゲナガカミキリ Monochamus subfasciatus subfasciatus

4062 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ミヤマカミキリ Neocerambyx raddei

4063 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヒメアヤモンチビカミキリ Neosybra cribrella

4064 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ハイイロヤハズカミキリ Niphona furcata

4065 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヘリグロリンゴカミキリ Nupserha marginella

4066 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヒメリンゴカミキリ Oberea hebescens

4067 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ホソキリンゴカミキリ Oberea infranigrescens

4068 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 リンゴカミキリ Oberea japonica

4069 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ニセリンゴカミキリ Oberea mixta

4070 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ソボリンゴカミキリ Oberea sobosana



昆虫類リスト2020

No. 目名 科名 種名 学名

4071 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 モモブトハナカミキリ Oedecnema gebleri

4072 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 オオシロカミキリ Olenecamptus cretaceus

4073 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 タカサゴシロカミキリ Olenecamptus formosanus

4074 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ラミーカミキリ Paraglenea fortunei

4075 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ベニバハナカミキリ Paranaspia anaspidoides

4076 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 セダカコブヤハズカミキリ Parechthistatus gibber gibber

4077 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 カタキハナカミキリ Pedostrangalia femoralis

4078 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 チャイロホソヒラタカミキリ Phymatodes testaceus

4079 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 キクスイカミキリ Phytoecia rufiventris

4080 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 フタオビヒメハナカミキリ Pidonia puziloi

4081 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 クリストフコトラカミキリ Plagionotus christophi

4082 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヨツボシチビヒラタカミキリ Poecilium quadrimaculatum

4083 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ノコギリカミキリ Prionus insularis insularis

4084 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ニセノコギリカミキリ Prionus sejunctus

4085 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 キボシカミキリ Psacothea hilaris hilaris

4086 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 マルモンサビカミキリ Pterolophia angusta

4087 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ワモンサビカミキリ Pterolophia annulata

4088 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 クリサビカミキリ Pterolophia castaneivora

4089 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 トガリシロオビサビカミキリ Pterolophia caudata caudata

4090 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 アトモンサビカミキリ Pterolophia granulata

4091 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ナカジロサビカミキリ Pterolophia jugosa jugosa

4092 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヒメナガサビカミキリ Pterolophia leiopodina

4093 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 エゾサビカミキリ Pterolophia tsurugiana

4094 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 アトジロサビカミキリ Pterolophia zonata

4095 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ベニカミキリ Purpuricenus temminckii

4096 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヒメクロトラカミキリ Rhaphuma diminuta diminuta

4097 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ホソトラカミキリ Rhaphuma xenisca

4098 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 セミスジコブヒゲカミキリ Rhodopina lewisii lewisii

4099 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヒトオビアラゲカミキリ Rhopaloscelis unifasciatus

4100 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 アオカミキリ Schwarzerium quadricollis

4101 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ケシカミキリ Sciades tonsus

4102 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 スギカミキリ Semanotus japonicus

4103 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 イボタサビカミキリ Sophronica obrioides

4104 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 クロカミキリ Spondylis buprestoides

4105 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 カッコウメダカカミキリ Stenhomalus cleroides

4106 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 アメイロカミキリ Stenodryas clavigera clavigera

4107 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヨツボシカミキリ Stenygrinum quadrinotatum

4108 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 アカハナカミキリ Stictoleptura succedanea

4109 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヤハズカミキリ Uraecha bimaculata bimaculata

4110 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 チャボヒゲナガカミキリ Xenicotela pardalina

4111 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 クビジロカミキリ Xylariopsis mimica

4112 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 トラフカミキリ Xylotrechus chinensis

4113 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ズマルトラカミキリ Xylotrechus lautus lautus

4114 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 クビアカトラカミキリ Xylotrechus rufilius

4115 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 ヤノトラカミキリ Xylotrechus yanoi

4116 コウチュウ目（鞘翅目） カミキリムシ科 アオスジカミキリ Xystrocera globosa

4117 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アカガネサルハムシ　
Acrothinium gaschkevitchii
gaschkevitchii

4118 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 タマツツハムシ Adiscus lewisii

4119 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キクビアオハムシ Agelasa nigriceps

4120 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ハンノキハムシ Agelastica coerulea

4121 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 カミナリハムシ Altica cyanea

4122 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 スジカミナリハムシ本州以南亜種 Altica latericosta subcostata

4123 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ニホンカミナリハムシ Altica nipponica

4124 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アカバナカミナリハムシ Altica oleracea

4125 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 コカミナリハムシ Altica viridicyanea
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4126 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キイロツブノミハムシ Aphthona abdominalis

4127 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アヤメツブノミハムシ Aphthona interstitialis

4128 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ツブノミハムシ Aphthona perminuta

4129 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 サメハダツブノミハムシ Aphthona strigosa

4130 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 テントウノミハムシ Argopistes biplagiata

4131 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 オオキイロマルノミハムシ Argopus balyi

4132 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 オオアカマルノミハムシ Argopus clypeatus

4133 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アカイロマルノミハムシ Argopus punctipennis

4134 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ムナグロツヤハムシ Arthrotus niger

4135 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ジンガサハムシ Aspidomorpha indica

4136 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ウリハムシモドキ Atrachya menetriesi

4137 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ウリハムシ Aulacophora indica

4138 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 クロウリハムシ Aulacophora nigripennis nigripennis

4139 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ハンノキサルハムシ Basilepta balyi

4140 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アオバネサルハムシ Basilepta fulvipes

4141 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 クロムナゲサルハムシ Basilepta hirticollis

4142 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ウスイロサルハムシ Basilepta pallidula

4143 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ハネナシトビハムシ Batophila acutangula

4144 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 チャバラマメゾウムシ Borowiecus ademptus

4145 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 サムライマメゾウムシ Bruchidius japonicus

4146 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ネムノキマメゾウムシ Bruchidius terrenus

4147 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アズキマメゾウムシ Callosobruchus chinensis

4148 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 イノコヅチカメノコハムシ Cassida japana

4149 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 カメノコハムシ Cassida nebulosa

4150 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヒメカメノコハムシ Cassida piperata

4151 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アオカメノコハムシ Cassida rubiginosa

4152 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 イカリヒメジンガサハムシ Cassida sigillata

4153 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 セモンジンガサハムシ Cassida crucifera

4154 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 テンサイトビハムシ Chaetocnema picipes

4155 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヒメドウガネトビハムシ Chaetocnema concinnicollis

4156 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キイチゴトビハムシ Chaetocnema discreta

4157 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヒサゴトビハムシ Chaetocnema ingenua

4158 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ハラマダラヒメハムシ Charaea akkoae

4159 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ハラグロヒメハムシ Charaea cyaneus

4160 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キバラヒメハムシ Charaea flaviventre

4161 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 オオルリヒメハムシ Charaea nobyi

4162 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ツバキムシクソハムシ Chlamisus lewisii

4163 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ムシクソハムシ Chlamisus spilotus

4164 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 オオサルハムシ Chrysochus chinensis

4165 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヨモギハムシ Chrysolina aurichalcea

4166 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ハッカハムシ Chrysolina exanthematica

4167 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ドロノキハムシ Chrysomela populi

4168 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヤナギハムシ Chrysomela vigintipunctata

4169 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヒトミヒメサルハムシ Cleoporus variabilis

4170 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キアシアオハムシ Clerotilia flavomarginata

4171 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヨツボシナガツツハムシ Clytra arida

4172 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キムネアオハムシ Cneorane elegans

4173 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ウスアカヒメツツハムシ Coenobius obscuripennis

4174 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 クロヒメツツハムシ Coenobius piceus

4175 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ムネミゾヒメツツハムシ Coenobius sulcicollis

4176 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 イモサルハムシ Colasposoma dauricum

4177 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ミドリトビハムシ Crepidodera japonica

4178 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ルリツツハムシ Cryptocephalus aeneoblitus

4179 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キアシチビツツハムシ Cryptocephalus amiculus

4180 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 バラルリツツハムシ Cryptocephalus approximatus
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4181 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 チビルリツツハムシ Cryptocephalus confusus

4182 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キアシルリツツハムシ Cryptocephalus fortunatus

4183 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヤツボシツツハムシ Cryptocephalus japanus

4184 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キスジツツハムシ Cryptocephalus limbatipennis

4185 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 タテスジキツツハムシ Cryptocephalus nigrofasciatus

4186 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヨツモンクロツツハムシ Cryptocephalus nobilis

4187 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 セスジツツハムシ Cryptocephalus parvulus

4188 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キボシツツハムシ
Cryptocephalus perelegans
perelegans

4189 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 カシワツツハムシ Cryptocephalus scitulus

4190 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ムツボシツツハムシ Cryptocephalus sexpunctatus

4191 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 クロボシツツハムシ Cryptocephalus signaticeps

4192 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ジュウシホシツツハムシ Cryptocephalus tetradecaspilotus

4193 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヒメキベリトゲハムシ Dactylispa angulosa

4194 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 カタビロトゲハムシ Dactylispa subquadrata

4195 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 チビカサハラハムシ Demotina decorata

4196 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 マダラカサハラハムシ Demotina fasciculata

4197 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 カサハラハムシ Demotina modesta

4198 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヒメカサハラハムシ Demotina vernalis

4199 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キンイロネクイハムシ Donacia japana

4200 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 カツラネクイハムシ Donacia katsurai

4201 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ガガブタネクイハムシ Donacia lenzi

4202 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 イネネクイハムシ Donacia provostii

4203 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 クロバハラグリハムシ Euliroetis abdominalis

4204 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 クワハムシ Fleutiauxia armata

4205 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ジュンサイハムシ Galerucella nipponensis

4206 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 イチゴハムシ Galerucella vittaticollis

4207 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 イタドリハムシ Gallerucida bifasciata

4208 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 クルミハムシ Gastrolina depressa

4209 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 コガタルリハムシ Gastrophysa atrocyanea

4210 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 フジハムシ Gonioctena rubripennis

4211 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヨモギモンキハムシ Hamushia konishii

4212 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キバネマルノミハムシ Hemipyxis flavipennis

4213 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヒゲナガルリマルノミハムシ Hemipyxis plagioderoides

4214 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ケブカクロナガハムシ Hesperomorpha hirsuta

4215 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 クロオビカサハラハムシ Hyperaxis fasciata

4216 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 クロセスジハムシ Japonitata nigrita

4217 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キバラルリクビボソハムシ Lema concinnipennis

4218 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 トゲアシクビボソハムシ Lema coronata

4219 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 トホシクビボソハムシ Lema decempunctata

4220 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キオビクビボソハムシ Lema delicatula

4221 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 コルリクビボソハムシ Lema dilecta

4222 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アカクビボソハムシ Lema diversa

4223 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヤマイモハムシ Lema honorata

4224 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ユリクビナガハムシ Lilioceris merdigera

4225 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ホソクビナガハムシ Lilioceris parvicollis

4226 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キイロクビナガハムシ Lilioceris rugata

4227 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アカクビナガハムシ Lilioceris subpolita

4228 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 サシゲトビハムシ Lipromima minuta

4229 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ルリバネナガハムシ Liroetis coeruleipennis

4230 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 クロボシトビハムシ Longitarsus bimaculatus

4231 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヨモギアシナガトビハムシ Longitarsus succineus

4232 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 クワノミハムシ Luperomorpha funesta

4233 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 クビアカトビハムシ Luperomorpha pryeri

4234 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キアシノミハムシ Luperomorpha tenebrosa

4235 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 トケジホソトビハムシ Luperomorpha tokejii
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4236 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 クロウスバハムシ Luperus moorii

4237 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 コフキケブカサルハムシ Lypesthes ater

4238 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 セアカケブカサルハムシ Lypesthes fulvus

4239 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 フタスジヒメハムシ Medythia nigrobilineata

4240 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ホタルハムシ Monolepta dichroa

4241 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アオバアシナガハムシ Monolepta fulvicollis

4242 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヒメウスイロハムシ Monolepta nojiriensis

4243 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キイロクワハムシ Monolepta pallidula

4244 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 イチモンジハムシ Morphosphaera japonica

4245 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 カクムネチビトビハムシ Neocrepidodera recticollis

4246 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アカガネチビサルハムシ Nodina chalcosoma

4247 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ルリマルノミハムシ Nonarthra cyanea

4248 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 コマルノミハムシ Nonarthra tibialis

4249 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ウスグロチビカミナリハムシ Ogloblinia flavicornis

4250 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キベリハムシ Oides bowringii

4251 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ドウガネツヤハムシ Oomorphoides cupreatus

4252 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アオグロツヤハムシ Oomorphoides nigrocaeruleus

4253 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヒメツヤハムシ Oomorphus japanus

4254 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 セスジクビボソハムシ Oulema atrosuturalis

4255 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アワクビボソハムシ Oulema dilutipes

4256 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ハギツツハムシ Pachybrachis eruditus

4257 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ムネアカキバネサルハムシ Pagria consimile

4258 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 マルキバネサルハムシ Pagria ussuriensis

4259 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アトボシハムシ Paridea angulicollis

4260 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヨツボシハムシ Paridea quadriplagiata

4261 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ダイコンサルハムシ Phaedon brassicae

4262 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 チャバネツヤハムシ Phygasia fulvipennis

4263 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キスジノミハムシ Phyllotreta striolata

4264 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 クロオビツツハムシ Physosmaragdina nigrifrons

4265 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヤナギルリハムシ Plagiodera versicolora

4266 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ルリハムシ Plagiosterna aenea

4267 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 フタホシオオノミハムシ Pseudodera xanthospila

4268 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 クビボソトビハムシ Pseudoliprus hirtus

4269 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アラメクビボソトビハムシ Pseudoliprus nigritus nigritus

4270 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ナスナガスネトビハムシ Psylliodes viridana

4271 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ルリナガスネトビハムシ Psylliodes brettinghami

4272 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ナトビハムシ Psylliodes punctifrons

4273 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ダイコンナガスネトビハムシ Psylliodes subrugosa

4274 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ブチヒゲケブカハムシ Pyrrhalta annulicornis

4275 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 エグリバケブカハムシ Pyrrhalta esakii

4276 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 サンゴジュハムシ Pyrrhalta humeralis

4277 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ニレハムシ Pyrrhalta maculicollis

4278 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アカタデハムシ Pyrrhalta semifulva

4279 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 カエデハムシ Pyrrhalta seminigra

4280 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 エノキハムシ Pyrrhalta tibialis

4281 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 カタクリハムシ Sangariola punctatostriata

4282 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ドウガネサルハムシ Scelodonta lewisii

4283 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キボシルリハムシ Smaragdina aurita

4284 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キイロナガツツハムシ Smaragdina nipponensis

4285 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ムナキルリハムシ Smaragdina semiaurantiaca

4286 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アケビタマノミハムシ Sphaeroderma akebia

4287 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アカバネタマノミハムシ Sphaeroderma nigricolle

4288 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ムネアカタマノミハムシ Sphaeroderma placidum

4289 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヒロアシタマノミハムシ Sphaeroderma tarsatum

4290 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キイロタマノミハムシ Sphaeroderma unicolor
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4291 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ルリウスバハムシ Stenoluperus cyaneus

4292 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヒゲナガウスバハムシ Stenoluperus nipponensis

4293 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 カバノキハムシ Syneta adamsi

4294 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 イチモンジカメノコハムシ Thlaspida biramosa

4295 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ルイスジンガサハムシ Thlaspida lewisii

4296 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ヒゲナガアラハダトビハムシ Trachyaphthona sordida

4297 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 トビサルハムシ Trichochrysea japana

4298 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 キカサハラハムシ Xanthonia placida

4299 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 アラハダトビハムシ Trachyaphthona lewisi

4300 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 ガマズミトビハムシ Trachyaphthona obscura

4301 コウチュウ目（鞘翅目） ハムシ科 チビカミナリハムシ Zipanginia picipes

4302 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 シリジロヒゲナガゾウムシ Androceras flavellicorne

4303 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 キスジヒゲナガゾウムシ Aphaulimia debilis

4304 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 アカアシヒゲナガゾウムシ Araecerus tarsalis

4305 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 エグリバネヒゲナガゾウムシ Autotropis basipennis

4306 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 スネアカヒゲナガゾウムシ Autotropis distinguenda

4307 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 ゴマノミヒゲナガゾウムシ Choragus cissoides

4308 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 ムネアカノミヒゲナガゾウムシ Choragus cryphaloides

4309 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 キノコヒゲナガゾウムシ　 Euparius oculatus oculatus

4310 コウチュウ目（鞘翅目） 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

4311 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 フタモンツツヒゲナガゾウムシ Ozotomerus nigromaculatus

4312 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 シリジロメナガヒゲナガゾウムシ Phaulimia confinis

4313 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 ミカンセマルヒゲナガゾウムシ Phloeobius alternatus

4314 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 セマルヒゲナガゾウムシ Phloeobius gibbosus

4315 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 ササセマルヒゲナガゾウムシ Phloeobius stenus

4316 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 シロヒゲナガゾウムシ Platystomos sellatus sellatus

4317 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 コモンヒメヒゲナガゾウムシ Rhaphitropis guttifer guttifer

4318 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 キマダラヒゲナガゾウムシ Tropideres naevulus

4319 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 クロメナガヒゲナガゾウムシ Ulorhinus funebris

4320 コウチュウ目（鞘翅目） ヒゲナガゾウムシ科 ナガフトヒゲナガゾウムシ Xylinada striatifrons

4321 コウチュウ目（鞘翅目） ホソクチゾウムシ科 アカクチホソクチゾウムシ Microconapion pallidirostre

4322 コウチュウ目（鞘翅目） ホソクチゾウムシ科 フジマメホソクチゾウムシ Oxystoma abruptum

4323 コウチュウ目（鞘翅目） ホソクチゾウムシ科 ギシギシホソクチゾウムシ Perapion violaceum

4324 コウチュウ目（鞘翅目） ホソクチゾウムシ科 ヒゲナガホソクチゾウムシ Pseudopirapion placidum

4325 コウチュウ目（鞘翅目） ホソクチゾウムシ科 マメホソクチゾウムシ Pseudopiezotrachelus collaris

4326 コウチュウ目（鞘翅目） ホソクチゾウムシ科 ケブカホソクチゾウムシ Sergiola griseopubescens

4327 コウチュウ目（鞘翅目） ホソクチゾウムシ科 ヒレルホソクチゾウムシ Sergiola hilleri

4328 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 チャイロチョッキリ Aderorhinus crioceroides

4329 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ヒメクロオトシブミ Apoderus erythrogaster

4330 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 セアカヒメオトシブミ Apoderus geminus

4331 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 オトシブミ Apoderus jekelii

4332 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ウスアカオトシブミ Apoderus rubidus

4333 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ヒメクロケシツブチョッキリ Auletobius calvus

4334 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 クロケシツブチョッキリ Auletobius uniformis

4335 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ファウストハマキチョッキリ Byctiscus fausti

4336 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ブドウハマキチョッキリ Byctiscus lacunipennis

4337 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 コルリチョッキリ Cartorhynchites apertus

4338 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 シリブトチョッキリ Chokkirius truncatus

4339 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 マルムネチョッキリ Chonostropheus chujoi

4340 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ハギツルクビオトシブミ Cycnotrachelus nitens

4341 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 エゴツルクビオトシブミ Cycnotrachelus roelofsi

4342 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ハイイロチョッキリ Cyllorhynchites ursulus

4343 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ルリイクビチョッキリ Deporaus mannerheimi

4344 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 チビイクビチョッキリ Deporaus minimus

4345 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 クロヘリイクビチョッキリ Deporaus ohdaisanus
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4346 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 コナライクビチョッキリ Deporaus unicolor

4347 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ルリホソチョッキリ Eugnamptus amurensis

4348 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ナラルリオトシブミ Euops konoi

4349 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ハギルリオトシブミ　 Euops lespedezae lespedezae

4350 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ルリオトシブミ Euops punctatostriatus

4351 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 カシルリオトシブミ Euops splendidus

4352 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 オオケブカチョッキリ Haplorhynchites amabilis

4353 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ヒメケブカチョッキリ Involvulus pilosus

4354 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 クチナガチョッキリ Involvulus plumbeus

4355 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 クチブトチョッキリ Lasiorhynchites brevirostris

4356 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ヒゲナガオトシブミ Paratrachelophorus longicornis

4357 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ゴマダラオトシブミ Paroplapoderus pardalis

4358 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ヒメゴマダラオトシブミ Paroplapoderus vanvolxemi

4359 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 アシナガオトシブミ Phialodes rufipennis

4360 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 ヒメコブオトシブミ Phymatapoderus pavens

4361 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 カシルリチョッキリ Rhodocyrtus assimilis

4362 コウチュウ目（鞘翅目） オトシブミ科 モモチョッキリ Rhynchites heros

4363 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 マダラカレキゾウムシ Acicnemis maculaalba

4364 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ウスモンカレキゾウムシ Acicnemis palliata

4365 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ナカスジカレキゾウムシ Acicnemis suturalis

4366 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 トゲアシクチブトゾウムシ Anosimus decoratus

4367 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 イチゴハナゾウムシ Anthonomus bisignifer

4368 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 コブハナゾウムシ Anthonomus dorsalis

4369 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 シロオビチビシギゾウムシ Archarius albovittatus

4370 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ジュウジチビシギゾウムシ Archarius pictus

4371 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 レロフチビシギゾウムシ Archarius roelofsi

4372 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ツヤツチゾウムシ Asphalmus japonicus

4373 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 トゲカタビロサルゾウムシ Augustinus longipes

4374 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 カギアシゾウムシ Bagous bipunctatus

4375 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 フタホシカギアシゾウムシ Bagous kagiashi

4376 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 エゾヒメゾウムシ Baris ezoana

4377 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 アタマクチカクシゾウムシ Caenocryptorrhynchus frontalis

4378 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 メナガクチブトゾウムシ Calomycterus setarius

4379 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 サビクチブトゾウムシ Canoixus japonicus

4380 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ツツゾウムシ Carcilia strigicollis

4381 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 コゲチャツツゾウムシ Carcilia tenuistriata

4382 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ダイコンサルゾウムシ Ceutorhynchus albosuturalis

4383 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ミドリサルゾウムシ Ceutorhynchus filiae

4384 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 アオバネサルゾウムシ Ceutorhynchus ibukianus

4385 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 クロタマゾウムシ Cionus helleri

4386 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 チャイロアカサルゾウムシ Coeliodinus brunneus

4387 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 マダラクチカクシゾウムシ Cryptorhynchus electus

4388 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 アイノシギゾウムシ Curculio aino

4389 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ツバキシギゾウムシ Curculio camelliae

4390 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ニセコナラシギゾウムシ Curculio conjugaris

4391 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 セダカシギゾウムシ Curculio convexus

4392 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 コナラシギゾウムシ Curculio dentipes

4393 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 クロシギゾウムシ Curculio distinguendus

4394 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ナツグミシギゾウムシ Curculio elaeagni

4395 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 チャバネセダカシギゾウムシ Curculio fulvipennis

4396 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 イヌビワシギゾウムシ Curculio funebris

4397 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 シイシギゾウムシ Curculio hilgendorfi

4398 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 アカサビシギゾウムシ Curculio lateritius

4399 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 クヌギシギゾウムシ Curculio robustus

4400 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 クリシギゾウムシ Curculio sikkimensis
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4401 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ミドリクチブトゾウムシ Cyphicerus viridulus

4402 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 クリイロクチブトゾウムシ Cyrtepistomus castaneus

4403 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 タバゲササラゾウムシ Demimaea fascicularis

4404 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ヒメシロコブゾウムシ Dermatoxenus caesicollis

4405 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 オオタコゾウムシ Donus punctatus

4406 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 Dorytomus属 Dorytomus sp.

4407 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 マダラアシゾウムシ Ectatorhinus adamsii

4408 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 クロホシタマクモゾウムシ Egiona picta

4409 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 Ellescus属 Ellescus sp.

4410 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 シロコブゾウムシ Episomus turritus turritus

4411 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 コフキゾウムシ Eugnathus distinctus

4412 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 トウキョウクモゾウムシ Euryommatus tokioensis

4413 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 アシナガオニゾウムシ Gasterocercus longipes

4414 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 タデトゲサルゾウムシ Homorosoma asperum

4415 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 カナムグラトゲサルゾウムシ Homorosoma chinense

4416 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 マツアナアキゾウムシ Hylobius haroldi

4417 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 シロスジタコゾウムシ Hypera adspersa

4418 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ハコベタコゾウムシ Hypera basalis

4419 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ツメクサタコゾウムシ Hypera nigrirostris

4420 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 アルファルファタコゾウムシ Hypera postica

4421 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 チビアオクチブトゾウムシ Hyperstylus pallipes

4422 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 アカコブコブゾウムシ Kobuzo rectirostris

4423 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 チャバネキクイゾウムシ Kojimazo lewisi

4424 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ウスモンチビシギゾウムシ Koreoculio minutissimus

4425 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ゴボウゾウムシ　 Larinus latissimus latissimus

4426 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ウスアオクチブトゾウムシ Lepidepistomus elegantulus

4427 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ケブカクチブトゾウムシ Lepidepistomodes fumosus

4428 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 コカシワクチブトゾウムシ Lepidepistomodes griseoides

4429 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 クロホシクチブトゾウムシ Lepidepistomodes nigromaculatus

4430 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ヤサイゾウムシ Listroderes costirostris

4431 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ハスジカツオゾウムシ Lixus acutipennis

4432 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ナガカツオゾウムシ Lixus depressipennis

4433 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 カツオゾウムシ Lixus impressiventris

4434 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 マツオオキクイゾウムシ Macrorhyncolus crassiusculus

4435 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ネジキトゲムネサルゾウムシ Mecysmoderes brevicarinatus

4436 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ツツジトゲムネサルゾウムシ Mecysmoderes fulvus

4437 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ホホジロアシナガゾウムシ Merus erro

4438 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 キスジアシナガゾウムシ Merus flavosignatus

4439 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 クロアシナガゾウムシ Merus takahashii

4440 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 キボシコバンゾウムシ Miarus flavoscutellatus

4441 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 アラムネクチカクシゾウムシ Monaulax rugicollis

4442 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 クワヒメゾウムシ Moreobaris deplanata

4443 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ニセチビヒョウタンゾウムシ Myosides pyrus

4444 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 チビヒョウタンゾウムシ Myosides seriehispidus

4445 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 クロコブゾウムシ Niphades variegatus

4446 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 カシワクチブトゾウムシ Nothomyllocerus griseus

4447 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 Ophryophyllobius属 Ophryophyllobius sp.

4448 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ムネスジノミゾウムシ Orchestes amurensis

4449 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ガロアノミゾウムシ Orchestes galloisi

4450 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 エノキノミゾウムシ Orchestes horii

4451 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ヤドリノミゾウムシ Orchestes hustachei

4452 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 カシワノミゾウムシ Orchestes japonicus

4453 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ニレノミゾウムシ Orchestes mutabilis

4454 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 マダラノミゾウムシ Orchestes nomizo

4455 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 アカアシノミゾウムシ Orchestes sanguinipes
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4456 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ウスモンノミゾウムシ Orchestes variegatus

4457 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 オジロアシナガゾウムシ Ornatalcides trifidus

4458 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 イワワキオチバゾウムシ Otibazo morimotoi

4459 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 マツトビゾウムシ Pachyrhinus scutellaris

4460 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ワシバナヒメキクイゾウムシ Phloeophagosoma curvirostre

4461 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 メダカケブカキクイゾウムシ Pholidoforus squamosus

4462 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ケブカトゲアシヒゲボソゾウムシ Phyllobius armatus

4463 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 コヒゲボソゾウムシ Phyllobius brevitarsis

4464 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ヒラズネヒゲボソゾウムシ Phyllobius intrusus

4465 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 コブヒゲボソゾウムシ Phyllobius picipes

4466 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 オオクチブトゾウムシ Phyllolytus variabilis

4467 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ホソアナアキゾウムシ Pimelocerus elongatus

4468 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 クリアナアキゾウムシ Pimelocerus exsculptus

4469 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 トドマツアナアキゾウムシ Pimelocerus insularis

4470 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 リンゴアナアキゾウムシ Pimelocerus shikokuensis

4471 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 オオキボシゾウムシ Pissodes galloisi

4472 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 マツキボシゾウムシ Pissodes nitidus

4473 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 クロキボシゾウムシ Pissodes obscurus

4474 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ハリゲスグリゾウムシ Pseudocneorhinus adamsi

4475 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 スグリゾウムシ Pseudocneorhinus bifasciatus

4476 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 カキスグリゾウムシ Pseudocneorhinus obesus

4477 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ケナガスグリゾウムシ Pseudocneorhinus setosus

4478 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 チビカグヤヒメキクイゾウムシ Pseudocossonus brachypus

4479 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 カグヤヒメキクイゾウムシ Pseudocossonus brevitarsis

4480 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ヒレルクチブトゾウムシ Pseudoedophrys hilleri

4481 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 アカナガクチカクシゾウムシ Rhadinomerus annulipes

4482 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 マエバラナガクチカクシゾウムシ Rhadinomerus maebarai

4483 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 マツアラハダクチカクシゾウムシ Rhadinopus confinis

4484 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 アラハダクチカクシゾウムシ Rhadinopus sulcatostriatus

4485 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 アカアシクチブトサルゾウムシ Rhinoncus cribricollis

4486 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ギシギシクチブトサルゾウムシ Rhinoncus jakovlevi

4487 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 コブナシクチブトサルゾウムシ Rhinoncus nigrotibialis

4488 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 タデノクチブトサルゾウムシ Rhinoncus sibiricus

4489 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 Rhynchaenus属 Rhynchaenus sp.

4490 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 サビヒョウタンゾウムシ Scepticus insularis

4491 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 クワヒョウタンゾウムシ Scepticus konoi

4492 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 モンクチカクシゾウムシ Sclerolips maculicollis

4493 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 マツノシラホシゾウムシ Shirahoshizo insidiosus

4494 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 コマツノシラホシゾウムシ Shirahoshizo pini

4495 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ニセマツノシラホシゾウムシ Shirahoshizo rufescens

4496 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 アラハダシラホシゾウムシ Shirahoshizo rugipennis

4497 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ヒサゴクチカクシゾウムシ Simulatacalles simulator

4498 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ケチビコフキゾウムシ Sitona hispidulus

4499 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 クロツブゾウムシ Sphinxis koikei

4500 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 マツクチブトキクイゾウムシ Stenoscelis gracilitarsis

4501 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ハイイロタマゾウムシ Stereonychus japonicus

4502 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 アカタマゾウムシ Stereonychus thoracicus

4503 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 クロノミゾウムシ Tachyerges stigma

4504 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ホソゲチビツチゾウムシ Trachyphloeosoma advena

4505 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 フトゲチビツチゾウムシ Trachyphloeosoma roelofsi

4506 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ケナガサルゾウムシ Trichocoeliodes excavatus

4507 コウチュウ目（鞘翅目） ゾウムシ科 ツメクサタネコバンゾウムシ Tychius picirostris

4508 コウチュウ目（鞘翅目） オサゾウムシ科 トホシオサゾウムシ Aplotes roelofsi

4509 コウチュウ目（鞘翅目） オサゾウムシ科 コササコクゾウムシ Diocalandra elongata

4510 コウチュウ目（鞘翅目） オサゾウムシ科 ササコクゾウムシ Diocalandra sasa
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4511 コウチュウ目（鞘翅目） オサゾウムシ科 ニセキクイサビゾウムシ Dryophthoroides sulcatus

4512 コウチュウ目（鞘翅目） オサゾウムシ科 スギキクイサビゾウムシ Dryophthorus japonicus

4513 コウチュウ目（鞘翅目） オサゾウムシ科 キクイサビゾウムシ Dryophthorus sculpturatus

4514 コウチュウ目（鞘翅目） オサゾウムシ科 オオゾウムシ Sipalinus gigas gigas

4515 コウチュウ目（鞘翅目） オサゾウムシ科 コクゾウムシ Sitophilus zeamais

4516 コウチュウ目（鞘翅目） オサゾウムシ科 シバオサゾウムシ Sphenophorus venatus vestitus

4517 コウチュウ目（鞘翅目） イネゾウムシ科 イネミズゾウムシ Lissorhoptrus oryzophilus

4518 コウチュウ目（鞘翅目） イネゾウムシ科 オオミズゾウムシ Tanysphyrus major

4519 コウチュウ目（鞘翅目） チビゾウムシ科 ハナコブチビゾウムシ Alonsiellus pubescens

4520 コウチュウ目（鞘翅目） チビゾウムシ科 ヒシチビゾウムシ Nanophyes japonicus

4521 コウチュウ目（鞘翅目） ナガキクイムシ科 ヨシブエナガキクイムシ Platypus calamus

4522 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ウスキイロキクイムシ Cnestus murayamai

4523 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 キイロコキクイムシ Cryphalus fulvus

4524 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 トウヒノホソキクイムシ Crypturgus pusillus

4525 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ハイマツアトマルキクイムシ Dryocoetes pini

4526 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 アトマルキクイムシ Dryocoetes rugicollis

4527 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ウスイロキクイムシ Hylurgops palliatus

4528 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 Indocryphalus majus Indocryphalus majus

4529 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 カナクギノキキクイムシ Indocryphalus pubipennis

4530 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ホンスンキクイムシ Orthotomicus suturalis

4531 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 フタツノキクイムシ Pityogenes bistridentatus

4532 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 クリノミキクイムシ Poecilips cardamomi

4533 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ケブカキクイムシ Poecilips nubilus

4534 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 タブノコキクイムシ Scolytogenes expers

4535 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ダイミョウキクイムシ Scolytoplatypus daimio

4536 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ミカドキクイムシ Scolytoplatypus mikado

4537 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 タイコンキクイムシ Scolytoplatypus tycon

4538 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ニイシマキクイムシ Sueus niisimai

4539 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 コーヒーキクイムシ Taphrorychus coffeae

4540 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 マツノキクイムシ Tomicus piniperda

4541 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ツヤナシキクイムシ Xyleborus adumbratus

4542 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ツヅミキクイムシ Xyleborus amputatus

4543 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 クワノキクイムシ Xyleborus atratus

4544 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 アカガシノキクイムシ Xyleborus concisus

4545 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 シイノキクイムシ Xyleborus exesus

4546 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ガンショキクイムシ Xyleborus ganshoensis

4547 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ハギキクイムシ Xyleborus glabratus

4548 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ルイスザイノキクイムシ Xyleborus lewisi

4549 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 クスノオオキクイムシ Xyleborus mutilatus

4550 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ヒサカキノキクイムシ Xyleborus octiesdentatus

4551 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 アカクビキクイムシ Xyleborus rubricollis

4552 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 トドマツオオキクイムシ Xyleborus validus

4553 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ユズリハノキクイムシ Xyleborus volvulus

4554 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ハネミジカキクイムシ Xylosandrus brevis

4555 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 シイノコキクイムシ Xylosandrus compactus

4556 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 サクキクイムシ Xylosandrus crassiusculus

4557 コウチュウ目（鞘翅目） キクイムシ科 ハンノキキクイムシ Xylosandrus germanus

4558 ネジレバネ目 ハチネジレバネ科 スズバチネジレバネ Pseudoxenos iwatai

4559 ネジレバネ目 ハチネジレバネ科 スズメバチネジレバネ Xenos (Xenos) moutoni 

4560 ハチ目（膜翅目） ヒラタハバチ科 ツヤヒラタハバチ Onycholyda lucida

4561 ハチ目（膜翅目） ヒラタハバチ科 コモンヒラタハバチ Onycholyda minomalis

4562 ハチ目（膜翅目） ヒラタハバチ科 アオスネヒラタハバチ Onycholyda viriditibialis

4563 ハチ目（膜翅目） ミフシハバチ科 ニレチュウレンジ Arge captiva

4564 ハチ目（膜翅目） ミフシハバチ科 ウンモンチュウレンジ Arge jonasi

4565 ハチ目（膜翅目） ミフシハバチ科 アカスジチュウレンジ Arge nigronodosa
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4566 ハチ目（膜翅目） ミフシハバチ科 ニホンチュウレンジ Arge nipponensis

4567 ハチ目（膜翅目） ミフシハバチ科 チュウレンジバチ Arge pagana

4568 ハチ目（膜翅目） ミフシハバチ科 カタアカチュウレンジ Arge rejecta

4569 ハチ目（膜翅目） ミフシハバチ科 ルリチュウレンジ Arge similis

4570 ハチ目（膜翅目） ミフシハバチ科 クワガタハバチ Sterictiphora nipponica

4571 ハチ目（膜翅目） ヨフシハバチ科 キアシヨフシハバチ Runaria flavipes

4572 ハチ目（膜翅目） コンボウハバチ科 アケビコンボウハバチ Abia akebiae

4573 ハチ目（膜翅目） コンボウハバチ科 ネジロコンボウハバチ Abia metallica

4574 ハチ目（膜翅目） コンボウハバチ科 アカガネコンボウハバチ Abia iridescens

4575 ハチ目（膜翅目） コンボウハバチ科 ルリコンボウハバチ Abia japonica

4576 ハチ目（膜翅目） コンボウハバチ科 ホシアシブトハバチ Agenocimbex maculatus

4577 ハチ目（膜翅目） コンボウハバチ科 キイロモモブトハバチ Cimbex connatus taukushi

4578 ハチ目（膜翅目） コンボウハバチ科 ヨウロウヒラクチハバチ Leptocimbex yorofui

4579 ハチ目（膜翅目） コンボウハバチ科 ナシモモブトハバチ Palaeocimbex carinulata

4580 ハチ目（膜翅目） コンボウハバチ科 シマコンボウハバチ Praia ussuriensis

4581 ハチ目（膜翅目） マツハバチ科 ハコネマツハバチ Gilpinia hakonensis

4582 ハチ目（膜翅目） マツハバチ科 ネズハバチ Monoctenus nipponicus

4583 ハチ目（膜翅目） マツハバチ科 マツノミドリハバチ Nesodiprion japonicus

4584 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ウラシマソウハバチ Aglaostigma albicinctum

4585 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ハグロハバチ Allantus luctifer

4586 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 オオシロオビクロハバチ Allantus meridionalis

4587 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 タデハバチ Allantus nigrocaeruleus

4588 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 イタドリクロハバチ Ametastegia polygoni

4589 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 キバラワラビハバチ Aneugmenus japonicus

4590 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ワラビハバチ Aneugmenus kiotonis

4591 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 シモツケマルハバチ Apareophora japonica

4592 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ケーベルハバチ Arbusia koebelei

4593 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 バラクキハバチ Ardis brunniventris

4594 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ツマジロウツギハバチ Asiemphytus albilabris

4595 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ウツギハバチ Asiemphytus deutziae

4596 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ツノジロホソハバチ Asiemphytus vexator

4597 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 セグロカブラハバチ Athalia infumata

4598 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ニホンカブラハバチ Athalia japonica

4599 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 イヌノフグリハバチ Athalia kashmirensis

4600 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 カブラハバチ Athalia rosae ruficornis

4601 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 オカトラノオハバチ Birka carinifrons

4602 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 クシヒゲハバチ Cladius pectinicornis

4603 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 コシジロハバチ Corymbas aperta

4604 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 フジコシジロハバチ Corymbas fujisana

4605 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 フトコシジロハバチ Corymbas nipponica

4606 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ヒラアシハバチ Craesus japonicus

4607 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ナガスギナハバチ Dolerus gessneri

4608 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 オスグロハバチ Dolerus japonicus

4609 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ムギハバチ Dolerus lewisii

4610 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 スギナハバチ Dolerus subfasciatus

4611 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 フタホシハバチ Dolerus yokohamensis

4612 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 マドハバチ Empria quadrimaculata

4613 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 シロアシマルハバチ Eriocampa albipes

4614 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 イハバチ Eutomostethus apicalis

4615 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ムモンムネアカハバチ Eutomostethus hyalinus

4616 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 Eutomostethus pilosus Eutomostethus pilosus

4617 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 Eutomostethus pumicosus Eutomostethus pumicosus

4618 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 Hemibeleses athaliodes Hemibeleses athaliodes

4619 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 アカネハバチ Hemibeleses nigriceps

4620 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 Hemichroa nigrithorax Hemichroa nigrithorax
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4621 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 パラムシルハバチ Hemichroa paramushirensis

4622 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 アカナナフシハバチ Heptamelus ochroleucus

4623 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 クロムネハバチ Lagidina irritans

4624 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ヒゲナガハバチ Lagidina platycerus

4625 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 カタアカスギナハバチ Loderus genucinctus insulicola

4626 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ツマジロクロハバチ Macrophya apicalis

4627 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 オオクロハバチ Macrophya carbonaria

4628 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 クロハバチ Macrophya coxalis

4629 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 コマルクロハバチ Macrophya crassuliformis

4630 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ナカジロクロハバチ Macrophya enslini

4631 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 マルクロハバチ Macrophya falsifica

4632 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ウンモンクロハバチ Macrophya fascipennis

4633 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 アカアシクロハバチ Macrophya forsiusi

4634 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 マライセクロハバチ Macrophya malaisei malaisei

4635 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ローベルクロハバチ Macrophya rohweri

4636 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 コクロハバチ Macrophya timida

4637 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 コブシハバチ Megabeleses crassitarsis

4638 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ヒゲブトマルハバチ Megatomostethus crassicornis

4639 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ハネビロハバチ Mesoneura macroptera

4640 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 キイロハバチ Monophadnus nigriceps

4641 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ヒメセグロヒゲナガハバチ Nematinus alni

4642 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 アシブトヒゲナガハバチ Nematus inornatus

4643 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 イノデハバチ Neostromboceros nipponicus

4644 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ニホンコハバチ Nesoselandria nipponica

4645 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 チャイロハバチ Nesotaxonus flavescens

4646 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ルイスアカマルハバチ Nesotomostethus lewisii

4647 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 クロバアカマルハバチ Nesotomostethus religiosa

4648 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 コキモンハバチ Pachyprotasis erratica

4649 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ハヤスキモンハバチ Pachyprotasis hayasuensis

4650 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ノグサキモンハバチ Pachyprotasis nogusai

4651 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 オクタニキモンハバチ Pachyprotasis okutanii

4652 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 コシマキモンハバチ Pachyprotasis pallidiventris

4653 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ササベキモンハバチ Pachyprotasis sasabensis

4654 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 タカラヅカキモンハバチ Pachyprotasis zukaensis

4655 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ムネアカキアシハバチ Paracharactus leucopodus

4656 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 Periclista erythrogramma Periclista erythrogramma

4657 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 アジサイハバチ Perineura okutanii

4658 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ヘビイチゴハバチ Priophorus nigricans

4659 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 カエデヒゲナガハバチ Pristiphora albobalteata

4660 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ベニシダハバチ Pseudohemitaxonus dryopteridis

4661 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 セマダラハバチ Rhogogaster nigriventris

4662 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 オオコシアカハバチ Siobla ferox

4663 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ウマノアシガタハバチ Stethomostus fuliginosus

4664 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ツマグロシダハバチ Strongylogaster filicis

4665 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ナガワラビハバチ Strongylogaster multifasciata

4666 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ゼンマイハバチ Strongylogaster osmundae

4667 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ナガゼンマイハバチ Strongylogaster secunda

4668 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ダイズハバチ Takeuchiella pentagona

4669 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 タケウチクロハバチ Taxonus agrorum

4670 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ツノキクロハバチ Taxonus fluvicornis

4671 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ヒラサンハバチ Taxonus hirasanus

4672 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 バラクロハバチ Taxonus japonicus

4673 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ミノオクロハバチ Taxonus minomensis

4674 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 キムネコシボソハバチ Tenthredo flavipectus

4675 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ヤマブキハバチ Tenthredo fukaii
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4676 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ツマグロアカハバチ　 Tenthredo fuscoterminata

4677 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 コシアキハバチ Tenthredo gifui

4678 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ハラナガハバチ Tenthredo hilaris

4679 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ハチガタハバチ Tenthredo matsumurai

4680 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 キコシホソハバチ Tenthredo mortivaga

4681 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 クロムネアオハバチ Tenthredo nigropicta

4682 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 オオツマグロハバチ Tenthredo providens

4683 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 オメガアオハバチ Tenthredo omega

4684 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 マエグロコシホソハバチ Tenthredo rufonotalis

4685 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 トガリハチガタハバチ Tenthredo smithii

4686 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 スミスシロオビハバチ Tenthredo smithiana

4687 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ヒメクサソテツハバチ Thrinax contigua

4688 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 ニホントガリシダハバチ Thrinax japonicus

4689 ハチ目（膜翅目） ハバチ科 シケシダトガリハバチ Thrinax minomensis

4690 ハチ目（膜翅目） ヤドリキバチ科 トサヤドリキバチ Ophrynopus tosensis

4691 ハチ目（膜翅目） キバチ科 ニトベキバチ Sirex nitobei

4692 ハチ目（膜翅目） キバチ科 キマダラヒラアシキバチ Tremex fuscicornis

4693 ハチ目（膜翅目） キバチ科 ニホンキバチ Urocerus japonicus

4694 ハチ目（膜翅目） キバチ科 オナガキバチ Xeris spectrum spectrum

4695 ハチ目（膜翅目） クキバチ科 クロバクキバチ Calameuta nigripennis

4696 ハチ目（膜翅目） クキバチ科 バラクキバチ Syrista similis

4697 ハチ目（膜翅目） コマユバチ科 ムネアカトゲコマユバチ Zombrus bicolor

4698 ハチ目（膜翅目） コマユバチ科 キタカミキリコマユバチ Atanycolus initiator

4699 ハチ目（膜翅目） コマユバチ科 スカシバコマユバチ Bracon nipponensis

4700 ハチ目（膜翅目） コマユバチ科 ウマノオバチ Euurobracon yokahamae

4701 ハチ目（膜翅目） コマユバチ科 ハネグロアカコマユバチ Iphiaulax impostor

4702 ハチ目（膜翅目） コマユバチ科 ヨコハママダラコマユバチ Pseudoshirakia yokohamensis

4703 ハチ目（膜翅目） コマユバチ科 ワタノメイガコウラコマユバチ　 Chelonus (Chelonus) tabonus

4704 ハチ目（膜翅目） コマユバチ科 ヒメキイロコウラコマユバチ Phanerotoma planifrons

4705 ハチ目（膜翅目） コマユバチ科 オオアメイロコンボウコマユバチ Xiphozele compressiventris

4706 ハチ目（膜翅目） コマユバチ科 クロヒゲナガコマユバチ Macrocentrus marginator

4707 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 クロヒゲフシオナガヒメバチ Acropimpla persimilis

4708 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 ハコネフシオナガヒメバチ Gregopimpla himalayensis

4709 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 Scambus (Ateleophadnus) vulgaris Scambus (Ateleophadnus) vulgaris

4710 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 アカクモヒメバチ Millironia rufa

4711 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 ヒメキアシヒラタヒメバチ Coccygomimus disparis

4712 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 マイマイヒラタヒメバチ Coccygomimus luctuosus

4713 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 イチモンジヒラタヒメバチ Coccygomimus parnarae

4714 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 アオムシヒラタヒメバチ Itoplectis naranyae

4715 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 オオホシオナガバチ Megarhyssa praecellens

4716 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 シラホシオナガバチ Sychnostigma japonicum

4717 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 ヨトウアメバチモドキ Netelia (Netelia) ocellaris 

4718 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 ミズバチ Agriotypus gracilis

4719 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 アソハネナシヒメバチ Gelis asozanus

4720 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 アシグロトガリヒメバチ Echthrus reluctator sibiricus 

4721 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 クロチビトガリヒメバチ Giraudia spinosa

4722 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 キアシオナガトガリヒメバチ Acroricnus ambulator ambulator 

4723 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 キリガヤドリトガリヒメバチ
Listrognathus (Listrognathus)
eccopteromus

4724 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 Diadegma属 Diadegma sp.

4725 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 Pristomerus属 Pristomerus sp.

4726 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 クロモンアメバチ Dicamptus nigropictus

4727 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 ムラサキウスアメバチ Dictyonotus purpurascens

4728 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 シコクホシアメバチ Enicospilus shikokuensis

4729 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 オオアメバチ Ophion luteus

4730 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 マルヤマメンガタヒメバチ Metopius (Ceratopius) maruyamensis 
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4731 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 Habronyx heros Habronyx heros

4732 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 コンボウアメバチ Habronyx insidiator

4733 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 カラフトコンボウアメバチ Heteropelma amictum

4734 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 コンボウケンヒメバチ Coleocentrus incertus

4735 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 Diplazon laetatorius Diplazon laetatorius

4736 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 Diplazon tibiatorius tibiatorius Diplazon tibiatorius tibiatorius 

4737 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 チビアブヒメバチ Syrphophilus bizonarius

4738 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 シロスジヒメバチ Achaius oratorius albizonellus 

4739 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 ヤマガタヒメバチ Chasmias major

4740 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 Cratichneumon tibialis Cratichneumon tibialis

4741 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 マダラヒメバチ Pterocormus generosus

4742 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 シロヨトウヤドリヒメバチ Spilichneumon ammonius

4743 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 アゲハヒメバチ Trogus mactator

4744 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 イヨヒメバチ Amblyjoppa proteus satanas 

4745 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 ハキヒメバチ Callajoppa exaltatoria mikado 

4746 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 クロハラヒメバチ Callajoppa pepsoides

4747 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 シロオビムラサキヒメバチ Ichneumon cyaniventris cyaniventris 

4748 ハチ目（膜翅目） ヒメバチ科 モイワヒメバチ Protichneumon moiwanus

4749 ハチ目（膜翅目） カギバラバチ科 キスジセアカカギバラバチ Taeniogonalos fasciata

4750 ハチ目（膜翅目） コンボウヤセバチ科 コンボウヤセバチ Gasteruption japonicum

4751 ハチ目（膜翅目） アシブトコバチ科 アシアカツヤアシブトコバチ Antrocephalus dividens

4752 ハチ目（膜翅目） アシブトコバチ科 ツヤアシブトコバチ Antrocephalus hakonensis

4753 ハチ目（膜翅目） アシブトコバチ科 チビアシブトコバチ Brachymeria excarinata

4754 ハチ目（膜翅目） アシブトコバチ科 フィスケアシブトコバチ Brachymeria fiskei

4755 ハチ目（膜翅目） アシブトコバチ科 キアシブトコバチ Brachymeria lasus

4756 ハチ目（膜翅目） アシブトコバチ科 オニアシブトコバチ Dirhinus hesperidum

4757 ハチ目（膜翅目） アシブトコバチ科 ハネジロアシブトコバチ Epitranus albipennis

4758 ハチ目（膜翅目） アリヤドリコバチ科 エサキアリヤドリコバチ Eucharis esakii

4759 ハチ目（膜翅目） シリアゲコバチ科 シリアゲコバチ Leucospis japonica

4760 ハチ目（膜翅目） シリアゲコバチ科 オキナワシリアゲコバチ Leucospis sinensis

4761 ハチ目（膜翅目） マルハラコバチ科 ルリマルハラコバチ Perilampus japonicus

4762 ハチ目（膜翅目） コガネコバチ科 ヒラタアブコガネコバチ Pachyneuron formosum

4763 ハチ目（膜翅目） コガネコバチ科 アオムシコバチ Pteromalus puparum

4764 ハチ目（膜翅目） タマバチ科 クヌギハマルタマバチ Aphelonyx acutissimae

4765 ハチ目（膜翅目） タマバチ科 ナラメカイメンタマバチ Aphelonyx glanduliferae

4766 ハチ目（膜翅目） タマバチ科 Diplolepis japonica Diplolepis japonica

4767 ハチ目（膜翅目） タマバチ科 クヌギハケツボタマバチ Neuroterus (Neuroterus) nawai 

4768 ハチ目（膜翅目） アリガタバチ科 ムカシアリガタバチ Acrepyris japonicus

4769 ハチ目（膜翅目） アリガタバチ科 ヒラタアリガタバチ Parascleroderma ishana

4770 ハチ目（膜翅目） アリガタバチ科 ホソアリガタバチ Sclerodermus harmandi

4771 ハチ目（膜翅目） セイボウ科 ナミハセイボウ Chrysis japonica

4772 ハチ目（膜翅目） セイボウ科 ツマムラサキセイボウ Chrysis splendidula

4773 ハチ目（膜翅目） セイボウ科 オオセイボウ Stilbum cyanurum

4774 ハチ目（膜翅目） アリ科 アシナガアリ Aphaenogaster famelica

4775 ハチ目（膜翅目） アリ科 ヤマトアシナガアリ Aphaenogaster japonica

4776 ハチ目（膜翅目） アリ科 クロコツブアリ Brachymyrmex patagonicus

4777 ハチ目（膜翅目） アリ科 オオハリアリ Brachyponera chinensis

4778 ハチ目（膜翅目） アリ科 ホソウメマツオオアリ Camponotus bishamon

4779 ハチ目（膜翅目） アリ科 アメイロオオアリ Camponotus devestivus

4780 ハチ目（膜翅目） アリ科 イトウオオアリ Camponotus itoi

4781 ハチ目（膜翅目） アリ科 クロオオアリ Camponotus japonicus

4782 ハチ目（膜翅目） アリ科 クサオオアリ Camponotus keihitoi

4783 ハチ目（膜翅目） アリ科 ミカドオオアリ Camponotus kiusiuensis

4784 ハチ目（膜翅目） アリ科 ナワヨツボシオオアリ Camponotus nawai

4785 ハチ目（膜翅目） アリ科 ケブカツヤオオアリ Camponotus nipponensis
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4786 ハチ目（膜翅目） アリ科 ヒラズオオアリ Camponotus nipponicus

4787 ハチ目（膜翅目） アリ科 ムネアカオオアリ Camponotus obscuripes

4788 ハチ目（膜翅目） アリ科 ヨツボシオオアリ Camponotus quadrinotatus

4789 ハチ目（膜翅目） アリ科 ウメマツオオアリ Camponotus vitiosus

4790 ハチ目（膜翅目） アリ科 ヤマヨツボシオオアリ Camponotus yamaokai

4791 ハチ目（膜翅目） アリ科 トゲハダカアリ Cardiocondyla sp. A

4792 ハチ目（膜翅目） アリ科 カドハダカアリ Cardiocondyla sp. B

4793 ハチ目（膜翅目） アリ科 コツノアリ Carebara yamatonis

4794 ハチ目（膜翅目） アリ科 ハリブトシリアゲアリ Crematogaster matsumurai

4795 ハチ目（膜翅目） アリ科 ツヤシリアゲアリ Crematogaster nawai

4796 ハチ目（膜翅目） アリ科 キイロシリアゲアリ Crematogaster osakensis

4797 ハチ目（膜翅目） アリ科 テラニシシリアゲアリ Crematogaster teranishii

4798 ハチ目（膜翅目） アリ科 クボミシリアゲアリ Crematogaster vagula

4799 ハチ目（膜翅目） アリ科 トゲズネハリアリ Cryptopone sauteri

4800 ハチ目（膜翅目） アリ科 ダルマアリ Discothyrea sauteri

4801 ハチ目（膜翅目） アリ科 シベリアカタアリ Dolichoderus sibiricus

4802 ハチ目（膜翅目） アリ科 ツノアカヤマアリ Formica fukaii

4803 ハチ目（膜翅目） アリ科 ハヤシクロヤマアリ Formica hayashi

4804 ハチ目（膜翅目） アリ科 クロヤマアリ Formica japonica (s. l.)

4805 ハチ目（膜翅目） アリ科 ベッピンニセハリアリ Hypoponera beppin

4806 ハチ目（膜翅目） アリ科 クロニセハリアリ Hypoponera nubatama

4807 ハチ目（膜翅目） アリ科 ニセハリアリ Hypoponera sauteri

4808 ハチ目（膜翅目） アリ科 キイロケアリ Lasius flavus

4809 ハチ目（膜翅目） アリ科 クロクサアリ Lasius fuji

4810 ハチ目（膜翅目） アリ科 ハヤシケアリ Lasius hayashi

4811 ハチ目（膜翅目） アリ科 トビイロケアリ Lasius japonicus

4812 ハチ目（膜翅目） アリ科 ヒゲナガアメイロケアリ Lasius meridionalis

4813 ハチ目（膜翅目） アリ科 フシボソクサアリ Lasius nipponensis

4814 ハチ目（膜翅目） アリ科 ヒゲナガケアリ Lasius productus

4815 ハチ目（膜翅目） アリ科 カワラケアリ Lasius sakagamii

4816 ハチ目（膜翅目） アリ科 ミナミキイロケアリ Lasius sonobei

4817 ハチ目（膜翅目） アリ科 ヒラアシクサアリ Lasius spathepus

4818 ハチ目（膜翅目） アリ科 ヒメキイロケアリ Lasius talpa

4819 ハチ目（膜翅目） アリ科 アメイロケアリ Lasius umbratus

4820 ハチ目（膜翅目） アリ科 ハヤトゲフシアリ Lepisiota frauenfeldi

4821 ハチ目（膜翅目） アリ科 アルゼンチンアリ Linepithema humile

4822 ハチ目（膜翅目） アリ科 クロヒメアリ Monomorium chinense

4823 ハチ目（膜翅目） アリ科 ヒメアリ Monomorium intrudens

4824 ハチ目（膜翅目） アリ科 キイロヒメアリ Monomorium triviale

4825 ハチ目（膜翅目） アリ科 カドフシアリ Myrmecina nipponica

4826 ハチ目（膜翅目） アリ科 ハラクシケアリ Myrmica ruginodis (s. l.)

4827 ハチ目（膜翅目） アリ科 ケブカアメイロアリ Nylanderia amia

4828 ハチ目（膜翅目） アリ科 アメイロアリ Nylanderia flavipes

4829 ハチ目（膜翅目） アリ科 ルリアリ Ochetellus glaber

4830 ハチ目（膜翅目） アリ科 アギトアリ Odontomachus monticola

4831 ハチ目（膜翅目） アリ科 サクラアリ Paraparatrechina sakurae

4832 ハチ目（膜翅目） アリ科 アズマオオズアリ Pheidole fervida

4833 ハチ目（膜翅目） アリ科 インドオオズアリ Pheidole indica

4834 ハチ目（膜翅目） アリ科 オオズアリ Pheidole noda

4835 ハチ目（膜翅目） アリ科 ヒメオオズアリ Pheidole pieli

4836 ハチ目（膜翅目） アリ科 サムライアリ Polyergus samurai

4837 ハチ目（膜翅目） アリ科 トゲアリ Polyrhachis lamellidens

4838 ハチ目（膜翅目） アリ科 チクシトゲアリ Polyrhachis phalerata

4839 ハチ目（膜翅目） アリ科 ヒメハリアリ Ponera japonica

4840 ハチ目（膜翅目） アリ科 テラニシハリアリ Ponera scabra
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4841 ハチ目（膜翅目） アリ科 アミメアリ Pristomyrmex punctatus

4842 ハチ目（膜翅目） アリ科 ヤマトカギバラアリ Proceratium japonicum

4843 ハチ目（膜翅目） アリ科 ワタセカギバラアリ Proceratium watasei

4844 ハチ目（膜翅目） アリ科 アカカミアリ Solenopsis geminata

4845 ハチ目（膜翅目） アリ科 ヒアリ Solenopsis invicta

4846 ハチ目（膜翅目） アリ科 トフシアリ Solenopsis japonica

4847 ハチ目（膜翅目） アリ科 ハヤシナガアリ Stenamma owstoni

4848 ハチ目（膜翅目） アリ科 ノコギリハリアリ Stigmatomma silvestrii

4849 ハチ目（膜翅目） アリ科 イガウロコアリ Strumigenys benten

4850 ハチ目（膜翅目） アリ科 ヒラタウロコアリ Strumigenys canina

4851 ハチ目（膜翅目） アリ科 セダカウロコアリ Strumigenys hexamera

4852 ハチ目（膜翅目） アリ科 ウロコアリ Strumigenys lewisi

4853 ハチ目（膜翅目） アリ科 トカラウロコアリ Strumigenys membranifera

4854 ハチ目（膜翅目） アリ科 コヌカアリ Tapinoma saohime

4855 ハチ目（膜翅目） アリ科 ヒラフシアリ Technomyrmex gibbosus

4856 ハチ目（膜翅目） アリ科 ヒメムネボソアリ Temnothorax arimensis

4857 ハチ目（膜翅目） アリ科 ムネボソアリ Temnothorax congruus

4858 ハチ目（膜翅目） アリ科 チャイロムネボソアリ Temnothorax kubira

4859 ハチ目（膜翅目） アリ科 ハリナガムネボソアリ Temnothorax spinosior

4860 ハチ目（膜翅目） アリ科 オオシワアリ Tetramorium bicarinatum

4861 ハチ目（膜翅目） アリ科 トビイロシワアリ Tetramorium tsushimae

4862 ハチ目（膜翅目） アリ科 ウメマツアリ Vollenhovia emeryi

4863 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 シブヤスジドロバチ Ancistrocerus trifasciatus shibuyai

4864 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 オオフタオビドロバチ本土亜種 Anterhynchium flavomarginatum micado

4865 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 ハグロフタオビドロバチ Anterhynchium melanopterum

4866 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 フタスジスズバチ Discoelius zonalis

4867 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科  キオビホオナガスズメバチ 本州亜種 Dolichovespula media

4868 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 キボシトックリバチ Eumenes fraterculus

4869 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 ミカドトックリバチ Eumenes micado

4870 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 キアシトックリバチ Eumenes rubrofemoratus

4871 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 ムモントックリバチ Eumenes rubronotatus

4872 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 ミカドドロバチ本土亜種 Euodynerus nipanicus nipanicus

4873 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 ジュウジドロバチ Euodynerus trilobus

4874 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 エントツドロバチ Orancistrocerus drewseni

4875 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 スズバチ Oreumenes decoratus

4876 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 ムモンホソアシナガバチ Parapolybia crocea

4877 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 ヒメホソアシナガバチ Parapolybia varia

4878 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 ナミカバフドロバチ Pararrhynchium ornatum

4879 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 フタモンアシナガバチ本土亜種 Polistes chinensis antennalis

4880 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 ヤマトアシナガバチ Polistes japonicus

4881 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 セグロアシナガバチ本土亜種 Polistes jokahamae jokahamae

4882 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 キボシアシナガバチ Polistes nipponensis

4883 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 キアシナガバチ本土亜種 Polistes rothneyi iwatai

4884 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 コアシナガバチ Polistes snelleni

4885 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 フカイオオドロバチ本土亜種 Rhynchium quinquecinctum fukaii

4886 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 カタグロチビドロバチ Stenodynerus chinensis kalinowskii

4887 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 キオビチビドロバチ Stenodynerus frauenfeldi

4888 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 サイジョウハムシドロバチ Symmorphus apiciornatus

4889 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 コガタスズメバチ Vespa analis

4890 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 モンスズメバチ Vespa crabro

4891 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 ヒメスズメバチ Vespa ducalis

4892 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 チャイロスズメバチ Vespa dybowskii

4893 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 オオスズメバチ Vespa mandarinia

4894 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 キイロスズメバチ Vespa simillima

4895 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 クロスズメバチ Vespula flaviceps
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4896 ハチ目（膜翅目） スズメバチ科 シダクロスズメバチ Vespula shidai

4897 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 アケボノクモバチ Anoplius eous

4898 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 オオモンクロクモバチ Anoplius samariensis

4899 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 ヒラカタクモバチ Aporus japonicus

4900 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 ナミヒメクモバチ Auplopus carbonarius japonicus

4901 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 ミヤコヒメクモバチ本土亜種 Auplopus kyotensis kyotensis

4902 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 キオビクモバチ Batozonellus annulatus

4903 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 モンクモバチ Batozonellus maculifrons

4904 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 ベッコウクモバチ Cyphononyx fulvognathus

4905 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 ペレエヒゲクモバチ Dipogon conspersus

4906 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 フタスジクモバチ Eopompilus internalis

4907 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 オオシロフクモバチ Episyron arrogans

4908 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 スギハラクモバチ Leptodialepis sugiharai

4909 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 フタモンクモバチ Parabatozonus jankowskii

4910 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 アオスジクモバチ Paracyphononyx alienus

4911 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 ホソトゲアシクモバチ Priocnemis cyphonota

4912 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 クモリトゲアシクモバチ Priocnemis japonica

4913 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 ツマアカクモバチ Tachypompilus analis

4914 ハチ目（膜翅目） アリバチ科 トゲムネアリバチ Bischoffitilla ardescens

4915 ハチ目（膜翅目） アリバチ科 フタホシアリバチ Neotrogaspidia pustulata

4916 ハチ目（膜翅目） アリバチ科 ルイスヒトホシアリバチ Smicromyrme lewisi

4917 ハチ目（膜翅目） アリバチ科 ヤマトアリバチモドキ Taimyrmosa nigrofasciata

4918 ハチ目（膜翅目） コツチバチ科 サキスジコツチバチ Tiphia brevilineata

4919 ハチ目（膜翅目） コツチバチ科 オオコツチバチ Tiphia latistriata

4920 ハチ目（膜翅目） コツチバチ科 マメコガネコツチバチ Tiphia popilliavora

4921 ハチ目（膜翅目） コツチバチ科 アカハコツチバチ本土沖縄亜種 Tiphia rufomandibulata rufomandibulata

4922 ハチ目（膜翅目） コツチバチ科 ハルコツチバチ Tiphia vernalis

4923 ハチ目（膜翅目） ツチバチ科 ヒメハラナガツチバチ本土亜種 Campsomeriella annulata annulata

4924 ハチ目（膜翅目） ツチバチ科 オオハラナガツチバチ Megacampsomeris grossa matsumurai

4925 ハチ目（膜翅目） ツチバチ科 キンケハラナガツチバチ Megacampsomeris prismatica

4926 ハチ目（膜翅目） ツチバチ科 シロオビハラナガツチバチ Megacampsomeris schulthessi

4927 ハチ目（膜翅目） ツチバチ科 コモンツチバチ Scolia decorata ventralis

4928 ハチ目（膜翅目） ツチバチ科 アカスジツチバチ本土亜種 Scolia fascinata fascinata

4929 ハチ目（膜翅目） ツチバチ科 オオモンツチバチ Scolia histrionica japonica

4930 ハチ目（膜翅目） ツチバチ科 オキナワルリツチバチ Scolia melanosoma

4931 ハチ目（膜翅目） ツチバチ科 キオビツチバチ Scolia oculata

4932 ハチ目（膜翅目） セナガアナバチ科 サトセナガアナバチ Ampulex dissector

4933 ハチ目（膜翅目） ギングチバチ科 ガガンボギングチ Crossocerus vagabundus esakii

4934 ハチ目（膜翅目） ギングチバチ科 クボズギングチ Ectemnius cavifrons aurarius

4935 ハチ目（膜翅目） ギングチバチ科 ナミギングチ Ectemnius continuus

4936 ハチ目（膜翅目） ギングチバチ科 シロスジギングチ Ectemnius iridifrons

4937 ハチ目（膜翅目） ギングチバチ科 ヒラズギングチ Ectemnius ruficornis

4938 ハチ目（膜翅目） ギングチバチ科 クロケラトリバチ Larra carbonaria

4939 ハチ目（膜翅目） ギングチバチ科 ヒメコオロギバチ本土亜種 Liris festinans japonicus

4940 ハチ目（膜翅目） ギングチバチ科 クロバネクモカリバチ Pison strandi

4941 ハチ目（膜翅目） ギングチバチ科 オオハヤバチ本土亜種 Tachytes sinensis sinensis

4942 ハチ目（膜翅目） ギングチバチ科 ナミジガバチモドキ Trypoxylon petiolatum

4943 ハチ目（膜翅目） ドロバチモドキ科 ニッポンツヤアナバチ Alysson cameroni

4944 ハチ目（膜翅目） ドロバチモドキ科 オオトゲアワフキバチ Argogorytes mystaceus grandis

4945 ハチ目（膜翅目） ドロバチモドキ科 ニッポンハナダカバチ Bembix niponica

4946 ハチ目（膜翅目） ドロバチモドキ科 ヤマトドロバチモドキ Nippononysson rufopictus

4947 ハチ目（膜翅目） ドロバチモドキ科 キアシハナダカバチモドキ Stizus perrisi

4948 ハチ目（膜翅目） アリマキバチ科 オオエンモンバチ Carinostigmus filippovi

4949 ハチ目（膜翅目） アリマキバチ科 カラトイスカバチ Passaloecus koreanus

4950 ハチ目（膜翅目） アリマキバチ科 アバタアリマキバチ Pemphredon diervillae



昆虫類リスト2020

No. 目名 科名 種名 学名

4951 ハチ目（膜翅目） アリマキバチ科 カオキンヨコバイバチ Psen aurifrons

4952 ハチ目（膜翅目） フシダカバチ科 ヒメツチスガリ Cerceris carinalis

4953 ハチ目（膜翅目） フシダカバチ科 ナミツチスガリ Cerceris hortivaga

4954 ハチ目（膜翅目） フシダカバチ科 マルモンツチスガリ Cerceris japonica

4955 ハチ目（膜翅目） アナバチ科 フジジガバチ Ammophila atripes japonica

4956 ハチ目（膜翅目） アナバチ科 ヤマジガバチ Ammophila infesta

4957 ハチ目（膜翅目） アナバチ科 サトジガバチ Ammophila vagabunda

4958 ハチ目（膜翅目） アナバチ科 ヤマトルリジガバチ Chalybion japonicum

4959 ハチ目（膜翅目） アナバチ科 ミカドジガバチ Hoplammophila aemulans

4960 ハチ目（膜翅目） アナバチ科 アルマンアナバチ Isodontia harmandi

4961 ハチ目（膜翅目） アナバチ科 コクロアナバチ Isodontia nigella

4962 ハチ目（膜翅目） アナバチ科 アメリカジガバチ Sceliphron caementarium

4963 ハチ目（膜翅目） アナバチ科 モンキジガバチ本土亜種 Sceliphron deforme nipponicum

4964 ハチ目（膜翅目） アナバチ科 キゴシジガバチ Sceliphron madraspatanum

4965 ハチ目（膜翅目） アナバチ科 クロアナバチ本土亜種 Sphex argentatus fumosus

4966 ハチ目（膜翅目） アナバチ科 キンモウアナバチ Sphex diabolicus flammitrichus

4967 ハチ目（膜翅目） アナバチ科 フクイアナバチ Sphex inusitatus

4968 ハチ目（膜翅目） ヒメハナバチ科 アブラナヒメハナバチ Andrena aburana

4969 ハチ目（膜翅目） ヒメハナバチ科 ヤヨイヒメハナバチ Andrena hebes

4970 ハチ目（膜翅目） ヒメハナバチ科 イシハラヒメハナバチ Andrena ishiharai

4971 ハチ目（膜翅目） ヒメハナバチ科 キバナヒメハナバチ Andrena knuthi

4972 ハチ目（膜翅目） ヒメハナバチ科 ミカドヒメハナバチ Andrena mikado

4973 ハチ目（膜翅目） ヒメハナバチ科 マメヒメハナバチ Andrena minutula

4974 ハチ目（膜翅目） ヒメハナバチ科 ナワヒメハナバチ Andrena nawai

4975 ハチ目（膜翅目） ヒメハナバチ科 ムネアカハラビロヒメハナバチ Andrena parathoracica

4976 ハチ目（膜翅目） ヒメハナバチ科 ウツギヒメハナバチ Andrena prostomias

4977 ハチ目（膜翅目） ヒメハナバチ科 クロツヤヒメハナバチ Andrena richardsi

4978 ハチ目（膜翅目） ヒメハナバチ科 ヤナギヒメハナバチ Andrena transbaicalica

4979 ハチ目（膜翅目） ヒメハナバチ科 コガタウツギヒメハナバチ Andrena tsukubana

4980 ハチ目（膜翅目） ヒメハナバチ科 ヤマトヒメハナバチ Andrena yamato

4981 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 スジボソフトハナバチ Amegilla florea

4982 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 ケブカコシブトハナバチ Anthophora plumipes

4983 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 ニホンミツバチ Apis cerana japonica

4984 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 セイヨウミツバチ Apis mellifera

4985 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 コマルハナバチ本土亜種 Bombus ardens ardens

4986 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 トラマルハナバチ本土亜種 Bombus diversus diversus

4987 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 オオマルハナバチ本土亜種 Bombus hypocrita hypocrita

4988 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 クロマルハナバチ Bombus ignitus

4989 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 キオビツヤハナバチ Ceratina flavipes

4990 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 ヤマトツヤハナバチ Ceratina japonica

4991 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 シロスジヤドリハナバチ Doeringiella ventralis

4992 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 ニッポンヒゲナガハナバチ Eucera nipponensis

4993 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 シロスジヒゲナガハナバチ Eucera spurcatipes

4994 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 ヤマトキマダラハナバチ Nomada calloptera

4995 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 ダイミョウキマダラハナバチ Nomada japonica

4996 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 ニッポンキマダラハナバチ Nomada nipponica

4997 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 ミツクリヒゲナガハナバチ Tetraloniella mitsukurii

4998 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 ナミルリモンハナバチ Thyreus decorus

4999 ハチ目（膜翅目） ミツバチ科 キムネクマバチ Xylocopa appendiculata circumvolans

5000 ハチ目（膜翅目） ムカシハナバチ科 オオムカシハナバチ Colletes collaris

5001 ハチ目（膜翅目） ムカシハナバチ科 アシブトムカシハナバチ Colletes patellatus

5002 ハチ目（膜翅目） ムカシハナバチ科 スミスメンハナバチ Hylaeus floralis

5003 ハチ目（膜翅目） ムカシハナバチ科 マツムラメンハナバチ Hylaeus matsumurai

5004 ハチ目（膜翅目） ムカシハナバチ科 ヅグロメンハナバチ Hylaeus niger

5005 ハチ目（膜翅目） ムカシハナバチ科 ニッポンメンハナバチ Hylaeus transversalis



昆虫類リスト2020

No. 目名 科名 種名 学名

5006 ハチ目（膜翅目） コハナバチ科 アカガネコハナバチ Halictus aerarius

5007 ハチ目（膜翅目） コハナバチ科 ミドリコハナバチ Halictus tumulorum ferripennis

5008 ハチ目（膜翅目） コハナバチ科 ズマルコハナバチ Lasioglossum affine

5009 ハチ目（膜翅目） コハナバチ科 ホクダイコハナバチ Lasioglossum duplex

5010 ハチ目（膜翅目） コハナバチ科 ハラナガツヤコハナバチ Lasioglossum laeviventre

5011 ハチ目（膜翅目） コハナバチ科 サビイロカタコハナバチ Lasioglossum mutilum

5012 ハチ目（膜翅目） コハナバチ科 ニッポンコハナバチ Lasioglossum nipponense

5013 ハチ目（膜翅目） コハナバチ科 シロスジカタコハナバチ Lasioglossum occidens

5014 ハチ目（膜翅目） コハナバチ科 オオエチビコハナバチ Lasioglossum ohei

5015 ハチ目（膜翅目） コハナバチ科 フタモンカタコハナバチ Lasioglossum scitulum

5016 ハチ目（膜翅目） コハナバチ科 ハラアカチビコハナバチ Lasioglossum sphecodicolor

5017 ハチ目（膜翅目） コハナバチ科 ヤスマツコンボウハナバチ Lipotrichus yasumatsui

5018 ハチ目（膜翅目） コハナバチ科 アオスジハナバチ Nomia incerta

5019 ハチ目（膜翅目） コハナバチ科 ヤマトヤドリコハナバチ Sphecodes nipponicus

5020 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 トモンハナバチ Anthidium septemspinosum

5021 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 オオトガリハナバチ Coelioxys fenestrata

5022 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 ヒロバトガリハナバチ Coelioxys hiroba

5023 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 ヤノトガリハナバチ Coelioxys yanonis

5024 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 ハラアカヤドリハキリバチ Euaspis basalis

5025 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 スミスハキリバチ Megachile humilis

5026 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 キヌゲハキリバチ Megachile kobensis

5027 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 バラハキリバチ本土亜種 Megachile nipponica nipponica

5028 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 サカガミハキリバチ Megachile remota sakagamii

5029 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 オオハキリバチ Megachile sculpturalis

5030 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 ヒメハキリバチ Megachile spissula

5031 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 ヒメツツハキリバチ Megachile subalbuta

5032 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 ツルガハキリバチ Megachile tsurugensis

5033 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 マメコバチ Osmia cornifrons

5034 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 シロオビツツハナバチ Osmia exavata

5035 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 イマイツツハナバチ Osmia jacoti

5036 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 マイマイツツハナバチ Osmia orientalis

5037 ハチ目（膜翅目） ハキリバチ科 ツツハナバチ Osmia taurus

5038 ハチ目（膜翅目） ケアシハナバチ科 シロアシクサレダマバチ Macropis tibialis

29目 416科 5,038種

種名及び配列は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト　令和2年度生物リスト」（河川環境データベース　国土交通省、
2020）に準拠した。



甲殻類（淡⽔・汽⽔産）リスト2020
No. ⽬名 科名 種名 学名
1 フジツボ⽬ イワフジツボ科 イワフジツボ Chthamalus challengeri
2 フジツボ⽬ フジツボ科 タテジマフジツボ Amphibalanus amphitrite
3 フジツボ⽬ フジツボ科 アメリカフジツボ Amphibalanus eburneus
4 フジツボ⽬ フジツボ科 ヨーロッパフジツボ Amphibalanus improvisus
5 フジツボ⽬ フジツボ科 シロスジフジツボ Fistulobalanus albicostatus
6 フジツボ⽬ フジツボ科 ドロフジツボ Fistulobalanus kondakovi
7 タナイス⽬ タナイス科 キスイタナイス Sinelobus stanfordi
8 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
9 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
10 ワラジムシ⽬ ミズムシ科（甲） ミズムシ（甲） Asellus hilgendorfi
11 ワラジムシ⽬ ニセウオノエ科 エビノコバン Tachea chinensis
12 ワラジムシ⽬ フナムシ科 フナムシ Ligia exotica
13 エビ⽬ クルマエビ科 ヨシエビ Metapenaeus ensis
14 エビ⽬ ヌマエビ科 ヤマトヌマエビ Caridina multidentata
15 エビ⽬ ヌマエビ科 ミゾレヌマエビ Caridina leucosticta
16 エビ⽬ ヌマエビ科 トゲナシヌマエビ Caridina typus
17 エビ⽬ ヌマエビ科 ミナミヌマエビ Neocaridina denticulata
18 エビ⽬ テナガエビ科 ミナミテナガエビ Macrobrachium formosense
19 エビ⽬ テナガエビ科 ヒラテテナガエビ Macrobrachium japonicum
20 エビ⽬ テナガエビ科 テナガエビ Macrobrachium nipponense
21 エビ⽬ テナガエビ科 ユビナガスジエビ Palaemon macrodactylus
22 エビ⽬ テナガエビ科 スジエビ Palaemon paucidens
23 エビ⽬ テナガエビ科 スジエビモドキ Palaemon serrifer
24 エビ⽬ アメリカザリガニ科 アメリカザリガニ Procambarus clarkii
25 エビ⽬ ホンヤドカリ科 ホンヤドカリ Pagurus filholi
26 エビ⽬ ホンヤドカリ科 ユビナガホンヤドカリ Pagurus minutus
27 エビ⽬ ホンヤドカリ科 ヨモギホンヤドカリ Pagurus nigrofascia
28 エビ⽬ Carcinidae科 チチュウカイミドリガニ Carcinus aestuarii
29 エビ⽬ ワタリガニ科 イシガニ Charybdis japonica
30 エビ⽬ サワガニ科 サワガニ Geothelphusa dehaani
31 エビ⽬ ベンケイガニ科 クロベンケイガニ Chiromantes dehaani
32 エビ⽬ ベンケイガニ科 アカテガニ Chiromantes haematocheir
33 エビ⽬ ベンケイガニ科 カクベンケイガニ Parasesarma pictum
34 エビ⽬ ベンケイガニ科 フタバカクガニ Parasesarma bidens
35 エビ⽬ ベンケイガニ科 ベンケイガニ Sesarmops intermedius
36 エビ⽬ モクズガニ科 ハマガニ Chasmagnathus convexus
37 エビ⽬ モクズガニ科 モクズガニ Eriocheir japonica
38 エビ⽬ モクズガニ科 ヒライソガニ Gaetice depressus
39 エビ⽬ モクズガニ科 ケアシヒライソガニ Gaetice depressus
40 エビ⽬ モクズガニ科 アシハラガニ Helice tridens
41 エビ⽬ モクズガニ科 ケフサイソガニ Hemigrapsus penicillatus
42 エビ⽬ モクズガニ科 イソガニ Hemigrapsus sanguineus
43 エビ⽬ モクズガニ科 タカノケフサイソガニ Hemigrapsus takanoi
44 エビ⽬ スナガニ科 ツノメガニ Ocypode ceratophthalma
45 エビ⽬ スナガニ科 ナンヨウスナガニ Ocypode sinensis
46 エビ⽬ スナガニ科 スナガニ Ocypode stimpsoni

5⽬ 19科 46種
種名及び配列は原則として「河川⽔辺の国勢調査のための⽣物リスト 令和2年度⽣物リスト」（河川環境データ
ベース 国⼟交通省、2020）に準拠した。



⾙類（陸産）リスト2020
No. ⽬名 科名 種名 学名
1 アマオブネガイ⽬ ヤマキサゴ科 ヤマキサゴ Waldemaria japonica japonica
2 アマオブネガイ⽬ ヤマキサゴ科 ヌリツヤヤマキサゴ Waldemaria japonica expolita
3 アマオブネガイ⽬ ゴマオカタニシ科 ゴマオカタニシ Georissa japonica
4 原始紐⾆⽬ ヤマタニシ科 ミヤコムシオイ Chamalycaeus hirasei
5 原始紐⾆⽬ ヤマタニシ科 ハリマムシオイ Chamalycaeus japonicus
6 原始紐⾆⽬ ヤマタニシ科 ピルスブリムシオイ Chamalycaeus pilsbryi
7 原始紐⾆⽬ ヤマタニシ科 ヤマタニシ Cyclophorus herklotis
8 原始紐⾆⽬ ヤマタニシ科 アツブタガイ Cyclotus (Procyclotus) campanulatus 
9 原始紐⾆⽬ ヤマタニシ科 サドヤマトガイ Japonia sadoensis
10 原始紐⾆⽬ ヤマタニシ科 ミジンヤマタニシ Nakadaella micron
11 原始紐⾆⽬ アズキガイ科 アズキガイ Pupinella (Pupinopsis) rufa
12 原始紐⾆⽬ ゴマガイ科 ゴマガイ Diplommatina (Sinica) cassa 
13 原始紐⾆⽬ ゴマガイ科 オオウエゴマガイ  Diplommatina (Sinica) labiosa tenuiplica
14 原始紐⾆⽬ ゴマガイ科 ヒダリマキゴマガイ Palaina (Cylindropalina) pusilla
15 吸腔⽬ カワザンショウガイ科 ウスイロオカチグサ Paludinella debilis
16 汎有肺⽬（真正有肺類） オカミミガイ科 ニホンケシガイ Carychium nipponense
17 汎有肺⽬（真正有肺類） オカミミガイ科 スジケシガイ Carychium noduliferum
18 汎有肺⽬（収眼類） ホソアシヒダナメクジ科 イボイボナメクジ Granulilimax fuscicornis
19 汎有肺⽬（柄眼類） オカモノアラガイ科 ヒメオカモノアラガイ Neosuccinea horticola
20 汎有肺⽬（柄眼類） オカモノアラガイ科 ナガオカモノアラガイ Oxyloma hirasei
21 汎有肺⽬（柄眼類） マキゾメガイ科 ヒラドマルナタネガイ Pupisoma harpula
22 汎有肺⽬（柄眼類） ミジンマイマイ科 ミジンマイマイ Vallonia pulchellula
23 汎有肺⽬（柄眼類） キバサナギガイ科 ナガナタネガイ Columella edentula
24 汎有肺⽬（柄眼類） キバサナギガイ科 キバサナギガイ Vertigo hirasei
25 汎有肺⽬（柄眼類） キセルガイモドキ科 キセルガイモドキ Mirus reinianus
26 汎有肺⽬（柄眼類） キセルガイ科 オオギセル Megalophaedusa martensi
27 汎有肺⽬（柄眼類） キセルガイ科 シリオレトノサマギセル  Megalophaedusa (Mundiphaedusa) decapitata

28 汎有肺⽬（柄眼類） キセルガイ科 ハゲギセル  Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) attrita 
29 汎有肺⽬（柄眼類） キセルガイ科 チビギセル  Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) expansilabris

30 汎有肺⽬（柄眼類） キセルガイ科 ツムガタギセル  Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) pinguis platydera

31 汎有肺⽬（柄眼類） キセルガイ科 ホソヒメギセル  Megalophaedusa (Aulacophaedusa) gracillispira

32 汎有肺⽬（柄眼類） キセルガイ科 シリオレギセル  Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) bilabrata

33 汎有肺⽬（柄眼類） キセルガイ科 ウスベニギセル  Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) aurantiaca

34 汎有肺⽬（柄眼類） キセルガイ科 ナラビヒダギセル  Megalophaedusa (Ventriphaedusa) proba caryostoma 

35 汎有肺⽬（柄眼類） キセルガイ科  ナミギセル (シロナミギセル) Stereophaedusa japonica
36 汎有肺⽬（柄眼類） キセルガイ科 アワジウツミギセル Stereophaedusa pallens
37 汎有肺⽬（柄眼類） キセルガイ科 ヒメコギセル Tauphaedusa comes
38 汎有肺⽬（柄眼類） キセルガイ科 ナミコギセル Tauphaedusa tau
39 汎有肺⽬（柄眼類） オカクチキレガイ科 マルオカチョウジガイ Allopeas brevispira
40 汎有肺⽬（柄眼類） オカクチキレガイ科 オカチョウジガイ Allopeas kyotoense
41 汎有肺⽬（柄眼類） オカクチキレガイ科 ホソオカチョウジガイ Allopeas pyrgula
42 汎有肺⽬（柄眼類） オカクチキレガイ科 トクサオカチョウジガイ Paropeas achatinaceum
43 汎有肺⽬（柄眼類） タワラガイ科 タワラガイ Sinoennea iwakawa
44 汎有肺⽬（柄眼類） ナタネガイ科 ナタネガイ Punctum amblygonum
45 汎有肺⽬（柄眼類） ナタネガイ科 ヒメナタネガイ Punctum pretiosum
46 汎有肺⽬（柄眼類） ナタネガイ科 クルマナタネガイ Punctum rota
47 汎有肺⽬（柄眼類） ナタネガイ科 ミジンナタネガイ Punctum atomus
48 汎有肺⽬（柄眼類） ナタネガイ科 ハリマナタネガイ Punctum japonicum
49 汎有肺⽬（柄眼類） イシノシタガイ科 ノハラノイシノシタガイ  Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus inermis 

50 汎有肺⽬（柄眼類） シタラガイ科 ウスイロシタラガイ Parasitala pallida
51 汎有肺⽬（柄眼類） シタラガイ科 マルシタラガイ Parasitala reinhardti
52 汎有肺⽬（柄眼類） シタラガイ科 コシタカシタラガイ Sitalina circumcincta
53 汎有肺⽬（柄眼類） シタラガイ科 ウメムラシタラガイ Sitalina japonica



⾙類（陸産）リスト2020
No. ⽬名 科名 種名 学名
54 汎有肺⽬（柄眼類） シタラガイ科 ヒメベッコウ Discoconulns sinapidium
55 汎有肺⽬（柄眼類） シタラガイ科 ヤクシマヒメベッコウ Discoconulns yakuensis
56 汎有肺⽬（柄眼類） シタラガイ科 オオクラヒメベッコウ Yamatochlamys lampra
57 汎有肺⽬（柄眼類） シタラガイ科 ナミヒメベッコウ Yamatochlamys vaga
58 汎有肺⽬（柄眼類） シタラガイ科 ツノイロヒメベッコウ Ceratochlamys ceratodes
59 汎有肺⽬（柄眼類） シタラガイ科 キビガイ Gastrodontella stenogyra
60 汎有肺⽬（柄眼類） シタラガイ科 ハリマキビ Parakaliella harimensis
61 汎有肺⽬（柄眼類） シタラガイ科 ヒメハリマキビ Parakaliella pagoduloides
62 汎有肺⽬（柄眼類） シタラガイ科 カサキビ Trochochlamys crenulata 
63 汎有肺⽬（柄眼類） シタラガイ科 ヒメカサキビ Trochochlamys subcrenulata 
64 汎有肺⽬（柄眼類） シタラガイ科 オオウエキビ Trochochlamys fraterna
65 汎有肺⽬（柄眼類） コハクガイ科 コハクガイ Zonitoides arboreus
66 汎有肺⽬（柄眼類） コハクガイ科 ヒメコハクガイ Hawaiia minuscula
67 汎有肺⽬（柄眼類） ベッコウマイマイ科 ヒラベッコウ Bekkochlamys micrograpta
68 汎有肺⽬（柄眼類） ベッコウマイマイ科 ウラジロベッコウ Urazarochlamys doenitzii
69 汎有肺⽬（柄眼類） ベッコウマイマイ科 ハクサンベッコウ Nipponochlamys hakusanus
70 汎有肺⽬（柄眼類） ベッコウマイマイ科 キヌツヤベッコウ Nipponochlamys semisericata
71 汎有肺⽬（柄眼類） コウラナメクジ科 チャコウラナメクジ Ambigolimax valentianus
72 汎有肺⽬（柄眼類） コウラナメクジ科 キイロナメクジ Limax flavus
73 汎有肺⽬（柄眼類） オオコウラナメクジ科 オオコウラナメクジ Nipponarion carinatus
74 汎有肺⽬（柄眼類） ナメクジ科 ナメクジ Meghimatium bilineatum
75 汎有肺⽬（柄眼類） ナメクジ科 ヤマナメクジ Meghimatium frushstorferi
76 汎有肺⽬（柄眼類） ナンバンマイマイ科 ニッポンマイマイ Satsuma japonica japonica
77 汎有肺⽬（柄眼類） ナンバンマイマイ科 コニホンマイマイ Satsuma japonica heteroglypta
78 汎有肺⽬（柄眼類） ナンバンマイマイ科 シメクチマイマイ Satsuma ferruginea
79 汎有肺⽬（柄眼類） ナンバンマイマイ科 コベソマイマイ Satsuma myomphala
80 汎有肺⽬（柄眼類） ナンバンマイマイ科 ヤマタカマイマイ Satsuma papilliformis
81 汎有肺⽬（柄眼類） ナンバンマイマイ科 ケハダビロウドマイマイ Nipponochloritis fragilis
82 汎有肺⽬（柄眼類） ナンバンマイマイ科 ビロウドマイマイ Nipponochloritis oscitans 
83 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 コハクオナジマイマイ Bradybaena pellucida 
84 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 オナジマイマイ Bradybaena similaris
85 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 ウスカワマイマイ Acusta despecta sieboldtiana
86 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 コオオベソマイマイ Aegista minula
87 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 ヌノビキケマイマイ Aegista nunobikiensis 
88 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 コウベマイマイ Aegista kobensis
89 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 オオケマイマイ Aegista vulgivaga
90 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 クチマガリマイマイ Aegista cavicollis
91 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 マヤサンマイマイ Aegista mayasana
92 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 オトメマイマイ Aegista goodwini
93 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 チャイロオトメマイマイ Aegista mesogonia
94 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 アワジオトメマイマイ Aegista sp.
95 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 イセノナミマイマイ Euhadra eoa communisiformis
96 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 ギュウリキマイマイ Euhadra eoa gulicki
97 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 ナミマイマイ Euhadra sandai communis
98 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 クチベニマイマイ Euhadra amaliae
99 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 ハリママイマイ Euhadra congenita
100 汎有肺⽬（柄眼類） オナジマイマイ科 カタマメマイマイ Lepidopisum conospira

4⽬ 26科 100種

種名及び配列は原則として「⽇本陸産⾙類総⽬録」（湊宏，1988）及び「MolluscaBase」 https://molluscabase.org/ に従った。
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No. ⽬名 科名 種名 学名
1 クサズリガイ⽬ ウスヒザラガイ科 ヤスリヒザラガイ Lepidozona coreanica
2 クサズリガイ⽬ クサズリガイ科 ヒザラガイ Acanthopleura japonica
3 クサズリガイ⽬ ケハダヒザラガイ科 ヒメケハダヒザラガイ Acanthochitona achates
4 クサズリガイ⽬ ケハダヒザラガイ科 ケハダヒザラガイ Acanthochitona defilippii
5 カサガイ⽬ ヨメガカサ科 マツバガイ Cellana nigrolineata
6 カサガイ⽬ ヨメガカサ科 ヨメガカサガイ Cellana toreuma
7 カサガイ⽬ ユキノカサガイ科 ウノアシガイ Patelloida lanx
8 カサガイ⽬ ユキノカサガイ科 ヒメコザラガイ Patelloida heroldi
9 カサガイ⽬ ユキノカサガイ科 シボリガイ Patelloida pygmaea
10 カサガイ⽬ ユキノカサガイ科 ツボミガイ Patelloida conulus
11 カサガイ⽬ ユキノカサガイ科 コモレビコガモガイ Lottia tenuisculpta
12 カサガイ⽬ ユキノカサガイ科 カスリアオガイ Nipponacmea radula
13 古腹⾜⽬ ニシキウズガイ科 イシダタミガイ Monodonta labio confusa
14 古腹⾜⽬ ニシキウズガイ科 チグサガイ Cantharidus japonicus
15 古腹⾜⽬ エビスガイ科 コシタカエビスガイ Calliostoma consors 
16 古腹⾜⽬ サザエ科 スガイ Lunella coronatus coreensis
17 古腹⾜⽬ バテイラ科 コシダカガンガラ Omphalius rusticus
18 古腹⾜⽬ サンショウガイモドキ科 アシヤガイ Granata lyrata
19 古腹⾜⽬ スカシガイ科 シロスソカケガイ Tugali decussata
20 アマオブネガイ⽬ アマオブネガイ科 イシマキガイ Clithon retropicta
21 アマオブネガイ⽬ ユキスズメガイ科 ミヤコドリガイ Phenacolepas pulchella 
22 新⽣腹⾜⽬ リンゴガイ科 スクミリンゴガイ Pomacea canaliculata
23 新⽣腹⾜⽬ タニシ科 マルタニシ  Bellamya (Cipangopaludina) chinensis laeta  

24 新⽣腹⾜⽬ タニシ科 オオタニシ  Bellamya (Cipangopaludina) japonica

25 新⽣腹⾜⽬ タニシ科 ヒメタニシ  Bellamya (Sinotaia) quadrata histrica

26 新⽣腹⾜⽬ オニノツノガイ科 コベルトカニモリガイ Cerithium dialeucum
27 新⽣腹⾜⽬ ウミニナ科 ホソウミニナ Batillaria attramentaria
28 新⽣腹⾜⽬ ウミニナ科 ウミニナ Batillaria multiformis
29 新⽣腹⾜⽬ カワニナ科 クロダカワニナ Semisulcospira kurodai
30 新⽣腹⾜⽬ カワニナ科 カワニナ Semisulcospira libertina
31 新⽣腹⾜⽬ カワニナ科 チリメンカワニナ Semisulcospira reiniana
32 新⽣腹⾜⽬ タマキビ科 コビトウラウズガイ Peasiella habei
33 新⽣腹⾜⽬ タマキビ科 マルウズラタマキビガイ Littoraria (Palustorina) articulata
34 新⽣腹⾜⽬ タマキビ科 アラレタマキビガイ Echinolittorina radiata
35 新⽣腹⾜⽬ タマキビ科 タマキビガイ Littorina (Littorina) brevicula
36 新⽣腹⾜⽬ ホソスジチョウジガイ科 ゴマツボ Stosicia (Stosicia) annulata
37 新⽣腹⾜⽬ カワザンショウガイ科 クリイロカワザンショウガイ Angustassiminea castanea
38 新⽣腹⾜⽬ カワザンショウガイ科 ツブカワザンショウガイ Assiminea estuarina
39 新⽣腹⾜⽬ カワザンショウガイ科 カハタレカワザンショウガイ Assimineidae gen. et sp.
40 新⽣腹⾜⽬ カワザンショウガイ科 ウスイロオカチグサガイ Solenomphala debilis
41 新⽣腹⾜⽬ エゾマメタニシ科 イナバマメタニシ Bithynia inabai
42 新⽣腹⾜⽬ エゾマメタニシ科 ヒメマルマメタニシ Bithynia kiusiuensis
43 新⽣腹⾜⽬ ハナゴウナ科 ヒモイカリナマコツマミガイ Mucronalia lactea
44 新⽣腹⾜⽬ カリバガサガイ科 シマメノウフネガイ Crepidula onyx
45 新⽣腹⾜⽬ ムカデガイ科 オオヘビガイ Thylacodes adamsii
46 新⽣腹⾜⽬ タマガイ科 ツメタガイ Glossaulax didyma
47 新⽣腹⾜⽬ タマガイ科 アダムズタマガイ Cryptonatica adamsiana
48 新⽣腹⾜⽬ イトカケガイ科 ヒメネジガイ Epitonium japonicum
49 新⽣腹⾜⽬ イトカケガイ科 イナザワハベガイ Alexania inazawai
50 新⽣腹⾜⽬ フトコロガイ科 ムギガイ Mitrella bicincta
51 新⽣腹⾜⽬ フトコロガイ科 コウダカマツムシガイ Mitrella burchardi
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52 新⽣腹⾜⽬ ムシロガイ科 アラムシロガイ Nassarius (Hima) festivus
53 新⽣腹⾜⽬ ムシロガイ科 クロスジムシロガイ Nassarius (Hima) fraterculus
54 新⽣腹⾜⽬ ムシロガイ科 ヒメムシロガイ Nassarius (Hima) multigranosus
55 新⽣腹⾜⽬ ムシロガイ科 キヌボラ Nassarius (Hima) japonicus
56 新⽣腹⾜⽬ ムシロガイ科 ヨフバイ Nassarius (Telasco) sufflatus
57 新⽣腹⾜⽬ ムシロガイ科 ムシロガイ Nassarius (Niotha) livescens
58 新⽣腹⾜⽬ アッキガイ科 カゴメガイ Bedevina birileffi
59 新⽣腹⾜⽬ アッキガイ科 レイシガイ Reishia bronni
60 新⽣腹⾜⽬ アッキガイ科 イボニシ Reishia clavigera
61 新⽣腹⾜⽬ アッキガイ科 アカニシ Rapana venosa
62 裸側⽬ ウミフクロウ科 ウミフクロウ Pleurobranchaea japonica
63 裸側⽬ クロシタナシウミウシ科 マダラウミウシ Dendrodoris rubra
64 裸側⽬ ハナサキウミウシ科 ヒカリウミウシ Plocamopherus tilesii
65 裸側⽬ メリベウミウシ科 メリベウミウシ Melibe papillosa
66 真後鰓⽬ キセワタガイ科 キセワタガイ Philine argentata
67 真後鰓⽬ ブドウガイ科 ブドウガイ Haminoea japonica
68 真後鰓⽬ アメフラシ科 アメフラシ Aplysia (Varria) kurodai
69 真後鰓⽬ アメフラシ科 トゲアメフラシ Bursatella leachii
70 汎有肺⽬ カラマツガイ科 カラマツガイ  Siphonaria (Sacculosiphonaria) japonica

71 汎有肺⽬ カラマツガイ科 キクノハナガイ Siphonaria (Anthosiphonaria) sirius
72 汎有肺⽬ トウガタガイ科 カキウラクチキレガイモドキ Brachystomia bipyramidata 
73 汎有肺⽬ オカミミガイ科 ナギサノシタタリガイ Microtaralia alba
74 汎有肺⽬ モノアラガイ科 ヒメモノアラガイ Fossaria ollula
75 汎有肺⽬ モノアラガイ科 ハブタエモノアラガイ Pseudosuccinea columella
76 汎有肺⽬ モノアラガイ科 モノアラガイ Radix auricularia japonica
77 汎有肺⽬ サカマキガイ科 サカマキガイ Physa acuta
78 汎有肺⽬ ヒラマキガイ科 ヒラマキミズマイマイ Gyraulus chinensis spirillus
79 汎有肺⽬ ヒラマキガイ科 クルマヒラマキガイ Hippeutis cantori
80 汎有肺⽬ ヒラマキガイ科 ヒラマキガイモドキ Polypylis hemisphaerula
81 汎有肺⽬ カワコザラガイ科 カワコザラガイ Laevapex nipponica
82 フネガイ⽬ フネガイ科 コベルトフネガイ Arca boucardi
83 フネガイ⽬ フネガイ科 カリガネエガイ Barbatia (Savignyarca) virescens
84 フネガイ⽬ フネガイ科 アオカリガネエガイ Barbatia (Savignyarca) obtusoides
85 フネガイ⽬ フネガイ科 サルボウガイ Scapharca kagoshimensis
86 フネガイ⽬ サンカクサルボウガイ科 ミミエガイ Arcopsis symmetrica
87 フネガイ⽬ サンカクサルボウガイ科 マルミミエガイ Didimacar tenebrica
88 イガイ⽬ イガイ科 ムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis
89 イガイ⽬ イガイ科 ミドリイガイ Perna viridis
90 イガイ⽬ イガイ科 コウロエンカワヒバリガイ Xenostrobus securis
91 イガイ⽬ イガイ科 ヒバリガイ Modiolus nipponicus
92 イガイ⽬ イガイ科 ホトトギスガイ Arcuatula senhousia
93 ウグイスガイ⽬ イタボガキ科 マガキ Crassostrea gigas
94 ウグイスガイ⽬ イタボガキ科 イワガキ Crassostrea nippona
95 ウグイスガイ⽬ イタボガキ科 イタボガキ Ostrea denselamellosa 
96 ウグイスガイ⽬ イタボガキ科 コケゴロモガキ Ostrea circumpicta 
97 ウグイスガイ⽬ イタボガキ科 ケガキ Saccostrea kegaki
98 ウグイスガイ⽬ ハボウキガイ科 ハボウキガイ Pinna attenuata
99 ウグイスガイ⽬ ハボウキガイ科 タイラギガイ Atrina (Servatrina) japonica
100 ミノガイ⽬ ミノガイ科 フクレユキミノガイ Limaria hakodatensis
101 イタヤガイ⽬ イタヤガイ科 アズマニシキガイ  Chlamys (Azumapecten) farreri nipponensis

102 イタヤガイ⽬ ナミマガシワ科 ナミマガシワガイ Anomia chinensis



⽔棲⾙類リスト2020
No. ⽬名 科名 種名 学名
103 イシガイ⽬ イシガイ科 イシガイ Nodularia douglasiae
104 イシガイ⽬ イシガイ科 タガイ Beringiana japonica
105 トマヤガイ⽬ トマヤガイ科 トマヤガイ Cardita leana
106 異靱帯⽬ オキナガイ科 オキナガイ Laternula anatina
107 マルスダレガイ⽬ キクザルガイ科 キクザルガイ Chama japonica
108 マルスダレガイ⽬ チリハギガイ科 コハクノツユガイ Kellia porculus
109 マルスダレガイ⽬ チリハギガイ科 マツモトウロコガイ Parabolniola matsumotoi
110 マルスダレガイ⽬ ブンブクヤドリガイ科 スジホシムシヤドリガイ Nipponomysella subtruncata
111 マルスダレガイ⽬ ブンブクヤドリガイ科 ヘノジガイ Curvemysella paula
112 マルスダレガイ⽬ キヌマトイガイ科 キヌマトイガイ Hiatella orientalis
113 マルスダレガイ⽬ キヌマトイガイ科 ナミガイ Panopea japonica
114 マルスダレガイ⽬ フナガタガイ科 ウネナシトマヤガイ Trapezium liratum
115 マルスダレガイ⽬ シジミ科 タイワンシジミ Corbicula fluminea
116 マルスダレガイ⽬ シジミ科 ヤマトシジミ Corbicula japonica
117 マルスダレガイ⽬ シジミ科 マシジミ Corbicula leana
118 マルスダレガイ⽬ ドブシジミ科 ドブシジミ Sphaerium japonicum
119 マルスダレガイ⽬ マルスダレガイ科 オニアサリ Protothaca jedoensis
120 マルスダレガイ⽬ マルスダレガイ科 メオニアサリ Protothaca schencki
121 マルスダレガイ⽬ マルスダレガイ科 カガミガイ Phacosoma japonicum
122 マルスダレガイ⽬ マルスダレガイ科 アサリ Ruditapes philippinarum
123 マルスダレガイ⽬ マルスダレガイ科 ヒメアサリ Ruditapes variegatus
124 マルスダレガイ⽬ マルスダレガイ科 マツカゼガイ Irus mitis
125 マルスダレガイ⽬ マルスダレガイ科 ウチムラサキガイ Saxidomus purpurata
126 マルスダレガイ⽬ イワホリガイ科 セミアサリ Claudiconcha japonica
127 マルスダレガイ⽬ イワホリガイ科 ウスカラシオツガイ Petricola sp.
128 マルスダレガイ⽬ ニッコウガイ科 ヒメシラトリガイ Macoma incongrua
129 マルスダレガイ⽬ アサジガイ科 シズクガイ Theora fragilis
130 マルスダレガイ⽬ バカガイ科 バカガイ Mactra chinensis
131 マルスダレガイ⽬ バカガイ科 ミルクイガイ Tresus keenae
132 マルスダレガイ⽬ チドリマスオ科 クチバガイ Coecella chinensis

17⽬ 68科
種名及び配列は原則として「河川⽔辺の国勢調査のための⽣物リスト 令和2年度⽣物リスト」（河川環境データ
ベース 国⼟交通省、2020）と「MolluscaBase https://molluscabase.org/に従った。

132種



植物リスト2020
No. 分類 ⽬名 科名 種名 学名
1 シダ植物 ヒカゲノカズラ⽬ ヒカゲノカズラ科 トウゲシバ Huperzia serrata
2 シダ植物 ヒカゲノカズラ⽬ ヒカゲノカズラ科 ミズスギ Lycopodiella cernua
3 シダ植物 ヒカゲノカズラ⽬ ヒカゲノカズラ科 ヤチスギラン Lycopodiella inundata
4 シダ植物 ヒカゲノカズラ⽬ ヒカゲノカズラ科 ヒカゲノカズラ Lycopodium clavatum var.nipponicum
5 シダ植物 ヒカゲノカズラ⽬ ヒカゲノカズラ科 マンネンスギ Lycopodium obscurum
6 シダ植物 イワヒバ⽬ イワヒバ科 ヒメクラマゴケ Selaginella heterostachys
7 シダ植物 イワヒバ⽬ イワヒバ科 カタヒバ Selaginella involvens
8 シダ植物 イワヒバ⽬ イワヒバ科 イヌカタヒバ Selaginella moellendorffii
9 シダ植物 イワヒバ⽬ イワヒバ科 クラマゴケ Selaginella remotifolia
10 シダ植物 イワヒバ⽬ イワヒバ科 イワヒバ Selaginella tamariscina
11 シダ植物 イワヒバ⽬ イワヒバ科 コンテリクラマゴケ Selaginella uncinata
12 シダ植物 ミズニラ⽬ ミズニラ科 ミズニラ Isoetes japonica
13 シダ植物 トクサ⽬ トクサ科 スギナ Equisetum arvense
14 シダ植物 トクサ⽬ トクサ科 トクサ Equisetum hyemale
15 シダ植物 トクサ⽬ トクサ科 イヌドクサ  Equisetum ramosissimum ssp.ramosissimum

16 シダ植物 ハナヤスリ⽬ ハナヤスリ科 オオハナワラビ Botrychium japonicum
17 シダ植物 ハナヤスリ⽬ ハナヤスリ科 アカハナワラビ Botrychium nipponicum
18 シダ植物 ハナヤスリ⽬ ハナヤスリ科 フユノハナワラビ Botrychium ternatum
19 シダ植物 ハナヤスリ⽬ ハナヤスリ科 ナツノハナワラビ Botrychium virginianum
20 シダ植物 ハナヤスリ⽬ ハナヤスリ科 コヒロハハナヤスリ Ophioglossum petiolatum
21 シダ植物 ハナヤスリ⽬ ハナヤスリ科 コハナヤスリ Ophioglossum petiolatum x O. thermale

22 シダ植物 ハナヤスリ⽬ ハナヤスリ科 ヒロハハナヤスリ Ophioglossum vulgatum
23 シダ植物 マツバラン⽬ マツバラン科 マツバラン Psilotum nudum
24 シダ植物 ゼンマイ⽬ ゼンマイ科 オオバヤシャゼンマイ Osmunda x intermedia
25 シダ植物 ゼンマイ⽬ ゼンマイ科 ゼンマイ Osmunda japonica
26 シダ植物 ゼンマイ⽬ ゼンマイ科 ヤシャゼンマイ Osmunda lancea
27 シダ植物 ゼンマイ⽬ ゼンマイ科 ヤマドリゼンマイ  Osmundastrum cinnamomeum var.fokiense

28 シダ植物 コケシノブ⽬ コケシノブ科 アオホラゴケ Crepidomanes latealatum
29 シダ植物 コケシノブ⽬ コケシノブ科 ウチワゴケ Crepidomanes minutum
30 シダ植物 コケシノブ⽬ コケシノブ科 コウヤコケシノブ Hymenophyllum barbatum
31 シダ植物 コケシノブ⽬ コケシノブ科 ヒメコケシノブ Hymenophyllum coreanum
32 シダ植物 コケシノブ⽬ コケシノブ科 ホソバコケシノブ Hymenophyllum polyanthos
33 シダ植物 コケシノブ⽬ コケシノブ科 コハイホラゴケ Vandenboschia x stenosiphon
34 シダ植物 ウラジロ⽬ ウラジロ科 コシダ Dicranopteris linearis
35 シダ植物 ウラジロ⽬ ウラジロ科 ウラジロ Diplopterygium glaucum
36 シダ植物 フサシダ⽬ カニクサ科 カニクサ Lygodium japonicum var.japonicum
37 シダ植物 サンショウモ⽬ デンジソウ科 デンジソウ Marsilea quadrifolia
38 シダ植物 サンショウモ⽬ サンショウモ科 アメリカオオアカウキクサ Azolla cristata
39 シダ植物 サンショウモ⽬ サンショウモ科 ニシノオオアカウキクサ Azolla filiculoides
40 シダ植物 サンショウモ⽬ サンショウモ科 アイオオアカウキクサ Azolla cristata  x filiculoides
41 シダ植物 サンショウモ⽬ サンショウモ科 外来アゾラ類 Azolla sp.
42 シダ植物 サンショウモ⽬ サンショウモ科 サンショウモ Salvinia natans
43 シダ植物 ヘゴ⽬ キジノオシダ科 オオキジノオ Plagiogyria euphlebia
44 シダ植物 ヘゴ⽬ キジノオシダ科 キジノオシダ Plagiogyria japonica
45 シダ植物 ウラボシ⽬ ホングウシダ科 ホラシノブ Odontosoria chinensis
46 シダ植物 ウラボシ⽬ コバノイシカグマ科 イヌシダ Dennstaedtia hirsuta
47 シダ植物 ウラボシ⽬ コバノイシカグマ科 コバノイシカグマ Dennstaedtia scabra
48 シダ植物 ウラボシ⽬ コバノイシカグマ科 オウレンシダ Dennstaedtia wilfordii



植物リスト2020
No. 分類 ⽬名 科名 種名 学名
49 シダ植物 ウラボシ⽬ コバノイシカグマ科 イワヒメワラビ Hypolepis punctata
50 シダ植物 ウラボシ⽬ コバノイシカグマ科 クジャクフモトシダ Microlepia x bipinnata
51 シダ植物 ウラボシ⽬ コバノイシカグマ科 フモトシダ Microlepia marginata
52 シダ植物 ウラボシ⽬ コバノイシカグマ科 イシカグマ Microlepia strigosa
53 シダ植物 ウラボシ⽬ コバノイシカグマ科 ワラビ Pteridium aquilinum ssp.japonicum
54 シダ植物 ウラボシ⽬ イノモトソウ科 ホウライシダ Adiantum capillus-veneris
55 シダ植物 ウラボシ⽬ イノモトソウ科 ハコネシダ Adiantum monochlamys
56 シダ植物 ウラボシ⽬ イノモトソウ科 クジャクシダ Adiantum pedatum
57 シダ植物 ウラボシ⽬ イノモトソウ科 ヒメミズワラビ Ceratopteris gaudichaudii var.vulgaris
58 シダ植物 ウラボシ⽬ イノモトソウ科 イヌイワガネソウ Coniogramme x fauriei
59 シダ植物 ウラボシ⽬ イノモトソウ科 イワガネゼンマイ Coniogramme intermedia
60 シダ植物 ウラボシ⽬ イノモトソウ科 イワガネソウ Coniogramme japonica
61 シダ植物 ウラボシ⽬ イノモトソウ科 シシラン Haplopteris flexuosa
62 シダ植物 ウラボシ⽬ イノモトソウ科 タチシノブ Onychium japonicum
63 シダ植物 ウラボシ⽬ イノモトソウ科 オオバノイノモトソウ Pteris cretica
64 シダ植物 ウラボシ⽬ イノモトソウ科 イノモトソウ Pteris multifida
65 シダ植物 ウラボシ⽬ イノモトソウ科 アイイノモトソウ Pteris x pseudosefuricola
66 シダ植物 ウラボシ⽬ イノモトソウ科 アマクサシダ Pteris semipinnata
67 シダ植物 ウラボシ⽬ イノモトソウ科 オオバノアマクサシダ Pteris terminalis var. fauriei
68 シダ植物 ウラボシ⽬ イノモトソウ科 オオバノハチジョウシダ Pteris terminalis var.terminalis
69 シダ植物 ウラボシ⽬ イノモトソウ科 モエジマシダ Pteris vittata
70 シダ植物 ウラボシ⽬ ナヨシダ科 エビラシダ Gymnocarpium oyamense
71 シダ植物 ウラボシ⽬ チャセンシダ科 コバノヒノキシダ Asplenium anogrammoides
72 シダ植物 ウラボシ⽬ チャセンシダ科 トラノオシダ Asplenium incisum
73 シダ植物 ウラボシ⽬ チャセンシダ科 ヌリトラノオ Asplenium normale
74 シダ植物 ウラボシ⽬ チャセンシダ科 カミガモシダ Asplenium oligophlebium
75 シダ植物 ウラボシ⽬ チャセンシダ科 トキワトラノオ Asplenium pekinense
76 シダ植物 ウラボシ⽬ チャセンシダ科 オクタマシダ Asplenium pseudowilfordii
77 シダ植物 ウラボシ⽬ チャセンシダ科 コウザキシダ Asplenium ritoense
78 シダ植物 ウラボシ⽬ チャセンシダ科 コタニワタリ Asplenium scolopendrium
79 シダ植物 ウラボシ⽬ チャセンシダ科 イワトラノオ Asplenium tenuicaule
80 シダ植物 ウラボシ⽬ チャセンシダ科 チャセンシダ Asplenium trichomanes ssp.quadrivalens

81 シダ植物 ウラボシ⽬ チャセンシダ科 イヌチャセンシダ Asplenium tripteropus
82 シダ植物 ウラボシ⽬ チャセンシダ科 クルマシダ Asplenium wrightii
83 シダ植物 ウラボシ⽬ チャセンシダ科 ホウビシダ Hymenasplenium hondoense
84 シダ植物 ウラボシ⽬ ヒメシダ科 ヒメワラビ Macrothelypteris torresiana var.calvata
85 シダ植物 ウラボシ⽬ ヒメシダ科 ミドリヒメワラビ Macrothelypteris viridifrons
86 シダ植物 ウラボシ⽬ ヒメシダ科 ゲジゲジシダ Phegopteris decursivepinnata
87 シダ植物 ウラボシ⽬ ヒメシダ科 ホシダ Thelypteris acuminata var.acuminata
88 シダ植物 ウラボシ⽬ ヒメシダ科 コハシゴシダ Thelypteris angustifrons
89 シダ植物 ウラボシ⽬ ヒメシダ科 イヌケホシダ Thelypteris dentata
90 シダ植物 ウラボシ⽬ ヒメシダ科 ハシゴシダ Thelypteris glanduligera
91 シダ植物 ウラボシ⽬ ヒメシダ科 ハリガネワラビ Thelypteris japonica
92 シダ植物 ウラボシ⽬ ヒメシダ科 ヤワラシダ Thelypteris laxa
93 シダ植物 ウラボシ⽬ ヒメシダ科 イワハリガネワラビ Thelypteris musashiensis
94 シダ植物 ウラボシ⽬ ヒメシダ科 ヒメシダ Thelypteris palustris
95 シダ植物 ウラボシ⽬ ヒメシダ科 ミゾシダ Thelypteris pozoi ssp.mollissima
96 シダ植物 ウラボシ⽬ イワデンダ科 フクロシダ Woodsia manchuriensis
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97 シダ植物 ウラボシ⽬ イワデンダ科 イワデンダ Woodsia polystichoides
98 シダ植物 ウラボシ⽬ ヌリワラビ科 ヌリワラビ Rhachidosorus mesosorus
99 シダ植物 ウラボシ⽬ コウヤワラビ科 イヌガンソク Onoclea orientalis
100 シダ植物 ウラボシ⽬ コウヤワラビ科 クサソテツ Onoclea struthiopteris
101 シダ植物 ウラボシ⽬ シシガシラ科 オサシダ Blechnum amabile
102 シダ植物 ウラボシ⽬ シシガシラ科 シシガシラ Blechnum niponicum
103 シダ植物 ウラボシ⽬ シシガシラ科 コモチシダ Woodwardia orientalis
104 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 イヌワラビ Anisocampium niponicum
105 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ウラボシノコギリシダ Anisocampium sheareri
106 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 イズイヌワラビ Athyrium x amagipedis
107 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ハコネシケチシダ Athyrium christensenianum
108 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ヤマカライヌワラビ Athyrium clivicola x vidalii
109 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 カラクサイヌワラビ Athyrium clivicola
110 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 シケチシダ Athyrium decurrentialatum
111 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 サトメシダ Athyrium deltoidofrons
112 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 トガリバイヌワラビ Athyrium iseanum var.angustisectum
113 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ホソバイヌワラビ Athyrium iseanum var.iseanum
114 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ヘビヤマイヌワラビ Athyrium x mentiens
115 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 オオサトメシダ Athyrium x multifidum
116 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 サキモリイヌワラビ Athyrium oblitescens
117 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 タニイヌワラビ Athyrium otophorum
118 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ヤマホソバイヌワラビ Athyrium x pseudospinescens
119 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ヤマタニイヌワラビ Athyrium x quaesitum
120 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 オオカラクサイヌワラビ Athyrium x tokashikii
121 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ヤマイヌワラビ Athyrium vidalii
122 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ヒロハイヌワラビ Athyrium wardii
123 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ルリデライヌワラビ Athyrium wardii var.inadae
124 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ヘビノネゴザ Athyrium yokoscense
125 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ホソバシケシダ Deparia conilii
126 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 セイタカシケシダ Deparia dimorphophylla
127 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 シケシダ Deparia japonica
128 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ムクゲシケシダ Deparia kiusiana
129 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ヘラシダ Deparia lancea
130 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 オオヒメワラビ Deparia okuboana
131 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ナチシケシダ Deparia petersenii
132 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 フモトシケシダ Deparia pseudoconilii
133 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ハクモウイノデ Deparia pycnosora var.albosquamata
134 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ミヤマシケシダ Deparia pycnosora var.pycnosora
135 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ヒカゲワラビ Diplazium chinense
136 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ミヤマノコギリシダ Diplazium mettenianum
137 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 オニヒカゲワラビ Diplazium nipponicum
138 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 キヨタキシダ Diplazium squamigerum
139 シダ植物 ウラボシ⽬ メシダ科 ノコギリシダ Diplazium wichurae var.wichurae
140 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 オオカナワラビ Arachniodes amabilis var.fimbriata
141 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ホソバナライシダ Arachniodes borealis
142 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 オニカナワラビ Arachniodes chinensis
143 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ホソバカナワラビ Arachniodes exilis
144 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ナンゴクナライシダ Arachniodes fargesii
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145 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ハカタシダ Arachniodes simplicior
146 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 コバノカナワラビ Arachniodes sporadosora
147 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 リョウメンシダ Arachniodes standishii
148 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ナガバヤブソテツ Cyrtomium devexiscapulae
149 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 オニヤブソテツ Cyrtomium falcatum
150 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ヤマヤブソテツ Cyrtomium fortunei var.clivicola
151 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ヤブソテツ Cyrtomium fortunei var.fortunei
152 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 テリハヤブソテツ Cyrtomium laetevirens
153 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ミヤコヤブソテツ Cyrtomium yamamotoi
154 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 イワヘゴ Dryopteris atrata
155 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ヤマイタチシダ Dryopteris bissetiana
156 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ハチジョウベニシダ Dryopteris caudipinna
157 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 サイゴクベニシダ Dryopteris championii
158 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ミサキカグマ Dryopteris chinensis
159 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ツクシイワヘゴ Dryopteris commixta
160 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 オシダ Dryopteris crassirhizoma
161 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 オオクジャクシダ Dryopteris dickinsii
162 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ベニシダ Dryopteris erythrosora
163 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ベニオオイタチシダ Dryopteris erythrovaria
164 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 マルバベニシダ Dryopteris fuscipes
165 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 オオイタチシダ Dryopteris hikonensis
166 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 オオベニシダ Dryopteris hondoensis
167 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ギフベニシダ Dryopteris kinkiensis
168 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 キノクニベニシダ Dryopteris kinokuniensis
169 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 リョウトウイタチシダ Dryopteris kobayashii
170 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 クマワラビ Dryopteris lacera
171 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 キヨスミヒメワラビ Dryopteris maximowicziana
172 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 イワヘゴモドキ Dryopteris x mayebarae
173 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 エンシュウベニシダ Dryopteris medioxima
174 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 アイノコクマワラビ Dryopteris x mituii
175 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 トウゴクシダ Dryopteris nipponensis
176 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 アツギノヌカイタチシダマガイ Dryopteris paomowanensis
177 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ミヤマクマワラビ Dryopteris polylepis
178 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ミヤマイタチシダ Dryopteris sabaei
179 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ヒメイタチシダ Dryopteris sacrosancta
180 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 イワイタチシダ Dryopteris saxifraga
181 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ナガバノイタチシダ Dryopteris sparsa var.sparsa
182 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 タニヘゴ Dryopteris tokyoensis
183 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 オクマワラビ Dryopteris uniformis
184 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ドウリョウイノデ Polystichum x anceps
185 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ツルデンダ Polystichum craspedosorum
186 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 チャボイノデ Polystichum igaense
187 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 カタイノデモドキ Polystichum x izuense
188 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 キヨズミイノデ Polystichum x kiyozumianum
189 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 アカメイノデ Polystichum x kurokawae
190 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 アイアスカイノデ Polystichum longifrons
191 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 カタイノデ Polystichum makinoi
192 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 オオキヨズミシダ Polystichum mayebarae
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193 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ミツイシイノデ Polystichum x namegatae
194 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 オンガタイノデ Polystichum x ongataense
195 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ツヤナシイノデ  Polystichum ovatopaleaceum var.ovatopaleaceum

196 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 イノデ Polystichum polyblepharon
197 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 サイゴクイノデ Polystichum pseudomakinoi
198 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 サカゲイノデ Polystichum retrosopaleaceum
199 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 イノデモドキ Polystichum tagawanum
200 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ネッコイノデ Polystichum tagawanum f.atrosquamatum

201 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ジュウモンジシダ Polystichum tripteron
202 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ヒメカナワラビ Polystichum tsus-simense
203 シダ植物 ウラボシ⽬ オシダ科 ハリマイノデ Polystichum x utsumii
204 シダ植物 ウラボシ⽬ タマシダ科 タマシダ Nephrolepis cordifolia
205 シダ植物 ウラボシ⽬ シノブ科 シノブ Davallia mariesii
206 シダ植物 ウラボシ⽬ ウラボシ科 タカノハウラボシ Crypsinus engleri
207 シダ植物 ウラボシ⽬ ウラボシ科 アオネカズラ Goniophlebium niponicum
208 シダ植物 ウラボシ⽬ ウラボシ科 マメヅタ Lemmaphyllum microphyllum var.microphyllum

209 シダ植物 ウラボシ⽬ ウラボシ科 ヤノネシダ Lepidomicrosorium buergerianum
210 シダ植物 ウラボシ⽬ ウラボシ科 ヌカボシクリハラン Lepidomicrosorium superficiale
211 シダ植物 ウラボシ⽬ ウラボシ科 ヒメノキシノブ Lepisorus onoei
212 シダ植物 ウラボシ⽬ ウラボシ科 ノキシノブ Lepisorus thunbergianus
213 シダ植物 ウラボシ⽬ ウラボシ科 ミヤマノキシノブ Lepisorus ussuriensis var.distans
214 シダ植物 ウラボシ⽬ ウラボシ科 クリハラン Neolepisorus ensatus
215 シダ植物 ウラボシ⽬ ウラボシ科 カラクサシダ Pleurosoriopsis makinoi
216 シダ植物 ウラボシ⽬ ウラボシ科 ビロードシダ Pyrrosia linearifolia
217 シダ植物 ウラボシ⽬ ウラボシ科 ヒトツバ Pyrrosia lingua
218 シダ植物 ウラボシ⽬ ウラボシ科 ミツデウラボシ Selliguea hastata
219 シダ植物 ウラボシ⽬ ウラボシ科 オオクボシダ Xiphopteris okuboi
220 裸⼦植物 マツ⽬ マツ科 モミ Abies firma
221 裸⼦植物 マツ⽬ マツ科 アカマツ Pinus densiflora
222 裸⼦植物 マツ⽬ マツ科 クロマツ Pinus thunbergii
223 裸⼦植物 マツ⽬ マツ科 ツガ Tsuga sieboldii
224 裸⼦植物 ナンヨウスギ⽬ マキ科 イヌマキ Podocarpus macrophyllus
225 裸⼦植物 ヒノキ⽬ ヒノキ科 ヒノキ Chamaecyparis obtusa
226 裸⼦植物 ヒノキ⽬ ヒノキ科 スギ Cryptomeria japonica var.japonica
227 裸⼦植物 ヒノキ⽬ ヒノキ科 ネズミサシ Juniperus rigida
228 裸⼦植物 ヒノキ⽬ イチイ科 イヌガヤ Cephalotaxus harringtonia
229 裸⼦植物 ヒノキ⽬ イチイ科 カヤ Torreya nucifera var.nucifera
230 基部被⼦植物群 スイレン⽬ ジュンサイ科 ジュンサイ Brasenia schreberi
231 基部被⼦植物群 スイレン⽬ ジュンサイ科 フサジュンサイ Cabomba caroliniana
232 基部被⼦植物群 スイレン⽬ スイレン科 オニバス Euryale ferox
233 基部被⼦植物群 スイレン⽬ スイレン科 コウホネ Nuphar japonica
234 基部被⼦植物群 スイレン⽬ スイレン科 サイコクヒメコウホネ Nuphar saikokuensis
235 基部被⼦植物群 スイレン⽬ スイレン科 園芸スイレン Nymphaea cv.
236 基部被⼦植物群 スイレン⽬ スイレン科 ヒツジグサ Nymphaea tetragona var.angusia
237 基部被⼦植物群 シキミ⽬ マツブサ科 シキミ Illicium anisatum
238 基部被⼦植物群 シキミ⽬ マツブサ科 サネカズラ Kadsura japonica
239 基部被⼦植物群 シキミ⽬ マツブサ科 マツブサ Schisandra repanda
240 基部被⼦植物群 センリョウ⽬ センリョウ科 ヒトリシズカ Chloranthus quadrifolius
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241 基部被⼦植物群 センリョウ⽬ センリョウ科 フタリシズカ Chloranthus serratus
242 基部被⼦植物群 センリョウ⽬ センリョウ科 センリョウ Sarcandra glabra
243 基部被⼦植物群 コショウ⽬ ドクダミ科 ドクダミ Houttuynia cordata
244 基部被⼦植物群 コショウ⽬ ドクダミ科 ハンゲショウ Saururus chinensis
245 基部被⼦植物群 コショウ⽬ コショウ科 フウトウカズラ Piper kadsura
246 基部被⼦植物群 コショウ⽬ ウマノスズクサ科 ウマノスズクサ Aristolochia debilis
247 基部被⼦植物群 コショウ⽬ ウマノスズクサ科 アリマウマノスズクサ Aristolochia shimadae
248 基部被⼦植物群 コショウ⽬ ウマノスズクサ科 ミヤコアオイ Asarum asperum var.asperum
249 基部被⼦植物群 コショウ⽬ ウマノスズクサ科 フタバアオイ Asarum caulescens
250 基部被⼦植物群 コショウ⽬ ウマノスズクサ科 ヒメカンアオイ Asarum fauriei var.takaoi
251 基部被⼦植物群 コショウ⽬ ウマノスズクサ科 ウスバサイシン Asarum sieboldii
252 基部被⼦植物群 モクレン⽬ モクレン科 オガタマノキ Magnolia compressa
253 基部被⼦植物群 モクレン⽬ モクレン科 ホオノキ Magnolia obovata
254 基部被⼦植物群 モクレン⽬ モクレン科 タムシバ Magnolia salicifolia
255 基部被⼦植物群 クスノキ⽬ クスノキ科 クスノキ Cinnamomum camphora
256 基部被⼦植物群 クスノキ⽬ クスノキ科 ヤブニッケイ Cinnamomum yabunikkei
257 基部被⼦植物群 クスノキ⽬ クスノキ科 カナクギノキ Lindera erythrocarpa
258 基部被⼦植物群 クスノキ⽬ クスノキ科 ヤマコウバシ Lindera glauca
259 基部被⼦植物群 クスノキ⽬ クスノキ科 ヒメクロモジ Lindera lancea
260 基部被⼦植物群 クスノキ⽬ クスノキ科 ダンコウバイ Lindera obtusiloba
261 基部被⼦植物群 クスノキ⽬ クスノキ科 アブラチャン Lindera praecox var.praecox
262 基部被⼦植物群 クスノキ⽬ クスノキ科 ケアブラチャン Lindera praecox var.pubescens
263 基部被⼦植物群 クスノキ⽬ クスノキ科 ウスゲクロモジ Lindera sericea var.glabrata
264 基部被⼦植物群 クスノキ⽬ クスノキ科 クロモジ Lindera umbellata var.umbellata
265 基部被⼦植物群 クスノキ⽬ クスノキ科 カゴノキ Litsea coreana
266 基部被⼦植物群 クスノキ⽬ クスノキ科 アオガシ Machilus japonica
267 基部被⼦植物群 クスノキ⽬ クスノキ科 タブノキ Machilus thunbergii
268 基部被⼦植物群 クスノキ⽬ クスノキ科 イヌガシ Neolitsea aciculata
269 基部被⼦植物群 クスノキ⽬ クスノキ科 シロダモ Neolitsea sericea var.sericea
270 単⼦葉類 ショウブ⽬ ショウブ科 ショウブ Acorus calamus
271 単⼦葉類 ショウブ⽬ ショウブ科 セキショウ Acorus gramineus var.gramineus
272 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 ホソバテンナンショウ Arisaema angustatum
273 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 キシダマムシグサ Arisaema kishidae
274 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 ハリママムシグサ Arisaema minus
275 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 コウライテンナンショウ Arisaema peninsulae
276 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 アオオニテンナンショウ Arisaema peninsulae var.masadanum
277 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 ムサシアブミ Arisaema ringens
278 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 マムシグサ（広義） Arisaema serratum group
279 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 ユキモチソウ Arisaema sikokianum
280 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 オオマムシグサ Arisaema takedae
281 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 ミツバテンナンショウ Arisaema ternatipartitum
282 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 ウラシマソウ Arisaema thunbergii ssp.urashima
283 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 ムロウテンナンショウ Arisaema yamatense ssp.yamatense
284 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 ナンゴクアオウキクサ Lemna aequinoctialis
285 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 アオウキクサ Lemna aoukikusa ssp.aoukikusa
286 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 コウキクサ Lemna minor
287 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 ヒナウキクサ Lemna minuta
288 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 カラスビシャク Pinellia ternata
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289 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 ボタンウキクサ Pistia stratiotes
290 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 ウキクサ Spirodela polyrhiza
291 単⼦葉類 オモダカ⽬ サトイモ科 ミジンコウキクサ Wolffia globosa
292 単⼦葉類 オモダカ⽬ オモダカ科 ヘラオモダカ Alisma canaliculatum
293 単⼦葉類 オモダカ⽬ オモダカ科 ホソバヘラオモダカ Alisma canaliculatum var.harimense
294 単⼦葉類 オモダカ⽬ オモダカ科 マルバオモダカ Caldesia parnassiifolia
295 単⼦葉類 オモダカ⽬ オモダカ科 アギナシ Sagittaria aginashi
296 単⼦葉類 オモダカ⽬ オモダカ科 ウリカワ Sagittaria pygmaea
297 単⼦葉類 オモダカ⽬ オモダカ科 クワイ Sagittaria trifolia ʻCaeruleaʻ
298 単⼦葉類 オモダカ⽬ オモダカ科 オモダカ Sagittaria trifolia
299 単⼦葉類 オモダカ⽬ トチカガミ科 マルミスブタ Blyxa aubertii
300 単⼦葉類 オモダカ⽬ トチカガミ科 スブタ Blyxa echinosperma
301 単⼦葉類 オモダカ⽬ トチカガミ科 ヤナギスブタ Blyxa japonica
302 単⼦葉類 オモダカ⽬ トチカガミ科 オオカナダモ Egeria densa
303 単⼦葉類 オモダカ⽬ トチカガミ科 コカナダモ Elodea nuttallii
304 単⼦葉類 オモダカ⽬ トチカガミ科 クロモ Hydrilla verticillata
305 単⼦葉類 オモダカ⽬ トチカガミ科 トチカガミ Hydrocharis dubia
306 単⼦葉類 オモダカ⽬ トチカガミ科 ムサシモ Najas ancistrocarpa
307 単⼦葉類 オモダカ⽬ トチカガミ科 ヒロハトリゲモ Najas chinensis
308 単⼦葉類 オモダカ⽬ トチカガミ科 イトトリゲモ Najas gracillima
309 単⼦葉類 オモダカ⽬ トチカガミ科 ホッスモ Najas graminea
310 単⼦葉類 オモダカ⽬ トチカガミ科 イバラモ Najas marina
311 単⼦葉類 オモダカ⽬ トチカガミ科 トリゲモ Najas minor
312 単⼦葉類 オモダカ⽬ トチカガミ科 オオトリゲモ Najas oguraensis
313 単⼦葉類 オモダカ⽬ トチカガミ科 ミズオオバコ Ottelia alismoides
314 単⼦葉類 オモダカ⽬ トチカガミ科 セキショウモ Vallisneria natans var.natans
315 単⼦葉類 オモダカ⽬ ヒルムシロ科 イトモ Potamogeton berchtoldii
316 単⼦葉類 オモダカ⽬ ヒルムシロ科 エビモ Potamogeton crispus
317 単⼦葉類 オモダカ⽬ ヒルムシロ科 コバノヒルムシロ Potamogeton cristatus
318 単⼦葉類 オモダカ⽬ ヒルムシロ科 ヒルムシロ Potamogeton distinctus
319 単⼦葉類 オモダカ⽬ ヒルムシロ科 フトヒルムシロ Potamogeton fryeri
320 単⼦葉類 オモダカ⽬ ヒルムシロ科 センニンモ Potamogeton maackianus
321 単⼦葉類 オモダカ⽬ ヒルムシロ科 ホソバミズヒキモ Potamogeton octandrus var.octandrus
322 単⼦葉類 オモダカ⽬ ヒルムシロ科 アイノコイトモ Potamogeton x orientalis
323 単⼦葉類 オモダカ⽬ ヒルムシロ科 ヤナギモ Potamogeton oxyphyllus
324 単⼦葉類 オモダカ⽬ ヒルムシロ科 ツツイトモ Potamogeton pusillus
325 単⼦葉類 オモダカ⽬ ヒルムシロ科 ササバモ Potamogeton wrightii
326 単⼦葉類 ヤマノイモ⽬ キンコウカ科 ソクシンラン Aletris spicata
327 単⼦葉類 ヤマノイモ⽬ キンコウカ科 ノギラン Metanarthecium luteoviride
328 単⼦葉類 ヤマノイモ⽬ ヒナノシャクジョウ科 ヒナノシャクジョウ Burmannia championii
329 単⼦葉類 ヤマノイモ⽬ ヒナノシャクジョウ科 コウベタヌキノショクダイ Thismia kobensis
330 単⼦葉類 ヤマノイモ⽬ ヤマノイモ科 ニガカシュウ Dioscorea bulbifera
331 単⼦葉類 ヤマノイモ⽬ ヤマノイモ科 タチドコロ Dioscorea gracillima
332 単⼦葉類 ヤマノイモ⽬ ヤマノイモ科 ヤマノイモ Dioscorea japonica
333 単⼦葉類 ヤマノイモ⽬ ヤマノイモ科 ナガイモ Dioscorea polystachya
334 単⼦葉類 ヤマノイモ⽬ ヤマノイモ科 カエデドコロ Dioscorea quinquelobata
335 単⼦葉類 ヤマノイモ⽬ ヤマノイモ科 キクバドコロ Dioscorea septemloba
336 単⼦葉類 ヤマノイモ⽬ ヤマノイモ科 ヒメドコロ Dioscorea tenuipes
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337 単⼦葉類 ヤマノイモ⽬ ヤマノイモ科 オニドコロ Dioscorea tokoro
338 単⼦葉類 タコノキ⽬ ホンゴウソウ科 ホンゴウソウ Sciaphila nana
339 単⼦葉類 タコノキ⽬ ホンゴウソウ科 ウエマツソウ Sciaphila secundiflora
340 単⼦葉類 ユリ⽬ シュロソウ科 シライトソウ Chionographis japonica
341 単⼦葉類 ユリ⽬ シュロソウ科 ツクシショウジョウバカマ Heloniopsis orientalis var.breviscapa
342 単⼦葉類 ユリ⽬ シュロソウ科 ショウジョウバカマ Heloniopsis orientalis var.orientalis
343 単⼦葉類 ユリ⽬ シュロソウ科 ツクバネソウ Paris tetraphylla
344 単⼦葉類 ユリ⽬ シュロソウ科 ホソバシュロソウ Veratrum maackii var.maackioides
345 単⼦葉類 ユリ⽬ イヌサフラン科 ホウチャクソウ Disporum sessile
346 単⼦葉類 ユリ⽬ イヌサフラン科 チゴユリ Disporum smilacinum
347 単⼦葉類 ユリ⽬ サルトリイバラ科 サルトリイバラ Smilax china var.china
348 単⼦葉類 ユリ⽬ サルトリイバラ科 タチシオデ Smilax nipponica
349 単⼦葉類 ユリ⽬ サルトリイバラ科 シオデ Smilax riparia
350 単⼦葉類 ユリ⽬ サルトリイバラ科 ヤマカシュウ Smilax sieboldii
351 単⼦葉類 ユリ⽬ ユリ科 ウバユリ Cardiocrinum cordatum var.cordatum
352 単⼦葉類 ユリ⽬ ユリ科 カタクリ Erythronium japonicum
353 単⼦葉類 ユリ⽬ ユリ科 ミノコバイモ Fritillaria japonica
354 単⼦葉類 ユリ⽬ ユリ科 ヒメユリ Lilium concolor
355 単⼦葉類 ユリ⽬ ユリ科 シンテッポウユリ Lilium x formolongo
356 単⼦葉類 ユリ⽬ ユリ科 ササユリ Lilium japonicum
357 単⼦葉類 ユリ⽬ ユリ科 オニユリ Lilium lancifolium
358 単⼦葉類 ユリ⽬ ユリ科 コオニユリ Lilium leichtlinii var.  leichtlinii f.pseudotigrinum

359 単⼦葉類 ユリ⽬ ユリ科 ヤマジノホトトギス Tricyrtis affinis
360 単⼦葉類 ユリ⽬ ユリ科 セトウチホトトギス Tricyrtis setouchiensis
361 単⼦葉類 ユリ⽬ ユリ科 アマナ Tulipa edulis
362 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ヒナラン Amitostigma gracile
363 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 シラン Bletilla striata
364 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 マメヅタラン Bulbophyllum drymoglossum
365 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ムギラン Bulbophyllum inconspicuum
366 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 エビネ Calanthe discolor
367 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ナツエビネ Calanthe puberula
368 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ギンラン Cephalanthera erecta
369 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 キンラン Cephalanthera falcata
370 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ササバギンラン Cephalanthera longibracteata
371 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 クゲヌマラン Cephalanthera longifolia
372 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 トケンラン Cremastra unguiculata
373 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 サイハイラン Cremastra variabilis
374 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 シュンラン Cymbidium goeringii
375 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 マヤラン Cymbidium macrorhizon
376 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ツチアケビ Cyrtosia septentrionalis
377 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 セッコク Dendrobium moniliforme
378 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 カキラン Epipactis thunbergii
379 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 タシロラン Epipogium roseum
380 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 オニノヤガラ Gastrodia elata
381 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 シロテンマ Gastrodia elata var.pallens
382 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 クロヤツシロラン Gastrodia pubilabiata
383 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 アケボノシュスラン Goodyera foliosa var.laevis
384 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ミヤマウズラ Goodyera schlechtendaliana
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385 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ミズトンボ Habenaria sagittifera
386 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ムカゴソウ Herminium lanceum
387 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ムヨウラン Lecanorchis japonica
388 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ウスキムヨウラン Lecanorchis kiusiana
389 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ジガバチソウ Liparis krameri
390 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 クモキリソウ Liparis kumokiri
391 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 コクラン Liparis nervosa
392 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 フウラン Neofinetia falcata
393 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 コフタバラン Neottia cordata
394 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 アオフタバラン Neottia makinoana
395 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ヨウラクラン Oberonia japonica
396 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 サギソウ Pecteilis radiata
397 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ジンバイソウ Platanthera florentii
398 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ヤマサギソウ  Platanthera mandarinorum ssp.mandarinorum var.oreades

399 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 オオバノトンボソウ Platanthera minor
400 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 コバノトンボソウ Platanthera nipponica
401 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 オオヤマサギソウ Platanthera sachalinensis
402 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 トキソウ Pogonia japonica
403 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ヤマトキソウ Pogonia minor
404 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ウチョウラン Ponerorchis graminifolia
405 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ネジバナ Spiranthes sinensis var.amoena
406 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 クモラン Taeniophyllum glandulosum
407 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 カヤラン Thrixspermum japonicum
408 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ラン科 ヒトツボクロ Tipularia japonica
409 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ アヤメ科 ヒメヒオウギズイセン Crocosmia x crocosmiiflora
410 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ アヤメ科 ノハナショウブ Iris ensata var.spontanea
411 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ アヤメ科 シャガ Iris japonica
412 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ アヤメ科 カキツバタ Iris laevigata
413 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ アヤメ科 キショウブ Iris pseudacorus
414 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ アヤメ科 アヤメ Iris sanguinea
415 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ アヤメ科 キバナニワゼキショウ Sisyrinchium exile
416 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ アヤメ科 ニワゼキショウ Sisyrinchium rosulatum
417 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ アヤメ科 オオニワゼキショウ Sisyrinchium sp.
418 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ アヤメ科 セッカニワゼキショウ Sisyrinchium sp.
419 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ススキノキ科 ユウスゲ Hemerocallis citrina var.vespertina
420 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ススキノキ科 ノカンゾウ Hemerocallis fulva var.disticha
421 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ススキノキ科 ヤブカンゾウ Hemerocallis fulva var.kwanso
422 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ヒガンバナ科 ノビル Allium macrostemon
423 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ヒガンバナ科 ヤマラッキョウ Allium thunbergii
424 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ヒガンバナ科 ニラ Allium tuberosum
425 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ヒガンバナ科 ハナニラ Ipheion uniflorum
426 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ヒガンバナ科 ヒガンバナ Lycoris radiata
427 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ヒガンバナ科 キツネノカミソリ Lycoris sanguinea
428 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ヒガンバナ科 スイセン Narcissus tazetta var.chinensis
429 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ ヒガンバナ科 ハタケニラ Nothoscordum gracile
430 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 キジカクシ Asparagus schoberioides
431 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 ツルボ Barnardia japonica
432 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 カンザシギボウシ Hosta capitata
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433 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 キヨスミギボウシ Hosta kiyosumiensis
434 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 ミズギボウシ Hosta longissima var.brevifolia
435 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 コバギボウシ Hosta sieboldii
436 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 ヒメヤブラン Liriope minor
437 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 ヤブラン Liriope muscari
438 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 コヤブラン Liriope spicata
439 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 ユキザサ Maianthemum japonicum
440 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 ノシラン Ophiopogon jaburan
441 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 ジャノヒゲ Ophiopogon japonicus
442 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 ナガバジャノヒゲ Ophiopogon japonicus var.umbrosus
443 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 ナルコユリ Polygonatum falcatum
444 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 ミヤマナルコユリ Polygonatum lasianthum
445 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 オオナルコユリ Polygonatum macranthum
446 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 アマドコロ Polygonatum odoratum var.pluriflorum

447 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 ヤマアマドコロ Polygonatum odoratum var.thunbergii
448 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 キチジョウソウ Reineckea carnea
449 単⼦葉類 クサスギカズラ⽬ クサスギカズラ科 オモト Rohdea japonica
450 単⼦葉類 ヤシ⽬ ヤシ科 シュロ Trachycarpus fortunei
451 単⼦葉類 ヤシ⽬ ヤシ科 トウジュロ Trachycarpus wagnerianus
452 単⼦葉類 ツユクサ⽬ ツユクサ科 マルバツユクサ Commelina benghalensis
453 単⼦葉類 ツユクサ⽬ ツユクサ科 ツユクサ Commelina communis
454 単⼦葉類 ツユクサ⽬ ツユクサ科 ケツユクサ Commelina communis f.ciliata
455 単⼦葉類 ツユクサ⽬ ツユクサ科 メガネツユクサ Commelina communis
456 単⼦葉類 ツユクサ⽬ ツユクサ科 イボクサ Murdannia keisak
457 単⼦葉類 ツユクサ⽬ ツユクサ科 ヤブミョウガ Pollia japonica
458 単⼦葉類 ツユクサ⽬ ツユクサ科 ノハカタカラクサ Tradescantia fluminensis
459 単⼦葉類 ツユクサ⽬ ミズアオイ科 ホテイアオイ Eichhornia crassipes
460 単⼦葉類 ツユクサ⽬ ミズアオイ科 アメリカコナギ Heteranthera limosa
461 単⼦葉類 ツユクサ⽬ ミズアオイ科 コナギ Monochoria vaginalis
462 単⼦葉類 ショウガ⽬ ショウガ科 ミョウガ Zingiber mioga
463 単⼦葉類 イネ⽬ ガマ科 ミクリ Sparganium erectum
464 単⼦葉類 イネ⽬ ガマ科 ヤマトミクリ Sparganium fallax
465 単⼦葉類 イネ⽬ ガマ科 ナガエミクリ Sparganium japonicum
466 単⼦葉類 イネ⽬ ガマ科 ヒメミクリ Sparganium subglobosum
467 単⼦葉類 イネ⽬ ガマ科 ヒメガマ Typha domingensis
468 単⼦葉類 イネ⽬ ガマ科 ガマ Typha latifolia
469 単⼦葉類 イネ⽬ ガマ科 コガマ Typha orientalis
470 単⼦葉類 イネ⽬ ホシクサ科 ヒロハノイヌノヒゲ Eriocaulon alpestre
471 単⼦葉類 イネ⽬ ホシクサ科 オオホシクサ Eriocaulon buergerianum
472 単⼦葉類 イネ⽬ ホシクサ科 ホシクサ Eriocaulon cinereum
473 単⼦葉類 イネ⽬ ホシクサ科 イヌノヒゲ Eriocaulon miquelianum
474 単⼦葉類 イネ⽬ ホシクサ科 ツクシクロイヌノヒゲ Eriocaulon nakasimanum
475 単⼦葉類 イネ⽬ ホシクサ科 イヌノヒゲモドキ Eriocaulon sekimotoi
476 単⼦葉類 イネ⽬ ホシクサ科 ニッポンイヌノヒゲ Eriocaulon taquetii
477 単⼦葉類 イネ⽬ イグサ科 ハナビゼキショウ Juncus alatus
478 単⼦葉類 イネ⽬ イグサ科 ヒメコウガイゼキショウ Juncus bufonius
479 単⼦葉類 イネ⽬ イグサ科 イグサ Juncus decipiens
480 単⼦葉類 イネ⽬ イグサ科 ヒロハノコウガイゼキショウ Juncus diastrophanthus
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481 単⼦葉類 イネ⽬ イグサ科 タマコウガイゼキショウ Juncus diastrophanthus var.togakushiensis

482 単⼦葉類 イネ⽬ イグサ科 タチコウガイゼキショウ Juncus krameri
483 単⼦葉類 イネ⽬ イグサ科 アオコウガイゼキショウ Juncus papillosus
484 単⼦葉類 イネ⽬ イグサ科 コゴメイ Juncus polyanthemus
485 単⼦葉類 イネ⽬ イグサ科 コウガイゼキショウ Juncus prismatocarpus ssp.leschenaultii

486 単⼦葉類 イネ⽬ イグサ科 ホソイ Juncus setchuensis
487 単⼦葉類 イネ⽬ イグサ科 クサイ Juncus tenuis
488 単⼦葉類 イネ⽬ イグサ科 ハリコウガイゼキショウ Juncus wallichianus
489 単⼦葉類 イネ⽬ イグサ科 スズメノヤリ Luzula capitata
490 単⼦葉類 イネ⽬ イグサ科 ヤマスズメノヒエ Luzula multiflora
491 単⼦葉類 イネ⽬ イグサ科 ヌカボシソウ Luzula plumosa
492 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ウキヤガラ Bolboschoenus fluviatilis
493 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ハタガヤ Bulbostylis barbata
494 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 イトハナビテンツキ Bulbostylis densa
495 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 イトテンツキ Bulbostylis densa var.capitata
496 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 シラスゲ Carex alopecuroides var.chlorostachya
497 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 アリマイトスゲ Carex alterniflora var.arimaensis
498 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ベニイトスゲ Carex alterniflora var.rubrovaginata
499 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 クロカワズスゲ Carex arenicola
500 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 オオナキリスゲ Carex autumnalis
501 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 マツバスゲ Carex biwensis
502 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ショウジョウスゲ Carex blepharicarpa
503 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヤマジスゲ Carex bostrychostigma
504 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 コゴメスゲ Carex brunnea
505 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 メアオスゲ Carex candolleana
506 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ケタガネソウ Carex ciliatomarginata
507 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ミヤマシラスゲ Carex confertiflora
508 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒメカンスゲ Carex conica
509 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 オニスゲ Carex dickinsii
510 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 アゼナルコ Carex dimorpholepis
511 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 カサスゲ Carex dispalata
512 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ミヤマジュズスゲ Carex dissitiflora
513 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ケスゲ Carex duvaliana
514 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 イトスゲ Carex fernaldiana
515 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ハマアオスゲ Carex fibrillosa
516 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 オオタマツリスゲ Carex filipes var.rouyana
517 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 タニガワスゲ Carex forficula
518 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 マスクサ Carex gibba
519 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヤマアゼスゲ Carex heterolepis
520 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ミセンアオスゲ Carex horikawae
521 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ウマスゲ Carex idzuroei
522 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 カワラスゲ Carex incisa
523 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ジュズスゲ Carex ischnostachya
524 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 オキナワジュズスゲ Carex ischnostachya var.fastigiata
525 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒゴクサ Carex japonica
526 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 テキリスゲ Carex kiotensis
527 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 コウボウムギ Carex kobomugi
528 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒメミコシガヤ Carex laevissima
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529 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒカゲスゲ Carex lanceolata
530 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ナキリスゲ Carex lenta
531 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 アオスゲ Carex leucochlora
532 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 コジュズスゲ Carex macroglossa
533 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 タチスゲ Carex maculata
534 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ゴウソ Carex maximowiczii
535 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ホシナシゴウソ Carex maximowiczii var.levisaccus
536 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 イソアオスゲ Carex meridiana
537 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 フサスゲ Carex metallica
538 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヌカスゲ Carex mitrata
539 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ノゲヌカスゲ Carex mitrata var.aristata
540 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒメシラスゲ Carex mollicula
541 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ミヤマカンスゲ Carex multifolia
542 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 シバスゲ Carex nervata
543 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 アワボスゲ Carex nipposinica
544 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヤチカワズスゲ Carex omiana
545 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 オタルスゲ Carex otaruensis
546 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ササノハスゲ Carex pachygyna
547 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 キンキカサスゲ Carex persistens
548 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒメゴウソ Carex phacota
549 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ホナガヒメゴウソ（狭義） Carex phacota var.phacota
550 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 タカネマスクサ Carex planata
551 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒメモエギスゲ Carex pocilliformis
552 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 イトアオスゲ Carex puberula
553 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 マメスゲ Carex pudica
554 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 コウボウシバ Carex pumila
555 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 コカンスゲ Carex reinii
556 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 シラコスゲ Carex rhizopoda
557 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 クサスゲ Carex rugata
558 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 サトヤマハリスゲ Carex ruralis
559 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 アブラシバ Carex satsumensis
560 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 アメリカヤガミスゲ Carex scoparia
561 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 アズマナルコ Carex shimidzensis
562 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 タガネソウ Carex siderosticta
563 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ニシノホンモンジスゲ Carex stenostachys
564 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 フサナキリスゲ Carex teinogyna
565 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 アゼスゲ Carex thunbergii
566 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヤワラスゲ Carex transversa
567 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 モエギスゲ Carex tristachya
568 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒトモトススキ Cladium jamaicense ssp.chinense
569 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 シュロガヤツリ Cyperus alternifolius
570 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 チャガヤツリ Cyperus amuricus
571 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 アイダクグ Cyperus brevifolius
572 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒメクグ Cyperus brevifolius var.leiolepis
573 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 クグガヤツリ Cyperus compressus
574 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ユメノシマガヤツリ Cyperus congestus
575 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 イヌクグ Cyperus cyperoides
576 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 タマガヤツリ Cyperus difformis
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577 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ホソミキンガヤツリ Cyperus engelmannii
578 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 メリケンガヤツリ Cyperus eragrostis
579 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ショクヨウガヤツリ Cyperus esculentus
580 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒメアオガヤツリ Cyperus extremiorientalis
581 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒメムツオレガヤツリ Cyperus ferruginescens
582 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒナガヤツリ Cyperus flaccidus
583 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 アゼガヤツリ Cyperus flavidus
584 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヌマガヤツリ Cyperus glomeratus
585 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ツルナシコアゼガヤツリ Cyperus haspan var.microhaspan
586 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 コアゼガヤツリ Cyperus haspan var.tuberiferus
587 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 コゴメガヤツリ Cyperus iria
588 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 カヤツリグサ Cyperus microiria
589 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 アオガヤツリ Cyperus nipponicus
590 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 オオシロガヤツリ Cyperus nipponicus var.spiralis
591 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ウシクグ Cyperus orthostachyus
592 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 シロガヤツリ Cyperus pacificus
593 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 オニガヤツリ Cyperus pilosus
594 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 イガガヤツリ Cyperus polystachyos
595 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ハマスゲ Cyperus rotundus
596 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 カワラスガナ Cyperus sanguinolentus
597 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ミズガヤツリ Cyperus serotinus
598 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 マツバイ Eleocharis acicularis var.longiseta
599 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 セイタカハリイ Eleocharis attenuata
600 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ハリイ Eleocharis congesta var.japonica
601 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヤリハリイ Eleocharis congesta var.subvivipara
602 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 クログワイ Eleocharis kuroguwai
603 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 エゾハリイ Eleocharis maximowiczii
604 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 シカクイ Eleocharis wichurae
605 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒメヒラテンツキ Fimbristylis autumnalis
606 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ノテンツキ Fimbristylis complanata
607 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ケテンツキ Fimbristylis dichotoma f.tomentosa
608 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 クグテンツキ Fimbristylis dichotoma var.diphylla
609 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ホソバテンツキ  Fimbristylis dichotoma var.tentsuki f.gracillima

610 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 テンツキ Fimbristylis dichotoma var.tentsuki
611 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 クロテンツキ Fimbristylis diphylloides
612 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 アオテンツキ Fimbristylis dipsacea
613 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒデリコ Fimbristylis littoralis
614 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 イソヤマテンツキ Fimbristylis sieboldii
615 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヤマイ Fimbristylis subbispicata
616 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 メアゼテンツキ Fimbristylis velata
617 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒンジガヤツリ Lipocarpha microcephala
618 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ネビキグサ Machaerina rubiginosa
619 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ミカヅキグサ Rhynchospora alba
620 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 トラノハナヒゲ Rhynchospora brownii
621 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 イトイヌノハナヒゲ Rhynchospora faberi
622 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 オオイヌノハナヒゲ Rhynchospora fauriei
623 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 コイヌノハナヒゲ Rhynchospora fujiiana
624 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 イヌノハナヒゲ Rhynchospora japonica
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625 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 イガクサ Rhynchospora rubra
626 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ホタルイ Schoenoplectiella hotarui
627 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 イヌホタルイ Schoenoplectiella juncoides
628 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒメホタルイ Schoenoplectiella lineolata
629 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ヒメカンガレイ Schoenoplectiella mucronata
630 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 シカクホタルイ Schoenoplectiella  x trapezoidea
631 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 カンガレイ Schoenoplectiella triangulata
632 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 タイワンヤマイ Schoenoplectiella wallichii
633 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 オオフトイ Schoenoplectus lacustris
634 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 シズイ Schoenoplectus nipponicus
635 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 フトイ Schoenoplectus tabernaemontani
636 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 サンカクイ Schoenoplectus triqueter
637 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ノグサ Schoenus apogon
638 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 エゾアブラガヤ Scirpus asiaticus
639 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 コマツカサススキ Scirpus fuirenoides
640 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 マツカサススキ Scirpus mitsukurianus
641 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 アブラガヤ Scirpus wichurae
642 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 シデアブラガヤ Scirpus wichurae f.cylindricus
643 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 カガシラ Scleria caricina
644 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ミカワシンジュガヤ Scleria mikawana
645 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 コシンジュガヤ Scleria parvula
646 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 ケシンジュガヤ Scleria rugosa
647 単⼦葉類 イネ⽬ カヤツリグサ科 マネキシンジュガヤ Scleria rugosa var.glabrescens
648 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヤギムギ Aegilops cylindrica
649 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ナンカイヌカボ Agrostis avenacea
650 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヤマヌカボ Agrostis clavata
651 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヌカボ Agrostis clavata var.nukabo
652 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 バケヌカボ Agrostis x fouilladei
653 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 コヌカグサ Agrostis gigantea
654 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ハイコヌカグサ Agrostis stolonifera
655 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒメコヌカグサ Agrostis valvata
656 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヌカススキ Aira caryophyllea
657 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ハナヌカススキ Aira elegantissima
658 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒメヌカススキ Aira elegantissima ssp.ambigua
659 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ノハラスズメノテッポウ Alopecurus aequalis
660 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 スズメノテッポウ Alopecurus aequalis var.amurensis
661 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 セトガヤ Alopecurus japonicus
662 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オオスズメノテッポウ Alopecurus pratensis
663 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 フトボメリケンカルカヤ Andropogon glomeratus
664 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 メリケンカルカヤ Andropogon virginicus
665 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒロハノコヌカグサ Aniselytron treutleri var.japonicum
666 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒメハルガヤ Anthoxanthum aristatum
667 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 コウボウ Anthoxanthum nitens var.sachalinense
668 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ハルガヤ Anthoxanthum odoratum
669 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ホソセイヨウヌカボ Apera interrupta
670 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 セイヨウヌカボ Apera spica-venti
671 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オオカニツリ Arrhenatherum elatius
672 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 コブナグサ Arthraxon hispidus
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673 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 シイヤザサ Arundinaria hashimotoi f.minaguchii
674 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 トダシバ Arundinella hirta
675 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ケトダシバ Arundinella hirta var.hirta.
676 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ダンチク Arundo donax
677 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ミナトカラスムギ Avena barbata
678 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 カラスムギ Avena fatua
679 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 マカラスムギ Avena sativa
680 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オニカラスムギ Avena sterilis ssp.ludoviciana
681 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 カズノコグサ Beckmannia syzigachne
682 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 コウヤザサ Brachyelytrum japonicum
683 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 セイヨウヤマカモジグサ Brachypodium distachyon
684 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヤマカモジグサ Brachypodium sylvaticum
685 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 コバンソウ Briza maxima
686 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒメコバンソウ Briza minor
687 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ホウキスズメノチャヒキ Bromus alopecuros
688 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヤクナガイヌムギ Bromus carinatus
689 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 イヌムギ Bromus catharticus
690 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ムクゲチャヒキ Bromus commutatus
691 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒゲナガスズメノチャヒキ Bromus diandrus
692 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ハマチャヒキ Bromus hordeaceus
693 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ハトノチャヒキ Bromus hordeaceus ssp.molliformis
694 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 コスズメノチャヒキ Bromus inermis
695 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 スズメノチャヒキ Bromus japonicus
696 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 マドリードチャヒキ Bromus madritensis
697 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 キツネガヤ Bromus remotiflorus
698 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 カラスノチャヒキ Bromus secalinus
699 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アレチノチャヒキ Bromus sterilis
700 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ウマノチャヒキ Bromus tectorum
701 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 メウマノチャヒキ Bromus tectorum var.glabratus
702 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ホガエリガヤ Brylkinia caudata
703 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ノガリヤス Calamagrostis brachytricha var.brachytricha

704 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヤマアワ Calamagrostis epigeios
705 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒメノガリヤス Calamagrostis hakonensis
706 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ホッスガヤ Calamagrostis pseudophragmites
707 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒメアブラススキ Capillipedium parviflorum
708 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ツルミヤマカンスゲ Carex sikokiana
709 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒメクリノイガ Cenchrus longispinus
710 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 コウベクリノイガ Cenchrus incertus
711 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アフリカヒゲシバ Chloris gayana
712 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オヒゲシバ Chloris virgata
713 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 チョウセンガリヤス Cleistogenes hackelii
714 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒナザサ Coelachne japonica
715 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ジュズダマ Coix lacryma-jobi
716 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 シロガネヨシ Cortaderia selloana
717 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オガルカヤ Cymbopogon tortilis var.goeringii
718 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ギョウギシバ Cynodon dactylon
719 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 カモガヤ Dactylis glomerata
720 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 タツノツメガヤ Dactyloctenium aegyptium
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721 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 カタボウシノケグサ Desmazeria rigida
722 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 メヒシバ Digitaria ciliaris
723 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 コメヒシバ Digitaria radicosa
724 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アキメヒシバ Digitaria violascens
725 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 カリマタガヤ Dimeria ornithopoda var.tenera
726 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ハキダメガヤ Dinebra arabica
727 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アブラススキ Eccoilopus cotulifer
728 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 イヌビエ Echinochloa crus-galli
729 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒメイヌビエ Echinochloa crus-galli var.praticola
730 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 タイヌビエ Echinochloa oryzicola
731 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オヒシバ Eleusine indica
732 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アオカモジグサ Elymus racemifer
733 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 タチカモジ Elymus racemifer var.japonensis
734 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 カモジグサ Elymus tsukushiensis var.transiens
735 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 シバムギ Elytrigia repens
736 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ノゲシバムギ Elytrigia repens var.aristata
737 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヌマカゼクサ Eragrostis aquatica
738 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 イトスズメガヤ Eragrostis brownii
739 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 スズメガヤ Eragrostis cilianensis
740 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 シナダレスズメガヤ Eragrostis curvula
741 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 カゼクサ Eragrostis ferruginea
742 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 コスズメガヤ Eragrostis minor
743 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ニワホコリ Eragrostis multicaulis
744 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オオニワホコリ Eragrostis pilosa
745 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 チャボウシノシッペイ Eremochloa ophiuroides
746 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ナルコビエ Eriochloa villosa
747 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ウンヌケモドキ Eulalia quadrinervis
748 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ウシノケグサ Festuca ovina
749 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アオウシノケグサ Festuca ovina var.coreana
750 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 トボシガラ Festuca parvigluma
751 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オオウシノケグサ Festuca rubra
752 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ムツオレグサ Glyceria acutiflora ssp.japonica
753 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ドジョウツナギ Glyceria ischyroneura
754 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒロハノドジョウツナギ Glyceria leptolepis
755 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 マンゴクドジョウツナギ Glyceria x tokitana
756 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ウシノシッペイ Hemarthria sibirica
757 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 シラゲガヤ Holcus lanatus
758 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 チシマムギクサ Hordeum brachyantherum
759 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒメムギクサ Hordeum hystrix
760 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ムギクサ Hordeum murinum
761 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オオムギ Hordeum vulgare
762 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヤバネオオムギ Hordeum vulgare var.distichon
763 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アズマガヤ Hystrix duthiei ssp.longearistata
764 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 チガヤ Imperata cylindrica var.koenigii
765 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 チゴザサ Isachne globosa
766 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ハイチゴザサ Isachne nipponensis
767 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 カモノハシ Ischaemum aristatum var.crassipes
768 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ミノボロ Koeleria macrantha
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769 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アシカキ Leersia japonica
770 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 エゾノサヤヌカグサ Leersia oryzoides
771 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 サヤヌカグサ Leersia sayanuka
772 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ササガヤ Leptatherum japonicum
773 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 キタササガヤ Leptatherum japonicum var.boreale
774 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ミヤマササガヤ Leptatherum nudum
775 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アゼガヤ Leptochloa chinensis
776 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ハマガヤ Leptochloa fusca
777 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ニセアゼガヤ Leptochloa fusca ssp.uninerva
778 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ネズミホソムギ Lolium x hybridum
779 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ネズミムギ Lolium multiflorum
780 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ホソムギ Lolium perenne
781 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ボウムギ Lolium rigidum
782 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ドクムギ Lolium temulentum
783 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ササクサ Lophatherum gracile
784 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 コメガヤ Melica nutans
785 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ミチシバ Melica onoei
786 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ルビーガヤ Melinis repens
787 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アシボソ Microstegium vimineum
788 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 トキワススキ Miscanthus floridulus
789 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オギ Miscanthus sacchariflorus
790 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ススキ Miscanthus sinensis
791 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヌマガヤ Moliniopsis japonica
792 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ミヤマネズミガヤ Muhlenbergia curviaristata var.nipponica

793 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 タチネズミガヤ Muhlenbergia hakonensis
794 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ネズミガヤ Muhlenbergia japonica
795 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オオネズミガヤ Muhlenbergia longistolon
796 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 キダチノネズミガヤ Muhlenbergia ramosa
797 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アレチイネガヤ Oloptum miliaceum
798 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 コチヂミザサ Oplismenus undulatifolius var.japonicus

799 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 チャボチヂミザサ Oplismenus undulatifolius var.microphyllus

800 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ケチヂミザサ Oplismenus undulatifolius var.undulatifolius

801 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヌカキビ Panicum bisulcatum
802 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ハナクサキビ Panicum capillare
803 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オオクサキビ Panicum dichotomiflorum
804 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ニコゲヌカキビ Panicum lanuginosum
805 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ホウキヌカキビ Panicum scoparium
806 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 シマスズメノヒエ Paspalum dilatatum
807 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 キシュウスズメノヒエ Paspalum distichum
808 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 チクゴスズメノヒエ Paspalum distichum var.indutum
809 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ナガバスズメノヒエ Paspalum longifolium
810 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アメリカスズメノヒエ Paspalum notatum
811 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 スズメノコビエ Paspalum scrobiculatum var.orbiculare
812 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 スズメノヒエ Paspalum thunbergii
813 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 タチスズメノヒエ Paspalum urvillei
814 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 チカラシバ Pennisetum alopecuroides
815 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ベニチカラシバ  Pennisetum alopecuroides f.erythrochaetum

816 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 タキキビ Phaenosperma globosum
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817 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 クサヨシ Phalaris arundinacea
818 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 カナリークサヨシ Phalaris canariensis
819 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒメカナリークサヨシ Phalaris minor
820 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 セトガヤモドキ Phalaris paradoxa
821 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オオアワガエリ Phleum pratense
822 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヨシ Phragmites australis
823 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ツルヨシ Phragmites japonica
824 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 セイタカヨシ Phragmites karka
825 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ホテイチク Phyllostachys aurea
826 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 モウソウチク Phyllostachys edulis
827 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ハチク Phyllostachys nigra var.henonis
828 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 マダケ Phyllostachys reticulata
829 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ネザサ Pleioblastus argenteostriatus
830 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 カンサイアズマネザサ Pleioblastus chino var.viridis f.lentigiosus

831 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ケネザサ Pleioblastus fortunei f.pubescens
832 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 コンゴウタケ Pleioblastus kongosanensis
833 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヤスオカザサ Pleioblastus nagashima f.yasuokensis
834 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ユゲネザサ Pleioblastus nagashima var.  koidzumii f.dokyoanus

835 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 シブヤザサ Pleioblastus shibuyanus var.shibuyanus

836 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 メダケ Pleioblastus simonii
837 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ミゾイチゴツナギ Poa acroleuca
838 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 タマミゾイチゴツナギ Poa acroleuca var.submoniliformis
839 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 スズメノカタビラ Poa annua
840 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ツルスズメノカタビラ Poa annua var.reptans
841 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アオスズメノカタビラ Poa annua ssp.annua
842 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ムカゴイチゴツナギ Poa bulbosa var.vivipara
843 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 コイチゴツナギ Poa compressa
844 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ツクシスズメノカタビラ Poa crassinervis
845 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヤマミゾイチゴツナギ Poa hisauchii
846 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オオイチゴツナギ Poa nipponica
847 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ナガハグサ Poa pratensis
848 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 イチゴツナギ Poa sphondylodes
849 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オオスズメノカタビラ Poa trivialis
850 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒエガエリ Polypogon fugax
851 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ハマヒエガエリ Polypogon monspeliensis
852 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ウキシバ Pseudoraphis sordida
853 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヤダケ Pseudosasa japonica
854 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アレチタチドジョウツナギ Puccinellia distans
855 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ミノボロモドキ Rostraria cristata
856 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ハイヌメリグサ Sacciolepis spicata
857 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヌメリグサ Sacciolepis spicata var.oryzetorum
858 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 スズタケ Sasa borealis
859 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 シャコタンチク Sasa cernua f.nebulosa
860 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 タンガザサ Sasa elegantissima
861 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ウンゼンザサ Sasa gracillima
862 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アリマコスズ Sasa kagamiana ssp.yoshinoi
863 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 カツラギイヌスズ Sasa katsuragiana
864 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ミヤコザサ Sasa nipponica
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865 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 フシゲミヤコザサ Sasa nipponica f.mikawana
866 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 コウベコスズ Sasa oshidensis ssp.glabra var.kobemontana

867 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 チマキザサ Sasa palmata
868 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オモエザサ Sasa pubiculmis
869 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ハコネナンブスズ Sasa shimidzuana
870 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 カシダザサ Sasa shimidzuana ssp.kashidensis
871 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 サイヨウザサ Sasa stenophylla ssp.stenophylla
872 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 イナコスズ Sasa tsukubensis ssp.pubifolia
873 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 クマザサ Sasa veitchii
874 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 チュウゴクザサ Sasa veitchii var.tyugokensis
875 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アズマザサ Sasaella ramosa
876 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オニウシノケグサ Schedonorus phoenix
877 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒロハノウシノケグサ Schedonorus pratensis
878 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ウシクサ Schizachyrium brevifolium
879 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 アキノエノコログサ Setaria faberi
880 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 コツブキンエノコロ Setaria pallidefusca
881 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 キンエノコロ Setaria pumilla
882 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オオエノコロ Setaria x pycnocoma
883 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 エノコログサ Setaria viridis var.minor
884 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ハマエノコロ Setaria viridis var.pachystachys
885 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オカメザサ Shibataea kumasasa
886 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 モロコシガヤ Sorghum nitidum var.dichroanthum
887 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 セイバンモロコシ Sorghum propinquum
888 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オオアブラススキ Spodiopogon sibiricus
889 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ネズミノオ Sporobolus fertilis
890 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ムラサキネズミノオ Sporobolus fertilis var.purpureosuffusus

891 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ヒゲシバ Sporobolus japonicus
892 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 メガルカヤ Themeda barbata
893 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 カニツリグサ Trisetum bifidum
894 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 イヌナギナタガヤ Vulpia bromoides
895 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 オオナギナタガヤ Vulpia myuros var.megalura
896 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ナギナタガヤ Vulpia myuros var.myuros
897 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 ムラサキナギナタガヤ Vulpia octoflora
898 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 マコモ Zizania latifolia
899 単⼦葉類 イネ⽬ イネ科 シバ Zoysia japonica
900 真正双⼦葉類 マツモ⽬ マツモ科 マツモ Ceratophyllum demersum
901 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ ケシ科 クサノオウ Chelidonium majus ssp.asiaticum
902 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ ケシ科 ジロボウエンゴサク Corydalis decumbens
903 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ ケシ科 キケマン Corydalis heterocarpa var.japonica
904 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ ケシ科 ムラサキケマン Corydalis incisa
905 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ ケシ科 フウロケマン Corydalis pallida var.pallida
906 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ ケシ科 ミヤマキケマン Corydalis pallida var.tenuis
907 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ ケシ科 ナガミノツルケマン Corydalis raddeana
908 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ ケシ科 ニセカラクサケマン Fumaria capreolata
909 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ ケシ科 カラクサケマン Fumaria officinalis
910 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ ケシ科 タケニグサ Macleaya cordata
911 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ ケシ科 ナガミヒナゲシ Papaver dubium
912 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ ケシ科 トゲミゲシ Papaver hybridum
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913 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ ケシ科 アツミゲシ Papaver somniferum ssp.setigerum
914 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ アケビ科 ゴヨウアケビ Akebia x pentaphylla var.pentaphylla
915 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ アケビ科 アケビ Akebia quinata
916 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ アケビ科 ミツバアケビ Akebia trifoliata ssp.trifoliata
917 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ アケビ科 ムベ Stauntonia hexaphylla
918 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ ツヅラフジ科 アオツヅラフジ Cocculus trilobus
919 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ ツヅラフジ科 ツヅラフジ Sinomenium acutum
920 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ メギ科 メギ Berberis thunbergii
921 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ メギ科 トキワイカリソウ Epimedium sempervirens
922 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ メギ科 ナンテン Nandina domestica
923 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 イブキトリカブト Aconitum japonicum ssp.ibukiense
924 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 タンナトリカブト Aconitum japonicum ssp.napiforme
925 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 ユキワリイチゲ Anemone keiskeana
926 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 イチリンソウ Anemone nikoensis
927 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 イヌショウマ Cimicifuga biternata
928 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 ボタンヅル Clematis apiifolia
929 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 ハンショウヅル Clematis japonica
930 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 カザグルマ Clematis patens
931 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 センニンソウ Clematis terniflora
932 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 トリガタハンショウヅル Clematis tosaensis
933 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 キクバオウレン Coptis japonica var.anemonifolia
934 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 セリバオウレン Coptis japonica var.major
935 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 ケスハマソウ Hepatica nobilis var.japonica f.pubescens

936 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 オキナグサ Pulsatilla cernua
937 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 ケキツネノボタン Ranunculus cantoniensis
938 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 ヒキノカサ Ranunculus extorris var.extorris
939 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 ウマノアシガタ Ranunculus japonicus
940 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 トゲミノキツネノボタン Ranunculus muricatus
941 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 タガラシ Ranunculus sceleratus
942 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 キツネノボタン Ranunculus silerifolius
943 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 オトコゼリ Ranunculus tachiroei
944 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 ヒメウズ Semiaquilegia adoxoides
945 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 シギンカラマツ Thalictrum actaefolium
946 真正双⼦葉類 キンポウゲ⽬ キンポウゲ科 アキカラマツ Thalictrum minus var.hypoleucum
947 真正双⼦葉類 ヤマモガシ⽬ アワブキ科 アワブキ Meliosma myriantha
948 真正双⼦葉類 ヤマモガシ⽬ アワブキ科 ミヤマハハソ Meliosma tenuis
949 真正双⼦葉類 ヤマグルマ⽬ ヤマグルマ科 ヤマグルマ Trochodendron aralioides
950 真正双⼦葉類 ツゲ⽬ ツゲ科 ツゲ Buxus microphylla var.japonica
951 真正双⼦葉類 ツゲ⽬ ツゲ科 フッキソウ Pachysandra terminalis
952 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ボタン科 ケナシベニバナヤマシャクヤク Paeonia obovata var.glabra
953 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ マンサク科 コウヤミズキ Corylopsis gotoana
954 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ マンサク科 イスノキ Distylium racemosum
955 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ マンサク科 マンサク Hamamelis japonica var.japonica
956 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ユズリハ科 ヒメユズリハ Daphniphyllum teijsmannii
957 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ スグリ科 ヤブサンザシ Ribes fasciculatum
958 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ユキノシタ科 チダケサシ Astilbe microphylla
959 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ユキノシタ科 アカショウマ Astilbe thunbergii var.thunbergii
960 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ユキノシタ科 シロバナネコノメソウ Chrysosplenium album var.album
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961 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ユキノシタ科 ネコノメソウ Chrysosplenium grayanum
962 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ユキノシタ科 ヤマネコノメソウ Chrysosplenium japonicum
963 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ユキノシタ科 ニッコウネコノメ  Chrysosplenium macrostemon var.shiobarense

964 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ユキノシタ科 タチネコノメソウ Chrysosplenium tosaense
965 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ユキノシタ科 チャルメルソウ Mitella furusei var.subramosa
966 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ユキノシタ科 ジンジソウ Saxifraga cortusifolia
967 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ユキノシタ科 ダイモンジソウ Saxifraga fortunei var.alpina
968 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ユキノシタ科 ナメラダイモンジソウ Saxifraga fortunei var.suwoensis
969 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ユキノシタ科 ユキノシタ Saxifraga stolonifera
970 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ベンケイソウ科 ミツバベンケイソウ Hylotelephium verticillatum var.verticillatum

971 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ベンケイソウ科 アオベンケイ Hylotelephium viride
972 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ベンケイソウ科 ツメレンゲ Orostachys japonica
973 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ベンケイソウ科 オウシュウマンネングサ Sedum acre
974 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ベンケイソウ科 コモチマンネングサ Sedum bulbiferum
975 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ベンケイソウ科 オカタイトゴメ Sedum japonicum ssp.oryzifolium var.pumilum

976 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ベンケイソウ科 オノマンネングサ Sedum lineare
977 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ベンケイソウ科 マルバマンネングサ Sedum makinoi
978 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ベンケイソウ科 メキシコマンネングサ Sedum mexicanum
979 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ベンケイソウ科 ウンゼンマンネングサ Sedum polytrichoides
980 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ベンケイソウ科 ツルマンネングサ Sedum sarmentosum
981 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ ベンケイソウ科 ヒメレンゲ Sedum subtile
982 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ タコノアシ科 タコノアシ Penthorum chinense
983 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ アリノトウグサ科 アリノトウグサ Gonocarpus micranthus
984 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ アリノトウグサ科 オオフサモ Myriophyllum aquaticum
985 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ アリノトウグサ科 ハリマノフサモ Myriophyllum harimaense
986 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ アリノトウグサ科 ホザキノフサモ Myriophyllum spicatum
987 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ アリノトウグサ科 タチモ Myriophyllum ussuriense
988 真正双⼦葉類 ユキノシタ⽬ アリノトウグサ科 フサモ Myriophyllum verticillatum
989 真正双⼦葉類 ブドウ⽬ ブドウ科 ノブドウ Ampelopsis glandulosa var.heterophylla

990 真正双⼦葉類 ブドウ⽬ ブドウ科 ヤブカラシ Cayratia japonica
991 真正双⼦葉類 ブドウ⽬ ブドウ科 ツタ Parthenocissus tricuspidata
992 真正双⼦葉類 ブドウ⽬ ブドウ科 エビヅル Vitis ficifolia
993 真正双⼦葉類 ブドウ⽬ ブドウ科 サンカクヅル Vitis flexuosa
994 真正双⼦葉類 ブドウ⽬ ブドウ科 ケサンカクヅル Vitis flexuosa var.rufotomentosa
995 真正双⼦葉類 ブドウ⽬ ブドウ科 アマヅル Vitis saccharifera var.saccharifera
996 真正双⼦葉類 ハマビシ⽬ ハマビシ科 ハマビシ Tribulus terrestris
997 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 クサネム Aeschynomene indica
998 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ネムノキ Albizia julibrissin var.julibrissin
999 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 イタチハギ Amorpha fruticosa
1000 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ヤブマメ Amphicarpaea edgeworthii
1001 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 アメリカホド Apios americana
1002 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ホドイモ Apios fortunei
1003 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ゲンゲ Astragalus sinicus
1004 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ジャケツイバラ Caesalpinia decapetala
1005 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 カワラケツメイ Chamaecrista nomame
1006 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 フジキ Cladrastis platycarpa
1007 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 タヌキマメ Crotalaria sessiliflora
1008 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ケブカアレチヌスビトハギ Desmodium dilleniii
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1009 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 アレチヌスビトハギ Desmodium paniculatum
1010 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ノササゲ Dumasia truncata
1011 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ノアズキ Dunbaria villosa
1012 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ミヤマトベラ Euchresta japonica
1013 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ツルマメ Glycine max ssp.soja
1014 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 フジカンゾウ Hylodesmum oldhamii
1015 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ケヤブハギ Hylodesmum podocarpum ssp.fallax
1016 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ヌスビトハギ  Hylodesmum podocarpum ssp.oxyphyllum var.japonicum

1017 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ヤブハギ  Hylodesmum podocarpum ssp.oxyphyllum var.mandshuricum

1018 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 マルバヌスビトハギ Hylodesmum podocarpum ssp.podocarpum

1019 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 トウコマツナギ Indigofera bungeana var.bungeana
1020 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ニワフジ Indigofera decora
1021 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 コマツナギ Indigofera pseudotinctoria
1022 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 マルバヤハズソウ Kummerowia stipulacea
1023 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ヤハズソウ Kummerowia striata
1024 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ハマエンドウ Lathyrus japonicus
1025 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ヤマハギ Lespedeza bicolor var.bicolor
1026 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 キハギ Lespedeza buergeri
1027 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 メドハギ Lespedeza cuneata
1028 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ハイメドハギ Lespedeza cuneata var.serpens
1029 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 マルバハギ Lespedeza cyrtobotrya
1030 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 カワチハギ Lespedeza cyrtobotrya f.kawachiana
1031 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ツクシハギ Lespedeza homoloba
1032 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 カラメドハギ Lespedeza inschanica
1033 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ツルメドハギ Lespedeza x intermixta
1034 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ネコハギ Lespedeza pilosa var.pilosa
1035 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ビッチュウヤマハギ Lespedeza thunbergii f.angustifolia
1036 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 イヌハギ Lespedeza tomentosa
1037 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 マキエハギ Lespedeza virgata
1038 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 セイヨウミヤコグサ Lotus corniculatus ssp.corniculatus
1039 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ミヤコグサ Lotus corniculatus ssp.japonicus
1040 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ネビキミヤコグサ Lotus pedunculatus
1041 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ワタリミヤコグサ Lotus tenuis
1042 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科  イヌエンジュ(ハネミイヌエンジュを含む) Maackia amurensis
1043 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 コメツブウマゴヤシ Medicago lupulina
1044 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 オニコメツブウマゴヤシ Medicago lupulina var.cupanina
1045 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ネバリコメツブウマゴヤシ Medicago lupulina var.glandulosa
1046 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 コウマゴヤシ Medicago minima
1047 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ウマゴヤシ Medicago polymorpha
1048 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ムラサキウマゴヤシ Medicago sativa
1049 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 コシナガワハギ Melilotus indicus
1050 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 シロバナシナガワハギ Melilotus officinalis ssp.albus
1051 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 シナガワハギ Melilotus officinalis ssp.suaveolens
1052 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ミソナオシ Ohwia caudata
1053 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 クズ Pueraria lobata ssp.lobata
1054 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 オオバタンキリマメ Rhynchosia acuminatifolia
1055 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 タンキリマメ Rhynchosia volubilis
1056 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ハリエンジュ Robinia pseudoacacia
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1057 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 エビスグサ Senna obtusifolia
1058 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 クララ Sophora flavescens
1059 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 クスダマツメクサ Trifolium campestre
1060 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 コメツブツメクサ Trifolium dubium
1061 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 タチオランダゲンゲ Trifolium hybridum
1062 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ムラサキツメクサ Trifolium pratense
1063 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 シロツメクサ Trifolium repens
1064 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ツルフジバカマ Vicia amoena
1065 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 スズメノエンドウ Vicia hirsuta
1066 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ヨツバハギ Vicia nipponica
1067 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 オオバクサフジ Vicia pseudo-orobus
1068 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ヤハズエンドウ Vicia sativa ssp.nigra
1069 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 カスマグサ Vicia tetrasperma
1070 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ナンテンハギ Vicia unijuga
1071 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ナヨクサフジ Vicia villosa ssp.varia
1072 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ヤブツルアズキ Vigna angularis var.nipponensis
1073 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 フジ Wisteria floribunda
1074 真正双⼦葉類 マメ⽬ マメ科 ナツフジ Wisteria japonica
1075 真正双⼦葉類 マメ⽬ ヒメハギ科 ヒメハギ Polygala japonica
1076 真正双⼦葉類 マメ⽬ ヒメハギ科 カキノハグサ Polygala reinii
1077 真正双⼦葉類 マメ⽬ ヒメハギ科 ヒナノカンザシ Salomonia ciliata
1078 真正双⼦葉類 バラ⽬ グミ科 ツルグミ Elaeagnus glabra
1079 真正双⼦葉類 バラ⽬ グミ科 ナツグミ Elaeagnus multiflora
1080 真正双⼦葉類 バラ⽬ グミ科 トウグミ Elaeagnus multiflora var.hortensis
1081 真正双⼦葉類 バラ⽬ グミ科 アリマグミ Elaeagnus murakamiana
1082 真正双⼦葉類 バラ⽬ グミ科 ナワシログミ Elaeagnus pungens
1083 真正双⼦葉類 バラ⽬ グミ科 マルバツルグミ Elaeagnus x reflexa
1084 真正双⼦葉類 バラ⽬ グミ科 カラアキグミ Elaeagnus umbellata var.coreana
1085 真正双⼦葉類 バラ⽬ グミ科 アキグミ Elaeagnus umbellata var.umbellata
1086 真正双⼦葉類 バラ⽬ クロウメモドキ科 オオクマヤナギ Berchemia magna
1087 真正双⼦葉類 バラ⽬ クロウメモドキ科 クマヤナギ Berchemia racemosa
1088 真正双⼦葉類 バラ⽬ クロウメモドキ科 イソノキ Frangula crenata var.crenata
1089 真正双⼦葉類 バラ⽬ クロウメモドキ科 ケケンポナシ Hovenia trichocarpa var.robusta
1090 真正双⼦葉類 バラ⽬ クロウメモドキ科 クロウメモドキ Rhamnus japonica var.decipiens
1091 真正双⼦葉類 バラ⽬ ニレ科 アキニレ Ulmus parvifolia
1092 真正双⼦葉類 バラ⽬ ニレ科 ケヤキ Zelkova serrata
1093 真正双⼦葉類 バラ⽬ アサ科 ムクノキ Aphananthe aspera
1094 真正双⼦葉類 バラ⽬ アサ科 コバノチョウセンエノキ Celtis biondii var.biondii
1095 真正双⼦葉類 バラ⽬ アサ科 エゾエノキ Celtis jessoensis
1096 真正双⼦葉類 バラ⽬ アサ科 エノキ Celtis sinensis
1097 真正双⼦葉類 バラ⽬ アサ科 カナムグラ Humulus scandens
1098 真正双⼦葉類 バラ⽬ クワ科 ヒメコウゾ Broussonetia monoica
1099 真正双⼦葉類 バラ⽬ クワ科 クワクサ Fatoua villosa
1100 真正双⼦葉類 バラ⽬ クワ科 ケイヌビワ Ficus erecta var.beecheyana
1101 真正双⼦葉類 バラ⽬ クワ科 イヌビワ Ficus erecta var.erecta
1102 真正双⼦葉類 バラ⽬ クワ科 イタビカズラ Ficus sarmentosa ssp.nipponica
1103 真正双⼦葉類 バラ⽬ クワ科 ヒメイタビ Ficus thunbergii
1104 真正双⼦葉類 バラ⽬ クワ科 マグワ Morus alba
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1105 真正双⼦葉類 バラ⽬ クワ科 ヤマグワ Morus australis
1106 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 ヤブマオ Boehmeria japonica var.longispica
1107 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 カラムシ Boehmeria nivea var.concolor
1108 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 メヤブマオ Boehmeria platanifolia
1109 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 ナガバヤブマオ Boehmeria sieboldiana
1110 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 アカソ Boehmeria silvestrii
1111 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 コアカソ Boehmeria spicata
1112 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 ウワバミソウ Elatostema involucratum
1113 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 ヒメウワバミソウ Elatostema japonicum
1114 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 ムカゴイラクサ Laportea bulbifera
1115 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 カテンソウ Nanocnide japonica
1116 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 カベイラクサ Parietaria judaica
1117 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 サンショウソウ Pellionia radicans var.minima
1118 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 ミズ Pilea hamaoi
1119 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 ヤマミズ Pilea japonica
1120 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 アオミズ Pilea pumila
1121 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 イラクサ Urtica thunbergiana
1122 真正双⼦葉類 バラ⽬ イラクサ科 ヒメイラクサ Urtica urens
1123 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ヒメキンミズヒキ Agrimonia nipponica
1124 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 キンミズヒキ Agrimonia pilosa var.japonica
1125 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ザイフリボク Amelanchier asiatica
1126 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 アズキナシ Aria alnifolia
1127 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ウラジロノキ Aria japonica
1128 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ヤマザクラ Cerasus jamasakura var.jamasakura
1129 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 カスミザクラ Cerasus leveilleana
1130 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 クサボケ Chaenomeles japonica
1131 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ビワ Eriobotrya japonica
1132 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ダイコンソウ Geum japonicum
1133 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ヤマブキ Kerria japonica
1134 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 リンボク Laurocerasus spinulosa
1135 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ズミ Malus toringo var.toringo
1136 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 オオウラジロノキ Malus tschonoskii
1137 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 コゴメウツギ Neillia incisa
1138 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 イヌザクラ Padus buergeriana
1139 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ウワミズザクラ Padus grayana
1140 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 カナメモチ Photinia glabra
1141 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 オヘビイチゴ Potentilla anemonifolia
1142 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ヒメヘビイチゴ Potentilla centigrana
1143 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 カワラサイコ Potentilla chinensis
1144 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 イワキンバイ Potentilla dickinsii
1145 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ツチグリ Potentilla discolor
1146 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 キジムシロ Potentilla fragarioides
1147 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ミツバツチグリ Potentilla freyniana
1148 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ヘビイチゴ Potentilla hebiichigo
1149 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ヤブヘビイチゴ Potentilla indica
1150 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 テリハキンバイ Potentilla riparia var.riparia
1151 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ツルキンバイ Potentilla rosulifera
1152 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 オキジムシロ Potentilla supina
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1153 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 カマツカ Pourthiaea villosa var.laevis
1154 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ワタゲカマツカ Pourthiaea villosa var.villosa
1155 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ケカマツカ Pourthiaea villosa var.zollingeri
1156 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 カリン Pseudocydonia sinensis
1157 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 タチバナモドキ Pyracantha angustifolia
1158 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 トキワサンザシ Pyracantha coccinea
1159 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 シャリンバイ Rhaphiolepis indica var.umbellata
1160 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ナニワイバラ Rosa laevigata
1161 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 テリハノイバラ Rosa luciae
1162 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ノイバラ Rosa multiflora var.multiflora
1163 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 モリイバラ Rosa onoei var.hakonensis
1164 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ミヤコイバラ Rosa paniculigera
1165 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ヤマイバラ Rosa sambucina
1166 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 セイヨウヤブイチゴ Rubus armeniacus
1167 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 フユイチゴ Rubus buergeri
1168 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ビロードイチゴ Rubus corchorifolius
1169 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 クマイチゴ Rubus crataegifolius
1170 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ミヤマフユイチゴ Rubus hakonensis
1171 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 クサイチゴ Rubus hirsutus
1172 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 マヤクサイチゴ Rubus hirsutus f.obtusifoliolus
1173 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 バライチゴ Rubus illecebrosus
1174 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ニガイチゴ Rubus microphyllus
1175 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 モミジイチゴ Rubus palmatus
1176 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ナワシロイチゴ Rubus parvifolius
1177 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 エビガライチゴ Rubus phoenicolasius
1178 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 アイノコフユイチゴ Rubus x pseudohakonensis
1179 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 オオフユイチゴ Rubus x pseudosieboldii
1180 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 コジキイチゴ Rubus sumatranus
1181 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 カジイチゴ Rubus trifidus
1182 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ワレモコウ Sanguisorba officinalis
1183 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ナガボノワレモコウ Sanguisorba tenuifolia var.tenuifolia
1184 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ナンキンナナカマド Sorbus gracilis
1185 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 イブキシモツケ Spiraea nervosa
1186 真正双⼦葉類 バラ⽬ バラ科 ユキヤナギ Spiraea thunbergii
1187 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 クリ Castanea crenata
1188 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 ツブラジイ Castanopsis cuspidata
1189 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 スダジイ Castanopsis sieboldii ssp.sieboldii
1190 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 ブナ Fagus crenata
1191 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 イヌブナ Fagus japonica
1192 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 マテバシイ Lithocarpus edulis
1193 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 アカガシ Quercus acuta
1194 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 クヌギ Quercus acutissima
1195 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 ナラガシワ Quercus aliena
1196 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 ミズナラ Quercus crispula var.crispula
1197 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 カシワ Quercus dentata
1198 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 アラカシ Quercus glauca
1199 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 オオバコナラ Quercus x major
1200 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 シラカシ Quercus myrsinifolia
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1201 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 ケウバメガシ Quercus phillyraeoides var.wrightii
1202 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 ウバメガシ Quercus phillyreoides
1203 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 ウラジロガシ Quercus salicina
1204 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 コナラ Quercus serrata ssp.serrata var.serrata

1205 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 ツクバネガシ Quercus sessilifolia
1206 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ブナ科 アベマキ Quercus variabilis
1207 真正双⼦葉類 ブナ⽬ ヤマモモ科 ヤマモモ Morella rubra
1208 真正双⼦葉類 ブナ⽬ クルミ科 オニグルミ Juglans mandshurica var.sachalinensis
1209 真正双⼦葉類 ブナ⽬ クルミ科 ノグルミ Platycarya strobilacea
1210 真正双⼦葉類 ブナ⽬ クルミ科 サワグルミ Pterocarya rhoifolia
1211 真正双⼦葉類 ブナ⽬ クルミ科 カンポウフウ Pterocarya stenoptera
1212 真正双⼦葉類 ブナ⽬ カバノキ科 ケヤマハンノキ Alnus hirsuta
1213 真正双⼦葉類 ブナ⽬ カバノキ科 ハンノキ Alnus japonica
1214 真正双⼦葉類 ブナ⽬ カバノキ科 ヒメヤシャブシ Alnus pendula
1215 真正双⼦葉類 ブナ⽬ カバノキ科 カワラハンノキ Alnus serrulatoides
1216 真正双⼦葉類 ブナ⽬ カバノキ科 オオバヤシャブシ Alnus sieboldiana
1217 真正双⼦葉類 ブナ⽬ カバノキ科 サクラバハンノキ Alnus trabeculosa
1218 真正双⼦葉類 ブナ⽬ カバノキ科 ミズメ Betula grossa
1219 真正双⼦葉類 ブナ⽬ カバノキ科 クマシデ Carpinus japonica
1220 真正双⼦葉類 ブナ⽬ カバノキ科 アカシデ Carpinus laxiflora
1221 真正双⼦葉類 ブナ⽬ カバノキ科 イヌシデ Carpinus tschonoskii
1222 真正双⼦葉類 ブナ⽬ カバノキ科 ツノハシバミ Corylus sieboldiana var.sieboldiana
1223 真正双⼦葉類 ウリ⽬ ウリ科 ゴキヅル Actinostemma tenerum
1224 真正双⼦葉類 ウリ⽬ ウリ科 アマチャヅル Gynostemma pentaphyllum var.pentaphyllum

1225 真正双⼦葉類 ウリ⽬ ウリ科 アレチウリ Sicyos angulatus
1226 真正双⼦葉類 ウリ⽬ ウリ科 カラスウリ Trichosanthes cucumeroides
1227 真正双⼦葉類 ウリ⽬ ウリ科 キカラスウリ Trichosanthes kirilowii var.japonica
1228 真正双⼦葉類 ウリ⽬ ウリ科 スズメウリ Zehneria japonica
1229 真正双⼦葉類 ニシキギ⽬ ニシキギ科 ツルウメモドキ Celastrus orbiculatus var.orbiculatus
1230 真正双⼦葉類 ニシキギ⽬ ニシキギ科 オニツルウメモドキ Celastrus orbiculatus var.strigillosus
1231 真正双⼦葉類 ニシキギ⽬ ニシキギ科 オオツルウメモドキ Celastrus stephanotidifolius
1232 真正双⼦葉類 ニシキギ⽬ ニシキギ科 ニシキギ Euonymus alatus
1233 真正双⼦葉類 ニシキギ⽬ ニシキギ科 コマユミ Euonymus alatus f.ciliatodentatus
1234 真正双⼦葉類 ニシキギ⽬ ニシキギ科 コバノマユミ Euonymus alatus var.microphyllus
1235 真正双⼦葉類 ニシキギ⽬ ニシキギ科 オオコマユミ Euonymus alatus var.rotundatus
1236 真正双⼦葉類 ニシキギ⽬ ニシキギ科 ツルマサキ Euonymus fortunei var.fortunei
1237 真正双⼦葉類 ニシキギ⽬ ニシキギ科 マサキ Euonymus japonicus
1238 真正双⼦葉類 ニシキギ⽬ ニシキギ科 サワダツ Euonymus melananthus
1239 真正双⼦葉類 ニシキギ⽬ ニシキギ科 ツリバナ Euonymus oxyphyllus
1240 真正双⼦葉類 ニシキギ⽬ ニシキギ科 マユミ Euonymus sieboldianus
1241 真正双⼦葉類 ニシキギ⽬ ニシキギ科 ウメバチソウ Parnassia palustris var.palustris
1242 真正双⼦葉類 カタバミ⽬ カタバミ科 イモカタバミ Oxalis articulata
1243 真正双⼦葉類 カタバミ⽬ カタバミ科 ハナカタバミ Oxalis bowieana
1244 真正双⼦葉類 カタバミ⽬ カタバミ科 カタバミ Oxalis corniculata
1245 真正双⼦葉類 カタバミ⽬ カタバミ科 ムラサキカタバミ Oxalis corymbosa
1246 真正双⼦葉類 カタバミ⽬ カタバミ科 オッタチカタバミ Oxalis dillenii
1247 真正双⼦葉類 カタバミ⽬ カタバミ科 ミヤマカタバミ Oxalis griffithii var.griffithii
1248 真正双⼦葉類 カタバミ⽬ カタバミ科 エゾタチカタバミ Oxalis stricta
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1249 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 エノキグサ Acalypha australis
1250 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 ビロードエノキグサ Acalypha australis f.velutina
1251 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 ノウルシ Euphorbia adenochlora
1252 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 トウダイグサ Euphorbia helioscopia
1253 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 ショウジョウソウモドキ Euphorbia heterophylla
1254 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 ニシキソウ Euphorbia humifusa
1255 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 タカトウダイ Euphorbia lasiocaula
1256 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 コニシキソウ Euphorbia maculata
1257 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 オオニシキソウ Euphorbia nutans
1258 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 チャボタイゲキ Euphorbia peplus
1259 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 ハイニシキソウ Euphorbia prostrata
1260 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 ナツトウダイ Euphorbia sieboldiana
1261 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 アレチニシキソウ Euphorbia sp.
1262 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 アカメガシワ Mallotus japonicus
1263 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 ヤマアイ Mercurialis leiocarpa
1264 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 シラキ Neoshirakia japonica
1265 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 ナンキンハゼ Triadica sebifera
1266 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 アブラギリ Vernicia cordata
1267 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ トウダイグサ科 オオアブラギリ Vernicia fordii
1268 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ コミカンソウ科 ヒトツバハギ Flueggea suffruticosa
1269 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ コミカンソウ科 コバンノキ Phyllanthus flexuosus
1270 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ コミカンソウ科 コミカンソウ Phyllanthus lepidocarpus
1271 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ コミカンソウ科 ナガエコミカンソウ Phyllanthus tenellus
1272 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ コミカンソウ科 ヒメミカンソウ Phyllanthus ussuriensis
1273 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ミゾハコベ科 ミゾハコベ Elatine triandra
1274 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 イイギリ Idesia polycarpa
1275 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 ヤマナラシ Populus tremula var.sieboldii
1276 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 シダレヤナギ Salix babylonica
1277 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 バッコヤナギ Salix caprea
1278 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 マルバヤナギ Salix chaenomeloides
1279 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 コゴメヤナギ Salix dolichostyla ssp.serissifolia
1280 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 ジャヤナギ Salix eriocarpa
1281 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 ネコヤナギ Salix gracilistyla
1282 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 ロッコウヤナギ Salix x gracilistyloides
1283 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 ヒラオヤナギ Salix x hiraoana
1284 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 イヌコリヤナギ Salix integra
1285 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 イシカワヤナギ Salix x ishikawae
1286 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 カワヤナギ Salix miyabeana ssp.gymnolepis
1287 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 オオタチヤナギ Salix pierotii
1288 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 キヌヤナギ Salix schwerinii ʻKinuyanagiʻ
1289 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 ヤマヤナギ Salix sieboldiana
1290 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 スミヨシヤナギ Salix x sumiyosensis
1291 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 タチヤナギ Salix triandra
1292 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 オノエヤナギ Salix udensis
1293 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 サイコクキツネヤナギ Salix vulpina ssp.alopochroa
1294 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ ヤナギ科 ヨシノヤナギ Salix yoshinoi
1295 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 アリアケスミレ Viola betonicifolia var.albescens
1296 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 ヒラツカスミレ Viola chaerophylloides var.  sieboldiana x eizanensis
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1297 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 ヒゴスミレ Viola chaerophylloides var.sieboldiana
1298 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 エイザンスミレ Viola eizanensis
1299 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 コタチツボスミレ Viola grypoceras var.exilis
1300 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 タチツボスミレ Viola grypoceras var.grypoceras
1301 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 アオイスミレ Viola hondoensis
1302 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 ヒメスミレ Viola inconspicua ssp.nagasakiensis
1303 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 コスミレ Viola japonica
1304 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 オオタチツボスミレ Viola kusanoana
1305 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 ホコバスミレ Viola mandshurica var.ikedaeana
1306 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 スミレ Viola mandshurica var.mandsurica
1307 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 ニオイタチツボスミレ Viola obtusa
1308 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 ニオイスミレ Viola odorata
1309 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 ナガバタチツボスミレ Viola ovato-oblonga
1310 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 シロバナナガバタチツボスミレ Viola ovato-oblonga f.albiflora
1311 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 クワガタスミレ Viola palmata 
1312 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 ホソバシロスミレ Viola patrinii var.angustifolia
1313 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 アカネスミレ Viola phalacrocarpa
1314 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 フイリフモトスミレ Viola sieboldii f.variegata
1315 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 フモトスミレ Viola sieboldii ssp.sieboldii
1316 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 アメリカスミレサイシン Viola sororia
1317 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 ヒナスミレ Viola tokubuchiana var.takedana
1318 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 アギスミレ Viola verecunda var.semilunaris
1319 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 ヒメアギスミレ Viola verecunda var.subaequiloba
1320 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 ツボスミレ Viola verecunda var.verecunda
1321 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 フイリシハイスミレ Viola violacea f.versicolor
1322 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 マキノスミレ Viola violacea var.makinoi
1323 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 シハイスミレ Viola violacea var.violacea
1324 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ スミレ科 ノジスミレ Viola yedoensis var.yedoensis
1325 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ アマ科 キバナノマツバニンジン Linum medium
1326 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ オトギリソウ科 トモエソウ Hypericum ascyron
1327 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ オトギリソウ科 オトギリソウ Hypericum erectum
1328 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ オトギリソウ科 ヒメオトギリ Hypericum japonicum
1329 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ オトギリソウ科 ミヤコオトギリ Hypericum kinashianum
1330 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ オトギリソウ科 コケオトギリ Hypericum laxum
1331 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ オトギリソウ科 アゼオトギリ Hypericum oliganthum
1332 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ オトギリソウ科 セイヨウオトギリ Hypericum perforatum ssp.perforatum
1333 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ オトギリソウ科 サワオトギリ Hypericum pseudopetiolatum
1334 真正双⼦葉類 キントラノオ⽬ オトギリソウ科 ミズオトギリ Triadenum japonicum
1335 真正双⼦葉類 フウロソウ⽬ フウロソウ科 オランダフウロ Erodium cicutarium
1336 真正双⼦葉類 フウロソウ⽬ フウロソウ科 アメリカフウロ Geranium carolinianum
1337 真正双⼦葉類 フウロソウ⽬ フウロソウ科 オトメフウロ Geranium dissectum
1338 真正双⼦葉類 フウロソウ⽬ フウロソウ科 チゴフウロ Geranium pusillum
1339 真正双⼦葉類 フウロソウ⽬ フウロソウ科 ゲンノショウコ Geranium thunbergii
1340 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ ミソハギ科 ホソバヒメミソハギ Ammannia coccinea
1341 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ ミソハギ科 ヒメミソハギ Ammannia multiflora
1342 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ ミソハギ科 ミソハギ Lythrum anceps
1343 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ ミソハギ科 エゾミソハギ Lythrum salicaria
1344 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ ミソハギ科 キカシグサ Rotala indica
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1345 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ ミソハギ科 ミズマツバ Rotala mexicana
1346 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ ミソハギ科 ヒシ Trapa jeholensis
1347 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ ミソハギ科 オニビシ Trapa natans var.quadrispinosa
1348 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 ウシタキソウ Circaea cordata
1349 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 オオタニタデ Circaea x dubia
1350 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 タニタデ Circaea erubescens
1351 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 ミズタマソウ Circaea mollis
1352 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 アカバナ Epilobium pyrricholophum
1353 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 ヒレタゴボウ Ludwigia decurrens
1354 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 チョウジタデ Ludwigia epilobioides ssp.epilobioides
1355 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 ミズユキノシタ Ludwigia ovalis
1356 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 メマツヨイグサ Oenothera biennis
1357 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 オオマツヨイグサ Oenothera glazioviana
1358 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 オオバナコマツヨイグサ Oenothera grandis
1359 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 ミナトマツヨイグサ Oenothera indecora
1360 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 オニマツヨイグサ Oenothera jamesii
1361 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 コマツヨイグサ Oenothera laciniata
1362 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 アレチマツヨイグサ Oenothera parviflora
1363 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 ユウゲショウ Oenothera rosea
1364 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 ヒルザキツキミソウ Oenothera speciosa var.speciosa
1365 真正双⼦葉類 フトモモ⽬ アカバナ科 マツヨイグサ Oenothera stricta
1366 真正双⼦葉類 ミツバウツギ⽬ ミツバウツギ科 ゴンズイ Euscaphis japonica
1367 真正双⼦葉類 ミツバウツギ⽬ ミツバウツギ科 ミツバウツギ Staphylea bumalda
1368 真正双⼦葉類 ミツバウツギ⽬ キブシ科 キブシ Stachyurus praecox
1369 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ウルシ科 ヌルデ Rhus javanica var.chinensis
1370 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ウルシ科 ツタウルシ Toxicodendron orientale ssp.orientale
1371 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ウルシ科 ハゼノキ Toxicodendron succedaneum
1372 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ウルシ科 ヤマハゼ Toxicodendron sylvestre
1373 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ウルシ科 ヤマウルシ Toxicodendron trichocarpum
1374 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ウルシ科 ウルシ Toxicodendron vernicifluum
1375 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ムクロジ科 オオモミジ Acer amoenum var.amoenum
1376 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ムクロジ科 トウカエデ Acer buergerianum
1377 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ムクロジ科 チドリノキ Acer carpinifolium
1378 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ムクロジ科 ウリカエデ Acer crataegifolium
1379 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ムクロジ科 カジカエデ Acer diabolicum
1380 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ムクロジ科 コミネカエデ Acer micranthum
1381 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ムクロジ科 イロハモミジ Acer palmatum
1382 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ムクロジ科 エンコウカエデ Acer pictum ssp.dissectum
1383 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ムクロジ科 ウラゲエンコウカエデ Acer pictum ssp.dissectum f.connivens

1384 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ムクロジ科 ウリハダカエデ Acer rufinerve
1385 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ムクロジ科 コハウチワカエデ Acer sieboldianum
1386 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ムクロジ科 ヒナウチワカエデ Acer tenuifolium
1387 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ムクロジ科 フウセンカズラ Cardiospermum halicacabum
1388 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ムクロジ科 ムクロジ Sapindus mukorossi
1389 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ミカン科 マツカゼソウ Boenninghausenia albiflora var.japonica

1390 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ミカン科 カラタチ Citrus trifoliata
1391 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ミカン科 コクサギ Orixa japonica
1392 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ミカン科 ツルシキミ Skimmia japonica var.intermedia
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1393 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ミカン科 ミヤマシキミ Skimmia japonica var.japonica
1394 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ミカン科 カラスザンショウ Zanthoxylum ailanthoides var.ailanthoides

1395 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ミカン科 フユザンショウ Zanthoxylum armatum var.subtrifoliatum

1396 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ミカン科 コカラスザンショウ Zanthoxylum fauriei
1397 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ミカン科 サンショウ Zanthoxylum piperitum
1398 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ミカン科 イヌザンショウ Zanthoxylum schinifolium var.schinifolium

1399 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ニガキ科 ニワウルシ Ailanthus altissima
1400 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ ニガキ科 ニガキ Picrasma quassioides
1401 真正双⼦葉類 ムクロジ⽬ センダン科 センダン Melia azedarach
1402 真正双⼦葉類 アオイ⽬ アオイ科 イチビ Abutilon theophrasti
1403 真正双⼦葉類 アオイ⽬ アオイ科 カラスノゴマ Corchoropsis crenata
1404 真正双⼦葉類 アオイ⽬ アオイ科 アオギリ Firmiana simplex
1405 真正双⼦葉類 アオイ⽬ アオイ科 フヨウ Hibiscus mutabilis
1406 真正双⼦葉類 アオイ⽬ アオイ科 ムクゲ Hibiscus syriacus
1407 真正双⼦葉類 アオイ⽬ アオイ科 ゼニアオイ Malva mauritiana
1408 真正双⼦葉類 アオイ⽬ アオイ科 ゼニバアオイ Malva neglecta
1409 真正双⼦葉類 アオイ⽬ アオイ科 ウサギアオイ Malva parviflora
1410 真正双⼦葉類 アオイ⽬ アオイ科 ナガエアオイ Malva pusilla
1411 真正双⼦葉類 アオイ⽬ アオイ科 ウスベニアオイ Malva sylvestris
1412 真正双⼦葉類 アオイ⽬ アオイ科 フユアオイ Malva verticillata
1413 真正双⼦葉類 アオイ⽬ アオイ科 キクノハアオイ Modiola caroliniana
1414 真正双⼦葉類 アオイ⽬ アオイ科 ヤノネボンテンカ Pavonia hastata
1415 真正双⼦葉類 アオイ⽬ アオイ科 アメリカキンゴジカ Sida spinosa
1416 真正双⼦葉類 アオイ⽬ アオイ科 ヘラノキ Tilia kiusiana
1417 真正双⼦葉類 アオイ⽬ ジンチョウゲ科 コショウノキ Daphne kiusiana var.kiusiana
1418 真正双⼦葉類 アオイ⽬ ジンチョウゲ科 コガンピ Diplomorpha ganpi
1419 真正双⼦葉類 アオイ⽬ ジンチョウゲ科 ガンピ Diplomorpha sikokiana
1420 真正双⼦葉類 アオイ⽬ ジンチョウゲ科 キガンピ Diplomorpha trichotoma
1421 真正双⼦葉類 アオイ⽬ ジンチョウゲ科 ミツマタ Edgeworthia chrysantha
1422 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ フウチョウソウ科 アフリカフウチョウソウ Cleome rutidosperma
1423 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ハクサンハタザオ Arabidopsis halleri ssp.  gemmifera var.senanensis

1424 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 イブキハタザオ Arabidopsis halleri ssp.  gemmifera var.senanensis f.alpicola

1425 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 シロイヌナズナ Arabidopsis thaliana
1426 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 スズシロソウ Arabis flagellosa var.flagellosa
1427 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ヤマハタザオ Arabis hirsuta
1428 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 タチスズシロソウ Arabis kawasakiana
1429 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ハルザキヤマガラシ Barbarea vulgaris
1430 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 カラシナ Brassica juncea
1431 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 セイヨウアブラナ Brassica napus
1432 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ナズナ Capsella bursa-pastoris
1433 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ニシノオオタネツケバナ Cardamine dentipetala var.longifructus
1434 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 タチタネツケバナ Cardamine fallax
1435 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ミチタネツケバナ Cardamine hirsuta
1436 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ジャニンジン Cardamine impatiens
1437 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ミズタガラシ Cardamine lyrata
1438 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 タネツケバナ Cardamine occulta
1439 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 オオバタネツケバナ Cardamine scutata
1440 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 マルバコンロンソウ Cardamine tanakae
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1441 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ヒメクジラグサ Descurainia pinnata
1442 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 クジラグサ Descurainia sophia
1443 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ロボウガラシ Diplotaxis tenuifolia
1444 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 イヌナズナ Draba nemorosa
1445 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 キバナスズシロ Eruca vesicaria ssp.sativa
1446 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 オハツキガラシ Erucastrum gallicum
1447 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 エゾスズシロ Erysimum cheiranthoides
1448 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ワサビ Eutrema japonicum
1449 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 キレハマメグンバイナズナ Lepidium bonariense
1450 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 カラクサナズナ Lepidium didymum
1451 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 コシミノナズナ Lepidium perfoliatum
1452 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 コショウソウ Lepidium sativum
1453 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 マメグンバイナズナ Lepidium virginicum
1454 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ゴウダソウ Lunaria annua
1455 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 オランダガラシ Nasturtium officinale
1456 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ハナダイコン Orychophragmus violaceus
1457 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 セイヨウノダイコン Raphanus raphanistrum
1458 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ハマダイコン Raphanus sativus f.raphanistroides
1459 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 コイヌガラシ Rorippa cantoniensis
1460 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ミチバタガラシ Rorippa dubia
1461 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 イヌガラシ Rorippa indica
1462 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 スカシタゴボウ Rorippa palustris
1463 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 シロガラシ Sinapis alba
1464 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ノハラガラシ Sinapis arvensis var.arvensis
1465 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ハタザオガラシ Sisymbrium altissimum
1466 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ホソエガラシ Sisymbrium irio
1467 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 カキネガラシ Sisymbrium officinale
1468 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 イヌカキネガラシ Sisymbrium orientale
1469 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 グンバイナズナ Thlaspi arvense
1470 真正双⼦葉類 アブラナ⽬ アブラナ科 ハタザオ Turritis glabra
1471 真正双⼦葉類 ビャクダン⽬ ビャクダン科 ヒノキバヤドリギ Korthalsella japonica
1472 真正双⼦葉類 ビャクダン⽬ ビャクダン科 カナビキソウ Thesium chinense
1473 真正双⼦葉類 ビャクダン⽬ ビャクダン科 ヤドリギ Viscum album ssp.coloratum
1474 真正双⼦葉類 ビャクダン⽬ オオバヤドリギ科 マツグミ Taxillus kaempferi var.kaempferi
1475 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 シャクチリソバ Fagopyrum dibotrys
1476 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ソバカズラ Fallopia convolvulus
1477 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ツルタデ Fallopia dumetorum
1478 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 イタドリ Fallopia japonica var.japonica
1479 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ツルドクダミ Fallopia multiflora
1480 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 オオイタドリ Fallopia sachalinensis
1481 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ナガバノヤノネグサ Persicaria breviochreata
1482 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ヒメツルソバ Persicaria capitata
1483 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ミズヒキ Persicaria filiformis
1484 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 サイコクヌカボ Persicaria foliosa var.nikaii
1485 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ナガバノウナギツカミ Persicaria hastatosagittata
1486 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ヤナギタデ Persicaria hydropiper
1487 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 シロバナサクラタデ Persicaria japonica var.japonica
1488 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 サナエタデ Persicaria lapathifolia var.incana
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1489 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 オオイヌタデ Persicaria lapathifolia var.lapathifolia
1490 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 イヌタデ Persicaria longiseta
1491 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 サデクサ Persicaria maackiana
1492 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ハルタデ Persicaria maculosa ssp.  hirticaulis var.pubescens

1493 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ヤノネグサ Persicaria muricata
1494 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 シンミズヒキ Persicaria neofiliformis
1495 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 タニソバ Persicaria nepalensis
1496 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 サクラタデ Persicaria odorata ssp.conspicua
1497 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 オオケタデ Persicaria orientalis
1498 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 イシミカワ Persicaria perfoliata
1499 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ハナタデ Persicaria posumbu
1500 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ホソバノウナギツカミ Persicaria praetermissa
1501 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ボントクタデ Persicaria pubescens
1502 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 アキノウナギツカミ Persicaria sagittata var.sibirica
1503 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ウナギツカミ Persicaria sagittata var.sibirica f.aestiva

1504 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ママコノシリヌグイ Persicaria senticosa
1505 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ミゾソバ Persicaria thunbergii var.thunbergii
1506 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ネバリタデ Persicaria viscofera var.viscofera
1507 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ミチヤナギ Polygonum aviculare ssp.aviculare
1508 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 アキノミチヤナギ Polygonum polyneuron
1509 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ホザキニワヤナギ Polygonum ramosissimum
1510 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 スイバ Rumex acetosa
1511 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ヒメスイバ Rumex acetosella ssp.pyrenaicus
1512 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 カギミギシギシ Rumex brownii
1513 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 アレチギシギシ Rumex conglomeratus
1514 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ナガバギシギシ Rumex crispus
1515 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 コギシギシ Rumex dentatus ssp.klotzschianus
1516 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 ギシギシ Rumex japonicus
1517 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ タデ科 エゾノギシギシ Rumex obtusifolius
1518 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ モウセンゴケ科 イシモチソウ Drosera peltata var.nipponica
1519 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ モウセンゴケ科 モウセンゴケ Drosera rotundifolia
1520 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ モウセンゴケ科 コモウセンゴケ Drosera spatulata
1521 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ モウセンゴケ科 トウカイコモウセンゴケ Drosera tokaiensis
1522 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ノミノツヅリ Arenaria serpyllifolia var.serpyllifolia
1523 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ネバリノミノツヅリ Arenaria serpyllifolia var.viscida
1524 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ミミナグサ Cerastium fontanum ssp.  vulgare var.angustifolium

1525 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 オオミミナグサ Cerastium fontanum ssp.vulgare var.vulgare

1526 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 オランダミミナグサ Cerastium glomeratum
1527 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ノハラナデシコ Dianthus armeria
1528 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ハマナデシコ Dianthus japonicus
1529 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 カワラナデシコ Dianthus superbus var.longicalycinus
1530 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 イヌコモチナデシコ Petrorhagia dubia
1531 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ミチバタナデシコ Petrorhagia nanteuilii
1532 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 コモチナデシコ Petrorhagia prolifera
1533 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ヨツバハコベ Polycarpon tetraphyllum
1534 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 キヌイトツメクサ Sagina decumbens
1535 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ツメクサ Sagina japonica
1536 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ハマツメクサ Sagina maxima
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1537 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 サボンソウ Saponaria officinalis
1538 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ムシトリマンテマ Silene antirrhina
1539 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ムシトリナデシコ Silene armeria
1540 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ナンバンハコベ Silene baccifera var.japonica
1541 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 マンテマモドキ Silene dichotoma
1542 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 フシグロ Silene firma
1543 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 シロバナマンテマ Silene gallica var.gallica
1544 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 イタリーマンテマ Silene gallica var.giraldii
1545 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 マンテマ Silene gallica var.quinquevulnera
1546 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 マツヨイセンノウ Silene latifolia ssp.alba
1547 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 フシグロセンノウ Silene miqueliana
1548 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ツキミセンノウ Silene noctiflora
1549 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ツキミマンテマ Silene nocturna
1550 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 サクラマンテマ Silene pendula
1551 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ノハラツメクサ Spergula arvensis var.arvensis
1552 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 オオツメクサ Spergula arvensis var.sativa
1553 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ウシオツメクサ Spergularia marina
1554 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ウスベニツメクサ Spergularia rubra
1555 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ウシハコベ Stellaria aquatica
1556 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 サワハコベ Stellaria diversiflora var.diversiflora
1557 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 コハコベ Stellaria media
1558 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 オオヤマハコベ Stellaria monosperma var.japonica
1559 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ミドリハコベ Stellaria neglecta
1560 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 イヌコハコベ Stellaria pallida
1561 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ミヤマハコベ Stellaria sessiliflora
1562 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 アオハコベ Stellaria uchiyamana var.apetala
1563 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ナデシコ科 ノミノフスマ Stellaria uliginosa var.undulata
1564 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 イノコヅチ Achyranthes bidentata var.japonica
1565 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ヒナタイノコヅチ Achyranthes bidentata var.tomentosa
1566 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ホソバツルノゲイトウ Alternanthera denticulata
1567 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ナガエツルノゲイトウ Alternanthera philoxeroides
1568 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 マルバツルノゲイトウ Alternanthera pungens
1569 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ツルノゲイトウ Alternanthera sessilis
1570 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ヒメシロビユ Amaranthus albus
1571 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ヒメアオゲイトウ Amaranthus arenicola
1572 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 イヌビユ Amaranthus blitum
1573 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ハイビユ Amaranthus deflexus
1574 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ホソアオゲイトウ Amaranthus hybridus
1575 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 オオホナガアオゲイトウ Amaranthus palmeri
1576 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ホナガアオゲイトウ Amaranthus powellii
1577 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 アオゲイトウ Amaranthus retroflexus
1578 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ハリビユ Amaranthus spinosus
1579 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ヒユ Amaranthus tricolor var.mangostanus
1580 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ホナガイヌビユ Amaranthus viridis
1581 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ホコガタアカザ Atriplex prostrata
1582 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ノゲイトウ Celosia argentea
1583 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ミナトアカザ Chenopodiastrum murale
1584 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 マルバアカザ Chenopodium acuminatum var.acuminatum
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1585 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 シロザ Chenopodium album var.album
1586 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 アカザ Chenopodium album var.centrorubrum

1587 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 コアカザ Chenopodium ficifolium
1588 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ホソバアカザ Chenopodium stenophyllum
1589 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 アリタソウ Dysphania ambrosioides
1590 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 アメリカアリタソウ Dysphania anthelmintica
1591 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 ウラジロアカザ Oxybasis glauca
1592 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヒユ科 オカヒジキ Salsola komarovii
1593 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ハマミズナ科 ツルナ Tetragonia tetragonoides
1594 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヤマゴボウ科 ヤマゴボウ Phytolacca acinosa
1595 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヤマゴボウ科 ヨウシュヤマゴボウ Phytolacca americana
1596 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ヤマゴボウ科 マルミノヤマゴボウ Phytolacca japonica
1597 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ オシロイバナ科 オシロイバナ Mirabilis jalapa
1598 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ザクロソウ科 クルマバザクロソウ Mollugo verticillata
1599 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ザクロソウ科 ザクロソウ Trigastrotheca stricta
1600 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ツルムラサキ科 アカザカズラ Anredera cordifolia
1601 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ ハゼラン科 ハゼラン Talinum paniculatum
1602 真正双⼦葉類 ナデシコ⽬ スベリヒユ科 スベリヒユ Portulaca oleracea
1603 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ ミズキ科 ウリノキ Alangium platanifolium f.macrophyllum

1604 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ ミズキ科 ミズキ Cornus controversa var.controversa
1605 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ ミズキ科 ヤマボウシ Cornus kousa ssp.kousa
1606 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ ミズキ科 クマノミズキ Cornus macrophylla
1607 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ アジサイ科 ツルアジサイ Calyptranthe petiolaris
1608 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ アジサイ科 クサアジサイ Cardiandra alternifolia var.alternifolia
1609 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ アジサイ科 ウツギ Deutzia crenata var.crenata
1610 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ アジサイ科 ウラジロウツギ Deutzia maximowicziana
1611 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ アジサイ科 マルバウツギ Deutzia scabra var.scabra
1612 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ アジサイ科 ノリウツギ Heteromalla paniculata
1613 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ アジサイ科 アマギコアジサイ Hortensia x amagiana
1614 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ アジサイ科 コアジサイ Hortensia hirta
1615 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ アジサイ科 コガクウツギ Hortensia luteovenosa var.luteovenosa
1616 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ アジサイ科 ヤマアジサイ Hortensia serrata var.serrata
1617 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ アジサイ科 シチダンカ Hydrangea serrata var.serrata f.prolifera

1618 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ アジサイ科 バイカウツギ Philadelphus satsumi
1619 真正双⼦葉類 ミズキ⽬ アジサイ科 イワガラミ Schizophragma hydrangeoides
1620 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツリフネソウ科 キツリフネ Impatiens noli-tangere
1621 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツリフネソウ科 ツリフネソウ Impatiens textorii
1622 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ サカキ科 サカキ Cleyera japonica
1623 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ サカキ科 ヒサカキ Eurya japonica
1624 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ サカキ科 モッコク Ternstroemia gymnanthera
1625 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ カキノキ科 カキノキ Diospyros kaki var.kaki
1626 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ カキノキ科 マメガキ Diospyros lotus
1627 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ カキノキ科 トキワガキ Diospyros morrisiana
1628 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ サクラソウ科 ルリハコベ Anagallis arvensis f.coerulea
1629 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ サクラソウ科 アカバナルリハコベ Anagallis arvensis f.arvensis
1630 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ サクラソウ科 マンリョウ Ardisia crenata
1631 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ サクラソウ科 カラタチバナ Ardisia crispa var.crispa
1632 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ サクラソウ科 ヤブコウジ Ardisia japonica var.japonica
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1633 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ サクラソウ科 ギンレイカ Lysimachia acroadenia
1634 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ サクラソウ科 オカトラノオ Lysimachia clethroides
1635 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ サクラソウ科 ヌマトラノオ Lysimachia fortunei
1636 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ サクラソウ科 コナスビ Lysimachia japonica
1637 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ サクラソウ科 ハマボッス Lysimachia mauritiana var.mauritiana
1638 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ サクラソウ科 クサレダマ Lysimachia vulgaris ssp.davurica
1639 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ サクラソウ科 イズセンリョウ Maesa japonica
1640 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ サクラソウ科 タイミンタチバナ Myrsine seguinii
1641 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツバキ科 ヤブツバキ Camellia japonica
1642 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツバキ科 チャノキ Camellia sinensis var.sinensis
1643 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツバキ科 ナツツバキ Stewartia pseudocamellia
1644 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ハイノキ科 タンナサワフタギ Symplocos coreana
1645 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ハイノキ科 クロキ Symplocos kuroki
1646 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ハイノキ科 クロバイ Symplocos prunifolia var.prunifolia
1647 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ イワウメ科 オオイワカガミ Schizocodon soldanelloides var.magnus

1648 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ エゴノキ科 オオバアサガラ Pterostyrax hispidus
1649 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ エゴノキ科 エゴノキ Styrax japonicus
1650 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ エゴノキ科 ハクウンボク Styrax obassia
1651 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ マタタビ科 サルナシ Actinidia arguta var.arguta
1652 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ マタタビ科 ウラジロマタタビ Actinidia arguta var.hypoleuca
1653 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ マタタビ科 キウイフルーツ Actinidia deliciosa
1654 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ マタタビ科 マタタビ Actinidia polygama
1655 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ リョウブ科 リョウブ Clethra barbinervis
1656 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 ウメガサソウ Chimaphila japonica
1657 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 ホツツジ Elliottia paniculata
1658 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 サラサドウダン Enkianthus campanulatus var.campanulatus

1659 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 シロドウダン Enkianthus cernuus
1660 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 ベニドウダン Enkianthus cernuus f.rubens
1661 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 イワナシ Epigaea asiatica
1662 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 シャクジョウソウ Hypopitys monotropa
1663 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 ネジキ Lyonia ovalifolia var.elliptica
1664 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 ギンリョウソウモドキ Monotropa uniflora
1665 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 ギンリョウソウ Monotropastrum humile
1666 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 アセビ Pieris japonica ssp.japonica var.japonica

1667 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 イチヤクソウ Pyrola japonica var.japonica
1668 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 マルバノイチヤクソウ Pyrola nephrophylla
1669 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 ツリガネツツジ Rhododendron benhallii
1670 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 サツキ Rhododendron indicum
1671 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 ホンシャクナゲ  Rhododendron japonoheptamerum var.hondoense

1672 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 ヤマツツジ Rhododendron kaempferi var.kaempferi

1673 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 ヒカゲツツジ Rhododendron keiskei var.keiskei
1674 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 ダイセンミツバツツジ Rhododendron lagopus var.lagopus
1675 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 ユキグニミツバツツジ Rhododendron lagopus var.niphophilum

1676 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 モチツツジ Rhododendron macrosepalum
1677 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 シロヤシオ Rhododendron quinquefolium
1678 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 コバノミツバツツジ Rhododendron reticulatum
1679 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 バイカツツジ Rhododendron semibarbatum
1680 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 シロバナウンゼンツツジ Rhododendron serpyllifolium var.albiflorum
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1681 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 ミヤコツツジ Rhododendron x tectum
1682 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 シャシャンボ Vaccinium bracteatum
1683 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 コウスノキ Vaccinium hirtum var.hirtum
1684 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 アクシバ Vaccinium japonicum var.japonicum
1685 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 ナツハゼ Vaccinium oldhamii
1686 真正双⼦葉類 ツツジ⽬ ツツジ科 カンサイスノキ Vaccinium smallii var.versicolor
1687 真正双⼦葉類 アオキ⽬ アオキ科 アオキ Aucuba japonica var.japonica
1688 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 ホソバオオアリドオシ Damnacanthus indicus var.lancifolius
1689 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 オオアリドオシ Damnacanthus indicus var.major
1690 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 メリケンムグラ Diodia virginiana
1691 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 ヒメヨツバムグラ Galium gracilens
1692 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 キクムグラ Galium kikumugura
1693 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 キヌタソウ Galium kinuta
1694 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 ヤマムグラ Galium pogonanthum
1695 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 ケナシヤマムグラ Galium pogonanthum f.nudiflorum
1696 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 オオヤマムグラ Galium pogonanthum var.trichopetalum

1697 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 オオバノヤエムグラ Galium pseudoasprellum
1698 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 ヤエムグラ Galium spurium var.echinospermon
1699 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 ヨツバムグラ Galium trachyspermum
1700 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 ホソバノヨツバムグラ Galium trifidum ssp.columbianum
1701 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 オククルマムグラ Galium trifloriforme
1702 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 キバナカワラマツバ Galium verum ssp.asiaticum
1703 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 カワラマツバ Galium verum ssp.asiaticum f.lacteum
1704 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 クチナシ Gardenia jasminoides
1705 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 オオフタバムグラ Hexasepalum teres
1706 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 ツルアリドオシ Mitchella undulata
1707 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 ハシカグサ Neanotis hirsuta
1708 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 フタバムグラ Oldenlandia brachypoda
1709 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 タマザキフタバムグラ Oldenlandia corymbosa
1710 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 サツマイナモリ Ophiorrhiza japonica
1711 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 ヘクソカズラ Paederia foetida
1712 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 イナモリソウ Pseudopyxis depressa
1713 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 シロバナイナモリソウ Pseudopyxis heterophylla
1714 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 アカネ Rubia argyi
1715 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 ハナヤエムグラ Sherardia arvensis
1716 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ アカネ科 カギカズラ Uncaria rhynchophylla
1717 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ リンドウ科 ハナハマセンブリ Centaurium tenuiflorum
1718 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ リンドウ科 ホソバリンドウ Gentiana scabra var.buergeri f.stenophylla

1719 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ リンドウ科 リンドウ Gentiana scabra var.buergeri
1720 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ リンドウ科 フデリンドウ Gentiana zollingeri
1721 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ リンドウ科 アケボノソウ Swertia bimaculata
1722 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ リンドウ科 センブリ Swertia japonica
1723 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ リンドウ科 ムラサキセンブリ Swertia pseudochinensis
1724 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ リンドウ科 イヌセンブリ Swertia tosaensis
1725 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ リンドウ科 ツルリンドウ Tripterospermum japonicum
1726 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ マチン科 ホウライカズラ Gardneria nutans
1727 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ マチン科 アイナエ Mitrasacme pygmaea
1728 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ キョウチクトウ科 イケマ Cynanchum caudatum
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1729 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ キョウチクトウ科 シロバナクサナギオゴケ Cynanchum katoi f.albescens
1730 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ キョウチクトウ科 コイケマ Cynanchum wilfordii
1731 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ キョウチクトウ科 キジョラン Marsdenia tomentosa
1732 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ キョウチクトウ科 ガガイモ Metaplexis japonica
1733 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ キョウチクトウ科 テイカカズラ Trachelospermum asiaticum
1734 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ キョウチクトウ科 ケテイカカズラ Trachelospermum jasminoides var.pubescens

1735 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ キョウチクトウ科 ツルニチニチソウ Vinca major
1736 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ キョウチクトウ科 オオカモメヅル Vincetoxicum aristolochioides
1737 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ キョウチクトウ科 フナバラソウ Vincetoxicum atratum
1738 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ キョウチクトウ科 コカモメヅル Vincetoxicum floribundum
1739 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ キョウチクトウ科 タチカモメヅル Vincetoxicum glabrum
1740 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ キョウチクトウ科 クサナギオゴケ Vincetoxicum katoi
1741 真正双⼦葉類 リンドウ⽬ キョウチクトウ科 スズサイコ Vincetoxicum pycnostelma
1742 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 コヒルガオ Calystegia hederacea
1743 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 アイノコヒルガオ Calystegia hederacea x pubescens
1744 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 ヒルガオ Calystegia pubescens
1745 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 ハマヒルガオ Calystegia soldanella
1746 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 セイヨウヒルガオ Convolvulus arvensis
1747 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 ヒメムラダチヒルガオ Convolvulus pilosellifolius
1748 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 アメリカネナシカズラ Cuscuta campestris
1749 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 ネナシカズラ Cuscuta japonica
1750 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 カロリナアオイゴケ Dichondra carolinensis
1751 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 アオイゴケ Dichondra micrantha
1752 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 マルバルコウ Ipomoea coccinea
1753 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 アメリカアサガオ Ipomoea hederacea
1754 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 マルバアメリカアサガオ Ipomoea hederacea var.integriuscula
1755 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 マメアサガオ Ipomoea lacunosa
1756 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 ベニバナマメアサガオ Ipomoea lacunosa f.purpurata
1757 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 アサガオ Ipomoea nil
1758 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 マルバアサガオ Ipomoea purpurea
1759 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 ホシアサガオ Ipomoea triloba
1760 真正双⼦葉類 ナス⽬ ヒルガオ科 モミジルコウ Quamoclit x multifida
1761 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 ヤマホオズキ Archiphysalis chamaesarachoides
1762 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 ヨウシュチョウセンアサガオ Datura stramonium
1763 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 ケチョウセンアサガオ Datura wrightii
1764 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 クコ Lycium chinense
1765 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 イガホオズキ Physaliastrum echinatum
1766 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 ホオズキ Physalis alkekengi var.franchetii
1767 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 ショクヨウホオズキ Physalis grisea
1768 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 テリミノイヌホオズキ Solanum americanum
1769 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 キンギンナスビ Solanum capsicoides
1770 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 ワルナスビ Solanum carolinense
1771 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 ヤマホロシ Solanum japonense
1772 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 ヒヨドリジョウゴ Solanum lyratum
1773 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 マルバノホロシ Solanum maximowiczii
1774 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 オオイヌホオズキ Solanum nigrescens
1775 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 イヌホオズキ Solanum nigrum
1776 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 アメリカイヌホオズキ Solanum ptychanthum
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1777 真正双⼦葉類 ナス⽬ ナス科 ハダカホオズキ Tubocapsicum anomalum
1778 真正双⼦葉類 ムラサキ⽬ ムラサキ科 ホタルカズラ Aegonychon zollingeri
1779 真正双⼦葉類 ムラサキ⽬ ムラサキ科 ハナイバナ Bothriospermum zeylanicum
1780 真正双⼦葉類 ムラサキ⽬ ムラサキ科 オニルリソウ Cynoglossum asperrimum
1781 真正双⼦葉類 ムラサキ⽬ ムラサキ科 ノムラサキ Lappula squarrosa
1782 真正双⼦葉類 ムラサキ⽬ ムラサキ科 ムラサキ Lithospermum murasaki
1783 真正双⼦葉類 ムラサキ⽬ ムラサキ科 ノハラムラサキ Myosotis arvensis
1784 真正双⼦葉類 ムラサキ⽬ ムラサキ科 ヤマルリソウ Nihon japonicum
1785 真正双⼦葉類 ムラサキ⽬ ムラサキ科 ヒレハリソウ Symphytum officinale
1786 真正双⼦葉類 ムラサキ⽬ ムラサキ科 ミズタビラコ Trigonotis brevipes
1787 真正双⼦葉類 ムラサキ⽬ ムラサキ科 キュウリグサ Trigonotis peduncularis
1788 真正双⼦葉類 シソ⽬ モクセイ科 マルバアオダモ Fraxinus sieboldiana
1789 真正双⼦葉類 シソ⽬ モクセイ科 ネズミモチ Ligustrum japonicum var.japonicum
1790 真正双⼦葉類 シソ⽬ モクセイ科 トウネズミモチ Ligustrum lucidum
1791 真正双⼦葉類 シソ⽬ モクセイ科 セッツイボタ Ligustrum obtusifolium f.leiocalyx
1792 真正双⼦葉類 シソ⽬ モクセイ科 イボタノキ Ligustrum obtusifolium ssp.obtusifolium

1793 真正双⼦葉類 シソ⽬ モクセイ科 オオバイボタ Ligustrum ovalifolium var.ovalifolium
1794 真正双⼦葉類 シソ⽬ モクセイ科 シナイボタ Ligustrum sinense
1795 真正双⼦葉類 シソ⽬ モクセイ科 ヒイラギ Osmanthus heterophyllus
1796 真正双⼦葉類 シソ⽬ イワタバコ科 イワタバコ Conandron ramondioides var.ramondioides

1797 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 ウキアゼナ Bacopa rotundifolia
1798 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 ミズハコベ Callitriche palustris
1799 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 ツタバウンラン Cymbalaria muralis
1800 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 サワトウガラシ Deinostema violaceum
1801 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 アブノメ Dopatrium junceum
1802 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 シソクサ Limnophila aromatica
1803 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 キクモ Limnophila sessiliflora
1804 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 ウンラン Linaria japonica
1805 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 ヒメキンギョソウ Linaria maroccana
1806 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 ホソバウンラン Linaria vulgaris
1807 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 マツバウンラン Nuttallanthus canadensis
1808 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 オオマツバウンラン Nuttallanthus texanus
1809 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 オオバコ Plantago asiatica var.asiatica
1810 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 ムジナオオバコ Plantago depressa
1811 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 ヘラオオバコ Plantago lanceolata
1812 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 セイヨウオオバコ Plantago major
1813 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 ツボミオオバコ Plantago virginica
1814 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 オオカワヂシャ Veronica anagallis-aquatica
1815 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 タチイヌノフグリ Veronica arvensis
1816 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 フラサバソウ Veronica hederifolia
1817 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 ムシクサ Veronica peregrina
1818 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 オオイヌノフグリ Veronica persica
1819 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 イヌノフグリ Veronica polita
1820 真正双⼦葉類 シソ⽬ オオバコ科 カワヂシャ Veronica undulata
1821 真正双⼦葉類 シソ⽬ ゴマノハグサ科 フサフジウツギ Buddleja davidii
1822 真正双⼦葉類 シソ⽬ ゴマノハグサ科 フジウツギ Buddleja japonica
1823 真正双⼦葉類 シソ⽬ ゴマノハグサ科 ゴマノハグサ Scrophularia buergeriana
1824 真正双⼦葉類 シソ⽬ ゴマノハグサ科 モウズイカ Verbascum blattaria
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1825 真正双⼦葉類 シソ⽬ ゴマノハグサ科 ビロードモウズイカ Verbascum thapsus
1826 真正双⼦葉類 シソ⽬ ゴマノハグサ科 アレチモウズイカ Verbascum virgatum
1827 真正双⼦葉類 シソ⽬ アゼナ科 エダウチスズメノトウガラシ Bonnaya grandiflora
1828 真正双⼦葉類 シソ⽬ アゼナ科 ヒロハスズメノトウガラシ Bonnaya verbenifolia
1829 真正双⼦葉類 シソ⽬ アゼナ科 ヒメアメリカアゼナ Lindernia anagallidea
1830 真正双⼦葉類 シソ⽬ アゼナ科 アメリカアゼナ Lindernia dubia  ssp.major
1831 真正双⼦葉類 シソ⽬ アゼナ科 アゼナ Lindernia procumbens
1832 真正双⼦葉類 シソ⽬ アゼナ科 タケトアゼナ Lindernia dubia  ssp.dubia
1833 真正双⼦葉類 シソ⽬ アゼナ科 ウリクサ Torenia crustacea
1834 真正双⼦葉類 シソ⽬ アゼナ科 アゼトウガラシ Vandellia micrantha
1835 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 カワミドリ Agastache rugosa
1836 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 キランソウ Ajuga decumbens
1837 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ジュウニヒトエ Ajuga nipponensis
1838 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ツクバキンモンソウ Ajuga yesoensis var.tsukubana
1839 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 コムラサキ Callicarpa dichotoma
1840 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ムラサキシキブ Callicarpa japonica var.japonica
1841 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ヤブムラサキ Callicarpa mollis
1842 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 イヌムラサキシキブ Callicarpa x shirasawana
1843 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 タニジャコウソウ Chelonopsis longipes
1844 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ジャコウソウ Chelonopsis moschata
1845 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 クサギ Clerodendrum trichotomum
1846 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ヤマクルマバナ Clinopodium chinense ssp.glabrescens
1847 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 クルマバナ Clinopodium coreanum ssp.coreanum
1848 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 トウバナ Clinopodium gracile
1849 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 イヌトウバナ Clinopodium micranthum var.micranthum

1850 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ヤマトウバナ Clinopodium multicaule var.multicaule
1851 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ミカエリソウ Comanthosphace stellipila var.stellipila
1852 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ナギナタコウジュ Elsholtzia ciliata
1853 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 カキドオシ Glechoma hederacea ssp.grandis
1854 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ニオイニガクサ Hyptis suaveolens
1855 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ヤマハッカ Isodon inflexus
1856 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ヒキオコシ Isodon japonicus
1857 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 アキチョウジ Isodon longitubus
1858 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 シロバナノアキチョウジ Isodon longitubus f.albiflorus
1859 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 クロバナヒキオコシ Isodon trichocarpus
1860 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 オドリコソウ Lamium album var.barbatum
1861 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ホトケノザ Lamium amplexicaule
1862 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ヒメオドリコソウ Lamium purpureum
1863 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 メハジキ Leonurus japonicus
1864 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 キセワタ Leonurus macranthus
1865 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 マネキグサ Loxocalyx ambiguus
1866 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 コシロネ Lycopus cavaleriei
1867 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 シロネ Lycopus lucidus
1868 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ヒメシロネ Lycopus maackianus
1869 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ラショウモンカズラ Meehania urticifolia
1870 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ハッカ Mentha canadensis
1871 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 アメリカハッカ Mentha x gentilis
1872 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 コショウハッカ Mentha x piperita
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1873 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 メグサハッカ Mentha pulegium
1874 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 オランダハッカ Mentha spicata
1875 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 マルバハッカ Mentha suaveolens
1876 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ヒメジソ Mosla dianthera
1877 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 シラゲヒメジソ Mosla hirta
1878 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ヤマジソ Mosla japonica
1879 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 イヌコウジュ Mosla scabra
1880 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 レモンエゴマ Perilla citriodora
1881 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 シソ Perilla frutescens var.crispa
1882 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 エゴマ Perilla frutescens var.frutescens
1883 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 トラノオジソ Perilla hirtella
1884 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 セトエゴマ Perillula setoensis
1885 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ハナトラノオ Physostegia virginiana
1886 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ウツボグサ Prunella vulgaris ssp.asiatica
1887 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 シロバナウツボグサ Prunella vulgaris ssp.asiatica f.albiflora

1888 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 アキノタムラソウ Salvia japonica
1889 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 キバナアキギリ Salvia nipponica var.nipponica
1890 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 オカタツナミソウ Scutellaria brachyspica
1891 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 タツナミソウ Scutellaria indica var.indica
1892 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 コバノタツナミ Scutellaria indica var.parvifolia
1893 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 イガタツナミソウ Scutellaria kurokawae
1894 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 トウゴクシソバタツナミ Scutellaria laeteviolacea var.abbreviata

1895 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ヤマタツナミソウ Scutellaria pekinensis var.transitra
1896 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ミヤマナミキ Scutellaria shikokiana var.shikokiana
1897 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ヤブチョロギ Stachys arvensis
1898 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 イヌゴマ Stachys aspera var.hispidula
1899 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ニガクサ Teucrium japonicum
1900 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ツルニガクサ Teucrium viscidum var.miquelianum
1901 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 カリガネソウ Tripora divaricata
1902 真正双⼦葉類 シソ⽬ シソ科 ハマゴウ Vitex rotundifolia
1903 真正双⼦葉類 シソ⽬ サギゴケ科 ムラサキサギゴケ Mazus miquelii
1904 真正双⼦葉類 シソ⽬ サギゴケ科 トキワハゼ Mazus pumilus
1905 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハエドクソウ科 ミゾホオズキ Mimulus nepalensis
1906 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハエドクソウ科 ハエドクソウ Phryma nana
1907 真正双⼦葉類 シソ⽬ キリ科 キリ Paulownia tomentosa
1908 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハマウツボ科 ナンバンギセル Aeginetia indica
1909 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハマウツボ科 オオナンバンギセル Aeginetia sinensis
1910 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハマウツボ科 アメリカウンランモドキ Agalinis heterophylla
1911 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハマウツボ科 ゴマクサ Centranthera cochinchinensis var.lutea
1912 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハマウツボ科 シコクママコナ Melampyrum laxum var.laxum
1913 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハマウツボ科 ママコナ Melampyrum roseum var.japonicum
1914 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハマウツボ科 ツシマママコナ Melampyrum roseum var.roseum
1915 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハマウツボ科 クチナシグサ Monochasma sheareri
1916 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハマウツボ科 ハマウツボ Orobanche coerulescens
1917 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハマウツボ科 セイヨウヒキヨモギ Parentucellia viscosa
1918 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハマウツボ科 シオガマギク  Pedicularis resupinata ssp.oppositifolia var.oppositifolia

1919 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハマウツボ科 キヨスミウツボ Phacellanthus tubiflorus
1920 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハマウツボ科 コシオガマ Phtheirospermum japonicum
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1921 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハマウツボ科 ヒキヨモギ Siphonostegia chinensis
1922 真正双⼦葉類 シソ⽬ ハマウツボ科 オオヒキヨモギ Siphonostegia laeta
1923 真正双⼦葉類 シソ⽬ タヌキモ科 ノタヌキモ Utricularia aurea
1924 真正双⼦葉類 シソ⽬ タヌキモ科 イヌタヌキモ Utricularia australis
1925 真正双⼦葉類 シソ⽬ タヌキモ科 ミミカキグサ Utricularia bifida
1926 真正双⼦葉類 シソ⽬ タヌキモ科 ホザキノミミカキグサ Utricularia caerulea
1927 真正双⼦葉類 シソ⽬ タヌキモ科 ミカワタヌキモ Utricularia exoleta
1928 真正双⼦葉類 シソ⽬ タヌキモ科 オオバナイトタヌキモ Utricularia gibba
1929 真正双⼦葉類 シソ⽬ タヌキモ科 エフクレタヌキモ Utricularia inflata
1930 真正双⼦葉類 シソ⽬ タヌキモ科 ヒメタヌキモ Utricularia minor
1931 真正双⼦葉類 シソ⽬ タヌキモ科 ムラサキミミカキグサ Utricularia uliginosa
1932 真正双⼦葉類 シソ⽬ キツネノマゴ科 オギノツメ Hygrophila ringens
1933 真正双⼦葉類 シソ⽬ キツネノマゴ科 キツネノマゴ Justicia procumbens var.procumbens
1934 真正双⼦葉類 シソ⽬ キツネノマゴ科 ハグロソウ Peristrophe japonica
1935 真正双⼦葉類 シソ⽬ ノウゼンカズラ科 ノウゼンカズラ Campsis grandiflora
1936 真正双⼦葉類 シソ⽬ ノウゼンカズラ科 キササゲ Catalpa ovata
1937 真正双⼦葉類 シソ⽬ クマツヅラ科 シチヘンゲ Lantana camara ssp.aculeata
1938 真正双⼦葉類 シソ⽬ クマツヅラ科 コバノランタナ Lantana montevidensis
1939 真正双⼦葉類 シソ⽬ クマツヅラ科 ヒメイワダレソウ Phyla nodiflora var.minor
1940 真正双⼦葉類 シソ⽬ クマツヅラ科 ヤナギハナガサ Verbena bonariensis
1941 真正双⼦葉類 シソ⽬ クマツヅラ科 アレチハナガサ Verbena brasiliensis
1942 真正双⼦葉類 シソ⽬ クマツヅラ科 ダキバアレチハナガサ Verbena incompta
1943 真正双⼦葉類 シソ⽬ クマツヅラ科 ハマクマツヅラ Verbena litoralis
1944 真正双⼦葉類 シソ⽬ クマツヅラ科 クマツヅラ Verbena officinalis
1945 真正双⼦葉類 シソ⽬ クマツヅラ科 ハナガサモドキ Verbena urticifolia
1946 真正双⼦葉類 モチノキ⽬ ハナイカダ科 ハナイカダ Helwingia japonica ssp.japonica var.japonica

1947 真正双⼦葉類 モチノキ⽬ ハナイカダ科 コバノハナイカダ Helwingia japonica ssp.japonica var.parvifolia

1948 真正双⼦葉類 モチノキ⽬ モチノキ科 ナナミノキ Ilex chinensis
1949 真正双⼦葉類 モチノキ⽬ モチノキ科 イヌツゲ Ilex crenata var.crenata
1950 真正双⼦葉類 モチノキ⽬ モチノキ科 フウリンウメモドキ Ilex geniculata var.geniculata
1951 真正双⼦葉類 モチノキ⽬ モチノキ科 モチノキ Ilex integra
1952 真正双⼦葉類 モチノキ⽬ モチノキ科 タラヨウ Ilex latifolia
1953 真正双⼦葉類 モチノキ⽬ モチノキ科 アオハダ Ilex macropoda
1954 真正双⼦葉類 モチノキ⽬ モチノキ科 タマミズキ Ilex micrococca
1955 真正双⼦葉類 モチノキ⽬ モチノキ科 ソヨゴ Ilex pedunculosa
1956 真正双⼦葉類 モチノキ⽬ モチノキ科 クロガネモチ Ilex rotunda
1957 真正双⼦葉類 モチノキ⽬ モチノキ科 ウメモドキ Ilex serrata
1958 真正双⼦葉類 モチノキ⽬ モチノキ科 イヌウメモドキ Ilex serrata f.argutidens
1959 真正双⼦葉類 モチノキ⽬ モチノキ科 クロソヨゴ Ilex sugerokii var.sugerokii
1960 真正双⼦葉類 キク⽬ キキョウ科 ツリガネニンジン Adenophora triphylla var.japonica
1961 真正双⼦葉類 キク⽬ キキョウ科 ホタルブクロ Campanula punctata var.punctata
1962 真正双⼦葉類 キク⽬ キキョウ科 ツルニンジン Codonopsis lanceolata
1963 真正双⼦葉類 キク⽬ キキョウ科 ミゾカクシ Lobelia chinensis
1964 真正双⼦葉類 キク⽬ キキョウ科 サワギキョウ Lobelia sessilifolia
1965 真正双⼦葉類 キク⽬ キキョウ科 タニギキョウ Peracarpa carnosa var.carnosa
1966 真正双⼦葉類 キク⽬ キキョウ科 キキョウ Platycodon grandiflorus
1967 真正双⼦葉類 キク⽬ キキョウ科 ヒナキキョウソウ Triodanis biflora
1968 真正双⼦葉類 キク⽬ キキョウ科 キキョウソウ Triodanis perfoliata
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1969 真正双⼦葉類 キク⽬ キキョウ科 ヒナギキョウ Wahlenbergia marginata
1970 真正双⼦葉類 キク⽬ ミツガシワ科 ヒメシロアサザ Nymphoides coreana
1971 真正双⼦葉類 キク⽬ ミツガシワ科 ガガブタ Nymphoides indica
1972 真正双⼦葉類 キク⽬ ミツガシワ科 アサザ Nymphoides peltata
1973 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 セイヨウノコギリソウ Achillea millefolium
1974 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヌマダイコン Adenostemma lavenia
1975 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 キッコウハグマ Ainsliaea apiculata
1976 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 テイショウソウ Ainsliaea cordifolia
1977 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ブタクサ Ambrosia artemisiifolia
1978 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ブタクサモドキ Ambrosia psilostachya
1979 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オオブタクサ Ambrosia trifida
1980 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ホソバノヤマハハコ Anaphalis margaritacea ssp.  margaritacea var.angustifolia

1981 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 キゾメカミツレ Anthemis arvensis
1982 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 カミツレモドキ Anthemis cotula
1983 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 クソニンジン Artemisia annua
1984 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 カワラヨモギ Artemisia capillaris
1985 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ニシヨモギ Artemisia indica var.indica
1986 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヨモギ Artemisia indica var.maximowiczii
1987 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オトコヨモギ Artemisia japonica ssp.japonica var.japonica

1988 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 イヌヨモギ Artemisia keiskeana
1989 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヒメヨモギ Artemisia lancea
1990 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヒメシオン Aster fastigiatus
1991 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヤマジノギク Aster hispidus var.hispidus
1992 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ユウガギク Aster iinumae
1993 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ケシロヨメナ Aster leiophyllus var.intermedius
1994 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ノコンギク Aster microcephalus var.ovatus
1995 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 サワシロギク Aster rugulosus
1996 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 シュンジュギク Aster savatieri var.pygmaeus
1997 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ミヤマヨメナ Aster savatieri var.savatieri
1998 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 シラヤマギク Aster scaber
1999 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 イナカギク Aster semiamplexicaulis
2000 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 シュウブンソウ Aster verticillatus
2001 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オオユウガギク Aster yomena var.angustifolius
2002 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヨメナ Aster yomena var.yomena
2003 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オケラ Atractylodes ovata
2004 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 コバノセンダングサ Bidens bipinnata
2005 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 センダングサ Bidens biternata
2006 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 アメリカセンダングサ Bidens frondosa
2007 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 コシロノセンダングサ Bidens pilosa var.minor
2008 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 コセンダングサ Bidens pilosa var.pilosa
2009 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オワリセンダングサ Bidens subalterans
2010 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 タウコギ Bidens tripartita
2011 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ミヤマコウモリソウ Cacalia farfaraefolia var.acerina
2012 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヒレアザミ Carduus crispus
2013 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヒメヒレアザミ Carduus pycnocephalus
2014 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヤブタバコ Carpesium abrotanoides
2015 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 コヤブタバコ Carpesium cernuum
2016 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ホソバガンクビソウ Carpesium divaricatum var.abrotanoides
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2017 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ガンクビソウ Carpesium divaricatum var.divaricatum

2018 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ハンジンガンクビソウ Carpesium faberi
2019 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 サジガンクビソウ Carpesium glossophyllum
2020 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヒメガンクビソウ Carpesium rosulatum
2021 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 トキンソウ Centipeda minima
2022 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 シマカンギク Chrysanthemum indicum var.indicum
2023 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ノジギク Chrysanthemum japonense var.japonense

2024 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 リュウノウギク Chrysanthemum makinoi
2025 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 キクニガナ Cichorium intybus
2026 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヒメアザミ Cirsium buergeri
2027 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヒッツキアザミ Cirsium congestissimum
2028 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 モリアザミ Cirsium dipsacolepis
2029 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 タチアザミ Cirsium inundatum
2030 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ノアザミ Cirsium japonicum var.japonicum
2031 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ケショウアザミ Cirsium japonicum var.vestitum
2032 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 キセルアザミ Cirsium sieboldii
2033 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 アメリカオニアザミ Cirsium vulgare
2034 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヨシノアザミ Cirsium yoshinoi
2035 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オオキンケイギク Coreopsis lanceolata
2036 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ハルシャギク Coreopsis tinctoria
2037 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 キバナコスモス Cosmos sulphureus
2038 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 マメカミツレ Cotula australis
2039 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ベニバナボロギク Crassocephalum crepidioides
2040 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヤクシソウ Crepidiastrum denticulatum
2041 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ハナヤクシソウ Crepidiastrum denticulatum f.pinnatipartitum

2042 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヤネタビラコ Crepis tectorum
2043 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 アメリカタカサブロウ Eclipta alba
2044 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 タカサブロウ Eclipta thermalis
2045 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ダンドボロギク Erechtites hieraciifolius var.hieraciifolius

2046 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヒメジョオン Erigeron annuus
2047 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 アレチノギク Erigeron bonariensis
2048 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヒメムカシヨモギ Erigeron canadensis
2049 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ペラペラヨメナ Erigeron karvinskianus
2050 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ハルジオン Erigeron philadelphicus
2051 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヘラバヒメジョオン Erigeron strigosus
2052 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オオアレチノギク Erigeron sumatrensis
2053 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ミツバヒヨドリ Eupatorium chinense var.  simplicifolium f. tripartitum

2054 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 サケバヒヨドリ Eupatorium laciniatum
2055 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 サワヒヨドリ Eupatorium lindleyanum
2056 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヒヨドリバナ（⼆倍体） Eupatorium makinoi var.makinoi
2057 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オオヒヨドリバナ Eupatorium makinoi var.oppositifolium
2058 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 キヌゲチチコグサ Facelis retusa
2059 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ツワブキ Farfugium japonicum var.japonicum
2060 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 コゴメギク Galinsoga parviflora
2061 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ハキダメギク Galinsoga quadriradiata
2062 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 キヅキチチコグサ Gamochaeta argyrinea
2063 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ホソバノチチコグサモドキ Gamochaeta calviceps
2064 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ウラジロチチコグサ Gamochaeta coarctata
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2065 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 チチコグサモドキ Gamochaeta pensylvanica
2066 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ウスベニチチコグサ Gamochaeta purpurea
2067 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 チチコグサ Gnaphalium japonicum
2068 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 イヌキクイモ Helianthus strumosus
2069 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 キクイモ Helianthus tuberosus
2070 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 キツネアザミ Hemisteptia lyrata
2071 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 スイラン Hololeion krameri
2072 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヒメブタナ Hypochaeris glabra
2073 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ブタナ Hypochaeris radicata
2074 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オグルマ Inula britannica ssp.japonica
2075 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 カセンソウ Inula salicina var.asiatica
2076 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ホソバニガナ Ixeridium beauverdianum
2077 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ニガナ Ixeridium dentatum ssp.dentatum
2078 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ハイニガナ Ixeridium dentatum ssp.  dentatum f.stoloniferum

2079 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ハナニガナ Ixeridium dentatum ssp.  nipponicum var.albiflorum

2080 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 タカサゴソウ Ixeris chinensis ssp.strigosa
2081 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オオジシバリ Ixeris japonica
2082 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ノニガナ Ixeris polycephala
2083 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 イワニガナ Ixeris stolonifera
2084 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 アキノノゲシ Lactuca indica var.indica
2085 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヤマニガナ Lactuca raddeana var.elata
2086 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 トゲチシャ Lactuca serriola
2087 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 コオニタビラコ Lapsanastrum apogonoides
2088 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヤブタビラコ Lapsanastrum humile
2089 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 センボンヤリ Leibnitzia anandria
2090 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 フランスギク Leucanthemum vulgare
2091 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オタカラコウ Ligularia fischeri
2092 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ハンカイソウ Ligularia japonica
2093 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 フクオウソウ Nabalus acerifolius
2094 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 サワギク Nemosenecio nikoensis
2095 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ムラサキニガナ Paraprenanthes sororia
2096 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 モミジガサ Parasenecio delphiniifolius
2097 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ウスゲタマブキ Parasenecio farfarifolius var.farfarifolius

2098 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ナガバノコウヤボウキ Pertya glabrescens
2099 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 カシワバハグマ Pertya robusta
2100 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 コウヤボウキ Pertya scandens
2101 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 フキ Petasites japonicus var.japonicus
2102 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 コウゾリナ Picris hieracioides ssp.japonica var.japonica

2103 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 キバナコウリンタンポポ Pilosella caespitosa
2104 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 アイセイタカハハコグサ Pseudognaphalium affine x P. luteoalbum

2105 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ハハコグサ Pseudognaphalium affine
2106 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 アキノハハコグサ Pseudognaphalium hypoleucum
2107 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 セイタカハハコグサ Pseudognaphalium luteoalbum
2108 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 キヌガサギク Rudbeckia hirta
2109 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オオハンゴンソウ Rudbeckia laciniata
2110 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ホクチアザミ Saussurea gracilis
2111 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ミヤコアザミ Saussurea maximowiczii
2112 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 キクアザミ Saussurea ussuriensis
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2113 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ナルトサワギク Senecio madagascariensis
2114 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ノボロギク Senecio vulgaris
2115 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 タムラソウ Serratula coronata ssp.insularis
2116 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 コメナモミ Sigesbeckia glabrescens
2117 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ツクシメナモミ Sigesbeckia orientalis
2118 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 メナモミ Sigesbeckia pubescens
2119 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オオアザミ Silybum marianum
2120 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 セイタカアワダチソウ Solidago altissima
2121 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オオアワダチソウ Solidago gigantea ssp.serotina
2122 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 アキノキリンソウ Solidago virgaurea ssp.asiatica var.asiatica

2123 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 アオヤギバナ Solidago yokusaiana
2124 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 メリケントキンソウ Soliva sessilis
2125 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 アレチノゲシ Sonchus arvensis L. subsp. uliginosus
2126 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 アイノゲシ Sonchus asper x S. oleraceus
2127 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オニノゲシ Sonchus asper
2128 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ノゲシ Sonchus oleraceus
2129 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ウスジロノゲシ Sonchus oleraceus f.lilacina
2130 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 タイワンハチジョウナ Sonchus wightianus
2131 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ユウゼンギク Symphyotrichum novibelgii
2132 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 キダチコンギク Symphyotrichum pilosum
2133 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヒロハホウキギク Symphyotrichum subulatum var.squamatum

2134 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ホウキギク Symphyotrichum subulatum var.subulatum

2135 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヤブレガサ Syneilesis palmata
2136 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ヤブレガサモドキ Syneilesis tagawae
2137 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 ハバヤマボクチ Synurus excelsus
2138 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 キクバヤマボクチ  Synurus palmatopinnatifidus var.palmatopinnatifidus

2139 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 シオザキソウ Tagetes minuta
2140 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 シロバナタンポポ Taraxacum albidum
2141 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 カンサイタンポポ Taraxacum japonicum
2142 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 アカミタンポポ Taraxacum laevigatum
2143 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 セイヨウタンポポ Taraxacum officinale
2144 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 コウリンカ Tephroseris flammea  ssp.glabrifolia
2145 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オカオグルマ Tephroseris integrifolia ssp.kirilowii
2146 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 サワオグルマ Tephroseris pierotii
2147 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オオオナモミ Xanthium occidentale
2148 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 イガオナモミ Xanthium orientale ssp.italicum
2149 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 オナモミ Xanthium strumarium ssp.sibiricum
2150 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 アカオニタビラコ Youngia japonica ssp.elstonii
2151 真正双⼦葉類 キク⽬ キク科 アオオニタビラコ Youngia japonica ssp.japonica
2152 真正双⼦葉類 セリ⽬ トベラ科 トベラ Pittosporum tobira
2153 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 ウド Aralia cordata
2154 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 タラノキ Aralia elata
2155 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 コシアブラ Chengiopanax sciadophylloides
2156 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 カクレミノ Dendropanax trifidus
2157 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 ウラゲウコギ Eleutherococcus spinosus var.nikaianus

2158 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 ヤマウコギ Eleutherococcus spinosus var.spinosus
2159 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 ヤツデ Fatsia japonica var.japonica
2160 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 タカノツメ Gamblea innovans



植物リスト2020
No. 分類 ⽬名 科名 種名 学名

2161 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 セイヨウキヅタ Hedera helix
2162 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 キヅタ Hedera rhombea
2163 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 オオバチドメ Hydrocotyle javanica
2164 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 ノチドメ Hydrocotyle maritima
2165 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 オオチドメ Hydrocotyle ramiflora
2166 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 ブラジルチドメグサ Hydrocotyle ranunculoides
2167 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 チドメグサ Hydrocotyle sibthorpioides
2168 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 ウチワゼニクサ Hydrocotyle verticillata var.triradiata
2169 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 ヒメチドメ Hydrocotyle yabei
2170 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 ケハリギリ Kalopanax septemlobus var.  septemlobus f.maximowiczii

2171 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 ハリギリ Kalopanax septemlobus ssp.septemlobus

2172 真正双⼦葉類 セリ⽬ ウコギ科 トチバニンジン Panax japonicus
2173 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 ノダケ Angelica decursiva
2174 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 ハナビゼリ Angelica inaequalis
2175 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 ハマウド Angelica japonica
2176 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 シラネセンキュウ Angelica polymorpha
2177 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 シシウド Angelica pubescens var.pubescens
2178 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 ミシマサイコ Bupleurum falcatum
2179 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 ツボクサ Centella asiatica
2180 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 セントウソウ Chamaele decumbens
2181 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 ドクゼリ Cicuta virosa
2182 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 コエンドロ Coriandrum sativum
2183 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 ミツバ Cryptotaenia japonica
2184 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 マツバゼリ Cyclospermum leptophyllum
2185 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 ノラニンジン Daucus carota ssp.carota
2186 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 ハマボウフウ Glehnia littoralis
2187 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 ハナウド Heracleum sphondylium ssp.  sphondylium var.nipponicum

2188 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 イブキボウフウ Libanotis coreana
2189 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 セリ Oenanthe javanica ssp.javanica
2190 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 ヤブニンジン Osmorhiza aristata var.aristata
2191 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 ミヤマヤブニンジン Osmorhiza aristata var.montana
2192 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 カワラボウフウ Peucedanum terebinthaceum
2193 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 ウマノミツバ Sanicula chinensis
2194 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 ムカゴニンジン Sium ninsi
2195 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 カノツメソウ Spuriopimpinella calycina
2196 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 ヤブジラミ Torilis japonica
2197 真正双⼦葉類 セリ⽬ セリ科 オヤブジラミ Torilis scabra
2198 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ ガマズミ科 ソクズ Sambucus chinensis var.chinensis
2199 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ ガマズミ科 ニワトコ Sambucus racemosa ssp.  sieboldiana var.sieboldiana

2200 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ ガマズミ科 ガマズミ Viburnum dilatatum
2201 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ ガマズミ科 コバノガマズミ Viburnum erosum
2202 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ ガマズミ科 オオカメノキ Viburnum furcatum
2203 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ ガマズミ科 サンゴジュ Viburnum odoratissimum var.awabuki
2204 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ ガマズミ科 オトコヨウゾメ Viburnum phlebotrichum
2205 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ ガマズミ科 ヤブデマリ Viburnum plicatum var.tomentosum
2206 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ ガマズミ科 ゴマキ Viburnum sieboldii var.sieboldii
2207 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ ガマズミ科 ヤマシグレ Viburnum urceolatum
2208 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ ガマズミ科 ミヤマガマズミ Viburnum wrightii var.wrightii
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2209 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ スイカズラ科 コツクバネウツギ Abelia serrata var.serrata
2210 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ スイカズラ科 ツクバネウツギ Abelia spathulata var.spathulata
2211 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ スイカズラ科 オオツクバネウツギ Abelia tetrasepala
2212 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ スイカズラ科 ウグイスカグラ Lonicera gracilipes var.glabra
2213 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ スイカズラ科 ミヤマウグイスカグラ Lonicera gracilipes var.glandulosa
2214 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ スイカズラ科 ヤマウグイスカグラ Lonicera gracilipes var.gracilipes
2215 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ スイカズラ科 スイカズラ Lonicera japonica
2216 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ スイカズラ科 ヤマヒョウタンボク Lonicera mochidzukiana var.nomurana
2217 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ スイカズラ科 キンキヒョウタンボク Lonicera ramosissima var.kinkiensis
2218 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ スイカズラ科 オミナエシ Patrinia scabiosifolia
2219 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ スイカズラ科 オトコエシ Patrinia villosa
2220 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ スイカズラ科 マツムシソウ Scabiosa japonica
2221 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ スイカズラ科 ツルカノコソウ Valeriana flaccidissima
2222 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ スイカズラ科 ノヂシャ Valerianella locusta
2223 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ スイカズラ科 ヤブウツギ Weigela floribunda
2224 真正双⼦葉類 マツムシソウ⽬ スイカズラ科 タニウツギ Weigela hortensis

5分類 5⽬ 182科 2224種

種名及び配列は原則として「河川⽔辺の国勢調査のための⽣物リスト 令和2年度⽣物リスト」（河川環境データ
ベース 国⼟交通省、2020）に準拠した。
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