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No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 食虫目 モグラ科 コウベモグラ Mogera wogura (Temminck, 1842)
2 翼手目 ヒナコウモリ科 イエコウモリ Pipistrellus abramus (Temminck, 1840) 別名アブラコウモリ

3 食肉目 イヌ科 タヌキ Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834)
4 食肉目 アライグマ科 アライグマ Procyon lotor (Linnaeus, 1758) 国外外来種，特定外来生物

5 食肉目 イタチ科 チョウセンイタチ Mustela sibirica (Pallas, 1773) 国外外来種

6 食肉目 ネコ科 イエネコ（ノネコ） Felis catus (Linnaeus, 1758) 国内外来種

7 齧歯目 ネズミ科 ドブネズミ Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) 国外外来種

8 齧歯目 ネズミ科 ハツカネズミ Mus musculus Linnaeus, 1758 国外外来種

9 齧歯目 ヌートリア科 ヌートリア Myocastor coypus (Molina, 1782) 国外外来種，特定外来生物

哺乳類
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No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus  Linnaeus, 1758
2 カモ目 カモ科 ツクシガモ Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
3 カモ目 カモ科 マガモ Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758
4 カモ目 カモ科 カルガモ Anas zonorhyncha Swinhoe, 1866
5 カモ目 カモ科 ハシビロガモ Anas clypeata Linnaeus, 1758
6 カモ目 カモ科 コガモ Anas crecca crecca  Linnaeus, 1758
7 カモ目 カモ科 ホシハジロ Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
8 カモ目 カモ科 キンクロハジロ Aythya fuligula  (Linnaeus, 1758)
9 カモ目 カモ科 ホオジロガモ Bucephala clangula clangula (Linnaeus, 1758)

10 カイツブリ目 カイツブリ科 カイツブリ Tachybaptus ruficollis poggei (Reichenow, 1902)
11 カイツブリ目 カイツブリ科 ハジロカイツブリ Podiceps nigricollis nigricollis  Brehm, 1831
12 ハト目 ハト科 キジバト Streptopelia orientalis orientalis (Latham, 1790)
13 カツオドリ目 ウ科 カワウ Phalacrocorax carbo hanedae Kuroda, 1925
14 ペリカン目 サギ科 ゴイサギ Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) 希少種

15 ペリカン目 サギ科 アマサギ Bubulcus ibis coromandus (Boddaert, 1783)
16 ペリカン目 サギ科 アオサギ Ardea cinerea jouyi Clark, 1907
17 ペリカン目 サギ科 ダイサギ Ardea alba Linnaeus, 1758
18 ペリカン目 サギ科 コサギ Egretta garzetta garzetta (Linnaeus, 1766)
20 ツル目 クイナ科 バン Gallinula chloropus chloropus  (Linnaeus, 1758)
21 カッコウ目 カッコウ科 ホトトギス Cuculus poliocephalus Latham, 1790
23 チドリ目 チドリ科 ケリ Vanellus cinereus (Blyth, 1842)
24 チドリ目 カモメ科 ユリカモメ Larus ridibundus  Linnaeus, 1766
25 タカ目 タカ科 トビ Milvus migrans lineatus (Gray, 1831)
26 フクロウ目 フクロウ科 フクロウ Strix uralensis hondoensis (Clark, 1907) 希少種

27 ブッポウソウ目 カワセミ科 カワセミ Alcedo atthis bengalensis Gmelin, 1788
28 キツツキ目 キツツキ科 コゲラ Dendrocopos kizuki nippon (Kuroda, 1922)
29 スズメ目 モズ科 モズ Lanius bucephalus bucephalus Temminck & Schlegel, 1845
30 スズメ目 カラス科 カケス Garrulus glandarius japonicus Temminck & Schlegel, 1847
31 スズメ目 カラス科 ハシボソガラス Corvus corone orientalis Eversmann, 1841
32 スズメ目 カラス科 ハシブトガラス Corvus macrorhynchos japonensis Bonaparte, 1850
34 スズメ目 シジュウカラ科 ヤマガラ Poecile varius varius (Temminck & Schlegel, 1845)
35 スズメ目 シジュウカラ科 ヒガラ Periparus ater insularis (Hellmayr, 1902)
36 スズメ目 シジュウカラ科 シジュウカラ Parus minor minor Temminck & Schlegel, 1848
37 スズメ目 ヒバリ科 ヒバリ Alauda arvensis japonica  Temminck & Schlegel, 1848
38 スズメ目 ツバメ科 ツバメ Hirundo rustica gutturalis Scopoli, 1786
39 スズメ目 ツバメ科 コシアカツバメ Hirundo daurica japonica Temminck & Schlegel, 1845
40 スズメ目 ツバメ科 イワツバメ Delichon dasypus dasypus (Bonaparte, 1850)
41 スズメ目 ヒヨドリ科 ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis amaurotis (Temminck, 1830)
42 スズメ目 ウグイス科 ウグイス Cettia diphone cantans (Temminck & Schlegel, 1847)
43 スズメ目 エナガ科 エナガ Aegithalos caudatus trivirgatus (Temminck & Schlegel, 1848)
44 スズメ目 メジロ科 メジロ Zosterops japonicus japonicus Temminck & Schlegel, 1845
45 スズメ目 ヨシキリ科 オオヨシキリ Acrocephalus orientalis (Temminck & Schlegel, 1847)
46 スズメ目 ムクドリ科 ムクドリ Spodiopsar cineraceus (Temminck, 1835)
47 スズメ目 ヒタキ科 トラツグミ Zoothera dauma aurea (Holandre, 1825) 希少種

48 スズメ目 ヒタキ科 シロハラ Turdus pallidus  Gmelin, 1789
49 スズメ目 ヒタキ科 ツグミ Turdus naumanni eunomus Temminck, 1831
50 スズメ目 ヒタキ科 ジョウビタキ Phoenicurus auroreus auroreus (Pallas, 1776)
51 スズメ目 ヒタキ科 イソヒヨドリ Monticola solitarius  philippensis (Müller, 1776)
52 スズメ目 スズメ科 スズメ Passer montanus saturatus Stejneger, 1885
53 スズメ目 セキレイ科 キセキレイ Motacilla cinerea cinerea Tunstall, 1771
54 スズメ目 セキレイ科 ハクセキレイ Motacilla alba lugens  Gloger, 1829
55 スズメ目 セキレイ科 セグロセキレイ Motacilla grandis Sharpe, 1885
56 スズメ目 アトリ科 アトリ Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
57 スズメ目 アトリ科 カワラヒワ Chloris sinica minor (Temminck & Schlegel, 1848)
58 スズメ目 アトリ科 イカル Eophona personata personata (Temminck & Schlegel, 1848) 郷土種

59 スズメ目 ホオジロ科 ホオジロ Emberiza cioides ciopsis Bonaparte, 1850
60 スズメ目 ホオジロ科 カシラダカ Emberiza rustica latifascia  Portenko, 1930
62 ハト目 ハト科 カワラバト(ドバト) Columba livia Gmelin, 1789 国外外来種

鳥類
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No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 カメ目 イシガメ科 クサガメ Mauremys reevesii (Gray, 1831) 情報不足種

2 カメ目 ヌマガメ科 ミシシッピアカミミガメ Trachemys scripta elegans (Wied, 1839) 国外外来種

3 カメ目 スッポン科 ニホンスッポン Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1835) 情報不足種

4 有鱗目 ヤモリ科 ニホンヤモリ Gekko japonicus (Duméril & Bibron, 1836) 注目種

5 有鱗目 トカゲ科 ニホントカゲ Plestiodon japonicus (Peters, 1864)
6 有鱗目 カナヘビ科 ニホンカナヘビ Takydromus tachydromoides (Schlegel, 1838)
7 有鱗目 ナミヘビ科 アオダイショウ Elaphe climacophora (Boie, 1826) 希少種

8 有鱗目 ナミヘビ科 シマヘビ Elaphe quadrivirgata (Boie, 1826)
9 有鱗目 ナミヘビ科 ヒバカリ Amphiesma vibakari (Boie, 1826) 希少種

10 有鱗目 クサリヘビ科 ニホンマムシ Gloydius blomhoffii (Boie, 1826) 希少種

爬虫類
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No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 無尾目 アマガエル科 ニホンアマガエル Hyla japonica Günther, 1859
2 無尾目 アカガエル科 ウシガエル Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) 国外外来種，特定外来生物

3 無尾目 ヌマガエル科 ヌマガエル Fejervarya kawamurai  Djong, Matsui, Kuramoto, Nishioka & Sumida, 2011

両生類
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No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 コイ目 コイ科 コイ Cyprinus carpio  Linnaeus, 1758 国内外来種

2 コイ目 コイ科 ゲンゴロウブナ Carassius cuvieri Temminck & Schlegel, 1846 国内外来種

3 コイ目 コイ科 ギンブナ Carassius sp.
4 コイ目 コイ科 アブラボテ Tanakia limbata (Temminck & Schlegel, 1846) 絶滅危惧種

5 コイ目 コイ科 タイリクバラタナゴ Rhodeus ocellatus ocellatus (Kner, 1866) 国外外来種

6 コイ目 コイ科 オイカワ Opsariichthys platypus (Temminck & Schlegel, 1846)
7 コイ目 コイ科 カワムツ Candidia temminckii (Temminck & Schlegel, 1846)
8 コイ目 コイ科 ヌマムツ Candidia sieboldii (Temminck & Schlegel, 1846) 希少種

9 コイ目 コイ科 ソウギョ Ctenopharyngodon idellus (Valemciennes, 1844) 国外外来種

10 コイ目 コイ科 アブラハヤ Phoxinus lagowskii steindachneri Sauvage, 1883 希少種

11 コイ目 コイ科 タモロコ Gnathopogon elongatus elongatus (Temminck & Schlegel, 1846)
12 コイ目 コイ科 カマツカ Pseudogobio esocinus esocinus (Temminck & Schlegel, 1846)
13 コイ目 コイ科 コウライニゴイ Hemibarbus labeo (Pallas, 1774)
14 コイ目 コイ科 キンギョ Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758) 国外外来種

15 コイ目 ドジョウ科 ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) 国外外来種

16 コイ目 ドジョウ科 オオシマドジョウ Cobitis biwae Jordan & Snyder, 1901
17 ナマズ目 ギギ科 ギギ Tachysurus nudiceps  (Sauvage, 1883) 希少種

18 ナマズ目 ナマズ科 ナマズ Silurus asotus Linnaeus, 1758
19 タウナギ目 タウナギ科 タウナギ Monopterus albus (Zuiew, 1793) 国外外来種

20 スズキ目 サンフィッシュ科 ブルーギル Lepomis macrochirus macrochirus Rafinesque, 1819 国外外来種，特定外来生物

21 スズキ目 サンフィッシュ科 オオクチバス Micropterus salmoides  (Lacépède, 1802) 外来種，特定外来生物

22 スズキ目 ハゼ科 トウヨシノボリ類 Rhinogobius spp. シマヒレヨシノボリを含む

魚類
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No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 イシノミ目 イシノミ科 ヤマトイシノミ Pedetontus nipponicus (Silvestri, 1907)
2 シミ目 シミ科 セグロシミ Ctenolepisma sp.
3 トンボ目 カワトンボ科 ハグロトンボ Atrocalopteryx atrata (Selys, 1853)
4 トンボ目 イトトンボ科 アジアイトトンボ Ischnura asiatica Brauer, 1865
5 トンボ目 イトトンボ科 セスジイトトンボ Paracercion hieroglyphicum (Brauer, 1865)
6 トンボ目 ヤンマ科 クロスジギンヤンマ Anax nigrofasciatus Oguma, 1915
7 トンボ目 ヤンマ科 ギンヤンマ Anax parthenope julius Brauer, 1865
8 トンボ目 トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum (Uhler, 1858)
9 トンボ目 トンボ科 オオシオカラトンボ Orthetrum melania (Selys, 1883)
10 トンボ目 トンボ科 コシアキトンボ Pseudothemis zonata (Burmeister, 1839)
11 トンボ目 トンボ科 アキアカネ Sympetrum frequens (Selys, 1883)
12 バッタ目 コオロギ科 ハラオカメコオロギ Loxoblemmus campestris Matsuura, 1988
13 バッタ目 コオロギ科 エンマコオロギ Teleogryllus emma (Ohmachi & Matsuura, 1951)
14 バッタ目 コオロギ科 ツヅレサセコオロギ Velarifictorus mikado (Saussure, 1877)
15 バッタ目 マツムシ科 カンタン Oecanthus longicauda Matsumura, 1904
16 バッタ目 マツムシ科 アオマツムシ Truljalia hibinonis (Matsumura, 1917) 国外外来種

17 バッタ目 マツムシ科 マツムシ Xenogryllus marmoratus marmoratus (de Haan, 1844)
18 バッタ目 カネタタキ科 カネタタキ Ornebius kanetataki (Matsumura, 1904)
19 バッタ目 アリツカコオロギ科 アリツカコオロギ Myrmecophilus sapporensis Matsumura, 1904
20 バッタ目 ケラ科 ケラ Gryllotalpa orientalis Burmeister, 1839
21 バッタ目 カマドウマ科 マダラカマドウマ Diestrammena japonica Blatchley, 1920
22 バッタ目 キリギリス科 オナガササキリ Conocephalus exemptus (Walker, 1869)
23 バッタ目 キリギリス科 コバネササキリ Conocephalus japonicus ( Redtenbacher, 1891)
24 バッタ目 キリギリス科 ササキリ Conocephalus melaenus (de Haan, 1843)
25 バッタ目 キリギリス科 ヒメギス Eobiana engelhardti subtropica (Bey-Bienko, 1949)
26 バッタ目 キリギリス科 クビキリギス Euconocephalus varius (Walker, 1869)
27 バッタ目 キリギリス科 ニシキリギリス Gampsocleis buergeri (de Haan, 1843)
28 バッタ目 キリギリス科 ヤブキリ Tettigonia orientalis Uvarov, 1924
29 バッタ目 ツユムシ科 セスジツユムシ Ducetia japonica (Thunberg, 1815)
30 バッタ目 ツユムシ科 ツユムシ Phaneroptera falcata (Poda, 1761)
31 バッタ目 ツユムシ科 アシグロツユムシ Phaneroptera nigroantennata Brunner von Wattenwyl, 1878
32 バッタ目 ノミバッタ科 ノミバッタ Xya japonica (de Haan, 1844)
33 バッタ目 ヒシバッタ科 ハネナガヒシバッタ Euparatettix insularis Bey-Bienko, 1951
34 バッタ目 ヒシバッタ科 コバネヒシバッタ Formosatettix larvatus Bey-Bianko, 1951
35 バッタ目 ヒシバッタ科 ハラヒシバッタ Tetrix japonica (Bolívar, 1887)
36 バッタ目 オンブバッタ科 オンブバッタ Atractomorpha lata (Motschulsky, 1866)
37 バッタ目 オンブバッタ科 アカハネオンブバッタ Atractomorpha sinensis sinensis Bolívarr, 1905 国外外来種

38 バッタ目 バッタ科 ショウリョウバッタ Acrida cinerea (Thunberg, 1815)
39 バッタ目 バッタ科 マダラバッタ Aiolopus thalassinus tamulus (Fabricius, 1798)
40 バッタ目 バッタ科 クルマバッタモドキ Oedaleus infernalis Saussure, 1884
41 バッタ目 バッタ科 コバネイナゴ Oxya yezoensis Shiraki, 1910
42 バッタ目 バッタ科 イボバッタ Trilophidia japonica Saussure, 1888
43 ハサミムシ目 ハサミムシ科 ハマベハサミムシ Anisolabis maritima (Bonelli, 1832)
44 ハサミムシ目 ハサミムシ科 コヒゲジロハサミムシ Euborellia annulipes (Lucas, 1847)
45 カマキリ目 カマキリ科 ハラビロカマキリ Hierodula patellifera (Audinet-Serville, 1839)
46 カマキリ目 カマキリ科 コカマキリ Statilia maculata maculata (Thunberg, 1784)
47 カマキリ目 カマキリ科 カマキリ Tenodera angustipennis Saussure, 1869
48 カマキリ目 カマキリ科 オオカマキリ Tenodera sinensis Saussure, 1871
49 ゴキブリ目 ゴキブリ科 クロゴキブリ Periplaneta fuliginosa (Serville, 1838) 国外外来種

50 ゴキブリ目 チャバネゴキブリ科 チャバネゴキブリ Blattella germanica (Linnaeus, 1767) 国外外来種

51 シロアリ目 ミゾガシラシロアリ科 ヤマトシロアリ Reticulitermes speratus (Kolbe, 1885)
52 カメムシ目 コナジラミ科 ミカントゲコナジラミ Aleurocanthus spiniferus (Quaintance, 1903) 国外外来種

53 カメムシ目 コナジラミ科 タバココナジラミ Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)
54 カメムシ目 コナジラミ科 ミカンコナジラミ Dialeurodes citri (Ashmead, 1885)
55 カメムシ目 コナジラミ科 オンシツコナジラミ Trialeurodes vaporariorum (Westwood, 1856) 国外外来種

56 カメムシ目 アブラムシ科 ミカンクロアブラムシ Aphis citricida (Kirkaldy, 1907)
57 カメムシ目 アブラムシ科 マメアブラムシ Aphis craccivora craccivora Koch, 1854
58 カメムシ目 アブラムシ科 ワタアブラムシ Aphis gossypii Glover, 1877
59 カメムシ目 アブラムシ科 ギシギシアブラムシ Aphis rumicis Linnaeus, 1758
60 カメムシ目 アブラムシ科 ユキヤナギアブラムシ Aphis spiraecola Patch, 1914
61 カメムシ目 アブラムシ科 モモアカアブラムシ Myzus persicae  (Sulzer, 1776)
62 カメムシ目 カタカイガラムシ科 ツノロウムシ Ceroplastes ceriferus (Fabricius, 1798)
63 カメムシ目 カタカイガラムシ科 カメノコロウムシ Ceroplastes japonicus Green, 1921

昆虫類
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No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

64 カメムシ目 カタカイガラムシ科 ルビーロウムシ Ceroplastes rubens Maskell, 1893 国外外来種

65 カメムシ目 マルカイガラムシ科 クワシロカイガラムシ Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti, 1886)
66 カメムシ目 マルカイガラムシ科 ウメシロカイガラムシ Pseudaulacaspis prunicola (Maskell, 1895)
67 カメムシ目 マルカイガラムシ科 ヤノネカイガラムシ Unaspis yanonensis (Kuwana, 1923) 国外外来種

68 カメムシ目 コナカイガラムシ科 フジコナカイガラムシ Planococcus kraunhiae (Kuwana, 1902)
69 カメムシ目 セミ科 クマゼミ Cryptotympana facialis (Walker, 1858)
70 カメムシ目 セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata (Motschulsky, 1866)
71 カメムシ目 セミ科 ツクツクボウシ Meimuna opalifera (Walker, 1850)
72 カメムシ目 セミ科 ニイニイゼミ Platypleura kaempferi (Fabricius, 1794)
73 カメムシ目 ヨコバイ科 スズキフタテンヒメヨコバイ Arboridia suzukii (Matsumura, 1916)
74 カメムシ目 ヨコバイ科 ヨモギヒメヨコバイ Eupteryx minuscula Lindberg, 1929
75 カメムシ目 ヨコバイ科 ツマグロヨコバイ Nephotettix cincticeps (Uhler, 1896)
76 カメムシ目 ウンカ科 トビイロウンカ Nilaparvata lugens (Stål, 1854)
77 カメムシ目 ウンカ科 セジロウンカ Sogatella furcifera (Horvath, 1899)
78 カメムシ目 ハネナガウンカ科 アカハネナガウンカ Diostrombus politus Uhler, 1896
79 カメムシ目 ハゴロモ科 ベッコウハゴロモ Orosanga japonicus (Melicher, 1898)
80 カメムシ目 タイコウチ科 ミズカマキリ Ranatra chinensis Mayr, 1865
81 カメムシ目 コオイムシ科 コオイムシ Appasus japonicus Vuillefroy, 1864 希少種

82 カメムシ目 アメンボ科 アメンボ Aquarius paludum (Fabricius, 1794)
83 カメムシ目 アメンボ科 シマアメンボ Metrocoris histrio (White, 1883)
84 カメムシ目 カスミカメムシ科 アカスジカスミカメ Stenotus rubrovittatus (Matsumura, 1913)
85 カメムシ目 カスミカメムシ科 イネホソミドリカスミカメ Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)
86 カメムシ目 グンバイムシ科 アワダチソウグンバイ Corythucha marmorata (Uhler, 1878) 国外外来種

87 カメムシ目 グンバイムシ科 ヘクソカズラグンバイ Dulinius conchatus Distant, 1903 国外外来種

88 カメムシ目 グンバイムシ科 ナシグンバイ Stephanitis nashi Esaki & Takeya, 1931
89 カメムシ目 サシガメ科 ヨコヅナサシガメ Agriosphodrus dohrni (Signoret, 1862) 国外外来種

90 カメムシ目 サシガメ科 ヤニサシガメ Velinus nodipes (Uhler, 1860)
91 カメムシ目 ホソヘリカメムシ科 クモヘリカメムシ Leptocorisa chinensis Dallas, 1852
92 カメムシ目 ホソヘリカメムシ科 ホソヘリカメムシ Riptortus pedestris (Fabricius, 1775)
93 カメムシ目 ヘリカメムシ科 ホソハリカメムシ Cletus punctiger (Dallas, 1852)
94 カメムシ目 マルカメムシ科 マルカメムシ Megacopta punctatissima (Montandon, 1896)
95 カメムシ目 ツチカメムシ科 ヨコヅナツチカメムシ Adrisa magna (Uhler, 1860)
96 カメムシ目 キンカメムシ科 オオキンカメムシ Eucorysses grandis (Thunberg, 1783)
97 カメムシ目 カメムシ科 キマダラカメムシ Erthesina fullo (Thunberg, 1783) 国外外来種

98 カメムシ目 カメムシ科 ナガメ Eurydema rugosa Motschulsky, 1861
99 カメムシ目 カメムシ科 アカスジカメムシ Graphosoma rubrolineatum  (Westwood, 1837)
100 カメムシ目 カメムシ科 クサギカメムシ Halyomorpha halys (Stål, 1855)
101 カメムシ目 カメムシ科 アオクサカメムシ Nezara antennata  Scott, 1874
102 カメムシ目 カメムシ科 チャバネアオカメムシ Plautia stali Scott, 1874
103 カメムシ目 ツノカメムシ科 エサキモンキツノカメムシ Sastragala esakii Hasegawa, 1959
104 アザミウマ目 アザミウマ科 ヒラズハナアザミウマ Frankliniella intonsa (Trybom, 1895)
105 アザミウマ目 アザミウマ科 ミカンキイロアザミウマ Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 国外外来種

106 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 Karny, 1925 国外外来種

107 アザミウマ目 アザミウマ科 ネギアザミウマ Thrips tabaci Lindeman, 1889 国外外来種

108 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 Haga & Okajima, 1983 国外外来種

109 アミメカゲロウ目 クサカゲロウ科 ヤマトクサカゲロウ Chrysoperla nipponensis (Okamoto, 1914)
110 アミメカゲロウ目 ウスバカゲロウ科 ウスバカゲロウ Baliga micans (McLachlan, 1875)
111 コウチュウ目 ハンミョウ科 ニワハンミョウ Cicindela japana Motschulsky, 1858
112 コウチュウ目 オサムシ科 ゴミムシ Anisodactylus signatus (Panzer, 1796)
113 コウチュウ目 オサムシ科 マイマイカブリ Carabus blaptoides Kollar, 1836
114 コウチュウ目 オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus  Motschulsky, 1860
115 コウチュウ目 ホソクビゴミムシ科 ミイデラゴミムシ Pheropsophus jessoensis Morawitz, 1862
116 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ハイイロゲンゴロウ Eretes griseus (Fabricius, 1781)
117 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 コシマゲンゴロウ Hydaticus grammicus (Germar, 1827)
118 コウチュウ目 ミズスマシ科 ミズスマシ Gyrinus japonicus Sharp, 1873 希少種

119 コウチュウ目 ガムシ科 コガムシ Hydrochara affinis (Sharp, 1873)
120 コウチュウ目 シデムシ科 ヨツボシヒラタシデムシ Dendroxena sexcarinata sexcarinata Motschulsky, 1862
121 コウチュウ目 ハネカクシ科 アオバアリガタハネカクシ Paederus fuscipes Curtis, 1826
122 コウチュウ目 ハサミムシ科 ハサミムシ Trigonodemus lebioides Kraatz, 1877
123 コウチュウ目 ハサミムシ科 ヒゲジロハサミムシ Anisolabella marginalis（Dohrn,1864）
124 コウチュウ目 クワガタムシ科 コクワガタ Dorcus rectus (Motschulsky, 1857)
125 コウチュウ目 コガネムシ科 アオドウガネ Anomala albopilosa (Hope, 1839)
126 コウチュウ目 コガネムシ科 ドウガネブイブイ Anomala cuprea (Hope, 1839)

昆虫類
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No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

127 コウチュウ目 コガネムシ科 セマダラコガネ Exomala orientalis (Waterhouse, 1875)
128 コウチュウ目 コガネムシ科 コアオハナムグリ Gametis jucunda (Faldermann, 1835)
129 コウチュウ目 コガネムシ科 マメコガネ Popillia japonica Newman, 1841
130 コウチュウ目 タマムシ科 ウバタマムシ名義タイプ亜種 Chalcophora japonica japonica (Gory, 1840)
131 コウチュウ目 タマムシ科 タマムシ名義タイプ亜種 Chrysochroa fulgidissima fulgidissima  (Schönherr, 1817) 郷土種 別名ヤマトタマムシ

132 コウチュウ目 カツオブシムシ科 ヒメマルカツオブシムシ Anthrenus verbasci (Linnaeus, 1767)
133 コウチュウ目 テントウムシ科 アカホシテントウ Chilocorus rubidus Hope, 1831
134 コウチュウ目 テントウムシ科 ナナホシテントウ Coccinella septempunctata  Linnaeus, 1758
135 コウチュウ目 テントウムシ科 マクガタテントウ Coccinula crotchi (Lewis, 1879)
136 コウチュウ目 テントウムシ科 ニジュウヤホシテントウ Epilachna vigintioctopunctata (Fabiricius, 1775)
137 コウチュウ目 テントウムシ科 ナミテントウ Harmonia axyridis (Pallas, 1773)
138 コウチュウ目 テントウムシ科 ヒメカメノコテントウ Propylea japonica (Thunberg, 1781)
139 コウチュウ目 ツチハンミョウ科 ヒメツチハンミョウ Meloe coarctatus Motschulsky, 1857
140 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ナガニジゴミムシダマシ Ceropria induta (Wiedemann, 1819)
141 コウチュウ目 カミキリムシ科 ゴマダラカミキリ Anoplophora malasiaca (Thomson, 1865)
142 コウチュウ目 カミキリムシ科 ウスバカミキリ Megopis sinica sinica (White, 1853)
143 コウチュウ目 カミキリムシ科 ラミーカミキリ Paraglenea fortunei (Saunders, 1853) 国外外来種

144 コウチュウ目 カミキリムシ科 ブドウトラカミキリ Xylotrechus pyrrhoderus pyrrhoderus Bates, 1873
145 コウチュウ目 カミキリムシ科 ベニカミキリ Purpuricenus temminckii (Guérin-Méneville, 1844) 奈良県野生生物目録記載なし

146 コウチュウ目 カミキリムシ科 キクスイカミキリ Phytoecia rufiventris Gautier，1870 奈良県野生生物目録記載なし

147 コウチュウ目 カミキリムシ科 クビアカツヤカミキリ Aromia bungii (Faldermann，1835） 奈良県野生生物目録記載なし，国外外来種，特定外来生物

148 コウチュウ目 ハムシ科 ジンガサハムシ Aspidomorpha indica Boheman, 1854
149 コウチュウ目 ハムシ科 ウリハムシ Aulacophora femoralis (Motschulsky, 1857)
150 コウチュウ目 ハムシ科 クロウリハムシ Aulacophora nigripennis  Motschulsky, 1857
151 コウチュウ目 ハムシ科 ルリハムシ Linaeidea aenea (Linnaeus, 1758)
152 コウチュウ目 ハムシ科 キスジノミハムシ Phyllotreta striolata (Fabricius, 1803)
153 コウチュウ目 ゾウムシ科 クリシギゾウムシ Curculio sikkimensis (Heller, 1927)
154 ハエ目 チョウバエ科 オオチョウバエ Clogmia albipunctata (Williston, 1893) 国外外来種

155 ハエ目 カ科 アカイエカ Culex pipiens Linnaeus, 1758
156 ハエ目 カ科 コガタアカイエカ Culex tritaeniorhynchus Gilis, 1901
157 ハエ目 カ科 ヒトスジシマカ Stegomyia albopicta (Skuse, 1895)
158 ハエ目 ユスリカ科 オオユスリカ Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758)
159 ハエ目 ユスリカ科 セスジユスリカ Chironomus yoshimatsui Martin & Sublette, 1972
160 ハエ目 ツリアブ科 ビロウドツリアブ Bombylius major Linnaeus, 1758
161 ハエ目 ハナアブ科 オオハナアブ Phytomia zonata (Fabricius, 1787)
162 ハエ目 ハモグリバエ科 マメハモグリバエ Liriomyza trifolii (Burgess, 1880) 国外外来種

163 ハエ目 ショウジョウバエ科 キイロショウジョウバエ Drosophila melanogaster Meigen, 1830 国外外来種

164 ハエ目 イエバエ科 イエバエ Musca domestica Linnaeus, 1758
165 チョウ目 ハマキガ科 チャノコカクモンハマキ Adoxophyes honmai Yasuda, 1998
166 チョウ目 ハマキガ科 ミダレカクモンハマキ Archips fuscocupreana Walsingham, 1900
167 チョウ目 ハマキガ科 チャハマキ Homona magnanima Diakonoff, 1948
168 チョウ目 ミノガ科 チャミノガ Eumeta minuscula Butler, 1881
169 チョウ目 コナガ科 コナガ Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
170 チョウ目 スカシバガ科 コスカシバ Synanthedon hector (Butler, 1878)
171 チョウ目 ニセマイコガ科 カキノヘタムシガ Stathmopoda masinissa Meyrick, 1906
172 チョウ目 イラガ科 イラガ Monema flavescens Walker, 1855
173 チョウ目 イラガ科 アオイラガ Parasa consocia Walker, 1863
174 チョウ目 セセリチョウ科 イチモンジセセリ Parnara guttata guttata (Bremer & Grey, 1852)
175 チョウ目 アゲハチョウ科 ジャコウアゲハ Atrophaneura alcinous alcinous (Klug, 1836) 注目種

176 チョウ目 アゲハチョウ科 アオスジアゲハ Graphium sarpedon nipponum (Fruhstorfer, 1903)
177 チョウ目 アゲハチョウ科 キアゲハ Papilio machaon hippocrates Linnaeus, 1758
178 チョウ目 アゲハチョウ科 クロアゲハ Papilio protenor demetrius Stoll, 1782
179 チョウ目 アゲハチョウ科 アゲハ Papilio xuthus Linnaeus, 1767
180 チョウ目 シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina mandarina (de l‘Orza, 1869)
181 チョウ目 シロチョウ科 スジグロシロチョウ Pieris melete  Ménétriès, 1857
182 チョウ目 シロチョウ科 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora Boisduval, 1836
183 チョウ目 シジミチョウ科 ウラギンシジミ Curetis acuta paracuta de Nicéville, 1902
184 チョウ目 シジミチョウ科 ウラナミシジミ Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
185 チョウ目 シジミチョウ科 ベニシジミ Lycaena phlaeas chinensis (C. Felder, 1862)
186 チョウ目 シジミチョウ科 ヤマトシジミ Zizeeria maha argia (Ménétriès, 1857)
187 チョウ目 タテハチョウ科 ツマグロヒョウモン Argyreus hyperbius hyperbius (Linnaeus, 1763)
188 チョウ目 タテハチョウ科 ルリタテハ Kaniska canace nojaponicum (von Siebold, 1824)
189 チョウ目 タテハチョウ科 テングチョウ Libythea lepita celtoides Fruhstorfer, [1909]

昆虫類
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190 チョウ目 タテハチョウ科 ジャノメチョウ Minois dryas bipunctata (Motschulsky, [1861])
191 チョウ目 タテハチョウ科 コジャノメ Mycalesis francisca perdiccas Hewitson, [1862]
192 チョウ目 タテハチョウ科 ホシミスジ紀伊半島亜種 Neptis pryeri kiiensis Fukúda, Minotani & Shinkawa, 2010 注目種

193 チョウ目 タテハチョウ科 コミスジ Neptis sappho intermedia W. B. Pryer, 1877
194 チョウ目 タテハチョウ科 キタテハ Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758)
195 チョウ目 タテハチョウ科 アカタテハ Vanessa indica indica  (Herbst, 1794)
196 チョウ目 シャクガ科 キエダシャク Auaxa sulphurea (Butler, 1878)
197 チョウ目 カレハガ科 マツカレハ Dendrolimus spectabilis (Butler, 1877)
198 チョウ目 カレハガ科 オビカレハ Malacosoma neustrium testacea  (Motschulsky, 1861)
199 チョウ目 ヤママユガ科 ウスタビガ Rhodinia fugax fugax (Butler, 1877)
200 チョウ目 スズメガ科 オオスカシバ Cephonodes hylas hylas (Linnaeus, 1771)
201 チョウ目 スズメガ科 トビイロスズメ Clanis bilineata tsingtauica Mell, 1922
202 チョウ目 スズメガ科 モモスズメ Marumba gaschkewitschii echephron (Boisduval, 1875)
203 チョウ目 スズメガ科 セスジスズメ Theretra oldenlandiae oldenlandiae (Fabricius, 1775)
204 チョウ目 シャチホコガ科 オオモクメシャチホコ Cerura erminea erminea (Esper, 1783)
205 チョウ目 ドクガ科 チャドクガ Arna pseudoconspersa (Strand, 1914)
206 チョウ目 ヒトリガ科 アメリカシロヒトリ Hyphantria cunea (Drury, 1773) 国外外来種

207 チョウ目 ヒトリガ科 クワゴマダラヒトリ Lemyra imparilis (Butler, 1877)
208 チョウ目 ヤガ科 タマナヤガ Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
209 チョウ目 ヤガ科 カブラヤガ Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775)
210 チョウ目 ヤガ科 タマナギンウワバ Autographa nigrisigna (Walker, 1857)
211 チョウ目 ヤガ科 アケビコノハ Endocima tyrannus (Guenée, 1852)
212 チョウ目 ヤガ科 オオタバコガ Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) 国外外来種

213 チョウ目 ヤガ科 ヨトウガ Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
214 チョウ目 ヤガ科 ヒメエグリバ Oraesia emarginata (Fabricius, 1794)
215 チョウ目 ヤガ科 アカエグリバ Oraesia excavata (Butler, 1878)
216 チョウ目 ヤガ科 シロシタヨトウ Sarcopolia illoba (Butler, 1878)
217 チョウ目 ヤガ科 シロイチモジヨトウ Spodoptera exigua (Hübner, 1808) 国外外来種

218 チョウ目 ヤガ科 ハスモンヨトウ Spodoptera litura (Fabricius, 1775)
219 チョウ目 ヤガ科 イラクサギンウワバ Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
220 ハチ目 ミフシハバチ科 チュウレンジバチ Arge pagana Panzer, 1798
221 ハチ目 ハバチ科 カブラハバチ Athalia rosae ruficornis Jakovlev, 1898
222 ハチ目 タマバチ科 クリタマバチ Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951 国外外来種

223 ハチ目 アリ科 クロオオアリ Camponotus japonicus  Mayr, 1866
224 ハチ目 アリ科 クロヤマアリ隠蔽種群 Formica japonica Motschulsky, 1866(s.l.)
225 ハチ目 アリ科 トビイロシワアリ Tetramorium tsushimae  Emery, 1925
226 ハチ目 スズメバチ科 フタモンアシナガバチ本土亜種 Polistes chinensis antennalis Pérez, 1905
227 ハチ目 スズメバチ科 セグロアシナガバチ本土亜種 Polistes jokahamae jokahamae Radoszkowski, 1887
228 ハチ目 スズメバチ科 キボシアシナガバチ Polistes nipponensis Pérez, 1905
229 ハチ目 スズメバチ科 コガタスズメバチ Vespa analis Fabricus, 1775
230 ハチ目 スズメバチ科 オオスズメバチ Vespa mandarinia Smith, 1852
231 ハチ目 スズメバチ科 キイロスズメバチ Vespa simillima Smith, 1868
232 ハチ目 ミツバチ科 セイヨウミツバチ Apis mellifera Linnaeus, 1758 国外外来種

233 ハチ目 ミツバチ科 タイワンタケクマバチ Xylocopa tranquebarorm tranquebarorm (Swederus, 1787) 国外外来種

昆虫類
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1 節足動物門六脚亜門内顎綱コムシ目 ハサミコムシ科 ヤマトハサミコムシ Occasjapyx japonicus (Enderlein, 1907) 奈良県野生生物目録記載なし

2 節足動物門六脚亜門内顎綱トビムシ目 ツチトビムシ科 クロトゲナシツチトビムシ Desoria occulta (Borner, 1909) 奈良県野生生物目録記載なし

内顎類
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No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 節足動物門クモ綱クモ目 ユウレイグモ科 イエユウレイグモ Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)  
2 節足動物門クモ綱クモ目 ヒメグモ科 セアカゴケグモ Latrodectus hasselti Thorell, 1870   国外外来種，特定外来生物

3 節足動物門クモ綱クモ目 ジョロウグモ科 ジョロウグモ Nephila clavata  L. Koch, 1878 
4 節足動物門クモ綱クモ目 コガネグモ科 コガネグモ Argiope amoena L. Koch, 1878  郷土種

5 節足動物門クモ綱クモ目 コガネグモ科 ナガコガネグモ Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)  
6 節足動物門クモ綱クモ目 コガネグモ科 ゴミグモ Cyclosa octotuberculata  Karsch, 1879 
7 節足動物門クモ綱クモ目 コモリグモ科 ウヅキコモリグモ Pardosa astrigera L. Koch, 1878 
8 節足動物門クモ綱クモ目 キシダグモ科 イオウイロハシリグモ Dolomedes sulfureus L. Koch, 1878 
9 節足動物門クモ綱クモ目 タナグモ科 クサグモ Agelena silvatica  Oliger, 1983  
10 節足動物門クモ綱クモ目 アシダカグモ科 アシダカグモ Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1767)  
11 節足動物門クモ綱クモ目 カニグモ科 ハナグモ Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)  
12 節足動物門クモ綱クモ目 ハエトリグモ科 アダンソンハエトリ Hasarius adansoni (Audouin, 1826)  
13 節足動物門クモ綱クモ目 ハエトリグモ科 アリグモ Myrmarachne japonica (Karsch, 1879) 
14 節足動物門クモ綱クモ目 ハエトリグモ科 アオオビハエトリ Siler cupreus Simon, 1889  

クモ類
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No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 節足動物門クモ綱ダニ目 タカラダニ科 カベアナタカラダニ Balaustium murorum (Hermann, 1804) 奈良県野生生物記載なし

2 節足動物門クモ綱ダニ目 ハダニ科 ミカンハダニ Panonychus citri (McGregor, 1916) 奈良県野生生物記載なし

3 節足動物門クモ綱ダニ目 ハダニ科 ナミハダニ Tetranychus urticae Koch, 1836 奈良県野生生物記載なし

4 節足動物門クモ綱ダニ目 ホコリダニ科 チャノホコリダニ Polyphagotarsonemus latus (Banks, 1904) 奈良県野生生物記載なし

5 節足動物門クモ綱ダニ目 フシダニ科 モモサビダニ Aculus fockeui (Nalepa & Trouessart, 1891) 奈良県野生生物記載なし

6 節足動物門クモ綱ダニ目 フシダニ科 カキサビダニ Aceria diospyri Keifer, 1944 奈良県野生生物記載なし

ダニ類
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No. 上位分類 科 和名 学名 カテゴリー 備考

1 節足動物門ヤスデ綱タマヤスデ目 ヤケヤスデ科 ヤケヤスデ属の一種 Oxidus sp.
2 節足動物門ヤスデ綱タマヤスデ目 オビヤスデ科 オビヤスデ属の一種 Epanerchodus sp.
3 節足動物門ヤスデ綱タマヤスデ目 ババヤスデ科 ブチババヤスデ Parafontaria marmorata (Verhoeff, 1937)
4 節足動物門ヤスデ綱タマヤスデ目 ババヤスデ科 ババヤスデ属の一種 Parafontaria sp.
5 節足動物門ムカデ綱イシムカデ目 イシムカデ科 イッスンムカデ Bothropolys rugosus (Meinert, 1872)
6 節足動物門ムカデ綱オオムカデ目 オオムカデ科 アオズムカデ Scolopendra japonica L. Koch, 1878
7 節足動物門ムカデ綱オオムカデ目 オオムカデ科 トビズムカデ Scolopendra mutilans L. Koch, 1878
8 節足動物門ムカデ綱オオムカデ目 オオムカデ科 アカムカデ Scolopocryptops nipponicus  Shinohara, 1990
9 節足動物門ムカデ綱ジムカデ目 ベニジムカデ科 ホソヅメベニジムカデ Strigamia tenuiungulatus (Takakuwa, 1938)
10 節足動物門ムカデ綱ゲジ目 ゲジ科 ゲジ Thereuonema tuberculata (Wood, 1862) 奈良県野生生物目録記載なし

多足類
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No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 節足動物門甲殻綱ホウネンエビ目 ホウネンエビ科 ホウネンエビ Branchinellites kugenumaensis (Ishikawa, 1895)
2 節足動物門甲殻綱カブトエビ目 カブトエビ科 アメリカカブトエビ Triops longicaudatus  (LeConte, 1864) 国外外来種

3 節足動物門甲殻綱カブトエビ目 カブトエビ科 アジアカブトエビ Triops granarius (Lucas, 1822) 国外外来種

4 節足動物門甲殻綱カイエビ目 トゲカイエビ科 トゲカイエビ Leptestheria kawachiensis Uéno, 1926
5 節足動物門甲殻綱カイエビ目 カイエビ科 カイエビ Cyzicus gifuensis (Ishikawa, 1895)
6 節足動物門甲殻綱カイエビ目 ヒメカイエビ科 ヒメカイエビ属の一種 Limnadia sp.
7 節足動物門甲殻綱等脚目 ミズムシ科 ミズムシ Asellus hilgendorfi hilgendorfi Bovallius, 1886
8 節足動物門甲殻綱等脚目 ワラジムシ科 ホソワラジムシ Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833)
9 節足動物門甲殻綱等脚目 ワラジムシ科 クマワラジムシ Porcellio laevis Brandt, 1833 奈良県野生生物目録記載なし

11 節足動物門甲殻綱等脚目 オカダンゴムシ科 オカダンゴムシ Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)
12 節足動物門甲殻綱十脚目 テナガエビ科 スジエビ Palaemon paucidens de Haan, 1844
13 節足動物門甲殻綱十脚目 ヌマエビ科 ミナミヌマエビ Neocaridina denticulata  (de Haan,1849)
14 節足動物門甲殻綱十脚目 アメリカザリガニ科 アメリカザリガニ Procambarus clarkii (Girard, 1852) 国外外来種

15 節足動物門甲殻綱十脚目 モクズガニ科 モクズガニ Eriocheir japonicea (de Haan, 1835)

甲殻類
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No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 軟体動物門腹足綱新生腹足目 リンゴガイ科 スクミリンゴガイ Pomacea canaliculata (Lamarck, 1819) 国外外来種

2 軟体動物門腹足綱新生腹足目 タニシ科 ヒメタニシ Sinotaia quadrata histrica (Gould, 1859)
3 軟体動物門腹足綱新生腹足目 カワニナ科 カワニナ Semisulcospira libertina (Gould, 1859)
4 軟体動物門腹足綱異鰓目 モノアラガイ科 ヒメモノアラガイ Austropeplera ollula  (Gould, 1859)
5 軟体動物門腹足綱異鰓目 モノアラガイ科 ハブタエモノアラガイ Pseudosuccinea columella (Say, 1817) 国外外来種

6 軟体動物門腹足綱異鰓目 サカマキガイ科 サカマキガイ Physa acuta Draparnaud, 1805 国外外来種

7 軟体動物門腹足綱異鰓目 ヒラマキガイ科 ヒラマキガイモドキ Polypylis hemiapherula (Benson, 1842)
8 軟体動物門腹足綱異鰓目 ヒラマキガイ科 ヒラマキミズマイマイ Gyraulus chinensis spirillus  (Gould, 1859)
9 軟体動物門二枚貝綱ザルガイ目 シジミ科 タイワンシジミ Corbicula fluminea species-complex 国外外来種

淡水産貝類

15



No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 軟体動物門腹足綱新生腹足目 カワザンショウ科 ウスイロオカチグサ Paludinassiminea debilis (Gould, 1859) 国内外来種

2 軟体動物門腹足綱異鰓目 オカモノアラガイ科 ナガオカモノアラガイ Oxyloma hirasei (Pilsbry, 1901) 絶滅危惧種

3 軟体動物門腹足綱異鰓目 オカモノアラガイ科 ヒメオカモノアラガイ Succinea lyrata  Gould, 1859 奈良県野生生物目録記載なし

4 軟体動物門腹足綱異鰓目 オカクチキレガイ科 オカチョウジガイ Allopeas clavulinum kyotoense (Pilsbry & Hirase, 1904)
5 軟体動物門腹足綱異鰓目 ナメクジ科 ナメクジ Meguhimatium bilineatum (Benson, 1842)
6 軟体動物門腹足綱異鰓目 ナメクジ科 チャコウラナメクジ Ambigolimax valentianus (Férussac, 1822) 国外外来種，奈良県野生生物目録記載なし

7 軟体動物門腹足綱異鰓目 オナジマイマイ科 ナミマイマイ Euhadra sandai communis  Pilsbry, 1928
8 軟体動物門腹足綱異鰓目 オナジマイマイ科 クチベニマイマイ Euhadra amaliae (Kolbet, 1875)
9 軟体動物門腹足綱異鰓目 オナジマイマイ科 ウスカワマイマイ Acusta despecta sieboldtiana (Pfeiffer, 1850)

陸産貝類
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No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 ツリミミズ科 バライロツリミミズ Aporrectodea rosea (Savigny, 1826)
2 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 ツリミミズ科 クロイロツリミミズ Aporrectodea trapezoides (Dugès, 1828)
3 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 ツリミミズ科 シマミミズ Eisenia fetida (Savigny, 1826) 奈良県野生生物目録記載なし

4 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 ツリミミズ科 サクラミミズ Eisenia japonica (Michaelsen, 1892)
5 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 ムカシフトミミズ科 ホタルミミズ Microscolex phosphoreus (Dugès, 1837) 国外外来種

6 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 フトミミズ科 ヘンイセイミミズ Amynthas corticis (Kinberg, 1867)
7 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 フトミミズ科 クソミミズ Amynthas hupeiensis (Michaelsen, 1895)
8 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 フトミミズ科 フキソクミミズ Amynthas tokioensis (Beddard, 1892)
9 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 フトミミズ科 フトスジミミズ Amynthas vittatus (Goto & Hatai, 1898)
10 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 フトミミズ科 ハタケミミズ Metaphire agrestis (Goto & Hatai, 1899)
11 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 フトミミズ科 フツウミミズ Metaphire communissima (Goto & Hatai, 1899)
12 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 フトミミズ科 ヒトツモンミミズ Metaphire hilgendorfi (Michaelsen, 1892)
13 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 フトミミズ科 ノラクラミミズ Metaphire megascolidioides (Goto & Hatai, 1899)
14 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 カイヨウミミズ科 カイヨウミミズ Ocnerodrilus occidentalis Eisen, 1878 奈良県野生生物目録記載なし

貧毛類
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科名 和名 学名 カテゴリー 備考

ウオビル科 ヌマエラビル Ozobranchus jantzeana Oka, 1912 情報不足（環境省） 奈良県野生生物目録記載なし

ヒルド科 ウマビル Whitmania pigra (Whitman, 1884) 奈良県野生生物目録記載なし

ヒル類
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科名 和名 学名 カテゴリー 備考

サンカクアタマウズムシ科 アメリカナミウズムシ Girardia tigrina  (Girard, 1850) 国外外来種

コウガイビル科 オオミスジコウガイビル Bipalium nobile Kawakatsu and Makino, 1982 奈良県野生生物目録記載なし

リンコデムス科 リンコデムス科の一種 Rhynchodemidae gen.sp. 奈良県野生生物目録記載なし

ウズムシ類
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