
分類群 和名 目名 科名 学名 今回県評価 （2022） 前回評価 （2012）

1 哺乳類 カヤネズミ 齧歯目 ネズミ科 Micromys minutus  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

2 哺乳類 ヤマコウモリ 翼手目 ヒナコウモリ科 Nyctalus aviator  絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

3 哺乳類 ノレンコウモリ 翼手目 ヒナコウモリ科 Myotis bombinus  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

4 哺乳類 アズミトガリネズミ 真無盲腸目 トガリネズミ科 Sorex hosonoi  準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類

5 哺乳類 シントウトガリネズミ 真無盲腸目 トガリネズミ科 Sorex shinto  準絶滅危惧 準絶滅危惧

6 哺乳類 カワネズミ 真無盲腸目 トガリネズミ科 Chimarrogale platycephalus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

7 哺乳類 ニホンモモンガ 齧歯目 リス科 Pteromys momonga  準絶滅危惧 準絶滅危惧

8 哺乳類 ヒメホオヒゲコウモリ 翼手目 ヒナコウモリ科 Myotis ikonnikovi hosonoi  準絶滅危惧 情報不足

9 哺乳類 カグヤコウモリ 翼手目 ヒナコウモリ科 Myotis frater  準絶滅危惧 情報不足

10 哺乳類 ニホンウサギコウモリ 翼手目 ヒナコウモリ科 Plecotus sacrimontis  準絶滅危惧 情報不足

11 哺乳類 オコジョ 食肉目 イタチ科 Mustela erminea nippon  準絶滅危惧 準絶滅危惧

12 哺乳類 ミズラモグラ 真無盲腸目 モグラ科 Euroscaptor mizura  情報不足 準絶滅危惧

13 哺乳類 ヤマネ 齧歯目 ヤマネ科 Glirulus japonicus  情報不足 準絶滅危惧

14 哺乳類 チチブコウモリ 翼手目 ヒナコウモリ科 Barbastella leucomelas  情報不足 情報不足

15 哺乳類 テングコウモリ 翼手目 ヒナコウモリ科 Murina hilgendorfi  情報不足 情報不足

16 哺乳類 ユビナガコウモリ 翼手目 ヒナコウモリ科 Miniopterus fuliginosus  情報不足 指定なし

17 哺乳類 ツキノワグマ 食肉目 クマ科 Ursus thibetanus japonicus  情報不足 情報不足

18 鳥類 シラコバト ハト目 ハト科 Streptopelia decaocto  絶滅危惧ⅠＡ類 情報不足

19 鳥類 オオヨシゴイ ペリカン目 サギ科 Ixobrychus eurhythmus  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧ⅠＡ類

20 鳥類 オオジシギ チドリ目 シギ科 Gallinago hardwickii  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧ⅠＢ類

21 鳥類 イヌワシ タカ目 タカ科 Aquila chrysaetos  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧ⅠＡ類

22 鳥類 ブッポウソウ ブッポウソウ目 ブッポウソウ科 Eurystomus orientalis  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧ⅠＡ類

23 鳥類 チゴモズ スズメ目 モズ科 Lanius tigrinus  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧ⅠＢ類

24 鳥類 アカモズ イモリ目 モズ科 Lanius cristatus  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧ⅠＢ類

25 鳥類 マキノセンニュウ スズメ目 センニュウ科 Locustella lanceolata  絶滅危惧ⅠＡ類 情報不足

26 鳥類 ウズラ キジ目 キジ科 Coturnix japonica  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

27 鳥類 ヒシクイ カモ目 カモ科 Anser fabalis  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

28 鳥類 マガン カモ目 カモ科 Anser albifrons  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

29 鳥類 シノリガモ カモ目 カモ科 Histrionicus histrionicus  絶滅危惧ⅠＢ類 情報不足

30 鳥類 ヨシゴイ ペリカン目 サギ科 Ixobrychus sinensis  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅱ類

31 鳥類 ミゾゴイ ペリカン目 サギ科 Gorsachius goisagi  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅱ類

32 鳥類 ヒクイナ ツル目 クイナ科 Porzana fusca  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

33 鳥類 ツバメチドリ チドリ目 ツバメチドリ科 Glareola maldivarum  絶滅危惧ⅠＢ類 準絶滅危惧

34 鳥類 コアジサシ チドリ目 カモメ科 Sterna albifrons  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

35 鳥類 サシバ タカ目 タカ科 Butastur indicus  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

36 鳥類 クマタカ タカ目 タカ科 Nisaetus nipalensis  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

37 鳥類 コノハズク フクロウ目 フクロウ科 Otus sunia  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

38 鳥類 アカショウビン ブッポウソウ目 カワセミ科 Halcyon coromanda  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

39 鳥類 コシアカツバメ スズメ目 ツバメ科 Hirundo daurica  絶滅危惧ⅠＢ類 情報不足

40 鳥類 コジュリン スズメ目 ホオジロ科 Emberiza yessoensis  絶滅危惧ⅠＢ類 情報不足

41 鳥類 アマサギ ペリカン目 サギ科 Bubulcus ibis  絶滅危惧Ⅱ類 指定なし

42 鳥類 チュウサギ ペリカン目 サギ科 Egretta intermedia  絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

43 鳥類 コサギ ペリカン目 サギ科 Egretta garzetta  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

44 鳥類 ジュウイチ カッコウ目 カッコウ科 Hierococcyx hyperythrus  絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

45 鳥類 ツツドリ カッコウ目 カッコウ科 Cuculus optatus  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

46 鳥類 カッコウ カッコウ目 カッコウ科 Cuculus canorus  絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

47 鳥類 ヨタカ ヨタカ目 ヨタカ科 Caprimulgus indicus  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

48 鳥類 タマシギ チドリ目 タマシギ科 Rostratula benghalensis  絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

49 鳥類 アオバズク フクロウ目 フクロウ科 Ninox scutulata  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

50 鳥類 ヤマセミ ブッポウソウ目 カワセミ科 Megaceryle lugubris  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

51 鳥類 ハヤブサ ハヤブサ目 ハヤブサ科 Falco peregrinus  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

52 鳥類 サンコウチョウ スズメ目 カササギヒタキ科 Terpsiphone atrocaudata  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

53 鳥類 コマドリ スズメ目 ヒタキ科 Luscinia akahige  絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

54 鳥類 オシドリ カモ目 カモ科 Aix galericulata  準絶滅危惧 情報不足

55 鳥類 ゴイサギ ペリカン目 サギ科 Nycticorax nycticorax  準絶滅危惧 指定なし

56 鳥類 ササゴイ ペリカン目 サギ科 Butorides striata  準絶滅危惧 指定なし

57 鳥類 クイナ ツル目 クイナ科 Rallus aquaticus  準絶滅危惧 情報不足

58 鳥類 ハリオアマツバメ アマツバメ目 アマツバメ科 Hirundapus caudacutus  準絶滅危惧 情報不足

59 鳥類 イカルチドリ チドリ目 チドリ科 Charadrius placidus  準絶滅危惧 準絶滅危惧
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60 鳥類 シロチドリ チドリ目 チドリ科 Charadrius alexandrinus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

61 鳥類 イソシギ チドリ目 シギ科 Actitis hypoleucos  準絶滅危惧 指定なし

62 鳥類 ハチクマ タカ目 タカ科 Pernis ptilorhynchus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

63 鳥類 ハイタカ タカ目 タカ科 Accipiter nisus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

64 鳥類 オオタカ タカ目 タカ科 Accipiter gentilis  準絶滅危惧 準絶滅危惧

65 鳥類 フクロウ フクロウ目 フクロウ科 Strix uralensis  準絶滅危惧 準絶滅危惧

66 鳥類 アリスイ キツツキ目 キツツキ科 Jynx torquilla  準絶滅危惧 情報不足

67 鳥類 オオアカゲラ キツツキ目 キツツキ科 Dendrocopos leucotos  準絶滅危惧 情報不足

68 鳥類 サンショウクイ スズメ目 サンショウクイ科 Pericrocotus divaricatus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

69 鳥類 オナガ スズメ目 カラス科 Cyanopica cyanus  準絶滅危惧 指定なし

70 鳥類 コヨシキリ スズメ目 ヨシキリ科 Acrocephalus bistrigiceps  準絶滅危惧 情報不足

71 鳥類 キバシリ スズメ目 キバシリ科 Certhia familiaris  準絶滅危惧 情報不足

72 鳥類 マミジロ スズメ目 ヒタキ科 Zoothera sibirica  準絶滅危惧 情報不足

73 鳥類 アカハラ スズメ目 ヒタキ科 Turdus chrysolaus  準絶滅危惧 指定なし

74 鳥類 ノビタキ スズメ目 ヒタキ科 Saxicola torquatus  準絶滅危惧 情報不足

75 鳥類 コサメビタキ スズメ目 ヒタキ科 Muscicapa dauurica  準絶滅危惧 情報不足

76 鳥類 イワヒバリ スズメ目 イワヒバリ科 Prunella collaris  準絶滅危惧 情報不足

77 鳥類 ニュウナイスズメ スズメ目 スズメ科 Passer rutilans  準絶滅危惧 情報不足

78 鳥類 ビンズイ スズメ目 セキレイ科 Anthus hodgsoni  準絶滅危惧 指定なし

79 鳥類 ハギマシコ スズメ目 アトリ科 Leucosticte arctoa  準絶滅危惧 情報不足

80 鳥類 ホオアカ スズメ目 ホオジロ科 Emberiza fucata  準絶滅危惧 情報不足

81 鳥類 カシラダカ スズメ目 ホオジロ科 Emberiza rustica  準絶滅危惧 指定なし

82 鳥類 ノジコ スズメ目 ホオジロ科 Emberiza sulphurata  準絶滅危惧 情報不足

83 鳥類 クロジ スズメ目 ホオジロ科 Emberiza variabilis  準絶滅危惧 情報不足

84 鳥類 コガモ カモ目 カモ科 Anas crecca  情報不足 指定なし

85 鳥類 アオバト ハト目 ハト科 Treron sieboldii  情報不足 情報不足

86 鳥類 タゲリ チドリ目 チドリ科 Vanellus vanellus  情報不足 情報不足

87 鳥類 ケリ チドリ目 チドリ科 Vanellus cinereus  情報不足 情報不足

88 鳥類 ヤマシギ チドリ目 シギ科 Scolopax rusticola  情報不足 情報不足

89 鳥類 アオシギ チドリ目 シギ科 Gallinago solitaria  情報不足 情報不足

90 鳥類 ハマシギ チドリ目 シギ科 Calidris alpina  情報不足 指定なし

91 鳥類 ミサゴ タカ目 ミサゴ科 Pandion haliaetus  情報不足 情報不足

92 鳥類 オジロワシ タカ目 タカ科 Haliaeetus albicilla  情報不足 情報不足

93 鳥類 オオワシ タカ目 タカ科 Haliaeetus pelagicus  情報不足 情報不足

94 鳥類 チュウヒ タカ目 タカ科 Circus spilonotus  情報不足 情報不足

95 鳥類 ハイイロチュウヒ タカ目 タカ科 Circus cyaneus  情報不足 情報不足

96 鳥類 ツミ タカ目 タカ科 Accipiter gularis  情報不足 情報不足

97 鳥類 オオコノハズク フクロウ目 フクロウ科 Otus lempiji  情報不足 情報不足

98 鳥類 トラフズク フクロウ目 フクロウ科 Asio otus  情報不足 情報不足

99 鳥類 コミミズク フクロウ目 フクロウ科 Asio flammeus  情報不足 情報不足

100 鳥類 コチョウゲンボウ ハヤブサ目 ハヤブサ科 Falco columbarius  情報不足 情報不足

101 爬虫類 ニホンイシガメ カメ目 イシガメ科 Mauremys japonica  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅱ類

102 爬虫類 ニホンヤモリ 有鱗目 ヤモリ科 Gekko japonicus  準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類

103 爬虫類 タカチホヘビ 有鱗目 タカチホヘビ科 Achalinus spinalis  準絶滅危惧 準絶滅危惧

104 爬虫類 シロマダラ 有鱗目 ナミヘビ科 Lycodon orientalis  準絶滅危惧 準絶滅危惧

105 爬虫類 ニホンスッポン カメ目 スッポン科 Pelodiscus sinensisis  情報不足 情報不足

106 両生類 ヒガシヒダサンショウウオ 有尾目 サンショウウオ科 Hynobius fossigenus  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧ⅠＡ類

107 両生類 トウホクサンショウウオ 有尾目 サンショウウオ科 Hynobius lichenatus  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

108 両生類 アカハライモリ イモリ有尾目 イモリ科 Cynops pyrrhogaster  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

109 両生類 ニホンアカガエル 無尾目 アカガエル科 Rana japonica  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

110 両生類 ツチガエル 無尾目 アカガエル科 Glandirana rugosa  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

111 両生類 トウキョウダルマガエル 無尾目 アカガエル科 Pelophylax porosus porosus  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

112 両生類 クロサンショウウオ 有尾目 サンショウウオ科 Hynobius nigrescens  準絶滅危惧 準絶滅危惧

113 両生類 タゴガエル 無尾目 アカガエル科 Rana togoi tagoi  準絶滅危惧 指定なし

114 両生類 ナガレタゴガエル 無尾目 アカガエル科 Rana sakuraii  準絶滅危惧 情報不足

115 両生類 シュレーゲルアオガエル 無尾目 アオガエル科 Zhangixalus schlegelii  準絶滅危惧 指定なし

116 両生類 モリアオガエル 無尾目 アオガエル科 Zhangixalus arboreus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

117 両生類 カジカガエル 無尾目 アオガエル科 Buergeria buergeri  準絶滅危惧 情報不足

118 魚類 ミヤコタナゴ コイ目 コイ科 Tanakia tanago  絶滅 絶滅
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119 魚類 タナゴ コイ目 コイ科 Acheilognathus melanogaster  絶滅 絶滅

120 魚類 アカヒレタビラ コイ目 コイ科 Acheilognathus tabira erythropterus  絶滅 絶滅

121 魚類 ゼニタナゴ コイ目 コイ科 Acheilognathus typus  絶滅 絶滅

122 魚類 シナイモツゴ コイ目 コイ科 Pseudorasbora pumila pumila  絶滅 絶滅

123 魚類 ワカサギ サケ目 キュウリウオ科 Hypomesus nipponensis  絶滅 絶滅

124 魚類 ムサシトミヨ トゲウオ目 トゲウオ科 Pungitius sp.  絶滅 絶滅

125 魚類 ヤリタナゴ コイ目 コイ科 Tanakia lanceolata  野生絶滅 絶滅危惧ⅠＡ類

126 魚類 キンブナ コイ目 コイ科 Carassius buergeri subsp.  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧ⅠＡ類

127 魚類 ミナミメダカ ダツ目 メダカ科 Oryzias latipes  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧ⅠＡ類

128 魚類 スナヤツメ ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科 Lethenteron spp.  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

129 魚類 ホトケドジョウ コイ目 フクドジョウ科 Lefua echigonia  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅱ類

130 魚類 サケ サケ目 サケ科 Oncorhynchus keta  絶滅危惧ⅠＢ類 準絶滅危惧

131 魚類 ニホンウナギ ウナギ目 ウナギ科 Anguilla japonica  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

132 魚類 マルタ コイ目 コイ科 Tribolodon brandti  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

133 魚類 ギバチ ナマズ目 ギギ科 Tachysurus tokiensis  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

134 魚類 ムサシノジュズカケハゼ スズキ目 ハゼ科 Gymnogobius sp.  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

135 魚類 スナゴカマツカ コイ目 コイ科 Pseudogobio polystictus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

136 魚類 ヒガシシマドジョウ コイ目 ドジョウ科 Cobitis sp. BIWAE type C  準絶滅危惧 準絶滅危惧

137 魚類 ニッコウイワナ サケ目 サケ科 Salvelinus leucomaenis pluvius  準絶滅危惧 準絶滅危惧

138 魚類 ヤマメ（サクラマス） サケ目 サケ科 Oncorhynchus masou masou  準絶滅危惧 準絶滅危惧

139 魚類 カジカ カサゴ目 カジカ科 Cottus pollux  準絶滅危惧 準絶滅危惧

140 魚類 カワヤツメ ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科 Lethenteron japonicum  情報不足 情報不足

141 魚類 クルメサヨリ ダツ目 サヨリ科 Hyporhamphus intermedius  情報不足 情報不足

142 魚類 カワアナゴ スズキ目 ハゼ科 Eleotris oxycephala  情報不足 情報不足

143 魚類 ウキゴリ スズキ目 ハゼ科 Gymnogobius urotaenia  情報不足 情報不足

144 昆虫類 オビカゲロウ カゲロウ目 ヒラタカゲロウ科 Bleptus fasciatus  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

145 昆虫類 マダラヤンマ トンボ目 ヤンマ科 Aeshna mixta  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

146 昆虫類 オオモノサシトンボ トンボ目 モノサシトンボ科 Pseudocopera rubripes  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

147 昆虫類 ベニイトトンボ トンボ目 イトトンボ科 Ceriagrion nipponicum  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

148 昆虫類 マイコアカネ トンボ目 トンボ科 Sympetrum kunckeli  絶滅危惧ⅠＢ類 準絶滅危惧

149 昆虫類 ハッチョウトンボ トンボ目 トンボ科 Nannophya pygmaea  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

150 昆虫類 カラカネイトトンボ トンボ目 イトトンボ科 Nehalennia speciosa  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

151 昆虫類 モートンイトトンボ トンボ目 イトトンボ科 Mortonagrion selenion  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

152 昆虫類 コシボソヤンマ トンボ目 ヤンマ科 Boyeria maclachlani  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

153 昆虫類 ネアカヨシヤンマ トンボ目 ヤンマ科 Aeschnophlebia anisoptera  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

154 昆虫類 ムカシヤンマ トンボ目 ムカシヤンマ科 Tanypteryx pryeri  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

155 昆虫類 アオサナエ トンボ目 サナエトンボ科 Nihonogomphus viridis  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

156 昆虫類 モイワサナエ トンボ目 サナエトンボ科 Davidius moiwanus  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

157 昆虫類 ナゴヤサナエ トンボ目 サナエトンボ科 Stylurus nagoyanus  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

158 昆虫類 ホンサナエ トンボ目 サナエトンボ科 Shaogomphus postocularis  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

159 昆虫類 トラフトンボ トンボ目 エゾトンボ科 Epitheca marginata  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

160 昆虫類 オオトラフトンボ トンボ目 エゾトンボ科 Epitheca bimaculata  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

161 昆虫類 キトンボ トンボ目 トンボ科 Sympetrum croceolum  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

162 昆虫類 アオハダトンボ トンボ目 カワトンボ科 Calopteryx japonica  準絶滅危惧 準絶滅危惧

163 昆虫類 ムカシトンボ トンボ目 ムカシトンボ科 Epiophlebia superstes  準絶滅危惧 準絶滅危惧

164 昆虫類 サラサヤンマ トンボ目 ヤンマ科 Sarasaeschna pryeri  準絶滅危惧 準絶滅危惧

165 昆虫類 アオヤンマ トンボ目 ヤンマ科 Aeschnophlebia longistigma  準絶滅危惧 準絶滅危惧

166 昆虫類 マルタンヤンマ トンボ目 ヤンマ科 Anaciaeschna martini  準絶滅危惧 準絶滅危惧

167 昆虫類 ヒメサナエ トンボ目 サナエトンボ科 Sinogomphus flavolimbatus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

168 昆虫類 ムツアカネ トンボ目 トンボ科 Sympetrum danae  準絶滅危惧 準絶滅危惧

169 昆虫類 コバネアオイトトンボ トンボ目 アオイトトンボ科 Lestes japonicus  情報不足 情報不足

170 昆虫類 オオセスジイトトンボ トンボ目 イトトンボ科 Paracercion plagiosum  情報不足 情報不足

171 昆虫類 ムスジイトトンボ トンボ目 イトトンボ科 Paracercion melanotum  情報不足 準絶滅危惧

172 昆虫類 ホソミモリトンボ トンボ目 エゾトンボ科 Somatochlora arctica  情報不足 情報不足

173 昆虫類 エゾトンボ トンボ目 エゾトンボ科 Somatochlora viridiaenea  情報不足 情報不足

174 昆虫類 オオキトンボ トンボ目 トンボ科 Sympetrum uniforme  情報不足 絶滅危惧Ⅰ類

175 昆虫類 ミネトワダカワゲラ カワゲラ目 トワダカワゲラ科 Scopura montana  準絶滅危惧 準絶滅危惧

176 昆虫類 ミヤマノギカワゲラ カワゲラ目 ヒロムネカワゲラ科 Yoraperla uenoi  準絶滅危惧 準絶滅危惧

177 昆虫類 オオアミメカワゲラ カワゲラ目 アミメカワゲラ科 Megarcys ochracea  準絶滅危惧 準絶滅危惧
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178 昆虫類 ヒロバネアミメカワゲラ カワゲラ目 アミメカワゲラ科 Pseudomegarcys japonica  準絶滅危惧 準絶滅危惧

179 昆虫類 チクマハダカカワゲラ カワゲラ目 クロカワゲラ科 Apteroperla tikumana  情報不足 指定なし

180 昆虫類 シガユキクロカワゲラ カワゲラ目 クロカワゲラ科 Eocapnia shigensis  情報不足 指定なし

181 昆虫類 ウスバカマキリ カマキリ目 カマキリ科 Mantis religiosa  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

182 昆虫類 クツワムシ バッタ目 ツユムシ科 Mecopoda niponensis  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類

183 昆虫類 マツムシ バッタ目 コオロギ科 Xenogryllus marmoratus  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

184 昆虫類 カヤキリ バッタ目 キリギリス科 Pseudorhynchus japonicus  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

185 昆虫類 カワラバッタ バッタ目 バッタ科 Eusphingonotus japonicus  絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

186 昆虫類 ショウリョウバッタモドキ バッタ目 バッタ科 Gonista bicolor  準絶滅危惧 情報不足

187 昆虫類 セグロイナゴ バッタ目 バッタ科 Shirakiacris shirakii  準絶滅危惧 情報不足

188 昆虫類 ハネナシコロギス バッタ目 コロギス科 Nippancistroger testaceus  情報不足 情報不足

189 昆虫類 コロギス バッタ目 コロギス科 Prosopogryllacris japonica  情報不足 情報不足

190 昆虫類 クマコオロギ バッタ目 コオロギ科 Mitius minor  情報不足 情報不足

191 昆虫類 エゾエンマコオロギ バッタ目 コオロギ科 Teleogryllus yezoemma  情報不足 情報不足

192 昆虫類 クマスズムシ バッタ目 コオロギ科 Sclerogryllus punctatus  情報不足 情報不足

193 昆虫類 スズムシ バッタ目 コオロギ科 Meloimorpha japonica  情報不足 準絶滅危惧

194 昆虫類 キンヒバリ バッタ目 コオロギ科 Natula matsuurai  情報不足 情報不足

195 昆虫類 イブキヒメギス バッタ目 キリギリス科 Eobiana japonica  情報不足 情報不足

196 昆虫類 ハラミドリヒメギス バッタ目 キリギリス科 Eobiana nagashimai  情報不足 情報不足

197 昆虫類 ミヤマヒメギス バッタ目 キリギリス科 Eobiana nippomonatana  情報不足 情報不足

198 昆虫類 アカギヒシバッタ バッタ目 ヒシバッタ科 Tetrix akagiensis  情報不足 情報不足

199 昆虫類 ホクリクコバネヒシバッタ バッタ目 ヒシバッタ科 Formosatettix niigataensis  情報不足 情報不足

200 昆虫類 ハネナガイナゴ バッタ目 バッタ科 Oxya japonica  情報不足 準絶滅危惧

201 昆虫類 ツマグロバッタ バッタ目 バッタ科 Stethopyma magister  情報不足 情報不足

202 昆虫類 コバネヒナバッタ浅間亜種 バッタ目 バッタ科 Chorthippus fallax  情報不足 情報不足

203 昆虫類 クルマバッタ バッタ目 バッタ科 Gastrimargus marmoratus  情報不足 情報不足

204 昆虫類 ヤスマツトビナナフシ ナナフシ目 トビナナフシ科 Micadina yasumatsui  情報不足 情報不足

205 昆虫類 シラキトビナナフシ ナナフシ目 トビナナフシ科 Micadina conifera  情報不足 情報不足

206 昆虫類 クギヌキハサミムシ ハサミムシ目 クギヌキハサミムシ科 Forficula scudderii  情報不足 情報不足

207 昆虫類 タガメ カメムシ目 コオイムシ科 Kirkaldyia deyrolli  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

208 昆虫類 ハルゼミ カメムシ目 セミ科 Terpnosia vacua  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

209 昆虫類 コオイムシ カメムシ目 コオイムシ科 Appasus japonicus  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

210 昆虫類 オオコオイムシ カメムシ目 コオイムシ科 Appasus major  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

211 昆虫類 ホッケミズムシ カメムシ目 ミズムシ科 Hesperocorixa distanti hokkensis  絶滅危惧Ⅱ類 指定なし

212 昆虫類 ババアメンボ カメムシ目 アメンボ科 Gerris babai  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

213 昆虫類 エサキアメンボ カメムシ目 アメンボ科 Limnoporus esakii  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

214 昆虫類 アカエゾゼミ カメムシ目 セミ科 Auritibicen flammatus  準絶滅危惧 情報不足

215 昆虫類 タイコウチ カメムシ目 タイコウチ科 Laccotrephes japonensis  準絶滅危惧 指定なし

216 昆虫類 ヒメミズカマキリ カメムシ目 タイコウチ科 Ranatra unicolor  準絶滅危惧 指定なし

217 昆虫類 モンシロミズギワカメムシ カメムシ目 ミズギワカメムシ科 Chartoscirta elegantula longicornis  準絶滅危惧 指定なし

218 昆虫類 クロズヒョウタンナガカメムシ カメムシ目 ヒョウタンナガカメムシ科 Pachybrachius festivus  準絶滅危惧 指定なし

219 昆虫類 シロヘリツチカメムシ カメムシ目 ツチカメムシ科 Canthophorus niveimarginatus  準絶滅危惧 情報不足

220 昆虫類 イシハラハサミツノカメムシ カメムシ目 ツノカメムシ科 Acanthosoma ishiharai  準絶滅危惧 指定なし

221 昆虫類 チッチゼミ カメムシ目 セミ科 Kosemia radiator  情報不足 情報不足

222 昆虫類 タケウチトゲアワフキ カメムシ目 トゲアワフキムシ科 Machaerota takeuchii  情報不足 指定なし

223 昆虫類 キバネツノトンボ アミメカゲロウ目 ツノトンボ科 Libelloides ramburi  情報不足 準絶滅危惧

224 昆虫類 マダラウスバカゲロウ アミメカゲロウ目 ウスバカゲロウ科 Dendroleon pupillaris  情報不足 情報不足

225 昆虫類 コガタノゲンゴロウ コウチュウ目 ゲンゴロウ科 Cybister tripunctatus lateralis  絶滅 絶滅危惧Ⅰ類

226 昆虫類 キベリマルクビゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Nebria livida angulata  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

227 昆虫類 オオヒラタトックリゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Oodes virens  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

228 昆虫類 コモリアオホソゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Dendrocellus geniculatus  絶滅危惧ⅠＡ類 情報不足

229 昆虫類 オオイチモンジシマゲンゴロウ コウチュウ目 ゲンゴロウ科 Hydaticus pacificus conspersus  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

230 昆虫類 ゲンゴロウ コウチュウ目 ゲンゴロウ科 Cybister chinensis  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

231 昆虫類 フサヒゲルリカミキリ コウチュウ目 カミキリムシ科 Agapanthia japonica  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

232 昆虫類 ホソハンミョウ コウチュウ目 ハンミョウ科 Cicindela gracilis  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

233 昆虫類 アカガネオサムシ コウチュウ目 オサムシ科 Carabus granulatus telluris  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

234 昆虫類 ワタラセハンミョウモドキ コウチュウ目 オサムシ科 Elaphrus sugai  絶滅危惧ⅠＢ類 指定なし

235 昆虫類 シマゲンゴロウ コウチュウ目 ゲンゴロウ科 Hydaticus bowringii  絶滅危惧ⅠＢ類 準絶滅危惧

236 昆虫類 ミズスマシ コウチュウ目 ミズスマシ科 Gyrinus japonicus  絶滅危惧ⅠＢ類 指定なし
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237 昆虫類 セスジガムシ コウチュウ目 セスジガムシ科 Helophorus auriculatus  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅱ類

238 昆虫類 ガムシ コウチュウ目 ガムシ科 Hydrophilus acuminatus  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅱ類

239 昆虫類 オオクワガタ コウチュウ目 クワガタムシ科 Dorcus hopei  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

240 昆虫類 ダイコクコガネ コウチュウ目 コガネムシ科 Copris ochus  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

241 昆虫類 マルエンマコガネ コウチュウ目 コガネムシ科 Onthophagus viduus  絶滅危惧ⅠＢ類 準絶滅危惧

242 昆虫類 アカツヤドロムシ コウチュウ目 ヒメドロムシ科 Zaitzevia rufa  絶滅危惧ⅠＢ類 指定なし

243 昆虫類 コトラカミキリ コウチュウ目 カミキリムシ科 Plagionotus pulcher  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

244 昆虫類 カワラゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Omophron aequalis  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

245 昆虫類 オオハンミョウモドキ コウチュウ目 オサムシ科 Elaphrus japonicus  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

246 昆虫類 コハンミョウモドキ コウチュウ目 オサムシ科 Elaphrus punctatus  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

247 昆虫類 アオヘリミズギワゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Bembidion leucolenum  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

248 昆虫類 ムナビロツヤミズギワゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Bembidion pogonoides  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

249 昆虫類 ヨツボシツヤナガゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Abacetus tanakai  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

250 昆虫類 トネガワナガゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Pterostichus bandotaro  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

251 昆虫類 ツヤアオゴモクムシ コウチュウ目 オサムシ科 Harpalus chalcentus  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

252 昆虫類 チビアオゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Eochlaenius suvorovi  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

253 昆虫類 ヒトツメアオゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Chlaenius deliciolus  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

254 昆虫類 コアトワアオゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Chlaenius hamifer  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

255 昆虫類 アリスアトキリゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Lachnoderma asperum  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

256 昆虫類 マダラコガシラミズムシ コウチュウ目 コガシラミズムシ科 Haliplus sharpi  絶滅危惧Ⅱ類 指定なし

257 昆虫類 キボシケシゲンゴロウ コウチュウ目 ゲンゴロウ科 Allopachria flavomaculata  絶滅危惧Ⅱ類 指定なし

258 昆虫類 トダセスジゲンゴロウ コウチュウ目 ゲンゴロウ科 Copelatus nakamurai  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

259 昆虫類 クロゲンゴロウ コウチュウ目 ゲンゴロウ科 Cybister brevis  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類

260 昆虫類 オオミズスマシ コウチュウ目 ミズスマシ科 Dineutus orientalis  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

261 昆虫類 コオナガミズスマシ コウチュウ目 ミズスマシ科 Orectochilus punctipennis  絶滅危惧Ⅱ類 指定なし

262 昆虫類 エゾコガムシ コウチュウ目 ガムシ科 Hydrochara libera  絶滅危惧Ⅱ類 指定なし

263 昆虫類 クロモンマグソコガネ コウチュウ目 コガネムシ科 Aphodius variabilis  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

264 昆虫類 オオフタホシマグソコガネ コウチュウ目 コガネムシ科 Aphodius elegans  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

265 昆虫類 トラハナムグリ コウチュウ目 コガネムシ科 Trichius japonicus  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

266 昆虫類 ケスジドロムシ コウチュウ目 ヒメドロムシ科 Pseudamophilus japonicus  絶滅危惧Ⅱ類 指定なし

267 昆虫類 ナカイケミヒメテントウ コウチュウ目 テントウムシ科 Scymnus nakaikemensis  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

268 昆虫類 ベニバハナカミキリ コウチュウ目 カミキリムシ科 Paranaspia anaspidoides  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

269 昆虫類 オニホソコバネカミキリ コウチュウ目 カミキリムシ科 Necydalis gigantea  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

270 昆虫類 ヨツボシカミキリ コウチュウ目 カミキリムシ科 Stenygrinum quadrinotatum  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

271 昆虫類 オオルリハムシ コウチュウ目 ハムシ科 Chrysolina virgata  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

272 昆虫類 マガタマハンミョウ コウチュウ目 ハンミョウ科 Cicindela ovipennis  準絶滅危惧 準絶滅危惧

273 昆虫類 ハンミョウ コウチュウ目 ハンミョウ科 Cicindela chinensis japonica  準絶滅危惧 準絶滅危惧

274 昆虫類 クロカタビロオサムシ コウチュウ目 オサムシ科 Calosoma maximowiczi  準絶滅危惧 準絶滅危惧

275 昆虫類 アキタクロナガオサムシ コウチュウ目 オサムシ科 Carabus porrecticollis  準絶滅危惧 準絶滅危惧

276 昆虫類 セアカオサムシ コウチュウ目 オサムシ科 Carabus tuberculosus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

277 昆虫類 オサムシモドキ コウチュウ目 オサムシ科 Craspedonotus tibialis  準絶滅危惧 準絶滅危惧

278 昆虫類 リョウモウナガゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Pterostichus ryomoensis  準絶滅危惧 準絶滅危惧

279 昆虫類 オグラヒラタゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Platynus ogurae  準絶滅危惧 準絶滅危惧

280 昆虫類 チョウセンゴモクムシ コウチュウ目 オサムシ科 Harpalus crates  準絶滅危惧 情報不足

281 昆虫類 クビナガヨツボシゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Tinoderus singularis  準絶滅危惧 情報不足

282 昆虫類 オオヨツボシゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Dischissus mirandus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

283 昆虫類 イグチケブカゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Peronomerus auripilis  準絶滅危惧 情報不足

284 昆虫類 アカガネアオゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Chlaenius abstersus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

285 昆虫類 オオトックリゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Oodes vicarius  準絶滅危惧 情報不足

286 昆虫類 ハガクビナガゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Odacantha hagai  準絶滅危惧 情報不足

287 昆虫類 クロモンヒラナガゴミムシ コウチュウ目 オサムシ科 Hexagonia insignis  準絶滅危惧 指定なし

288 昆虫類 クビボソコガシラミズムシ コウチュウ目 コガシラミズムシ科 Haliplus japonicus  準絶滅危惧 指定なし

289 昆虫類 ケシゲンゴロウ コウチュウ目 ゲンゴロウ科 Hyphydrus japonicus japonicus  準絶滅危惧 指定なし

290 昆虫類 マルガタシマチビゲンゴロウ コウチュウ目 ゲンゴロウ科 Nectoporus sanmarkii sanmarkii  準絶滅危惧 指定なし

291 昆虫類 キベリマメゲンゴロウ コウチュウ目 ゲンゴロウ科 Platambus fimbriatus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

292 昆虫類 メススジゲンゴロウ コウチュウ目 ゲンゴロウ科 Acilius japonicus  準絶滅危惧 指定なし

293 昆虫類 ミヤマミズスマシ コウチュウ目 ミズスマシ科 Gyrinus sachalinensis  準絶滅危惧 指定なし

294 昆虫類 ルリエンマムシ コウチュウ目 エンマムシ科 Saprinus splendens  準絶滅危惧 情報不足

295 昆虫類 ヨシトミダルマガムシ コウチュウ目 ダルマガムシ科 Hydraena yoshitomii  準絶滅危惧 指定なし
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296 昆虫類 ヤマトモンシデムシ コウチュウ目 シデムシ科 Nicrophorus japonicus  準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類

297 昆虫類 ヒメヒラタシデムシ コウチュウ目 シデムシ科 Thanatophilus sinuatus  準絶滅危惧 指定なし

298 昆虫類 ヒメオオクワガタ コウチュウ目 クワガタムシ科 Dorcus montivagus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

299 昆虫類 ヒラタクワガタ コウチュウ目 クワガタムシ科 Dorcus titanus pilifer  準絶滅危惧 準絶滅危惧

300 昆虫類 シナノエンマコガネ コウチュウ目 コガネムシ科 Onthophagus bivertex  準絶滅危惧 準絶滅危惧

301 昆虫類 オオコフキコガネ コウチュウ目 コガネムシ科 Melolontha frater  準絶滅危惧 準絶滅危惧

302 昆虫類 アカマダラハナムグリ コウチュウ目 コガネムシ科 Anthracophora rusticola  準絶滅危惧 準絶滅危惧

303 昆虫類 オオチャイロハナムグリ コウチュウ目 コガネムシ科 Osmoderma opicum  準絶滅危惧 準絶滅危惧

304 昆虫類 ヤマトタマムシ コウチュウ目 タマムシ科 Chrysochroa fulgidissima  準絶滅危惧 準絶滅危惧

305 昆虫類 アオマダラタマムシ コウチュウ目 タマムシ科 Nippnobuprestis amabilis  準絶滅危惧 準絶滅危惧

306 昆虫類 アオタマムシ コウチュウ目 タマムシ科 Eurythyrea tenuistriata  準絶滅危惧 準絶滅危惧

307 昆虫類 ゲンジボタル コウチュウ目 ホタル科 Luciola cruciata  準絶滅危惧 準絶滅危惧

308 昆虫類 ヘイケボタル コウチュウ目 ホタル科 Luciola lateralis  準絶滅危惧 準絶滅危惧

309 昆虫類 ムモンチャイロテントウ コウチュウ目 テントウムシ科 Micraspis kurosai  準絶滅危惧 指定なし

310 昆虫類 ヤマトオサムシダマシ コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 Blaps japonensis  準絶滅危惧 指定なし

311 昆虫類 アラメハナカミキリ コウチュウ目 カミキリムシ科 Sachalinobia koltzei  準絶滅危惧 準絶滅危惧

312 昆虫類 フタスジカタビロハナカミキリ コウチュウ目 カミキリムシ科 Brachyta bifasciata japonica  準絶滅危惧 準絶滅危惧

313 昆虫類 オオホソコバネカミキリ コウチュウ目 カミキリムシ科 Necydalis solida  準絶滅危惧 準絶滅危惧

314 昆虫類 クロホソコバネカミキリ コウチュウ目 カミキリムシ科 Necydalis harmandi  準絶滅危惧 準絶滅危惧

315 昆虫類 マルクビケマダラカミキリ コウチュウ目 カミキリムシ科 Trichoferus campestris  準絶滅危惧 準絶滅危惧

316 昆虫類 ヤマトチビコバネカミキリ コウチュウ目 カミキリムシ科 Leptepania japonica  準絶滅危惧 指定なし

317 昆虫類 キジマトラカミキリ コウチュウ目 カミキリムシ科 Xylotrechus zebratus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

318 昆虫類 ヒメビロウドカミキリ コウチュウ目 カミキリムシ科 Acalolepta degenera  準絶滅危惧 準絶滅危惧

319 昆虫類 オオシロカミキリ コウチュウ目 カミキリムシ科 Olenecamptus cretaceus  準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類

320 昆虫類 オオネクイハムシ（オオミズクサハムシ） コウチュウ目 ハムシ科 Plateumaris constricticollis  準絶滅危惧 準絶滅危惧

321 昆虫類 スジキイロカメノコハムシ コウチュウ目 ハムシ科 Cassida nobilis  準絶滅危惧 準絶滅危惧

322 昆虫類 コガムシ コウチュウ目 ガムシ科 Hydrochara affinis  情報不足 指定なし

323 昆虫類 ヒゲナガヒラタドロムシ コウチュウ目 ヒラタドロムシ科 Nipponeubria yoshitomii  情報不足 指定なし

324 昆虫類 キアシネクイハムシ コウチュウ目 ハムシ科 Donacia bicoloricornis  情報不足 指定なし

325 昆虫類 ツヤネクイハムシ コウチュウ目 ハムシ科 Donacia nitidior  情報不足 指定なし

326 昆虫類 イネネクイハムシ コウチュウ目 ハムシ科 Donacia provostii  情報不足 指定なし

327 昆虫類 ヤマトアシナガバチ ハチ目 スズメバチ科 Polistes japonicus  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

328 昆虫類 ウマノオバチ ハチ目 コマユバチ科 Euurobracon yokahamae  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

329 昆虫類 ミズバチ ハチ目 ヒメバチ科 Agriotypus gracilis  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

330 昆虫類 トゲアリ ハチ目 アリ科 Polyrhachis lamellidens  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

331 昆虫類 ニッポンハナダカバチ ハチ目 ギングチバチ科 Bembix niponica  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類

332 昆虫類 トモンハナバチ ハチ目 ハキリバチ科 Anthidium septemspinosum  準絶滅危惧 情報不足

333 昆虫類 ナミルリモンハナバチ（ルリモンハナバチ）  ハチ目 ミツバチ科 Thyreus decorus  準絶滅危惧 情報不足

334 昆虫類 スジボソフトハナバチ（スジボソコシブトハナバチ）  ハチ目 ミツバチ科 Amegilla florea  準絶滅危惧 情報不足

335 昆虫類 オオセイボウ ハチ目 セイボウ科 Stilbum cyanurum  情報不足 情報不足

336 昆虫類 ツノアカヤマアリ ハチ目 アリ科 Formica fukaii  情報不足 情報不足

337 昆虫類 エゾアカヤマアリ ハチ目 アリ科 Formica yessensis  情報不足 情報不足

338 昆虫類 テラニシクサアリ（テラニシケアリ） ハチ目 アリ科 Lasius orientalis  情報不足 情報不足

339 昆虫類 ニッポントゲアワフキバチ（ニッポンアワフキバチ） ハチ目 ギングチバチ科 Argogorytes nipponis  情報不足 情報不足

340 昆虫類 ヤマトスナハキバチ（ヤマトハナダカバチモドキ） ハチ目 ギングチバチ科 Bembecinus hungaricus  情報不足 情報不足

341 昆虫類 ヒメホソアシナガバチ（トウヨウホソアシナガバチ） ハチ目 スズメバチ科 Parapolybia varia  情報不足 情報不足

342 昆虫類 キオビホオナガスズメバチ ハチ目 スズメバチ科 Dolichovespula media  情報不足 情報不足

343 昆虫類 モンスズメバチ ハチ目 スズメバチ科 Vespa crabro  情報不足 情報不足

344 昆虫類 チャイロスズメバチ ハチ目 スズメバチ科 Vespa dybowskii  情報不足 情報不足

345 昆虫類 ミカドヒメハナバチ ハチ目 ヒメハナバチ科 Andrena mikado  情報不足 指定なし

346 昆虫類 アオスジハナバチ ハチ目 コハナバチ科 Nomia incerta  情報不足 情報不足

347 昆虫類 フルカワフトハキリバチ ハチ目 ハキリバチ科 Megachile lagopoda  情報不足 情報不足

348 昆虫類 ナガマルハナバチ ハチ目 ミツバチ科 Bombus consobrinus  情報不足 情報不足

349 昆虫類 クロマルハナバチ ハチ目 ミツバチ科 Bombus ignitus  情報不足 情報不足

350 昆虫類 ニホンアミカモドキ ハエ目 アミカモドキ科 Deuterophlebia nipponica  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

351 昆虫類 ミカドガガンボ ハエ目 ガガンボ科 Holorusia mikado  情報不足 情報不足

352 昆虫類 カスミハネカ ハエ目 ハネカ科 Nymphomyia alba  情報不足 情報不足

353 昆虫類 ハマダラハルカ ハエ目 ハネカ科 Haruka elegans  情報不足 指定なし

354 昆虫類 トワダオオカ ハエ目 カ科 Toxorhynchites towadensis  情報不足 情報不足
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355 昆虫類 ネグロクサアブ ハエ目 クサアブ科 Coenomyia basalis  情報不足 情報不足

356 昆虫類 ベッコウタマユラアブ（ベッコウクサアブ） ハエ目 タマユラアブ科 Pseudoerinna fuscata  情報不足 情報不足

357 昆虫類 マツムラヒメアブ ハエ目 アブ科 Silvius matsumurai  情報不足 情報不足

358 昆虫類 オゼキイロアブ ハエ目 アブ科 Atylotus ozensis  情報不足 情報不足

359 昆虫類 キムネハラボソツリアブ ハエ目 ツリアブ科 Systropus luridus  情報不足 情報不足

360 昆虫類 スズキハラボソツリアブ ハエ目 ツリアブ科 Systropus suzukii  情報不足 情報不足

361 昆虫類 ニトベベッコウハナアブ ハエ目 ハナアブ科 Volucella linearis  情報不足 情報不足

362 昆虫類 スズキベッコウハナアブ ハエ目 ハナアブ科 Volucella suzukii  情報不足 情報不足

363 昆虫類 フタオビアリノスアブ ハエ目 ハナアブ科 Metadon bifasciatus  情報不足 情報不足

364 昆虫類 オオナガハナアブ ハエ目 ハナアブ科 Spilomyia gigantea  情報不足 情報不足

365 昆虫類 オオナガレトビケラ トビケラ目 ナガレトビケラ科 Himalopsyche japonica  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

366 昆虫類 ムラサキトビケラ トビケラ目 トビケラ科 Eubasilissa regina  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

367 昆虫類 エグリトビケラ トビケラ目 エグリトビケラ科 Nemotaulius admorsus  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

368 昆虫類 コバントビケラ トビケラ目 アシエダトビケラ科 Anisocentropus kawamurai  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

369 昆虫類 カタツムリトビケラ トビケラ目 カタツムリトビケラ科 Helicopsyche yamadai  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

370 昆虫類 ウスイロコバントビケラ トビケラ目 アシエダトビケラ科 Anisocentropus pallidus  情報不足 情報不足

371 昆虫類 ヒョウモンモドキ チョウ目 タテハチョウ科 Melitaea scotosia  絶滅 絶滅危惧Ⅰ類

372 昆虫類 オオウラギンヒョウモン チョウ目 タテハチョウ科 Fabriciana nerippe  絶滅 絶滅

373 昆虫類 オオルリシジミ チョウ目 シジミチョウ科 Shijimiaeoides divinus barine  絶滅 絶滅危惧Ⅰ類

374 昆虫類 ベニモンマダラ チョウ目 マダラガ科 Zygaena niphona niphona  絶滅 絶滅危惧Ⅰ類

375 昆虫類 カバシタムクゲエダシャク チョウ目 シャクガ科 Sebastosema bubonaria  絶滅 情報不足

376 昆虫類 ヒメカクモンヤガ チョウ目 ヤガ科 Chersotis deplanata  絶滅 情報不足

377 昆虫類 チャマダラセセリ チョウ目 セセリチョウ科 Pyrgus maculatus  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

378 昆虫類 ヒメシロチョウ チョウ目 シロチョウ科 Leptidea amurensis  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

379 昆虫類 オオイチモンジ チョウ目 タテハチョウ科 Limenitis populi  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

380 昆虫類 ヒメヒカゲ チョウ目 タテハチョウ科 Coenonympha oedippus annulifer  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

381 昆虫類 クロヒカゲモドキ チョウ目 タテハチョウ科 Lethe marginalis  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

382 昆虫類 ゴマシジミ チョウ目 シジミチョウ科 Phengaris teleius kazamoto  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

383 昆虫類 クロシジミ チョウ目 シジミチョウ科 Niphanda fusca  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

384 昆虫類 シルビアシジミ チョウ目 シジミチョウ科 Zizina emelina  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

385 昆虫類 ミツモンケンモン チョウ目 ヤガ科 Cymatophoropsis trimaculata  絶滅危惧ⅠＡ類 情報不足

386 昆虫類 オガサワラヒゲヨトウ チョウ目 ヤガ科 Dasypolia fani  絶滅危惧ⅠＡ類 情報不足

387 昆虫類 ホシチャバネセセリ チョウ目 セセリチョウ科 Aeromachus inachus inachus  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

388 昆虫類 ヒメギフチョウ チョウ目 アゲハチョウ科 Luehdorfia puziloi inexpecta  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

389 昆虫類 ミヤマシロチョウ チョウ目 シロチョウ科 Aporia hippia japonica  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

390 昆虫類 ツマグロキチョウ チョウ目 シロチョウ科 Eurema laeta betheseba  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

391 昆虫類 ミヤマシジミ チョウ目 シジミチョウ科 Plebejus argyrognomon praeterinsularis  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

392 昆虫類 イタクラキノメイガ チョウ目 ツトガ科 Uresiphita fusei  絶滅危惧ⅠＢ類 情報不足

393 昆虫類 アカセセリ チョウ目 セセリチョウ科 Hesperia florinda florinda  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

394 昆虫類 コヒョウモンモドキ チョウ目 タテハチョウ科 Melitaea ambigua niphona  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

395 昆虫類 アサマシジミ チョウ目 シジミチョウ科 Plebejus subsolanus yaginus  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

396 昆虫類 オオゴマシジミ チョウ目 シジミチョウ科 Phengaris arionides takamukui  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

397 昆虫類 ヒメキシタヒトリ チョウ目 ヒトリガ科 Parasemia plantaginis  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

398 昆虫類 ガマヨトウ チョウ目 ヤガ科 Capsula aerata  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

399 昆虫類 キスジウスキヨトウ チョウ目 ヤガ科 Capsula sparganii  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

400 昆虫類 ヌマベウスキヨトウ チョウ目 ヤガ科 Chilodes pacificus  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

401 昆虫類 オオチャバネヨトウ チョウ目 ヤガ科 Nonagria puengeleri  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

402 昆虫類 スキバホウジャク チョウ目 スズメガ科 Hemaris radians  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

403 昆虫類 ギンイチモンジセセリ チョウ目 セセリチョウ科 Leptalina unicolor  準絶滅危惧 準絶滅危惧

404 昆虫類 スジグロチャバネセセリ チョウ目 セセリチョウ科 Thymelicus leoninus leoninus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

405 昆虫類 ジャコウアゲハ チョウ目 アゲハチョウ科 Byasa alcinous  準絶滅危惧 準絶滅危惧

406 昆虫類 ミヤマモンキチョウ チョウ目 シロチョウ科 Colias palaeno aias  準絶滅危惧 準絶滅危惧

407 昆虫類 ヤマキチョウ チョウ目 シロチョウ科 Gonepteryx maxima maxima  準絶滅危惧 準絶滅危惧

408 昆虫類 コヒョウモン チョウ目 タテハチョウ科 Brenthis ino  準絶滅危惧 準絶滅危惧

409 昆虫類 ヒョウモンチョウ チョウ目 タテハチョウ科 Brenthis daphne rabdia  準絶滅危惧 準絶滅危惧

410 昆虫類 ウラギンスジヒョウモン チョウ目 タテハチョウ科 Argyronome laodice japonica  準絶滅危惧 準絶滅危惧

411 昆虫類 オオミスジ チョウ目 タテハチョウ科 Neptis alwina  準絶滅危惧 準絶滅危惧

412 昆虫類 フタスジチョウ チョウ目 タテハチョウ科 Neptis rivularis  準絶滅危惧 準絶滅危惧

413 昆虫類 オオムラサキ チョウ目 タテハチョウ科 Sasakia charonda charonda  準絶滅危惧 準絶滅危惧
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414 昆虫類 キマダラモドキ チョウ目 タテハチョウ科 Kirinia fentoni  準絶滅危惧 準絶滅危惧

415 昆虫類 オオヒカゲ チョウ目 タテハチョウ科 Ninguta schrenckii  準絶滅危惧 準絶滅危惧

416 昆虫類 ツマジロウラジャノメ チョウ目 タテハチョウ科 Lasiommata deidamia  準絶滅危惧 準絶滅危惧

417 昆虫類 ベニヒカゲ チョウ目 タテハチョウ科 Erebia neriene niphonica  準絶滅危惧 準絶滅危惧

418 昆虫類 ムモンアカシジミ チョウ目 シジミチョウ科 Shirozua jonasi  準絶滅危惧 準絶滅危惧

419 昆虫類 クロミドリシジミ チョウ目 シジミチョウ科 Favonius yuasai  準絶滅危惧 準絶滅危惧

420 昆虫類 ウラジロミドリシジミ チョウ目 シジミチョウ科 Favonius saphirinus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

421 昆虫類 アイノミドリシジミ チョウ目 シジミチョウ科 Chrysozephyrus brillantinus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

422 昆虫類 ハヤシミドリシジミ チョウ目 シジミチョウ科 Favonius ultramarinus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

423 昆虫類 クロツバメシジミ チョウ目 シジミチョウ科 Tongeia fischeri japonica  準絶滅危惧 準絶滅危惧

424 昆虫類 ヒメシジミ チョウ目 シジミチョウ科 Plebejus argus micrargus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

425 昆虫類 ハイイロボクトウ チョウ目 ボクトウガ科 Phragmataecia castaneae  準絶滅危惧 情報不足

426 昆虫類 ルリハダホソクロバ チョウ目 マダラガ科 Rhagades pruni  準絶滅危惧 情報不足

427 昆虫類 ヤホシホソマダラ チョウ目 マダラガ科 Balataea octomaculata  準絶滅危惧 指定なし

428 昆虫類 ムナカタミズメイガ チョウ目 ツトガ科 Parapoynx ussuriensis  準絶滅危惧 情報不足

429 昆虫類 ゴマフツトガ チョウ目 ツトガ科 Chilo pulveratus  準絶滅危惧 情報不足

430 昆虫類 モリオカツトガ チョウ目 ツトガ科 Chrysoteuchia moriokensis  準絶滅危惧 指定なし

431 昆虫類 クワトゲエダシャク チョウ目 シャクガ科 Apochima excavata  準絶滅危惧 情報不足

432 昆虫類 フジキオビ チョウ目 アゲハモドキ科 Schistomitra funeralis  準絶滅危惧 準絶滅危惧

433 昆虫類 オナガミズアオ チョウ目 ヤママユガ科 Actias gnoma  準絶滅危惧 情報不足

434 昆虫類 ヒメスズメ チョウ目 スズメガ科 Deilephila askoldensis  準絶滅危惧 情報不足

435 昆虫類 クワヤマエグリシャチホコ チョウ目 シャチホコガ科 Ptilodon kuwayamae  準絶滅危惧 情報不足

436 昆虫類 ウスジロドクガ チョウ目 ドクガ科 Calliteara virginea  準絶滅危惧 情報不足

437 昆虫類 スゲドクガ チョウ目 ドクガ科 Laelia coenosa  準絶滅危惧 情報不足

438 昆虫類 ミカボコブガ チョウ目 コブガ科 Meganola mikabo  準絶滅危惧 情報不足

439 昆虫類 ヤネホソバ チョウ目 ヒトリガ科 Eilema fuscodorsalis  準絶滅危惧 情報不足

440 昆虫類 シロホソバ チョウ目 ヒトリガ科 Eilema degenerella  準絶滅危惧 情報不足

441 昆虫類 マエアカヒトリ チョウ目 ヒトリガ科 Aloa lactinea  準絶滅危惧 情報不足

442 昆虫類 ゴマベニシタヒトリ チョウ目 ヒトリガ科 Rhyparia purpurata  準絶滅危惧 情報不足

443 昆虫類 ウスズミケンモン チョウ目 ヤガ科 Acronicta carbonaria  準絶滅危惧 情報不足

444 昆虫類 アサマウスモンヤガ チョウ目 ヤガ科 Xestia descripta  準絶滅危惧 情報不足

445 昆虫類 ギンモンセダカモクメ チョウ目 ヤガ科 Cucullia jankowskii  準絶滅危惧 情報不足

446 昆虫類 ホシヒメセダカモクメ チョウ目 ヤガ科 Cucullia fraudatrix  準絶滅危惧 情報不足

447 昆虫類 ミスジキリガ チョウ目 ヤガ科 Jodia sericea  準絶滅危惧 情報不足

448 昆虫類 ウスミミモンキリガ チョウ目 ヤガ科 Eupsilia contracta  準絶滅危惧 情報不足

449 昆虫類 ギンモンアカヨトウ チョウ目 ヤガ科 Plusilla rosalia  準絶滅危惧 準絶滅危惧

450 昆虫類 イチモジヒメヨトウ チョウ目 ヤガ科 Xylomoia fusei  準絶滅危惧 準絶滅危惧

451 昆虫類 アルプスギンウワバ チョウ目 ヤガ科 Syngrapha nyiwonis  準絶滅危惧 準絶滅危惧

452 昆虫類 オオトモエ チョウ目 ヤガ科 Erebus ephesperis  準絶滅危惧 準絶滅危惧

453 昆虫類 マガリスジコヤガ チョウ目 ヤガ科 Protodeltote wiscotti  準絶滅危惧 準絶滅危惧

454 昆虫類 コシロシタバ チョウ目 ヤガ科 Catocala actaea  準絶滅危惧 準絶滅危惧

455 昆虫類 ヒメシロシタバ チョウ目 ヤガ科 Catocala nagioides  準絶滅危惧 準絶滅危惧

456 昆虫類 ミヤマキシタバ チョウ目 ヤガ科 Catocala ella  準絶滅危惧 情報不足

457 昆虫類 キシタアツバ チョウ目 ヤガ科 Hypena claripennis  準絶滅危惧 情報不足

458 昆虫類 カギモンハナオイアツバ チョウ目 ヤガ科 Cidariplura signata  準絶滅危惧 情報不足

459 昆虫類 ウスイロオナガシジミ チョウ目 シジミチョウ科 Antigius butleri  情報不足 情報不足

460 昆虫類 コガタシロオオメイガ チョウ目 ツトガ科 Scirpophaga virginia  情報不足 情報不足

461 昆虫類 ナカキノメイガ チョウ目 ツトガ科 Bocchoris aptalis  情報不足 情報不足

462 昆虫類 チャバネツトガ チョウ目 ツトガ科 Japonichilo bleszynskii  情報不足 情報不足

463 昆虫類 ニシキシマメイガ チョウ目 メイガ科 Mimicia pseudolibatrix  情報不足 情報不足

464 昆虫類 ミヤマチビナミシャク チョウ目 シャクガ科 Perizoma japonicum  情報不足 情報不足

465 昆虫類 ソウンクロオビナミシャク チョウ目 シャクガ科 Viidaleppia taigana  情報不足 情報不足

466 昆虫類 ウスズミカレハ チョウ目 カレハガ科 Poecilocampa populi  情報不足 情報不足

467 昆虫類 スカシカレハ チョウ目 カレハガ科 Amurilla subpurpurea  情報不足 情報不足

468 昆虫類 ミツボシキリガ チョウ目 ヤガ科 Eupsilia tripunctata  情報不足 情報不足

469 昆虫類 チョウセンコウスグロアツバ チョウ目 ヤガ科 Zanclognatha leechi  情報不足 情報不足

470 クモ類 ワスレナグモ クモ目 ワスレナグモ科 Calommata signata  準絶滅危惧 準絶滅危惧

471 クモ類 カネコトタテグモ クモ目 カネコトタテグモ科 Antrodiaetus roretzi  準絶滅危惧 準絶滅危惧

472 クモ類 キノボリトタテグモ クモ目 トタテグモ科 Conothele fragaria  準絶滅危惧 準絶滅危惧
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473 クモ類 キシノウエトタテグモ クモ目 トタテグモ科 Latouchia typica  準絶滅危惧 準絶滅危惧

474 クモ類 シノビグモ クモ目 サシアシグモ科 Shinobius orientalis  情報不足 情報不足

475 クモ類 コガネグモ クモ目 コガネグモ科 Argiope amoena  情報不足 情報不足

476 クモ類 トゲグモ クモ目 コガネグモ科 Gasteracantha kuhlii  情報不足 情報不足

477 クモ類 アカオニグモ クモ目 コガネグモ科 Araneus pinguis  情報不足 情報不足

478 クモ類 キタグニオニグモ クモ目 コガネグモ科 Araneus boreus  情報不足 情報不足

479 クモ類 ニシキオニグモ クモ目 コガネグモ科 Araneus variegatus  情報不足 情報不足

480 甲殻類 ヌカエビ エビ目 ヌマエビ科 Paratya improvisa  絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

481 甲殻類 モクズガニ エビ目 モクズガニ科 Eriocheir japonica  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

482 甲殻類 テナガエビ エビ目 テナガエビ科 Macrobrachium nipponense  準絶滅危惧 準絶滅危惧

483 甲殻類 スジエビ エビ目 テナガエビ科 Palaemon paucidens  準絶滅危惧 準絶滅危惧

484 甲殻類 サワガニ エビ目 サワガニ科 Geothelphusa dehaani  準絶滅危惧 指定なし

485 陸・淡水産貝類 ヒダリマキモノアラガイ モノアラガイ目 ヒラマキガイ科 Culmenella prashadi  絶滅 絶滅

486 陸・淡水産貝類 サドヤマトガイ ニナ目 ヤマタニシ科 Japonia sadoensis  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

487 陸・淡水産貝類 オオタニシ ニナ目 タニシ科 Heterogen japonica  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

488 陸・淡水産貝類 マメタニシ ニナ目 エゾマメタニシ科 Parafossarulus manchouricus japonicus  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

489 陸・淡水産貝類 ホラアナゴマオカチグサ ニナ目 カワザンショウガイ科 Cavernacmella kuzuuensis  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

490 陸・淡水産貝類 カワネジガイ モノアラガイ目 ヒラマキガイ科 Camptoceras hirasei  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

491 陸・淡水産貝類 キバサナギガイ マイマイ目 キバサナギガイ科 Vertigo hirasei  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

492 陸・淡水産貝類 ヤマトキバサナギガイ マイマイ目 キバサナギガイ科 Vertigo japonica  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

493 陸・淡水産貝類 ヤセアナナシマイマイ マイマイ目 ニッポンマイマイ科 Satsuma fausta  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

494 陸・淡水産貝類 カラスガイ イシガイ目 イシガイ科 Cristaria plicata  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

495 陸・淡水産貝類 マツカサガイ イシガイ目 イシガイ科 Pronodularia japanensis  絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧Ⅰ類

496 陸・淡水産貝類 コウフオカモノアラガイ マイマイ目 オカモノアラガイ科 Neosuccinea kofui  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

497 陸・淡水産貝類 ヤマボタルガイ マイマイ目 ヤマボタルガイ科 Cionella lubrica  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

498 陸・淡水産貝類 クチマガリスナガイ マイマイ目 キバサナギガイ科 Bensonella plicidens  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

499 陸・淡水産貝類 マルナタネガイ マイマイ目 マキゾメガイ科 Parazoogenetes orcula  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

500 陸・淡水産貝類 ナタネガイモドキ マイマイ目 ナタネガイモドキ科 Pyramidula conica  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

501 陸・淡水産貝類 クリイロキセルモドキ マイマイ目 キセルガイモドキ科 Mirus andersonianus  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

502 陸・淡水産貝類 オクガタギセル マイマイ目 キセルガイ科 Megalophaedusa dorcas  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

503 陸・淡水産貝類 オオコウラナメクジ マイマイ目 オオコウラナメクジ科 Nipponarion carinatus  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

504 陸・淡水産貝類 ウゼンシタラ マイマイ目 ベッコウマイマイ科 Parasitala ultima  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

505 陸・淡水産貝類 カサネシタラ マイマイ目 ベッコウマイマイ科 Sitalina insignis  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

506 陸・淡水産貝類 オモイガケナマイマイ マイマイ目 オナジマイマイ科 Aegista inexpectata  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

507 陸・淡水産貝類 ニッコウオオベソマイマイ マイマイ目 オナジマイマイ科 Aegista nikkoensis  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

508 陸・淡水産貝類 ミヤマヒダリマキマイマイ マイマイ目 オナジマイマイ科 Euhadra scaevola scaevola  絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅰ類

509 陸・淡水産貝類 ゴマオカタニシ オキナエビス目 ゴマオカタニシ科 Georissa japonica  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

510 陸・淡水産貝類 ムシオイガイ ニナ目 ムシオイガイ科 Chamalycaeus nipponensis  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

511 陸・淡水産貝類 チリメンカワニナ ニナ目 カワニナ科 Semisulcospira reiniana  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

512 陸・淡水産貝類 モノアラガイ モノアラガイ目 モノアラガイ科 Radix auricularia japonica  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

513 陸・淡水産貝類 ミズコハクガイ モノアラガイ目 ヒラマキガイ科 Gyraulus soritai  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

514 陸・淡水産貝類 ナタネキバサナギガイ マイマイ目 キバサナギガイ科 Vertigo ovata ovata  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

515 陸・淡水産貝類 マツシマクチミゾガイ マイマイ目 クチミゾガイ科 Eostrobilops nipponica nipponica  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

516 陸・淡水産貝類 チュウゼンジギセル マイマイ目 キセルガイ科 Megalophaedusa sericina  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

517 陸・淡水産貝類 ニッコウヒラベッコウ マイマイ目 ベッコウマイマイ科 Bekkochlamys nikkoensis  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

518 陸・淡水産貝類 クリイロベッコウ マイマイ目 ベッコウマイマイ科 Japanochlamys cerasina  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

519 陸・淡水産貝類 キョウトキビ マイマイ目 ベッコウマイマイ科 Parakaliella kyotoensis  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

520 陸・淡水産貝類 コシタカシタラガイ マイマイ目 ベッコウマイマイ科 Sitalina circumcincta  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

521 陸・淡水産貝類 ヒメビロウドマイマイ マイマイ目 ニッポンマイマイ科 Nipponochloritis perpunctata  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

522 陸・淡水産貝類 コケラマイマイ マイマイ目 オナジマイマイ科 Aegista mikuriyensis  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

523 陸・淡水産貝類 カタマメマイマイ マイマイ目 オナジマイマイ科 Lepidopisum conospira  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

524 陸・淡水産貝類 イシガイ イシガイ目 イシガイ科 Unio douglasiae  絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

525 陸・淡水産貝類 マシジミ ハマグリ目 シジミ科 Corbicula leana  絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

526 陸・淡水産貝類 マルタニシ ニナ目 タニシ科 Cipangopaludina chinensis laeta  準絶滅危惧 準絶滅危惧

527 陸・淡水産貝類 ケシガイ マイマイ目 ケシガイ科 Carychium pessimum  準絶滅危惧 準絶滅危惧

528 陸・淡水産貝類 ハブタエヒラマキガイ モノアラガイ目 ヒラマキガイ科 Gyraulus illibatus  準絶滅危惧 準絶滅危惧

529 陸・淡水産貝類 ヒラマキガイモドキ モノアラガイ目 ヒラマキガイ科 Polypylis hemisphaerula  準絶滅危惧 準絶滅危惧

530 陸・淡水産貝類 ナガオカモノアラガイ マイマイ目 オカモノアラガイ科 Oxyloma hirasei  準絶滅危惧 準絶滅危惧

531 陸・淡水産貝類 カントウベッコウ マイマイ目 ベッコウマイマイ科 Bekkochlamys septentrionalis  準絶滅危惧 情報不足
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532 陸・淡水産貝類 ヒメハリマキビ マイマイ目 ベッコウマイマイ科 Parakaliella pagoduloides  準絶滅危惧 指定なし

533 陸・淡水産貝類 スジキビ マイマイ目 ベッコウマイマイ科 Parakaliella ruida  準絶滅危惧 準絶滅危惧

534 陸・淡水産貝類 ウメムラシタラ マイマイ目 ベッコウマイマイ科 Sitalina japonica  準絶滅危惧 準絶滅危惧

535 陸・淡水産貝類 ウロコビロウドマイマイ マイマイ目 ニッポンマイマイ科 Nipponochloritis bracteata bracteata  準絶滅危惧 指定なし

536 陸・淡水産貝類 カワナビロウドマイマイ マイマイ目 ニッポンマイマイ科 Nipponochloritis kawanai  準絶滅危惧 準絶滅危惧

537 陸・淡水産貝類 ビロウドマイマイ マイマイ目 ニッポンマイマイ科 Nipponchloritis oscitans  準絶滅危惧 指定なし

538 陸・淡水産貝類 カドコオオベソマイマイ マイマイ目 オナジマイマイ科 Aegista proba goniosoma  準絶滅危惧 指定なし

539 陸・淡水産貝類 ドブガイ イシガイ目 イシガイ科 Anodonta woodiana  準絶滅危惧 準絶滅危惧

540 陸・淡水産貝類 コシダカヒメモノアラガイ モノアラガイ目 モノアラガイ科 Galba sp  情報不足 指定なし

541 陸・淡水産貝類 ヒラマキミズマイマイ モノアラガイ目 ヒラマキガイ科 Gyraulus chinensis  情報不足 指定なし

542 陸・淡水産貝類 ヒラベッコウ マイマイ目 ベッコウマイマイ科 Bekkochlamys micrograpta  情報不足 指定なし

543 陸・淡水産貝類 ハコネヒメベッコウ マイマイ目 ベッコウマイマイ科 Japanochlamys hakonensis  情報不足 指定なし

544 陸・淡水産貝類 ハクサンベッコウ マイマイ目 ベッコウマイマイ科 Nipponochlamy hakusana  情報不足 指定なし

545 陸・淡水産貝類 キヌツヤベッコウ マイマイ目 ベッコウマイマイ科 Nipponochlamys semisericata  情報不足 指定なし

546 陸・淡水産貝類 オオウエキビ マイマイ目 ベッコウマイマイ科 Trochochlamys fraterna  情報不足 情報不足

547 陸・淡水産貝類 サドタカキビ マイマイ目 ベッコウマイマイ科 Trochochlamys xenica  情報不足 情報不足

548 陸・淡水産貝類 コシタカコベソマイマイ マイマイ目 ニッポンマイマイ科 Satsuma fusca  情報不足 情報不足

549 ヒドロムシ類・ウズムシ類 マミズクラゲ ヒドロムシ目 マミズクラゲ科 Craspedacusta sowerbyi  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

550 ヒドロムシ類・ウズムシ類 カズメウズムシ ウズムシ目 ヒラタウズムシ科 Seidlia auriculata  絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

551 ヒドロムシ類・ウズムシ類 ミヤマウズムシ ウズムシ目 ヒラタウズムシ科 Phagocata vivida  準絶滅危惧 準絶滅危惧
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