
●奈良県選定種目録　昆虫類 （1／6）

No. 目　名 科　名 種　　名　（和　名） 種　　名　（学　名） カテゴリー 備　考

1 カゲロウ目 ヒラタカゲロウ科 キハダヒラタカゲロウ Heptagenia kihada 希少種

2 カゲロウ目 トビイロカゲロウ科 オオトゲエラカゲロウ Thraulus grandis 希少種

3 トンボ目 イトトンボ科 モートンイトトンボ Mortonagrion selenion 絶滅危惧種

4 トンボ目 イトトンボ科 ベニイトトンボ Ceriagrion nipponicum 希少種

5 トンボ目 イトトンボ科 ムスジイトトンボ Paracercion melanotum 希少種

6 トンボ目 イトトンボ科 オオイトトンボ Paracercion sieboldii 絶滅寸前種

7 トンボ目 アオイトトンボ科 コバネアオイトトンボ Lestes japonicus 絶滅危惧種

8 トンボ目 カワトンボ科 アオハダトンボ Calopteryx japonica 希少種

9 トンボ目 ムカシトンボ科 ムカシトンボ Epiophlebia superstes 希少種

10 トンボ目 ムカシヤンマ科 ムカシヤンマ Tanypteryx pryeri 希少種

11 トンボ目 サナエトンボ科 ミヤマサナエ Anisogomphus maacki 希少種

12 トンボ目 サナエトンボ科 メガネサナエ Stylurus oculatus 希少種

13 トンボ目 サナエトンボ科 オオサカサナエ Stylurus annulatus 絶滅危惧種

14 トンボ目 サナエトンボ科 ホンサナエ Gomphus postocularis 希少種

15 トンボ目 サナエトンボ科 キイロサナエ Asiagomphus pryeri 希少種

16 トンボ目 サナエトンボ科 アオサナエ Nihonogomphus viridis 希少種

17 トンボ目 サナエトンボ科 コサナエ Trigomphus melampus 絶滅寸前種

18 トンボ目 サナエトンボ科 タベサナエ Trigomphus citimus tabei 絶滅危惧種

19 トンボ目 サナエトンボ科 ヒメサナエ Sinogomphus flavolimbatus 希少種

20 トンボ目 ヤンマ科 サラサヤンマ Sarasaeschna pryeri 希少種

21 トンボ目 ヤンマ科 アオヤンマ Aeschnophlebia longistigma 希少種

22 トンボ目 ヤンマ科 ネアカヨシヤンマ Aeschnophlebia anisoptera 絶滅危惧種

23 トンボ目 ヤンマ科 ルリボシヤンマ Aeschna juncea juncea 絶滅危惧種

24 トンボ目 ヤンマ科 マルタンヤンマ Anaciaeschna martini 希少種

25 トンボ目 エゾトンボ科 キイロヤマトンボ Macromia daimoji 希少種

26 トンボ目 エゾトンボ科 ハネビロエゾトンボ Somatochlora clavata 絶滅危惧種

27 トンボ目 エゾトンボ科 トラフトンボ Epitheca marginata 希少種

28 トンボ目 トンボ科 ヨツボシトンボ Libellula quadrimaculata asahinai 希少種

29 トンボ目 トンボ科 ハッチョウトンボ Nannophya pygmaea 絶滅危惧種

30 トンボ目 トンボ科 ミヤマアカネ Sympetrum pedemontanum elatum 希少種

31 トンボ目 トンボ科 ナニワトンボ Sympetrum gracile 絶滅危惧種

32 トンボ目 トンボ科 マダラナニワトンボ Sympetrum maculatum 絶滅寸前種

33 トンボ目 トンボ科 キトンボ Sympetrum croceolum 絶滅危惧種

34 トンボ目 トンボ科 オオキトンボ Sympetrum uniforme 絶滅寸前種

35 トンボ目 トンボ科 ネキトンボ Sympetrum speciosum speciosum 希少種

36 カワゲラ目 オナシカワゲラ科 カワイオナシカワゲラ Protonemura spinosa 希少種

37 カワゲラ目 ヒロムネカワゲラ科 ミヤマノギカワゲラ Yoraperla uenoi 希少種

38 ゴキブリ目 チャバネゴキブリ科 キョウトゴキブリ Asiablatta kyotensis 希少種

39 カマキリ目 カマキリ科 ヒナカマキリ Amantis nawai 希少種

40 バッタ目 カマドウマ科 コガタカマドウマ Paratachycines masaakii 情報不足種

41 バッタ目 キリギリス科 カヤキリ Pseudorhynchus japonicus 希少種

42 バッタ目 キリギリス科 ハタケノウマオイ Hexacentrus japonicus 情報不足種

43 バッタ目 ササキリモドキ科 コウヤササキリモドキ Kinkiconocephalopsis koyasanensis 希少種

44 バッタ目 ササキリモドキ科 ヒトコブササキリモドキ Tettigoniopsis kongozanensis kongozanensis 希少種

45 バッタ目 クツワムシ科 タイワンクツワムシ Mecopoda elongata 注目種

46 バッタ目 クツワムシ科 クツワムシ Mecopoda niponensis 希少種

47 バッタ目 コオロギ科 クロツヤコオロギ Phonarellus ristemai 絶滅危惧種
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48 バッタ目 コオロギ科 タンボオカメコオロギ Loxoblemmus aomoriensis 絶滅危惧種

49 バッタ目 コオロギ科 クチナガコオロギ Velarifictorus aspersus 希少種

50 バッタ目 マツムシ科 クチキコオロギ Duolandrevus ivani 希少種

51 バッタ目 マツムシ科 カヤコオロギ Euscyrtus japonicus 希少種

52 バッタ目 ヒバリモドキ科 カワラスズ Dianemobius furumagiensis 情報不足種

53 バッタ目 バッタ科 ダイリフキバッタ Callopodisma dairisama 希少種

54 バッタ目 バッタ科 キイフキバッタ Parapodisma hiurai 情報不足種

55 バッタ目 バッタ科 ショウリョウバッタモドキ Gonista bicolor 希少種

56 バッタ目 バッタ科 カワラバッタ Eusphingonotus japonicus 希少種

57 カメムシ目 セミ科 ヒメハルゼミ Euterpnosia chibensis chibensis 希少種

58 カメムシ目 セミ科 エゾハルゼミ Terpnosia nigricosta 希少種

59 カメムシ目 セミ科 コエゾゼミ Tibicen bihamatus 希少種

60 カメムシ目 セミ科 アカエゾゼミ Tibicen flammatus 希少種

61 カメムシ目 セミ科 エゾゼミ Tibicen japonicus 希少種

62 カメムシ目 トゲアワフキ科 タケウチトゲアワフキ Machaerota takenouchii 希少種

63 カメムシ目 カンムリヨコバイ科 テングオオヨコバイ Tengirhinus tengu 希少種

64 カメムシ目 キジラミ科 エノキカイガラキジラミ Celtisaspis japonica 希少種

65 カメムシ目 キジラミ科 クロオビカイガラキジラミ Celtisaspis usubai 希少種

66 カメムシ目 キジラミ科 クロバイトガリキジラミ Trioza esakii 注目種

67 カメムシ目 キジラミ科 シロバイトガリキジラミ Trioza kasugaensis 注目種

68 カメムシ目 イトアメンボ科 イトアメンボ Hydrometra albolineata 希少種

69 カメムシ目 アメンボ科 ハネナシアメンボ Gerris amembo 希少種

70 カメムシ目 アメンボ科 ヤスマツアメンボ Gerris insularis 希少種

71 カメムシ目 コオイムシ科 コオイムシ Diplonychus japonicus 希少種

72 カメムシ目 コオイムシ科 オオコオイムシ Diplonychus major 希少種

73 カメムシ目 コオイムシ科 タガメ Lethocerus deyrollei 絶滅危惧種

74 カメムシ目 タイコウチ科 ヒメタイコウチ Nepa hoffmanni 絶滅寸前種

75 カメムシ目 コバンムシ科 コバンムシ Ilycoris cimicoides exclamationis 絶滅寸前種

76 カメムシ目 ナベブタムシ科 トゲナベブタムシ Aphelocheilus nawae 絶滅寸前種

77 カメムシ目 ツノカメムシ科 ツノアカツノカメムシ Acanthosoma haemorrhoidale angulatum 希少種

78 カメムシ目 ツノカメムシ科 トゲツノカメムシ Lindbergicoris gramineus 希少種

79 コウチュウ目 ナガヒラタムシ科 ヒメナガヒラタムシ Tenomerga japonica 注目種

80 コウチュウ目 カワラゴミムシ科 カワラゴミムシ Omophron aequalis 注目種

81 コウチュウ目 ハンミョウ科 ホソハンミョウ Cicindela gracilis 絶滅危惧種

82 コウチュウ目 オサムシ科 ムロウオサムシ Carabus iwawakianus muro 希少種

83 コウチュウ目 オサムシ科 ドウキョウオサムシ Carabus uenoi 絶滅危惧種

84 コウチュウ目 オサムシ科 セアカオサムシ Hemicarabus tuberculosus 希少種

85 コウチュウ目 オサムシ科 オオミネクロナガオサムシ Leptocarabus arboreus ohminensis 絶滅寸前種

86 コウチュウ目 オサムシ科 フタモンマルクビゴミムシ Nebria pulcherrima 情報不足種

87 コウチュウ目 オサムシ科 ミセンメクラチビゴミムシ Kusumia amicorum 注目種

88 コウチュウ目 オサムシ科 ヒヤミズメクラチビゴミムシ Kusumia gelida 注目種

89 コウチュウ目 オサムシ科 チャウスメクラチビゴミムシ Kusumia insperata 注目種

90 コウチュウ目 オサムシ科 ゴマダンメクラチビゴミムシ Kusumia longicollis 注目種

91 コウチュウ目 オサムシ科 ブシメクラチビゴミムシ Kusumia militis 注目種

92 コウチュウ目 オサムシ科 オバコメクラチビゴミムシ Kusumia obaco 注目種

93 コウチュウ目 オサムシ科 オクヨシノメクラチビゴミムシ Kusumia rotundata 注目種

94 コウチュウ目 オサムシ科 クニミメクラチビゴミムシ Kusumia septentrionalis 注目種



●奈良県選定種目録　昆虫類 （3／6）

No. 目　名 科　名 種　　名　（和　名） 種　　名　（学　名） カテゴリー 備　考

95 コウチュウ目 オサムシ科 フドウノメクラチビゴミムシ Kusumia takahasii takahasii 注目種

96 コウチュウ目 オサムシ科 ドロガワメクラチビゴミムシ Kusumia takahasii tsudai 注目種

97 コウチュウ目 オサムシ科 シラクチメクラチビゴミムシ Kusumia variabilis 注目種

98 コウチュウ目 オサムシ科 オバミネメクラチビゴミムシ Kusumia yoshikawai latipennis 注目種

99 コウチュウ目 オサムシ科 ヨシカワメクラチビゴミムシ Kusumia yoshikawai yoshikawai 注目種

100 コウチュウ目 オサムシ科 テンニンノメクラチビゴミムシ Kusumia yosiiana 絶滅寸前種

101 コウチュウ目 オサムシ科 アザミメクラチビゴミムシ Stygiotrechus azami 注目種

102 コウチュウ目 オサムシ科 コンゴウメクラチビゴミムシ Stygiotrechus ohtanii 注目種

103 コウチュウ目 オサムシ科 クチキゴミムシ Morion japonicum 希少種

104 コウチュウ目 オサムシ科 ヒロムネナガゴミムシ Pterostichus dulcis 希少種

105 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 オオヒメゲンゴロウ Rhantus erraticus 注目種

106 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ゲンゴロウ Cybister japonicus 絶滅危惧種

107 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 コガタノゲンゴロウ Cybister tripunctatus orientalis 絶滅寸前種

108 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 マルガタゲンゴロウ Graphoderus adamsii 絶滅危惧種

109 コウチュウ目 ハネカクシ科 メダカオオキバハネカクシ Megalopinus japonicus 希少種

110 コウチュウ目 デオキノコムシ科 アカアシスジデオキノコムシ Ascaphium sulcipenne 希少種

111 コウチュウ目 デオキノコムシ科 チュウジョウデオキノコムシ Scaphidium chujoi 希少種

112 コウチュウ目 クワガタムシ科 ミヤマツヤハダクワガタ Ceruchus lignarius monticola 希少種

113 コウチュウ目 クワガタムシ科 オオクワガタ Dorcus hopei 絶滅危惧種

114 コウチュウ目 クワガタムシ科 ルリクワガタ Platycerus delicatulus delicatulus 希少種

115 コウチュウ目 クワガタムシ科 ニセコルリクワガタ Platycerus sugitai 希少種

116 コウチュウ目 コブスジコガネ科 マグソクワガタ Nicagus japonicus 注目種

117 コウチュウ目 コブスジコガネ科 コブナシコブスジコガネ Trox nohirai 注目種

118 コウチュウ目 センチコガネ科 ムネアカセンチコガネ Bolbocerosoma nigroplagiatum 注目種

119 コウチュウ目 センチコガネ科 オオセンチコガネ Geotrupes auratus 郷土種 ルリセンチコガネ

120 コウチュウ目 コガネムシ科 アカマダラセンチコガネ Ochodaeus maculatus maculatus 注目種

121 コウチュウ目 コガネムシ科 ヤマトエンマコガネ Onthophagus japonicus 希少種

122 コウチュウ目 コガネムシ科 マルエンマコガネ Onthophagus viduus 絶滅危惧種

123 コウチュウ目 コガネムシ科 クチキマグソコガネ Aphodius hibernalis 希少種

124 コウチュウ目 コガネムシ科 ヨツバコガネ Ohkubous ferrieri 注目種

125 コウチュウ目 コガネムシ科 オオチャイロハナムグリ Osmoderma opicum 注目種

126 コウチュウ目 コガネムシ科 アカマダラコガネ Poecilophilides rusticola 希少種

127 コウチュウ目 コガネムシ科 クロカナブン Rhomborrhina polita 注目種

128 コウチュウ目 タマムシ科 アカヘリミドリタマムシ Buprestis niponica 希少種

129 コウチュウ目 タマムシ科 オオムツボシタマムシ Chrysobothris ohbayashii 希少種

130 コウチュウ目 タマムシ科 ヤマトタマムシ Chrysochroa fulgidissima fulgidissima 郷土種

131 コウチュウ目 タマムシ科 クロマダラタマムシ Nipponobuprestis querceti 希少種

132 コウチュウ目 タマムシ科 クロコモンタマムシ西日本亜種 Poecilonota chinensis yanoi 希少種 ヤノコモンタマムシ

133 コウチュウ目 タマムシ科 アサヒナルリナガタマムシ Agrilus asahinai pseudorotundicollis 情報不足種

134 コウチュウ目 タマムシ科 シリグロナカボソタマムシ Coraebus kiangsuanus nigromaculatus 情報不足種

135 コウチュウ目 コメツキムシ科 オオウバタマコメツキ Paracalais yamato 希少種

136 コウチュウ目 コメツキムシ科 オオダイルリヒラタコメツキ Actenicerus odaisanus 希少種

137 コウチュウ目 コメツキムシ科 ツマグロコメツキ Ampedus niponicus 希少種

138 コウチュウ目 コメツキムシ科 ムネアカツヤケシコメツキ Megapenthes opacus 情報不足種

139 コウチュウ目 ホタル科 ヒメボタル Hotaria parvula 注目種

140 コウチュウ目 ホタル科 ゲンジボタル Luciola cruciata 郷土種 大仏ボタル

141 コウチュウ目 カッコウムシ科 ヨツモンチビカッコウムシ Isoclerus pictus 情報不足種



●奈良県選定種目録　昆虫類 （4／6）

No. 目　名 科　名 種　　名　（和　名） 種　　名　（学　名） カテゴリー 備　考

142 コウチュウ目 ジョウカイモドキ科 アトキクロヒメジョウカイモドキ Hypebaeus flavocaudatus 情報不足種

143 コウチュウ目 ケシキスイ科 フタモンマルケシキスイ Cyllodes binotatus 情報不足種

144 コウチュウ目 ケシキスイ科 ヒゲナガキバケシキスイ Platychora hololeptoides 希少種

145 コウチュウ目 ヒラタムシ科 ルリヒラタムシ Cucujus mniszechi 希少種

146 コウチュウ目 オオキノコムシ科 タカクラチビオオキノコ Tritoma takakurai 希少種

147 コウチュウ目 テントウムシ科 クロヘリメツブテントウ Sticholotis hilleri 希少種

148 コウチュウ目 テントウムシ科 オオツカヒメテントウ Pseudoscymnus ohtsukai 情報不足種

149 コウチュウ目 テントウムシ科 イセテントウ Arawana isensis 希少種

150 コウチュウ目 テントウムシ科 ミカドテントウ Chilocorus mikado 注目種

151 コウチュウ目 テントウムシ科 アイヌテントウ Coccinella ainu 注目種

152 コウチュウ目 ナガクチキムシ科 ムネアカナガクチキ Phrygnophilus ruficollis rosti 希少種

153 コウチュウ目 ナガクチキムシ科 ナガイホソナガクチキ Xylita nagaii 情報不足種

154 コウチュウ目 アカハネムシ科 ヘリハネムシ Ischalia patagiata 希少種

155 コウチュウ目 アカハネムシ科 オカモトツヤアナハネムシ Tosadendroides okamotoi 希少種

156 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ヤマトオサムシダマシ Blaps japonensis 希少種

157 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 クロソンマグソコガネダマシ Bolitotrogus kurosonis 希少種

158 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 オオダイマグソコガネダマシ Bolitotrogus ohdaiensis 希少種

159 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 オニユミアシゴミムシダマシ Promethis amanoi 希少種

160 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 オオユミアシゴミムシダマシ Promethis insomnis 希少種

161 コウチュウ目 カミキリムシ科 ムナコブハナカミキリ Xenophyrama purpureum 希少種

162 コウチュウ目 カミキリムシ科 モモグロハナカミキリ Toxotinus reini 注目種

163 コウチュウ目 カミキリムシ科 フタスジカタビロハナカミキリ Brachyta bifasciata japonica 希少種

164 コウチュウ目 カミキリムシ科 シコクヒメコブハナカミキリ Macropidonia japonica shikokensis 注目種

165 コウチュウ目 カミキリムシ科 オオミネヒメハナカミキリ Pidonia ohminesana 希少種

166 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヒゲブトハナカミキリ Pachypidonia bodemeyeri 希少種

167 コウチュウ目 カミキリムシ科 ムナミゾハナカミキリ Munamizoa maculata 絶滅危惧種

168 コウチュウ目 カミキリムシ科 カタキハナカミキリ Leptura femoralis 注目種

169 コウチュウ目 カミキリムシ科 カエデノヘリグロハナカミキリ Eustrangalis distenioides 希少種

170 コウチュウ目 カミキリムシ科 オニホソコバネカミキリ Necydalis gigantea gigantea 希少種

171 コウチュウ目 カミキリムシ科 キイロミヤマカミキリ Margites fulvidus 希少種

172 コウチュウ目 カミキリムシ科 クロサワヒメコバネカミキリ Epania septentrionalis 注目種

173 コウチュウ目 カミキリムシ科 ホソツヤヒゲナガコバネカミキリ Molorchus nitidus 希少種

174 コウチュウ目 カミキリムシ科 ニッポンモモブトコバネカミキリ Merionoeda formosana septentrionalis 注目種

175 コウチュウ目 カミキリムシ科 スネケブカヒロコバネカミキリ Merionoeda hirsuta 注目種

176 コウチュウ目 カミキリムシ科 トウキョウトラカミキリ Chlorophorus yedoensis 注目種

177 コウチュウ目 カミキリムシ科 エゾトラカミキリ Cyrtophorus rosti 希少種

178 コウチュウ目 カミキリムシ科 トゲムネホソヒゲカミキリ Asaperda tenuicornis 注目種

179 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヒメビロウドカミキリ Acalolepta degener 希少種

180 コウチュウ目 カミキリムシ科 ホシベニカミキリ Eupromus ruber 絶滅寸前種

181 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヨコヤマヒゲナガカミキリ Dolichoprosopus yokoyamai 注目種

182 コウチュウ目 カミキリムシ科 オニグルミノキモンカミキリ Menesia flavotecta 希少種

183 コウチュウ目 カミキリムシ科 シラホシキクスイカミキリ Eumecocera gleneoides 注目種

184 コウチュウ目 ハムシ科 キンイロネクイハムシ Donacia japana 希少種

185 コウチュウ目 ハムシ科 ネクイハムシ Donacia lenzi 注目種 ガガブタネクイハムシ

186 コウチュウ目 ハムシ科 ツヤネクイハムシ Donacia nitidior 注目種

187 コウチュウ目 ハムシ科 スゲハムシ Plateumaris sericea 注目種 キヌツヤミズクサハムシ

188 コウチュウ目 ヒゲナガゾウムシ科 フサヒメヒゲナガゾウムシ Rhaphitropis midori 注目種
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189 コウチュウ目 オトシブミ科 クロヘリイクビチョッキリ Deporaus ohdaisanus 注目種

190 コウチュウ目 ミツギリゾウムシ科 アカオニミツギリゾウムシ Cobalocephalus gyotokui 希少種

191 コウチュウ目 ゾウムシ科 ヒゲブトクチブトゾウムシ Myllocerus abnormalis 注目種

192 ハチ目 ナギナタハバチ科 チャイロナギナタハバチ Xyelecia japonica 希少種

193 ハチ目 ハバチ科 ヒダクチナガハバチ Nipponorhynchus bimaculatus 希少種

194 ハチ目 スズメバチ科 キオビクロスズメバチ Vespula vulgaris 希少種

195 シリアゲムシ目 シリアゲムシ科 プライヤシリアゲ Panorpa pryeri 注目種

196 シリアゲムシ目 シリアゲムシ科 ホシシリアゲ Panorpa takenouchii 注目種

197 シリアゲムシ目 シリアゲムシ科 ミスジシリアゲ Panorpa trizonata 注目種

198 シリアゲムシ目 シリアゲムシ科 キアシシリアゲ Panorpa wormaldi 注目種

199 シリアゲムシ目 ガガンボモドキ科 ツマグロヒメガガンボモドキ Bittacus marginatus 希少種

200 シリアゲムシ目 ガガンボモドキ科 ホシガガンボモドキ Bittacus sinesis 情報不足種

201 ハエ目 ツリアブ科 シバカワツリアブ Bombylius shibakawae 希少種

202 トビケラ目 ヤマトビケラ科 コマコヤマトビケラ Agapetus komanus 希少種

203 トビケラ目 ヤマトビケラ科 アルタイヤマトビケラ Glossosoma altaicum 希少種

204 トビケラ目 トビケラ科 ムラサキトビケラ Eubasilissa regina 希少種

205 トビケラ目 トビケラ科 アミメトビケラ Oligotricha fluvipes 希少種

206 トビケラ目 マルバネトビケラ科 シロフマルバネトビケラ Phryganopsyche brunnea 希少種

207 トビケラ目 キタガミトビケラ科 キタガミトビケラ Limnocentropus insolitus 希少種

208 トビケラ目 アシマダラトビケラ科 コバントビケラ Anisocentropus immunis 希少種

209 トビケラ目 アシエダトビケラ科 クチキトビケラ Ganonema nigripennis 絶滅寸前種 クロアシエダトビケラ

210 トビケラ目 フトヒゲトビケラ科 フタスジキソトビケラ Psilotreta kisoensis 希少種

211 トビケラ目 ヒゲナガトビケラ科 ギンボシツツトビケラ Setodes argentatas 絶滅寸前種

212 トビケラ目 ニンギョウトビケラ科 キョウトニンギョウトビケラ Goera kyotonis 絶滅危惧種

213 トビケラ目 クロツツトビケラ科 クロツツトビケラ Uenoa tokunagai 希少種

214 トビケラ目 カクスイトビケラ科 ニセオオハラツツトビケラ Eobrachycentrus propinqurus 希少種

215 トビケラ目 カタツムリトビケラ科 カタツムリトビケラ Helicopsyche yamadai 絶滅危惧種

216 チョウ目 マダラガ科 オキナワルリチラシ本土亜種 Eterusia aedea sugitanii 郷土種 ヤマトニシキ

217 チョウ目 セセリチョウ科 キバネセセリ Bibasis aquilina chlysaeglia 注目種

218 チョウ目 セセリチョウ科 ギンイチモンジセセリ Leptalina unicolor 絶滅危惧種

219 チョウ目 セセリチョウ科 ミヤマチャバネセセリ Pelopidas jansonis 希少種

220 チョウ目 アゲハチョウ科 ギフチョウ Luehdorfia japonica 絶滅危惧種

221 チョウ目 アゲハチョウ科 ジャコウアゲハ本土亜種 Byasa alcinous alcinous 注目種

222 チョウ目 シロチョウ科 スジボソヤマキチョウ Gonepteryx aspasia niphonica 希少種

223 チョウ目 シジミチョウ科 ルーミスシジミ Panchala ganesa loomisi 絶滅寸前種

224 チョウ目 シジミチョウ科 ウラゴマダラシジミ Artopoetes pryeri 絶滅危惧種

225 チョウ目 シジミチョウ科 アカシジミ Japonica lutea lutea 希少種

226 チョウ目 シジミチョウ科 ウラナミアカシジミ Japonica saepestriata saepestriata 絶滅危惧種

227 チョウ目 シジミチョウ科 ウラナミアカシジミ紀伊半島亜種 Japonica saepestriata gotohi 希少種

228 チョウ目 シジミチョウ科 ダイセンシジミ Wagimo signatus signatus 絶滅危惧種 ウラミスジシジミ

229 チョウ目 シジミチョウ科 オナガシジミ Araragi enthea enthea 絶滅危惧種

230 チョウ目 シジミチョウ科 ミズイロオナガシジミ Antigius attilia attilia 希少種

231 チョウ目 シジミチョウ科 ミドリシジミ Neozephyrus japonicus japonicus 絶滅危惧種

232 チョウ目 シジミチョウ科 ヒサマツミドリシジミ Chrysozephyrus hisamatsusanus hisamatsusanus 希少種

233 チョウ目 シジミチョウ科 オオミドリシジミ Favonius orientalis 絶滅危惧種

234 チョウ目 シジミチョウ科 ウラジロミドリシジミ Favonius saphirinus 絶滅危惧種

235 チョウ目 シジミチョウ科 ゴイシシジミ Taraka hamada hamada 希少種
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236 チョウ目 シジミチョウ科 クロシジミ Niphanda fusca 希少種

237 チョウ目 シジミチョウ科 シルビアシジミ本州～種子島亜種 Zizina otis emelina 絶滅寸前種

238 チョウ目 シジミチョウ科 ゴイシツバメシジミ Shijimia moorei moorei 絶滅寸前種

239 チョウ目 タテハチョウ科 ウラギンスジヒョウモン Argyronome laodice japonica 希少種

240 チョウ目 タテハチョウ科 オオウラギンスジヒョウモン Argyronome ruslana 希少種

241 チョウ目 タテハチョウ科 メスグロヒョウモン Damora sagana liane 希少種

242 チョウ目 タテハチョウ科 クモガタヒョウモン Nephargynnis anadyomene ella 希少種

243 チョウ目 タテハチョウ科 ウラギンヒョウモン Fabriciana adippe pallescens 希少種

244 チョウ目 タテハチョウ科 オオウラギンヒョウモン Fabriciana nerippe 絶滅寸前種

245 チョウ目 タテハチョウ科 ホシミスジ Neptis pryeri pryeri 注目種 十津川タイプ

246 チョウ目 タテハチョウ科 オオムラサキ Sasakia charonda charonda 希少種

247 チョウ目 ジャノメチョウ科 ウラナミジャノメ本土亜種 Ypthima motschulskyi niphonica 希少種

248 チョウ目 ジャノメチョウ科 ツマジロウラジャノメ本州亜種 Lasiommata deidamia interrupta 希少種

249 チョウ目 ジャノメチョウ科 オオヒカゲ Ninguta schrenckii schrenckii 絶滅危惧種

250 チョウ目 スズメガ科 オオシモフリスズメ Langia zenzeroides 希少種

251 チョウ目 スズメガ科 ギンボシスズメ Parum colligata 絶滅危惧種

252 チョウ目 スズメガ科 コウチスズメ Smerinthus tokyonis 絶滅危惧種

253 チョウ目 スズメガ科 スキバホウジャク Hemaris radians 絶滅危惧種

254 チョウ目 シャチホコガ科 タッタカモクメシャチホコ Cerura tattakana 注目種

255 チョウ目 ヤガ科 コゴマヨトウ Chandata bella 絶滅危惧種

256 チョウ目 ヤガ科 ムラサキシタバ Catocala fraxini 希少種

257 チョウ目 ヤガ科 ベニシタバ Catocala electa 希少種

258 チョウ目 ヤガ科 シロシタバ Catocala nivea 希少種

259 チョウ目 ヤガ科 カバフキシタバ Catocala mirifica 絶滅危惧種

260 チョウ目 ヤガ科 ワモンキシタバ Catocala fulminea 希少種

261 チョウ目 ヤガ科 ナマリキシタバ Catocala columbina 絶滅危惧種

262 チョウ目 ヤガ科 アサマキシタバ Catocala streckeri 希少種

263 チョウ目 ヤガ科 ヨシノキシタバ Catocala connexa 希少種

＊ 種名(和名、学名)及び種の配列は、原則として　環境庁,1995.日本産野生生物目録　無脊椎動物Ⅱ　に準拠した。

但し、カゲロウ目の種名(和名、学名)及び種の配列は、ISHIWATA Shin-ichi（2001），A Checklist of Japanese Ephemeroptera. 並びに　谷田一三・竹門康弘・内田臣一
　　　（1995），日本産水生昆虫類の分類生態基礎情報について　-　カゲロウ、カワゲラ、トビケラの属レベルを中心とした整理統合　-　に準拠した。

　　　カワゲラ目の種名(和名、学名)及び種の配列は、谷田一三・竹門康弘・内田臣一（1995），日本産水生昆虫類の分類生態基礎情報について　-　カゲロウ、カワゲ
　　　ラ、トビケラの属レベルを中心とした整理統合　-　に準拠した。

      トンボ目の種名(和名、学名)及び種の配列は、日本環境動物昆虫学会(編),2005.トンボの調べ方　に準拠した。

      チョウ目のうち、ガ類の種名(和名、学名）及び種の配列は、井上寛ほか,1982．日本産蛾類大図鑑　並びに杉繁郎（編）,2000．日本産蛾類大図鑑以降の追加種と
　　　学名の変更　に準拠した。

　　　バッタ目の種名(和名、学名)及び種の配列は、日本直翅類学会(編),2006.バッタ・コオロギ・キリギリス大図鑑　に準拠した。

　　　コウチュウ目のうち、カミキリムシ科の種名(和名、学名)及び種の配列は、日本鞘翅目学会(編),1984.日本産カミキリ大図鑑　に準拠した。

　　　トビケラ目の種名(和名、学名)及び種の配列は、谷田一三・竹門康弘・内田臣一（1995），日本産水生昆虫類の分類生態基礎情報について　-　カゲロウ、カワゲ
　　　ラ、トビケラの属レベルを中心とした整理統合　-、ITO Tomiko, TANIDA Kazumi and NOZAKI Takao（1993），Checklists of Trichoptera in Japan 1.
　　　Hydroptilidae and Lepidostomatidae.、NOZAKI Takao, ITO Tomiko and TANIDA Kazumi （1994），Checklists of Trichoptera in Japan 2. Glossosomatidae,
　　　Beraeidae, Odontoceridae and Molannidae.、NOZAKI Takao, TANIDA Kazumi and ITO Tomiko（1999），Checklists of Trichoptera in Japan 3.
　　　Limnocentropodidae,Phryganopsychidae,Phryganeidae,Brachycentridae and Apatanidae.、NOZAKI Takao, TANIDA Kazumi and ITO Tomiko（2000），Checklists
　　　of Trichoptera in Japan 4. Goeridai, Uenoidae and Limnephilidae.　 　に準拠した。

　　　チョウ目のうち、チョウ類の種名(和名、学名)及び種の配列は、日本環境動物昆虫学会(編),1998.チョウの調べ方　に準拠した。


