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2017 2018

カテゴリー

両生類 アカイシサンショウウオ アカイシサンショウウオ Hynobius katoi Hynobius katoi EN

両生類 アカハライモリ アカハライモリ Cynops pyrrhogaster Cynops pyrrhogaster NT

両生類 アベサンショウウオ アベサンショウウオ Hynobius abei Hynobius abei CR

両生類 アマクササンショウウオ アマクササンショウウオ Hynobius amakusaensis Hynobius amakusaensis CR

両生類 アマミアカガエル アマミアカガエル Rana kobai Rana kobai NT

両生類 アマミイシカワガエル アマミイシカワガエル Odorrana splendida Odorrana splendida EN

両生類 アマミハナサキガエル アマミハナサキガエル Odorrana amamiensis Odorrana amamiensis VU

両生類 イシヅチサンショウウオ イシヅチサンショウウオ Hynobius hirosei Hynobius hirosei NT

両生類 イボイモリ イボイモリ Echinotriton andersoni Echinotriton andersoni VU

両生類 エゾサンショウウオ エゾサンショウウオ Hynobius retardatus Hynobius retardatus DD

両生類 オオイタサンショウウオ オオイタサンショウウオ Hynobius dunni Hynobius dunni VU

両生類 オオサンショウウオ オオサンショウウオ Andrias japonicus Andrias japonicus VU

両生類 オオスミサンショウウオ オオスミサンショウウオ Hynobius osumiensis Hynobius osumiensis EN

両生類 オオダイガハラサンショウウオ オオダイガハラサンショウウオ Hynobius boulengeri Hynobius boulengeri VU

両生類 オオハナサキガエル オオハナサキガエル Odorrana supranarina Odorrana supranarina NT

両生類 オキサンショウウオ オキサンショウウオ Hynobius okiensis Hynobius okiensis VU

両生類 オキタゴガエル オキタゴガエル Rana tagoi okiensis Rana tagoi okiensis NT

両生類 オキナワイシカワガエル オキナワイシカワガエル Odorrana ishikawae Odorrana ishikawae EN

両生類 オットンガエル オットンガエル Babina subaspera Babina subaspera EN

両生類 カスミサンショウウオ カスミサンショウウオ Hynobius nebulosus Hynobius nebulosus VU

両生類 キタサンショウウオ キタサンショウウオ Salamandrella keyserlingii Salamandrella keyserlingii NT

両生類 クロサンショウウオ クロサンショウウオ Hynobius nigrescens Hynobius nigrescens NT

両生類 コガタハナサキガエル コガタハナサキガエル Odorrana utsunomiyaorum Odorrana utsunomiyaorum EN

両生類 コガタブチサンショウウオ コガタブチサンショウウオ Hynobius yatsui Hynobius stejnegeri NT

両生類 サドガエル サドガエル Glandirana susurra Glandirana susurra VU EN

両生類 シコクハコネサンショウウオ シコクハコネサンショウウオ Onychodactylus kinneburi Onychodactylus kinneburi VU

両生類 シリケンイモリ シリケンイモリ Cynops ensicauda Cynops ensicauda NT

両生類 ソボサンショウウオ ソボサンショウウオ Hynobius shinichisatoi Hynobius shinichisatoi EN

両生類 タダミハコネサンショウウオ タダミハコネサンショウウオ Onychodactylus fuscus Onychodactylus fuscus NT

両生類 チョウセンヤマアカガエル チョウセンヤマアカガエル Rana uenoi Rana uenoi NT

両生類 ツクバハコネサンショウウオ ツクバハコネサンショウウオ Onychodactylus tsukubaensis Onychodactylus tsukubaensis CR

両生類 ツシマアカガエル ツシマアカガエル Rana tsushimensis Rana tsushimensis NT

両生類 ツシマサンショウウオ ツシマサンショウウオ Hynobius tsuensis Hynobius tsuensis NT

両生類 トウキョウサンショウウオ トウキョウサンショウウオ Hynobius tokyoensis Hynobius tokyoensis VU

両生類 トウキョウダルマガエル トウキョウダルマガエル Pelophylax porosus porosus Pelophylax porosus porosus NT

両生類 トウホクサンショウウオ トウホクサンショウウオ Hynobius lichenatus Hynobius lichenatus NT

両生類 トノサマガエル トノサマガエル Pelophylax nigromaculatus Pelophylax nigromaculatus NT

両生類 ナゴヤダルマガエル ナゴヤダルマガエル Pelophylax porosus brevipodus Pelophylax porosus brevipodus EN

両生類 ナミエガエル ナミエガエル Limnonectes namiyei Limnonectes namiyei EN

両生類 ハクバサンショウウオ ハクバサンショウウオ Hynobius hidamontanus Hynobius hidamontanus EN

両生類 ハナサキガエル ハナサキガエル Odorrana narina Odorrana narina VU

両生類 バンダイハコネサンショウウオ バンダイハコネサンショウウオ Onychodactylus intermedius Onychodactylus intermedius NT

両生類 ヒダサンショウウオ ヒダサンショウウオ Hynobius kimurae Hynobius kimurae NT

両生類 ブチサンショウウオ ブチサンショウウオ Hynobius naevius Hynobius naevius NT

両生類 ベッコウサンショウウオ ベッコウサンショウウオ Hynobius stejnegeri Hynobius ikioi VU

両生類 ホクリクサンショウウオ ホクリクサンショウウオ Hynobius takedai Hynobius takedai EN

両生類 ホルストガエル ホルストガエル Babina holsti Babina holsti EN

両生類 ― ミカワサンショウウオ ― Hynobius mikawaensis ― CR 新規評価

両生類 ミヤコヒキガエル ミヤコヒキガエル Bufo gargarizans miyakonis Bufo gargarizans miyakonis NT

両生類 ヤエヤマハラブチガエル ヤエヤマハラブチガエル Nidirana okinavana Nidirana okinavana VU

両生類 ヤクシマタゴガエル ヤクシマタゴガエル Rana tagoi yakushimensis Rana tagoi yakushimensis NT

両生類 リュウキュウアカガエル リュウキュウアカガエル Rana ulma Rana ulma NT

灰色部分はRL2017から変更された箇所 8 / 127 ページ ※既存掲載種が統合又は分離される前のカテゴリー


