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1 イヌ オオカミ Canis lupus 絶滅 1,12 　絶滅 絶滅 絶滅

2 イタチ カワウソ Lutra lutra 絶滅 1,12 　絶滅 絶滅 絶滅

3 ヒナコウモリ クロホオヒゲコウモリ Myotis pruinosus Ⅰ類 2,4,6,12 Ⅱ類 Ⅰ類 Ⅰ類

4 ヒナコウモリ ノレンコウモリ Myotis bombinus Ⅰ類 2,6,12 Ⅱ類 Ⅰ類 Ⅰ類

5 ヒナコウモリ カグヤコウモリ Myotis longicaudatus Ⅱ類 2,6 － Ⅰ類 Ⅱ類

6 ヒナコウモリ テングコウモリ Murina hilgendorfi Ⅱ類 2,6 － Ⅱ類 Ⅱ類

7 ヒナコウモリ モリアブラコウモリ Pipistrellus endoi Ⅱ類 6,12 Ⅱ類 情報不足 情報不足

8 ヒナコウモリ ヤマコウモリ Nyctalus aviator Ⅱ類 4,6,12 Ⅱ類 情報不足 情報不足

9 トガリネズミ カワネズミ Chimarrogale platycephalus Ⅱ類 3,4,5,6 個体群 Ⅱ類 Ⅱ類

10 ヒナコウモリ ヒメホオヒゲコウモリ Myotis ikonnikovi 準 13 個体群 Ⅱ類 準

11 ヒナコウモリ ニホンウサギコウモリ Plecotus sacrimontis 準 13 個体群 Ⅰ類 準

12 ヒナコウモリ ユビナガコウモリ Miniopterus fuliginosus 準 4,13 － 情報不足 情報不足

13 イタチ オコジョ Mustela erminea 準 5,6,7,12 準 情報不足 情報不足

14 ヒナコウモリ クビワコウモリ Eptesicus japonensis 情報不足 6,12 Ⅱ類 － 情報不足

15 ヒナコウモリ コヤマコウモリ Nyctalus furvus 情報不足 6,12 ⅠB類 － 情報不足

16 トガリネズミ シントウトガリネズミ Sorex shinto 情報不足 5,6 － 情報不足 情報不足

17 トガリネズミ ニホンジネズミ Crocidura dsinezumi 情報不足 13 － 情報不足 情報不足

18 モグラ ヒメヒミズ Dymecodon pilirostris 情報不足 5,6 － 情報不足 情報不足

19 モグラ ミズラモグラ Oreoscaptor mizura 情報不足 6,12 準 情報不足 情報不足

20 ヒナコウモリ コテングコウモリ Murina ussuriensis 要注目 4,13 － Ⅱ類 準

21 ヒナコウモリ ヒナコウモリ Vespertilio sinensis 要注目 4,13 － 情報不足 情報不足

22 ヒナコウモリ モモジロコウモリ Myotis macrodactylus 要注目 4,13 － 準 要注目

23 キクガシラコウモリ キクガシラコウモリ Rhinolophus nippon 要注目 4,13 － Ⅱ類 要注目

24 キクガシラコウモリ コキクガシラコウモリ Rhinolophus cornutus 要注目 4,13 － 準 要注目

25 リス ニホンモモンガ Pteromys momonga 要注目 3,4,6 － 要注目 要注目

26 ヤマネ ヤマネ Glirulus japonicus 要注目 3,4,6 － 要注目 要注目

27 ネズミ スミスネズミ Craseomys smithii 要注目 5 － 要注目 要注目

28 ネズミ ヤチネズミ Craseomys andersoni 要注目 5,6 － 要注目 要注目

29 ネズミ カヤネズミ Micromys minutus 要注目 4,5,6 － 要注目 要注目

30 イタチ ニホンイタチ Mustela itatsi 要注目 4,13 － － －
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