
オニイトマキエイ フウライチョウチョウウオ ハナビラクマノミ
ハナオコゼ ツキチョウチョウウオ トウアカクマノミ
ヘラヤガラ アミメチョウチョウウオ セジロクマノミ
ヘコアユ ハシナガチョウチョウウオ コガネスズメダイ
イシヨウジ タキゲンロクダイ シコクスズメダイ
クチナガイシヨウジ キスジゲンロクダイ ルリスズメダイ
タツノオトシゴ トゥーアイドコーラルフィッシュ ネズスズメダイ
イバラタツ フエヤッコダイ レモンスズメダイ
キリンミノ オオフエヤッコダイ ミスジリュウキュウスズメダイ
ネッタイミノカサゴ カスミチョウチョウウオ フタスジリュウキュウスズメダイ
ハナミノカサゴ ハタタテダイ ミツボシクロスズメダイ
ミナミフトスジイシモチ ミナミハタタテダイ ダンダラスズメダイ
キンセンイシモチ ムレハタタテダイ クロスズメダイ
ネンブツダイ オニハタタテダイ ヒレナガスズメダイ
ヤライイシモチ シマハタタテダイ イシガキスズメダイ
ミナミハタンポ ツノハタタテダイ ルリホシスズメダイ
リュウキュウハタンポ テンツキチョウチョウウオ モンツキスズメダイ
クラカケチョウチョウウオ シテンヤッコ オジロスズメダイ
カガミチョウチョウウオ ソメワケヤッコ ソラスズメダイ
トゲチョウチョウウオ ルリヤッコ ネッタイスズメダイ
チョウチョウウオ アカハラヤッコ フィリピンスズメダイ
ミカドチョウチョウウオ チャイロヤッコ ミナミイソスズメダイ
ウミヅキチョウチョウウオ コガネヤッコ キオビスズメダイ
ゴマチョウチョウウオ ヘラルドコガネヤッコ クロソラスズメダイ
セグロチョウチョウウオ ダイダイヤッコ カンムリベラ
コクテンカタギ アブラヤッコ ツユベラ
インディアンティアードロップ ナメラヤッコ クギベラ
ミゾレチョウチョウウオ アカネキンチャクダイ シマタレクチベラ
ニセフウライチョウチョウウオ キヘリキンチャクダイ ナメラベラ
チョウハン チリメンヤッコ ソメワケベラ
ミスジチョウチョウウオ キンチャクダイ ホンソメワケベラ
アケボノチョウチョウウオ タテジマヤッコ ノドグロベラ
オウギチョウチョウウオ ヤイトヤッコ ツバメウオ
ゲンロクダイ トサヤッコ ツノダシ
シラコダイ ヒレナガヤッコ キイロハギ
ヤスジチョウチョウウオ シマヤッコ ヒレナガハギ
ハナグロチョウチョウウオ スミレヤッコ クマドリ
ヒメフウライチョウチョウウオ ワヌケヤッコ モンガラカワハギ
スミツキトノサマダイ タテジマキンチャクダイ ムラサメモンガラ
シチセンチョウチョウウオ サザナミヤッコ タスキモンガラ
アミチョウチョウウオ ロクセンヤッコ クラカケモンガラ
ハクテンカタギ アデヤッコ ノコギリハギ
テングチョウチョウウオ ニシキヤッコ ミナミハコフグ
レモンチョウチョウウオ イソスズメダイ コクテンフグ
トノサマダイ クラカオスズメダイ シマキンチャクフグ
ヤリカタギ クマノミ
スダレチョウチョウウオ ハマクマノミ
イッテンチョウチョウウオ カクレクマノミ

西表石垣国立公園　海域公園地区内において捕獲等が規制されている動物
（指定動物）
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◆平成18年７月20日より、西表石垣国立公園の海域公園地区内において、以下の指定動物の捕
獲等が規制されています。（平成24年5月日変更）



ムカシサンゴ属 ルリサンゴ属 ウミウサギガイ
パラオサンゴ属 ナガレサンゴ属 ハチジョウダカラ
ハナヤサイサンゴ属 マルキクメイシ属 ホシダカラ
トゲサンゴ属 キクメイシモドキ属 トウカムリ
ショウガサンゴ属 オオナガレサンゴ属 マンボウガイ
ミドリイシ属 ノウサンゴ属 ジュセイラ
トゲミドリイシ属 コマルキクメイシ属 ジュドウマクラ
アナサンゴ属 ヒユサンゴ属 ショクコウラ
コモンサンゴ属 ナガレハナサンゴ属 チョウセンフデ
アワサンゴ属 オオハナサンゴ属 オニキバフデ
ハナガササンゴ属 ミズタマサンゴ属 アンボンクロザメ
ハマサンゴ属 スリバチサンゴ属 タガヤサンミナシ
ヤスリサンゴ属 クダサンゴ属 リュウキュウタケ
アミメサンゴ属 アオサンゴ属 ジャノメアメフラシ
ニセヤスリサンゴ属 アナサンゴモドキ属 タツナミガイ
ヨロンキクメイシ属 ウミヅタ科 ミカドウミウシ
ヒラフキサンゴ属 ウミアザミ科 ムカデミノウミウシ
センベイサンゴ属 ウミトサカ科 クロタイラギ
リュウモンサンゴ属 チヂミトサカ科 リュウキュウアオイ
シコロサンゴ属 タイマツトサカ科 ハナウミシダ
トゲクサビライシ属 ウミサボテン科 オオウミシダ
マンジュウイシ属 ヤナギウミエラ科 マンジュウヒトデ
ワレクサビライシ属 ウミエラ科 コブヒトデ
クサビライシ属 トゲウミエラ科 アオヒトデ
カブトサンゴ属 ヒラヤギ科 イボヒトデ
パラオクサビライシ属 イソバナ科 ウデフリクモヒトデ
キュウリイシ属 トクサモドキ科 アカクモヒトデ
カワラサンゴ属 アイノヤギ科 ガンガゼ
ヤエヤマカワラサンゴ属 フタヤギ科 トックリガンガゼモドキ
イシナマコ属 ホソヤギ科 ラッパウニ
ヘルメットイシ属 ムチヤギ科 パイプウニ
アミガササンゴ属 エオオキンヤギクササンゴ科 オオイカリナマコ
エダアザミサンゴ属 ウミカラマツ科
アザミサンゴ属 ハナギンチャク科
キッカサンゴ属 スナギンチャク科
ウスカミサンゴ属 ムシモドキギンチャク科
アナキッカサンゴ属 オヨギイソギンチャク科
スジウミバラ属 カザリイソギンチャク科
ウミバラ属 ケイトウイソギンチャク科
オオトゲキクメイシ属 ハナブサイソギンチャク科
ヒラサンゴ属 ニチリンイソギンチャク科
タバサンゴ属 ハタゴイソギンチャク科
コハナガタサンゴ属 イソフェリア科
ハナガタサンゴ属 イソギンチャクモドキ科
アザミハナガタサンゴ属 コワイソギンチャクモドキ科
ダイノウサンゴ属 キサンゴ科
イボサンゴ属 オトヒメエビ
サザナミサンゴ属 スベスベサンゴヤドカリ
オオサザナミサンゴ属 イソヨコバサミ
バラバットサンゴ属 コモンヤドカリ
タバネサンゴ属 ソデカラッパ
トゲキクメイシ属 メガネカラッパ
ダイオウサンゴ属 アカモンガニ
リュウキュウキッカサンゴ属
キクメイシ属
カメノコキクメイシ属
コカメノコキクメイシ属
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