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哺　乳　類

種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名

食虫 トガリネズミ アズミトガリネズミ Sorex hosonoi  Imaizumi,1954
食虫 トガリネズミ トガリネズミ Sorex caecutiens  Laxmann,1788
食虫 トガリネズミ カワネズミ Chimarrogale platycephala  (Temminck,1842)
食虫 トガリネズミ ジネズミ Crocidura dsinezumi (Temminck,1844)
食虫 モグラ ヒメヒミズ Dymecodon pilirostris  True,1886
食虫 モグラ ヒミズ Urotrichus talpoides  Temminck,1841
食虫 モグラ ミズラモグラ Euroscaptor mizura  (Gunther,1880)
食虫 モグラ アズマモグラ Mogera imaizumii  Kuroda,1957
食虫 モグラ コウベモグラ Mogera wogura (Temminck,1842)
翼手 キクガシラコウモリ キクガシラコウモリ Rhinolophus ferrumequinum  (Schreber,1774)
翼手 キクガシラコウモリ コキクガシラコウモリ Rhinolophus cornutus  Temminck,1835
翼手 ヒナコウモリ モモジロコウモリ Myotis macrodactylus  (Temminck,1840)
翼手 ヒナコウモリ クロホオヒゲコウモリ Myotis pruinosus  Yoshiyuki,1971
翼手 ヒナコウモリ ヒメホオヒゲコウモリ Myotis ikonnikovi  Ognev,1912
翼手 ヒナコウモリ カグヤコウモリ Myotis frater  Allen,1923
翼手 ヒナコウモリ アブラコウモリ Pipistrellus abramus  (Temminck,1840)
翼手 ヒナコウモリ ヤマコウモリ Nyctalus aviator Thomas,1911
翼手 ヒナコウモリ ヒナコウモリ Vespertilio superans  Thomas,1898
翼手 ヒナコウモリ チチブコウモリ Barbastella leucomelas  (Cretzchmar,1826)
翼手 ヒナコウモリ ウサギコウモリ Plecotus auritus  (Linnaeus,1758)
翼手 ヒナコウモリ ユビナガコウモリ Miniopterus fuliginosus  (Hodgson,1835)
翼手 ヒナコウモリ テングコウモリ Murina leucogaster  Milne-Edwards,1872
翼手 ヒナコウモリ コテングコウモリ Murina ussuriensis  Ognev,1913
霊長 オナガザル ニホンザル Macaca fuscata  (Blyth,1875)
ウサギ ウサギ ニホンノウサギ Lepus brachyurus  Temminck,1844
齧歯 リス ニホンリス Sciurus lis  Temminck,1844
齧歯 リス ニホンモモンガ Pteromys momonga  Temminck,1844
齧歯 リス ムササビ Petaurista leucogenys  (Temminck,1827)
齧歯 リス タイワンリス Callosciurus erythraeus  (Pallas,1778) ●

齧歯 ヤマネ ヤマネ Glirulus japonicus  (Schinz,1845)
齧歯 ネズミ スミスネズミ Eothenomys smithii  (Thomas,1905)
齧歯 ネズミ ヤチネズミ Eothenomys andersoni  (Thomas,1905)
齧歯 ネズミ ハタネズミ Microtus montebelli  (Milne-Edwards,1872)
齧歯 ネズミ カヤネズミ Micromys minutus  (Pallas,1771)
齧歯 ネズミ ヒメネズミ Apodemus argenteus  (Temminck,1844)
齧歯 ネズミ アカネズミ Apodemus speciosus  (Temminck,1844)
齧歯 ネズミ ドブネズミ Rattus norvegicus (Berkenhout,1769) ●

齧歯 ネズミ クマネズミ Rattus rattus  (Linnaeus,1758) ●

齧歯 ネズミ ハツカネズミ Mus musculus  Linnaeus,1758 ●

食肉 クマ ツキノワグマ Selenarctos thibetanus  (Cuvier,1823)
食肉 イヌ オオカミ Canis lupus  Linnaeus,1758
食肉 イヌ タヌキ Nyctereutes  procyonoides (Gray,1834)
食肉 イヌ アカギツネ Vulpes vulpes  (Linnaeus,1758)
食肉 イタチ テン Martes melampus  (Wagner,184１)
食肉 イタチ ニホンイタチ Mustela itatsi  Temminck,1844
食肉 イタチ オコジョ Mustela erminea  Linnaeus,1758
食肉 イタチ アナグマ Meles meles  (Linnaeus,1758)
食肉 イタチ ニホンカワウソ Lutra nippon  Imaizumi and Yoshiyuki,1989
食肉 ジャコウネコ ハクビシン Paguma larvata  (Hamilton-Smith,1827) ●

偶蹄 イノシシ イノシシ Sus scrofa  Linnaeus,1758
偶蹄 シカ ニホンジカ Cervus nippon  Temminck,1838
偶蹄 ウシ ニホンカモシカ Capricornis crispus  （Temminck,1845）
　備考欄：●は外来種

備考目　　名 科　　名
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