
NO 目名 科名 和名 学名

1 イソカイメン目 イソカイメン目 sp. Halichondrida sp.

2 硬海綿目 パンカイメン科 オオパンカイメン Spirastrella insignis

3 磯海綿目 イソカイメン科 ナミイソカイメン Halichondria panicea

4 磯海綿目 イソカイメン科 ダイダイイソカイメン Halichondria japonica 

5 磯海綿目 イソカイメン科 クロイソカイメン Halichondria okadai 

6 単骨海綿目 ザラカイメン科 ザラカイメン Callyspongia confoederata 

NO 目名 科名 和名 学名

1 ウミエラ目 ウミサボテン科 ウミサボテン Cavernularia obesa

2 ヤギ目 ホソヤギ科 フトヤギ Euplexaura crassa

3 ヤギ目 ムチヤギ科 ムチヤギ Ellisella rubra

4 ハナギンチャク目 ハナギンチャク科 ハナギンチャク科 ｓｐ. Cerianthidae sp.

5 ハナギンチャク目 ハナギンチャク科 ムラサキハナギンチャク Anthopleura kurogane

6 スナギンチャク目 スナギンチャク目 sp. Zoantharia sp.

7 イソギンチャク目 イソギンチャク目 spp. Actiniaria spp.

8 イソギンチャク目 ヨロイイソギンチャク科 ミドリイソギンチャク Anthopleura

9 イソギンチャク目 ウメボシイソギンチャク科 ヨロイイソギンチャク Anthopleura japonica

10 イソギンチャク目 ウメボシイソギンチャク科 ウメボシイソギンチャク Actinia equina Linnaeus

11 イソギンチャク目 ヨロイイソギンチャク科 クロガネイソギンチャク Anthopleura kurogane

12 イソギンチャク目 タテジマイソギンチャク科 タテジマイソギンチャク Haliplanella lineata

13 イシサンゴ目 キサンゴ科 キサンゴ科 sp. Dendrophylliidae sp.

NO 目名 科名 和名 学名

1 異紐虫目 リネウス科 ミドリヒモムシ Lineus fuscoviridis

NO 目名 科名 和名 学名

1 舌殻目 シャミセンガイ科 ミドリシャミセンガイ Lingula unguis

NO 目名 科名 和名 学名

1 コケムシ綱 spp. Bryozoa sp.1

2 管口目 サラコケムシ科 ハナザラコケムシ Lichenopora radiata

3 唇口目 チゴケムシ科 チゴケムシ Watersipora suboboidea

NO 目名 科名 和名 学名

1 コウイカ目 コウイカ科 コウイカ Sepia esculenta

2 八腕形目 マダコ科 テナガダコ Octopus minor 

3 八腕形目 マダコ科 マダコ Octopus vulgare

4 八腕形目 アオイガイ科 アオイガイ Argonauta argo 

NO 目名 科名 和名 学名

1 キタユムシ科 ゴゴシマユムシ Ikedosoma gogoshimense

2 キタユムシ科 サビネミドリユムシ Anelassorhynchus sabinus 

3 ユムシ科 ユムシ Urechis unicinctus

NO 目名 科名 和名 学名

1 サシバゴカイ目 ゴカイ科 ゴカイ科 spp. Nereidae spp.

2 サシバゴカイ目 ウロコムシ科 ウロコムシ科 sp. Polynoidae sp.

3 ウミケムシ目 ウミケムシ科 ウミケムシ Chloeia flava

4 多毛綱 spp. Polychaeta  spp.

5 イソメ目 イソメ科 イソメ科 sp. Eunicidae  sp.

6 イソメ目 ナナテイソメ科 スゴカイイソメ Diopatra bilobata

7 イソメ目 イソメ科 イワムシ Marphysa sanguinea

8 ツバサゴカイ目 ツバサゴカイ科 スナタバムシ Mesochaetopterus minutus

刺胞動物門（花虫綱）

紐形動物門（無針綱）

触手動物門（腕足綱）

触手動物門（苔虫綱）

海産動物（貝類を除く）

軟体動物門（イカ綱）

ユムシ動物門

環形動物門（多毛綱）

海綿動物門（尋常海綿綱）
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9 ミズヒキゴカイ目 ミズヒキゴカイ科 ミズヒキゴカイ Cirriformia tentaculata

10 オフェリアゴカイ目 オフェリアゴカイ科 オフェリアゴカイ科 sp. Opheliidae sp.

11 ハボウキゴカイ目 クマノアシツキ科 クマノアシツキ Acrocirrus validus

12 イトゴカイ目 タマシキゴカイ科 タマシキゴカイ Arenicola brasiliensis

13 ケヤリムシ目 ケヤリムシ科 ケヤリムシ Sabellastare japonica

14 ケヤリムシ目 カンザシゴカイ科 カンザシゴカイ科 sp. Serpulidae sp.

15 ケヤリムシ目 カンザシゴカイ科 シライトゴカイ Filograna implexa

16 ケヤリムシ目 カンザシゴカイ科 カサネカンザシ Protohydroides elegans

17 ケヤリムシ目 カンザシゴカイ科 ヤッコカンザシ Pomatoleios kraussi

18 ケヤリムシ目 ウズマキゴカイ科 ウズマキゴカイ科 sp. Spirorbidae sp.

NO 目名 科名 和名 学名

1 剣尾目 カブトガニ科 カブトガニ Tachypleus tridentatus 

NO 目名 科名 和名 学名

1 無柄目 フジツボ科 シロスジフジツボ Balanus albicostatus Pilsbry 

2 無柄目 フジツボ科 フジツボ科 sp. Balanidae sp.

3 無柄目 フジツボ科 ドロフジツボ Balanus kondakovi 

4 無柄目 フジツボ科 サンカクフジツボ Balanus trigonus

5 無柄目 フジツボ科 ヨーロッパフジツボ(?) Balanus improvisus  (?)

NO 目名 科名 和名 学名

1 端脚目 ヨコエビ亜目 spp. Gammaridea spp.

2 端脚目 メリタヨコエビ科 メリタヨコエビ属 spp. Melita spp.

3 端脚目 ハマトビムシ科 ヒメハマトビムシ Platorchestia platensis

4 端脚目 ワレカラ亜目 spp. Caprellidea  sp.

5 等脚目 等脚目 sp. Isopoda sp.

6 等脚目 ウミナナフシ亜目 sp1. Anthuridae sp.1

7 等脚目 ウミナナフシ亜目 sp2 Anthuridae sp.2

8 等脚目 ウミミズムシ科 ウミミズミシ Janiropsis longiantennaata

9 等脚目 ヘラムシ科 イソヘラムシ Cleantiella isopus

10 等脚目 スナホリムシ科 スナホリムシ科 sp. Cirolanidae sp.

11 等脚目 スナホリムシ科 ヒメスナホリムシ Excirolana chiltoni

12 等脚目 コツブムシ科 ヒラタウミセミ Leptosphaeroma gottschei

13 等脚目 コツブムシ科 イソコツブムシ Gnorimosphaeroma rayi

14 等脚目 コツブムシ科 ウミセミ亜科 sp. Dynameninae sp.

15 等脚目 フナムシ科 フナムシ Ligia exotica

16 等脚目 ワラジムシ科 ハマダンゴムシ Tylos granulatus

17 タナイス目 タナイス目 spｐ. Tanaidacea s p.

18 クーマ目 クーマ目 sp. Cumacea sp.

19 十脚目 長尾亜目の幼生 sp.1 Macrura spp.

20 十脚目 長尾亜目の幼生 sp.2 Macrura spp.

21 十脚目 クルマエビ科 クルマエビ Penaeus (Marsupenaeus) japonicus

22 十脚目 イトアシエビ科 サラサエビ Rhynchocinetes uritai

23 十脚目 イトアシエビ科 サラサエビ Rhynchocinetes uritai

24 十脚目 テナガエビ科 スジエビモドキ Palaemon serrifer 

25 十脚目 テッポウエビ科 セジロムラサキエビ Athanas japonicus

26 十脚目 テッポウエビ科 ニシキテッポウエビ Alpheus bellulus

27 十脚目 テッポウエビ科 ニセオニテッポウエビ Alpheus bellulus

28 十脚目 エビジャコ科 エビジャコ Crangon affinis

29 十脚目 スナモグリ科 ニホンスナモグリ Callianassa japonica

30 十脚目 アナジャコ科 アナジャコ Upogebia major

31 十脚目 ヤドカリ科 ホンドオニヤドカリ Aniculus miyakei

32 十脚目 ヤドカリ科 トゲツノヤドカリ Diogenes edwardsii

33 十脚目 ヤドカリ科 イソヨコバサミ Clibanarius virescens

34 十脚目 ヤドカリ科 ケブカヒメヨコバサミ Paguristes ortmanni

35 十脚目 ヤドカリ科 ブチヒメヨコバサミ Paguristes japonicus

36 十脚目 ヤドカリ科 イシダタミヤドカリ Dardanus crassimanus

37 十脚目 ヤドカリ科 ソメンヤドカリ Dardanus pedunculatus

節足動物門（節口綱）

節足動物門（顎脚綱）

節足動物門（軟甲綱）
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38 十脚目 ホンヤドカリ科 ホンヤドカリ Pagurus filholi

39 十脚目 ホンヤドカリ科 ケアシホンヤドカリ Pagurus lanuginosus

40 十脚目 ホンヤドカリ科 ユビナガホンヤドカリ Pagurus dubius

41 十脚目 タラバガニ科 ヒラトゲガニ Hapalogaster  dentata

42 十脚目 カニダマシ科 spp. カニダマシ科 spp. Porcellanidae spp.

43 十脚目 コシオリエビ科 コシオリエビ科ｓｐ. Galatheidae（科）

44 十脚目 カラッパ科 トラフカラッパ Calappa lophos

45 十脚目 カラッパ科 メガネカラッパ Calappa philargius

46 十脚目 カラッパ科 ソデカラッパ Calappa hepatica

47 十脚目 カラッパ科 マルコブカラッパ Calappa gallus capellonis

48 十脚目 カラッパ科 コブカラッパ Calappa gallus

49 十脚目 カラッパ科 キンセンガニ Matuta planips

50 十脚目 カラッパ科 アミメキンセンガニ Matuta planipes

51 十脚目 コブシガニ科 ロッカクコブシ Nursia japonica

52 十脚目 コブシガニ科 コンペイトウコブシ Heteronucia venusta

53 十脚目 コブシガニ科 テナガコブシ Myra fugax

54 十脚目 コブシガニ科 ヒメトゲコブシガニ Arcania globata

55 十脚目 コブシガニ科 マメコブシガニ Philyra pisum

56 十脚目 コブシガニ科 ロッカクコブシ Nursia japonica

57 十脚目 コブシガニ科 ツノナガコブシガニ Leucosia anatum

58 十脚目 コブシガニ科 アカホシコブシガニ Leucosia haematostica

59 十脚目 コブシガニ科 ロッカクコブシガニ Nursia japonica

60 十脚目 クモガニ科 マメツブガニ Paratymolus pubescens

61 十脚目 クモガニ科 アワツブアケウス Achaeus tuberculaatus

62 十脚目 クモガニ科 ワタクズガニ Micippa thalia

63 十脚目 クモガニ科 アケウス Achaeus japonicus 

64 十脚目 クモガニ科 モクズセオイ Camposcia retusa

65 十脚目 クモガニ科 ヤハズモガニ Pugettia incisa 

66 十脚目 クモガニ科 イソクズガニ Tiarinia cornigera 

67 十脚目 クモガニ科 イッカクガニ Menaethius monoceros 

68 十脚目 ヤワラガニ科 トウヨウヤワラガニ Halicarcinus orientakis 

69 十脚目 ヒシガニ科 ヒシガニ Parthenope （Rhinolambrus）  valida valida

70 十脚目 ヒシガニ科 ツノダシヒシガニ Parthenope （Rhinolambrus）  contrarius

71 十脚目 ヒシガニ科 コマチガニ Harrovia elegans

72 十脚目 ヒシガニ科 ミツハコマチガニ Ceratocarcinus trilobatus 

73 十脚目 ヒシガニ科 ムラサキゴカクガニ Echinoecus pentagonus 

74 十脚目 ヒシガニ科 ゼブラガニ Zebrida adamsii

75 十脚目 エンコウガニ科 ケブカエンコウガニ Carcinoplax vestita 

76 十脚目 ワタリガ二科 イシガニ Charybdis japonica 

77 十脚目 ワタリガ二科 フタハベニツケガニ Thalamita sima

78 十脚目 オウギガニ科 オウギガニ Leptodius exaratus

79 十脚目 オウギガニ科 ケブカアワツブガニ Gaillardiellus orientalis

80 十脚目 オウギガニ科 トラノオガニ Pilumnopeus indica 

81 十脚目 オウギガニ科 トラノオガニダマシ Parapilumnus trispinosus

82 十脚目 イワガニ科 トリウミアカイソモドキ Acmaeopleura toriumii 

83 十脚目 イワガニ科 ヒメアカイソガニ Acmaeopleura parvula

84 十脚目 イワガニ科 ヒメアカイソモドキ Acmaeopleura depressa 

85 十脚目 イワガニ科 モクズガニ Eriocheir japonicus 

86 十脚目 イワガニ科 イソガニ Hemigrapsus sanguineus 

87 十脚目 イワガニ科 ケフサイソガニ Hemigrapsus penicillatus

88 十脚目 イワガニ科 ヒライソガニ Gaetice depressus 

89 十脚目 イワガニ科 ベンケイガニ Sesarmops intermedia 

90 十脚目 イワガニ科 アカテガニ Chiromantes haematocheir

91 十脚目 イワガニ科 オオユビアカベンケイガニ Parasesarma plicatum 

92 十脚目 イワガニ科 カクベンケイガニ Parasesarma pictum 

93 十脚目 イワガニ科 クロベンケイガニ Chiromantes dehaani 

94 十脚目 イワガニ科 ユビアカベンケイガニ Parasesarma acis 

95 十脚目 イワガニ科 アカイソガニ Cyclograpsus intermedius

96 十脚目 イワガニ科 アシハラガニ Helice (Helice) tridens tridens 
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97 十脚目 イワガニ科 ハマガニ Chasmagnathus convexus 

98 十脚目 イワガニ科 フタバカクガニ Perisesarma bidens 

99 十脚目 イワガニ科 ヒメアシハラガニ Helice (Helicana) japonica 

100 十脚目 カクレガニ科 ハダカメクラガニ(?) Typhrocarcinus nudus 

101 十脚目 カクレガニ科 メナシピンノ Xenophthalmus pinnotheroides

102 十脚目 カクレガニ科 ヨコナガピンノ Tritodynamia japonica

103 十脚目 スナガニ科 スナガニ Ocypode stimpsoni

104 十脚目 スナガニ科 シオマネキ Uca arcuata 

105 十脚目 スナガニ科 ハクセンシオマネキ Uca lactea 

106 十脚目 スナガニ科 チゴガニ Ilyoplax pusilla 

107 十脚目 スナガニ科 ヤマトオサガニ Macrophthalmus (Mareotis) japonicus 

108 十脚目 スナガニ科 ヒメヤマトオサガニ Macrophthalmus (Mareotis) banzai 

109 十脚目 スナガニ科 アリアケモドキ Deiratonotus cristatus 

110 十脚目 スナガニ科 ムツハアリアケガニ Camptandrium sexdentatum

111 十脚目 スナガニ科 アリアケモドキ Deiratonotus cristatus 

NO 目名 科名 和名 学名

1 ウミシダ目 ウミシダ目 spp. COMATULIDA spp.

2 ウミシダ目 クシウミシダ科 ニッポンウミシダ Oxycomanthus japonicus 

NO 目名 科名 和名 学名

1 スナヒトデ目 スナヒトデ科 スナヒトデ Luidia quinaria 

2 モミジガイ目 モミジガイ科 トゲモミジガイ Astropecpten polyacanthus

3 モミジガイ綱 モミジガイ科 モミジガイ Astropecpten scoparius 

4 アカヒトデ目 アカヒトデ科 アカヒトデ Certonardoa semiregularis 

5 ヒメヒトデ目 イトマキヒトデ科 イトマキヒトデ Asterina pectinifera 

6 ヒメヒトデ目 イトマキヒトデ科 ヌノメイトマキヒトデ Asterina batheri

7 キヒトデ目 キヒトデ科 エゾヒトデ Aphelasterias japonica 

8 キヒトデ目 キヒトデ科 ヤツデヒトデ Coscinasterias acutispina 

9 キヒトデ目 キヒトデ科 キヒトデ Asterias amurensis 

NO 目名 科名 和名 学名

1 クモヒトデ綱 sp. OPHIUROIDEA sp.

2 閉蛇尾目 クシノハクモヒトデ科 ニホンクモヒトデ Ophioplocus japonicus

NO 目名 科名 和名 学名

1 ガンガゼ目 ガンガゼ科 ガンガゼ Diadema setosum 

2 ガンガゼ目 ガンガゼ科 アオスジガンガゼ Diadema savignyi 

3 ホンウニ目 サンショウウニ科 サンショウウニ Temnopleurus toreumaticus 

4 ホンウニ目 サンショウウニ科 コシダカウニ Mespilia globulus 

5 ホンウニ目 ラッパウニ科 ラッパウニ Toxopneustes pileolus 

6 ホンウニ目 オオバフンウニ科 アカウニ Pseudocentrotus depressus 

7 ホンウニ目 オオバフンウニ科 バフンウニ Hemicentrotus pulcherrimus 

8 ホンウニ目 オオバフンウニ科 バフンウニ Hemicentrotus pulcherrimus 

9 ホンウニ目 ナガウニ科 タワシウニ Echinostrephus molaris 

10 ホンウニ目 ナガウニ科 ムラサキウニ Anthocidaris crassispina 

11 ホンウニ目 ナガウニ科 ナガウニsp. Echinometra sp.

12 ホンウニ目 ナガウニ科 ムラサキウニ Anthocidaris crassispina 

13 タコノマクラ目 カシパン科 ヨツアナカシパン Peronella japonica 

14 タコノマクラ目 ヨウミャクカシパン科 スカシカシパン Astriclypeus manni

15 ブンブク目 オオブンブク科 オオブンブク Brissus agassizii

NO 目名 科名 和名 学名

1 樹手目 スクレロダクティラ科 イシコ Hemigrapsus sanguineus 

2 楯手目 シカクナマコ科 マナマコ Apostichopus japonicus 

NO 目名 科名 和名 学名

1 マボヤ目 マボヤ科 カラスボヤ Pyura vittata 

2 マボヤ目 マボヤ科 マボヤ Halocynthia roretzi 

棘皮動物門（クモヒトデ綱）

棘皮動物門（ウニ綱）

棘皮動物門（ナマコ綱）

脊索動物門（ホヤ綱）

棘皮動物門（ヒトデ綱）

棘皮動物門（ウミユリ綱）
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NO 目名 科名 和名 学名

1 ナメクジウオ目 ナメクジウオ科 ナメクジウオ Branchiostoma belcheri

NO 目名 科名 和名 学名

1 カサゴ目 ハオコゼ科 ハオコゼ Hypodytes ruburipinnis 

2 スズキ目 イソギンポ科 イソギンポ Blennius yatabei 

3 スズキ目 イソギンポ科 ナベカ Omobranchus elegans 

4 スズキ目 ゲンゲ科 カズナギ属sp. Zoarchias sp.

5 スズキ目 ハゼ科 ハゼ科 sp. Gobiidae sp.

6 スズキ目 ハゼ科 マハゼ Acanthogobius flavimanus 

7 スズキ目 ハゼ科 アゴハゼ Chasmichthys dolichognathus dolichognathus 

8 スズキ目 ハゼ科 アシシロハゼ Acanthogobius lactipes

9 スズキ目 ハゼ科 シマハゼ Tridentiger trigonocephalis 

10 スズキ目 ハゼ科 ドロメ Chasmichthys dolichognathus gulosus

11 スズキ目 ハゼ科 ビリンゴ Chaenogobius castanea 

12 スズキ目 ハゼ科 アゴハゼ Chasmichthys dolichognathus dolichognathus 

13 スズキ目 ベラ科 オハグロベラ Duymaeria flagellifera 

14 フグ目 マフグ科 クサフグ Fugu niphobles

脊索動物門（硬骨魚綱）

脊索動物門（ナメクジウオ綱）
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