
希少野生動植物種（昆虫類）    2021年11月14日更新 

以下の昆虫は法律により、譲渡売買が禁止されています。 

ムカシゴキブリ科 

Eucorydia donanensis ウスオビルリゴキブリ 

 令和３年７月１日から令和６年６月 30日 

種の保存法に基づく緊急指定種の指定 

Eucorydia miyakoensis ベニエリルリゴキブリ 

 令和３年７月１日から令和６年６月 30日 

種の保存法に基づく緊急指定種の指定 

タマムシ科  

Agrilus boninensis オガサワラナガタマムシ 

 平成 27年（2015年）指定 

Agrilus suzukii シラフオガサワラナガタマムシ 

 平成 27年（2015年）指定 

Chrysobothris boninensis boninensis 

 オガサワラムツボシタマムシ父島列島亜種 

 平成 27年（2015年）指定 

Chrysobothris boninensis suzukii 

 オガサワラムツボシタマムシ母島列島亜種 

 平成 27年（2015年）指定 

Kurosawaia yanoi ツヤヒメマルタマムシ 

 平成 27年（2015年）指定 

Tamamushia virida virida 

 ツマベニタマムシ父島・母島列島亜種 

 平成 27年（2015年）指定 

オサムシ科  

Cylindera bonina オガサワラハンミョウ 

 平成 20年（2008年）指定 

カミキリムシ科  

Agapanthia japonica フサヒゲルリカミキリ 

 平成 28年（2016年）指定 

Allotraeus boninensis 

 オガサワラトビイロカミキリ 

 平成 27年（2015年）指定 

Chlorophorus boninensis  

オガサワラトラカミキリ 

 平成 27年（2015年）指定 

Chlorophorus kobayashii 

 オガサワラキイロトラカミキリ 

 平成 27年（2015年）指定 

Merionoeda tosawai 

 オガサワラモモブトコバネカミキリ 

 平成 27年（2015年）指定 

Pseudiphra bicolor bicolor 

 フタモンアメイロカミキリ父島列島亜種 

 平成 27年（2015年）指定 

Xylotrechus ogasawarensis 

 オガサワライカリモントラカミキリ 

 平成 27年（2015年）指定 

ゲンゴロウ科  

Acilius kishii ヤシャゲンゴロウ 

 平成 8年（1996年）指定 

Cybister lewisianus マルコガタノゲンゴロウ 

 平成 23年（2011年）指定 

Cybister limbatus フチトリゲンゴロウ 

 平成 23年（2011年）指定 

 

ゲンゴロウ科 

Dytiscus sharpi シャープゲンゴロウモドキ 

 平成 23年（2011年）指定 

Hydaticus thermonectoides 

 マダラシマゲンゴロウ 

 平成 28年（2016年）指定 

ミズスマシ科  

Gyrinus ryukyuensis リュウキュウヒメミズスマシ 

 令和 2年（2020年）指定 

クワガタムシ科  

Neolucanus insulicola donan 

 ヨナグニマルバネクワガタ 

 平成 23年（2011年）指定 

Neolucanus okinawanus 

 オキナワマルバネクワガタ 

 平成 28年（2016年）指定 

Neolucanus protogenetivus hamaii 

 ウケジママルバネクワガタ 

 平成 28年（2016年）指定 

ハナノミ科  

Hoshihananomia kusuii クスイキボシハナノミ 

 平成 27年（2015年）指定 

Hoshihananomia ochrothorax 

 キムネキボシハナノミ 

 平成 27年（2015年）指定 

Hoshihananomia trichopalpis 

 オガサワラキボシハナノミ 

 平成 27年（2015年）指定 

Tomoxia relicta オガサワラモンハナノミ 

 平成 27年（2015年）指定 

コガネムシ科  

Cheirotonus jambar ヤンバルテナガコガネ 

 平成 8年（1996年）指定 

Oryctes hisamatsui ヒサマツサイカブト 

 平成 31年（2019年）指定 

ホタル科  

Luciola owadai クメジマボタル 

 平成 29年（2017年）指定 

タイコウウチ科  

Laccotrephes grossus タイワンタイコウチ 

 令和 3年（2021年）指定 

コオイムシ科  

Kirkaldyia deyrolli タガメ 

 令和 2年（2020年）特定第二種国内希少

野生動植物種指定（販売禁止） 

セミ科  

Platypleura albivannata イシガキニイニイ 

 平成 14年（2002年）指定 

アリ科  

Aphaenogaster gamagumayaa 

 ガマアシナガアリ 

 令和 2年（2020年）指定 

 

 

 

セセリチョウ科  

Carterocephalus palaemon akaishianus  

タカネキマダラセセリ赤石山脈（南アルプス）亜種 

平成 30年（2018年）指定 

Parnara ogasawarensis オガサワラセセリ 

 平成 30年（2018年）指定 

Pyrgus malvae unomasahiroi 

 ヒメチャマダラセセリ 

平成 30年（2018年）指定 

シジミチョウ科  

Celastrina ogasawaraensis オガサワラシジミ 

 平成 20年（2008年）指定 

Japonica onoi mizobei 

 カシワアカシジミ冠高原亜種 

 令和 2年（2020年）指定 

Maculinea teleius kazamoto 

 ゴマシジミ関東・中部亜種 

 平成 28年（2016年）指定 

Pithecops fulgens tsushimanus 

 ツシマウラボシシジミ 

 平成 29年（2017年）指定 

Plebejus subsolanus iburiensis 

 アサマシジミ北海道亜種 

 平成 28年（2016年）指定 

Shijimia moorei moorei ゴイシツバメシジミ 

 平成 8年（1996年）指定 

タテハチョウ科  

Melitaea protomedia ウスイロヒョウモンモドキ 

 平成 28年（2016年）指定 

Melitaea scotosia ヒョウモンモドキ 

 平成 23年（2011年）指定 

Oeneis norna sugitanii 

 タカネヒカゲ八ヶ岳亜種 

 令和 3年（2021年）指定 

エゾトンボ科  

Hemicordulia ogasawarensis 

 オガサワラトンボ 

 平成 20年（2008年）指定 

アオイトトンボ科  

Indolestes boninensis オガサワラアオイトトンボ 

 平成 20年（2008年）指定 

ハナダカトンボ科  

Rhinocypha ogasawarensis 

 ハナダカトンボ 平成 20年（2008年）指定 

トンボ科  

Libellula angelina ベッコウトンボ 

 平成 6年（1994年）指定 

Rhyothemis severini ハネナガチョウトンボ 

 平成 31（2019年）指定 

バッタ科  

Celes akitanus アカハネバッタ 

 平成 28年（2016年）指定 
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