
希少な生物　　昆虫類

アオサナエ Nihonogomphus viridis 絶滅危惧IA類
アオスジカミキリ Xystrocera globosa 絶滅危惧II類
アオハダトンボ Habronyx insidiator 絶滅危惧II類
アサマイチモンジ Ladoga glorifica 絶滅危惧II類
イネネクイハムシ Donacia provostii 絶滅危惧II類
ウスイロオナガシジミ Antigius butleri 絶滅危惧II類
ウラギンスジヒョウモン Argyronome laodice japonica 絶滅危惧IB類
ウラギンヒョウモン Fabriciana adippe pallescens 絶滅危惧II類
オオイトトンボ Paracercion sieboldii 絶滅危惧IA類
オオキマダラケシキスイ Soronia fracta 絶滅危惧I類
オオチャイロハナムグリ Osmoderma opicum 絶滅危惧II類
オオチャバネセセリ Polytremis pellucida pellucida絶滅危惧II類
オオミスジ Neptis alwina 絶滅危惧IA類
オオミノガ Eumeta variegata 絶滅危惧II類
オオユミアシゴミムシダマシ Promethis insomnis 絶滅危惧II類
オツネントンボ Sympecma paedisca 絶滅危惧II類
ガムシ Hydrophilus acuminatus 絶滅危惧IA類
カヤコオロギ Euscyrtus japonicus 絶滅危惧II類
カワラゴミムシ Omophron aequalis 絶滅危惧II類
カワラバッタ Eusphingonotus japonicus 絶滅危惧I類
キイトトンボ Ceriagrion melanurum 絶滅危惧IB類
キトンボ Sympetrum croceolum 絶滅
キバネツノトンボ Ascalaphus ramburi 絶滅危惧I類
ギフチョウ Luehdorfia japonica 絶滅危惧IB類
キベリカタビロハナカミキリ Pachyta erebia erebia絶滅危惧I類
キベリマルクビゴミムシ Nebria livida angulata 絶滅危惧I類
キマダラルリツバメ Spindasis takanonis 絶滅危惧IB類
クジャクチョウ Inachis io geisha 絶滅危惧II類
クモガタヒョウモン Nephargynnis anadyomene midas絶滅危惧IB類
クロシジミ Niphanda fusca 絶滅
クロズマメゲンゴロウ Agabus conspicuus 絶滅危惧II類
クロセスジハムシ Japonitata nigrita 絶滅危惧II類
クロチビタマムシ Trachys pseudoscrobiculata pseudoscrobiculata絶滅危惧I類
クロツバメシジミ Tongeia fischeri 絶滅危惧IA類
クロトラカミキリ Chlorophorus diadema inhirsutus 絶滅危惧II類
ゲンゴロウ Cybister chinensis 絶滅
コオイムシ Appasus japonicus 絶滅危惧IB類
コキマダラセセリ Ochlodes venatus venatus絶滅危惧II類
コサナエ Trigomphus melampus 絶滅危惧IB類
コムラサキ Apatura metis substituta絶滅危惧IB類
コンボウアメバチ Habronyx insidiator 絶滅危惧II類
シータテハ Polygonia c-album hamigera絶滅危惧II類
シマゲンゴロウ Hydaticus bowringii 絶滅危惧IB類
シラホシハナムグリ Protaetia brevitarsis brevitarsis絶滅
シルビアシジミ Zizina emelina emelina 絶滅危惧IA類
セスジゲンゴロウ Copelatus japonicus 絶滅危惧II類
ツマグロキチョウ Eurema laeta betheseba 絶滅
ドウガネエンマムシ Saprinus planiusculus絶滅危惧I類
トカラナガツツキノコムシ Nipponocis unipunctatus 絶滅危惧II類
ドロノキハムシ Chrysomela populi 絶滅
ナカバヤシモモブトカミキリ Leiopus guttatus 絶滅危惧II類
ハヤシミドリシジミ Favonius ultramarinus 絶滅危惧II類
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ハンノキカミキリ Cagosima sanguinolenta 絶滅危惧II類
ヒゲコガネ Polyphylla laticollis laticollis 絶滅危惧II類
ヒメナガメ Eurydema dominulus 絶滅危惧II類
ヒラタクワガタ Serrognathus platymelus 絶滅危惧II類
ヘリグロチャバネセセリ Thymelicus sylvaticus sylvaticus 絶滅危惧IB類
ホシチャバネセセリ Aeromachus inachus inachus 絶滅危惧IA類
ホシミスジ Neptis pryeri iwasei 絶滅危惧IB類
ホソアカガネオサムシ Carabus vanvolxemi vanvolxemi 絶滅危惧II類
ホソバセセリ Isoteinon lamprospilus lamprospilus 絶滅危惧II類
ホソハンミョウ Cylindera gracilis 絶滅危惧I類
ホンサナエ Gomphus postocularis 絶滅危惧II類
ミズムシ Asellus hilgendorfi hilgendorfi 絶滅
ミヤマシジミ Lycaeides argyrognomon praeterinsularis 絶滅
ムカシヤンマ Tanypteryx pryeri 絶滅危惧II類
ムツキボシツツハムシ Cryptocephalus ohnoi 絶滅危惧II類
ムラサキツヤハナムグリ Protaetia cataphracta 絶滅危惧II類
モートンイトトンボ Mortonagrion selenion 絶滅危惧IB類
ヤナギハムシ Chrysomela vigintipunctata 絶滅危惧II類
ヤマトハキリバチ Megachile japonica 絶滅危惧I類
ヤマトモンシデムシ Nicrophorus japonicus 絶滅危惧II類
ヤマハマベエンマムシ Hypocaccus subaenus 絶滅危惧II類
ルリエンマムシ Saprinus splendens 絶滅危惧II類
ルリヒラタムシ Cucujus mniszechi 絶滅危惧II類


