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綱 目 科 種
無顎綱
Agnatha

メクラウナギ目 メクラウナギ科 ヌタウナギ
Myxiniformes Myxinidae Eptatretus　ｏｋｉｎｏｓｅａｎｕｓ　 （Dean）

ムラサキヌタウナギ
Eptatretus　ｏｋｉｎｏｓｅａｎｕｓ　 （Dean）
クロメクラウナギ
Paramyxine　ａｔａｍｉ　Dean
メクラウナギ
Ｍｙｘｉｎｅ　ｇａｒｍａｎｉ　 Jordan　et　Snyder

ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科 カワヤツメ（ヤツメウナギ）
Petromyzontiformes Petromyzontidae Lampetra　japonika　 （Martens）

軟骨魚綱
Chondrichthyes
板鰓亜綱 ネコザメ目 ネコザメ科 ネコザメ
Elasmobranchii Heterodontiformes Heterodontidae Heterodontus　japonicus　（Dumeｒｉｌ）

ネズミザメ目 トラザメ科 トラザメ
Lamniformes Scyliorhinidae Scyliorhinus　torazame　 （Tanaka）

ニホンヘラザメ
Apristurus　japonicus　Ｎａｋａｔａ

ドチザメ科 ホシザメ
Triakididae Mustelus　manazo　Bleeker

ドチザメ
Triakis　scyllia　Muler　et　Henle

メジロザメ科 ヒラガシラ
Carcharhinidae Rhizoprionodon　acutus　 （Ruppell）

ヨシキリザメ
Prionace　glauca　 （Linnaeus）

シュモクザメ科 シロシュモクザメ
Sphyrnidae Sphyrna　zygaena　 （Linnaeus）
オナガザメ科 マオナガ
Alopiidae Alopias　vulpinus　 （Bonnaterre）
ジンベエザメ科 ジンベエザメ
Rhincodontidae Rhincodon　typus　 Smith
ウバザメ科 ウバザメ
Cetorhinidae Cetorhinus　maximus　 （Gunnerus）
ネズミザメ科 ネズミザメ
Lamnidae Lamna　ditropis　Hubbs　et　Follett

アオザメ
Isurus　oxyrinchus　Rafinesque

ツノザメ目 ツノザメ科 フジクジラ
Squaliformes Squalidae Etmopterus　lucifer　 Jordan　et　Snyder

カラスザメ
Etmopterus　pusillus　 （Lowe）
カスミザメ
Centroscyllium　ritteri　 Jordan　et　Fowler
アブラツノザメ
Squalus　acanthias　Linnaeus

ノコギリザメ科 ノコギリザメ
Pristiophoridae Pristiophorus　japonicus　Gunther
カスザメ科 カスザメ
Squatinidae Squatina　japonica　Bleeker

エイ目 シビレエイ科 ヤマトシビレエイ

海産魚類　　分類表

福水試調査研究資料No.243（1995）「福島の海産動物方言集」から抜粋
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海産魚類　　分類表

福水試調査研究資料No.243（1995）「福島の海産動物方言集」から抜粋

Rajiformes Torpedinidae Torpedo　tokionis　 （Tanaka）
シビレエイ
Nerke　japonica　 （Temminck　et　Schlegel）

ガンギエイ科 ガンギエイ
Rajidae Raji　kenojei　Muller　et　Henle

ザラカスベ
Bathyraja　trachouros　 （Ishiyama）
リボンカスベ
Bathyraja　diplotaenia　 （Ishiyama）

アカエイ科 ホシエイ
Dasyatididae Dasyatis　matsubarai　Miyosi

アカエイ
Dasyatis　akajei　 （Muller　et　Henle）

イトマキエイ科 イトマキエイ
Mobulidae Mobula　japonica　 （Muller　et　Henle）
トビエイ科 トビエイ
Myliobatididae Myliobatis　tobijei　 Bleeker

全頭亜綱 ギンザメ目 ギンザメ科 ギンザメ
Holocephali Chimaeriformes Chimaeridae Chimaera　phantasma　 Jordan　et　Snyder

ココノホシギンザメ
Hydrolagus　barbouri　 （Garman）

テングギンザメ科 アズマギンザメ
Rhinochimaeridae Harriotta　raleighana　Goode　et　Bean

硬骨魚綱
Osteichthyes

ニシン目 ニシン科
Clupeiformes Clupeidae

　ウルメイワシ亜科 ウルメイワシ
　Dussumieriinae Etrumeus　teres　 （Dekay）
　ニシン亜科 マイワシ
　Clupeinae Sardinops　melanostictus　

（Temminck　et　Schlegel）
サッパ
Sardinella　zunasi　 （Bleeker）
ニシン
Clupea　pallasii　Valenciennes

　コノシロ亜科 コノシロ
　Dorosomatinae Konosirus　punctatus

（Temminck　et　Schlegel）
カタクチイワシ科 カタクチイワシ
Engraulididae Engraulis　japonicus　 （Houttuyn）

カライワシ目 ソトイワシ科 ギス
Elopiformes Albulidae Pterothrissus　gissu　Hilgendorf
ウナギ目
Anguilliformes
　ウナギ亜目 ウナギ科 ウナギ
　Anguilloidei Anguillidae Anguilla　japonica　Temminck　et　Schlegel

シギウナギ科 シギウナギ
Nemichthyidae Nemichthys　scolopaceus　Richardson
ホラアナゴ科 ホラアナゴ
Synaphobranchidae Synaphobranchus　affinis　Gunther
コンゴウアナゴ科 コンゴウアナゴ
Simenchelyidae Simenchelys　parasiticus　Gill
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海産魚類　　分類表

福水試調査研究資料No.243（1995）「福島の海産動物方言集」から抜粋

アナゴ科
Congridae
　ﾎﾝﾒﾀﾞﾏｱﾅｺﾞ亜科 ゴテンアナゴ
　Bathymyrinae Anago　anago　 （Temminck　et　Schlegel）
　クロアナゴ亜科 マアナゴ
　Congrinae Conger　myriaster　 （Brevoort）

クロアナゴ
Conger　japonicus　Bleeker
ギンアナゴ
Gnathophis　nysyromi　nystromi

（Jordan　et　Snyder）
ヒモアナゴ
Acromycter　nezumi　 （Asano）

ハモ科 ハモ
Muraenesocidae Muraenesox　cinereus　 （Forsskaｌ）
クズアナゴ科 クズアナゴ
Nettastomatidae Nettastoma　parviceps　Gunther
ウミヘビ科
Ophichthidae
　ウミヘビ亜科 ダイナンウミヘビ
　Ophichthinae Ophisurus　macrorhynchus　Bleeker

サケ目
Salmoniformes
　サケ亜目 キュウリウオ科 ワカサギ
　Salmonoidei Osmeridae Hypomesus　nipponensis　McAllister

チカ
Hypomesus　pretiosus　japonicus　

（Brevoort）
アユ科 アユ
Plecoglossidae Plecoglossus　altivelis

Temminck　et　Schlegel
シラウオ科 イシカワシラウオ
Salangidae Salangichthys　ishikawae

Wakiya　et　Takahasi
シラウオ
Salangichthys　microdon　Bleeker

サケ科 サクラマス
Salmonidae Oncorhynchus　masou　masou　Brevoort

カラフトマス
Oncorhynchus　gorbuscha　 （Walbaum）
サケ　（シロザケ）
Oncorhynchus　Keta　 （Walbaum）
ギンザケ
Oncorhynchus　kisutch　 （Walbaum）
マスノスケ
Oncorhynchus　tshawytscha　 （Kishinouye）

　ニギス亜目 ニギス科 ニギス
　Argentinoidei Argentinidae Glossanodon　semifasciatus　 （Kishinouye）
　セキトリイワシ亜目 セキトリイワシ科 コンニャクイワシ
　Alepocephaloidei Alepocephalidae Alepocephalus　umbriceps

Jordan　et　Thompson
　ワニトカゲギス亜目 ヨコエソ科 キュウリエソ
　Stomioidei Gonostomatidae Maurolicus　muelleri　（Gmelin）
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海産魚類　　分類表

福水試調査研究資料No.243（1995）「福島の海産動物方言集」から抜粋

ホウライエソ科 ホウライエソ
Chauliodontidae Chauliodus　sloani　 Schneider
ホテイエソ科 ホテイエソ
Melanostomiidae Photonectes　albipennis　 （Doderlein）

コイ目 コイ科 ウグイ
Cypriniformes Cyprinidae Tribolodon　hakonensis　 （Gunther）

マルタ
Tribolodon　taczanowskii　 （Steindachner）

ナマズ目 ゴンズイ科 ゴンズイ
Siluriformes Plotosidae Plotosus　lineatus　 （Thunberg）
ハダカイワシ目 エソ科 オキエソ
Myctophiformes Synodontidae Trachinocephalus　myops　 （Forster）

マエソ
Saurida　undosquamis　 （Richardson）
ワニエソ
Saurida　wanieso　 Shindo　et　Yamada
トカゲエソ
Saurida　elongata　 （Temminck　et　Schlegel）

アオメエソ科 トモメヒカリ
Chlorophthalmidae Chlorophthalmus　acutifrons　Hiyama

アオメエソ
Chlorophthalmus　albatrossis

Jordan　et　Starks
デメエソ科 デメエソ
Scopelarchidae Benthalbella　linguidens　 （Mead　et　Bohlke）
ハダカイワシ科 マメハダカ
Myctophidae Lampanyctus　jordani　Gilbert

ハダカイワシ
Diaphus　watasei　 Jordan　et　Ｓｔａｒｋｓ

ソトオリイワシ科 ソトオリイワシ
Neoscopelidae Neoscopelus　macrolepidotus　 Johnson
ミズウオ科 ミズウオ
Alepisauridae Alepisaurus　ferox　Lowe

ダツ目
Beloniformes
　サンマ亜目 ダツ科 ダツ
　Scomberesocoidei Belonidae Strongylura　anastomella　 （Valenciennes）

ハマダツ
Ablennes　hians　 （Valenciennes）

サンマ科 サンマ
Scomberesocidae Cololabis　saira　 （Brevoort）

　トビウオ亜目 サヨリ科 サヨリ
　Exocoetoidei Hemiramphidae Hyporhamphus　sajori　

（Temminck　et　Schlegel）
トビウオ科 ハマトビウオ
Exocoetidae Cypselurus　pinnatibarbatus　japonicus

（Franz）
トビウオ　（ホントビ）
Cypselurus　agoo　agoo

（Temminck　et　Schlegel）
トゲウオ目 クダヤガラ科 クダヤガラ
Gasterosteiformes Aulorhynchidae Aulichthys　japonicus　Brevoort

トゲウオ科 イトヨ
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海産魚類　　分類表

福水試調査研究資料No.243（1995）「福島の海産動物方言集」から抜粋

Gasterosteidae Gasterosｔeus　aculeatus　aculeatus
Linnaeus

ヨウジウオ目 ヤガラ科 アオヤガラ
Syngnathiformes Fistulariidae Fistularia　petimba　Lacepede

アカヤガラ
Fistularie　commersonii　Ruppel

サギフエ科 サギフエ
Macrorhamphosidae Macrorhamphosus　scolopax　 （Linnaeus）
ヨウジウオ科
Syngnathidae
　ヨウジウオ亜科 ヨウジウオ
　Syngnathinae Syngnathus　schlegeli　Kaup
　タツノオトシゴ亜科 サンゴタツ
　Hippocampinae Hippocampus　japonicus　Kaup

タツノオトシゴ
Hippocampus　coronatus

Temminck　et　Schlegel
タラ目
Gadiformes
　タラ亜目 チゴダラ科 カナダダラ
　Gadoidei Moridae Antimora　microlepis　Bean

エゾイソアイナメ
Physiculus　maximowiczi　 （Herzenstein）
イトヒキダラ
Laemonema　longipes　 Schmidt

タラ科 マダラ
Gadidae Gadus　macrocephalus　Tilesius

スケトウダラ
Theragra　chalcogramma　 （Pallas）

　ソコダラ亜目 ソコダラ科 ミサキソコダラ
　Macrouroidei Macrouridae Ventrifossa　misakia　（Jordan　et　Gilbert）

ムネダラ
Coryphaenoides　pectoralis　 （Gilbert）
ヒモダラ
Coryphaenoides　longifilis　Gunther

ハナソコダラ
Coryphaenoides　nasutus　Gunther
テナガダラ
Abyssicola　macrochir　 （Gunther）
ヤリヒゲ
Coelorinchus　multispinulosus　Katayama
モヨウヒゲ
Coelorinchus　hubbsi　Matsubara
トウジン
Coelorinchus　japonicus　

（Temminck　et　Schlegel）
オニヒゲ
Coelorinchus　gilberti　 Jordan　et　Hubbs

アシロ目
Ophidiiformes
　アシロ亜目 アシロ科 ヨロイタチウオ
　Ophidioidei Ophidiidae Hoplobrotula　armata　
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海産魚類　　分類表

福水試調査研究資料No.243（1995）「福島の海産動物方言集」から抜粋

（Temmick　et　Schlegel）
アンコウ目
Lophiiformes
　アンコウ亜目 アンコウ科 アンコウ
　Lophioidei Lophiidae Lophiomus　setigerus　 （Vahl）

キアンコウ
Lophius　litulon　 （Jordan）

　イザリウオ亜目 イザリウオ科 イザリウオ
　Antennarioidei Antennariidae Phrynelox　tridens　 （Temminck　et　Schlegel）

フサアンコウ科 ホンフサアンコウ
Chaunacidae Chaunax　fimbriatus　Hilgendorf
アカグツ科 アカグツ
Ogcocephalidae Halieutaea　stellata　 （Vahl）

キンメダイ目 キンメダイ科 キンメダイ
Berycidae Beryx　splendens　Lowe
ヒウチダイ科 ハシキンメ
Trachichthyidae Gephyroberyx　japonicus　 （Doderlein）
ナカムラギンメ科 ナカムラギンメ
Diretmidae Diretmoides　parini　 Post　et　Quero
イットクダイ科
Holocentridae
　アカマツカサ亜科 エビスダイ
　Myripristinae Ostichthys　japonicus　 （Cuvier）
ギンメダイ科 ギンメダイ
Polymixiidae Polymixia　japonica　Gunther

アカマンボウ目 アカマンボウ科 アカマンボウ
Lampriformes Lampridae Lampris　guttatus　 （Brunnich）
マトウダイ目 ヒシマトウダイ科 ヒシマトウダイ
Zeiformes Grammicolepididae Xenolepidichthys　dalgleishi　Gilchrist

マトウダイ科 オオメマトウダイ
Zeidae Allocyttus　verrucosus　 （Gilchrist）

カゴマトウダイ
Cyttopsis　rosea　 （Lowe）
ソコマトウダイ
Zenion　japonicum　Kamohara
カガミダイ
Zenopsis　nebulosa　 （Temminck　et　Schlegel）
マトウダイ
Zeus　faber　Linnaeus　

スズキ目
Perciformes
　ボラ亜目 トウゴロウイワシ科 トウゴロウイワシ
　Mugiloidei Atherinidae Hypoatherina　bleekeri　 （Gunther）

ボラ科 ボラ
Mugilidae Mugli　cephalus　cephalus　Linnaeus

メナダ
Liza　haematocheila　

（Temminck　et　Schlegel）
セスジボラ
Liza　carinata　carinata　 （Valenciennes）

カマス科 アカカマス
Sphyraenidae Sphyraena　pinguis　Gunther

ヤマトカマス
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海産魚類　　分類表

福水試調査研究資料No.243（1995）「福島の海産動物方言集」から抜粋

Sphyraena　japonica　Cuvier
　スズキ亜目 スズキ科 スズキ
　Percoidei Percichthyidae Lateolabrax　japonicus　 （Cuvier）

オオクチイシナギ
Stereolepis　doederleini　

Lindberg　et　Krasjukova
アラ
Niphon　spinosus　Cuvier
アカムツ
Doederleinia　berycoides　 （Hilgendorf）
スミクイウオ
Synagrops　japonicus

（Steindachner　et　Doderlein）
ハタ科 キジハタ
Serranidae Epinephelus　akaara

（Temminck　et　Schlegel）
マハタ
Epinephelus　septemfasciatus　 （Thunberg）

キントキダイ科 キントキダイ
Priacanthidae Priacanthus　macracantus　Cuvier

チカメキントキ
Cookeolus　boops　 （Schneider）
クルマダイ
Pristigenys　niphonia　 （Cuvier）

テンジクダイ科 テンジクダイ
Apogｏnidae Apogon　lineatus　 （Temminck　et　Schlegel）

ハゲヤセムツ
Epigonus　denticulatus　Dieuzeide

キス科 シロギス
Sillaginidae Apogon　lineatus　 （Temminck　et　Schlegel）
アマダイ科 アカアマダイ
Branchiostegidae Branchiostegus　japonicus　 （Houttuyn）
ムツ科 ムツ
Scombropidae Scombrops　boops　 （Houttuyn）

クロムツ
Scombrops　gilberti　 （Jordan　et　Snyder）

スギ科 スギ
Rachycentridae Rachycentron　canadum（Linnaeus）
アジ科 ツムブリ
Carangidae Elagatis　bipinnulata　 （Quoy　et　Gaimard）

ブリ
Seriola　quinqueradiata

Temminck　et　Schlegel
ヒラマサ
Seriola　lalandi　Valenciennes
カンパチ
Seriola　dumerili　 （Risso）
コバンアジ
Tranchinotus　baillonii　 （Lacepede）
マアジ
Tranchurus　japonicus

（Temminck　et　Schlegel）
ムロアジ
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福水試調査研究資料No.243（1995）「福島の海産動物方言集」から抜粋

Decapterus　muroadsi　
（Temminck　et　Schlegel）

オアカムロ
Decapterus　tabl　Berry
メアジ
Selar　crumenophthalmus　 （Bloch）
カイワリ
Kaiwarinus　equula　 （Temminck　et　Schlegel）
オキアジ
Uraspis　helvola　 （Foster）
ギンガメアジ
Caranx　sexfasciatus　 （Quoy　et　Gaimard）
イトヒキアジ
Alectis　ciliaris　 （Bloch）

シイラ科 シイラ
Coryphaenidae Coryphaena　hippurus　Linnaeus
ヒイラギ科 ヒイラギ
Leiognathidae Leiognathus　nuchalis　

（Temminck　et　Schlegel）
シマガツオ科 シマガツオ
Bramidae Brama　japonica　Hilgendorf

ヒレジロマンザイウオ
Taractichthys　steindachn eri　（Doderlein）

ヤエギス科 ヤエギス
Caristiidae Caristius　macropus　 （Bellotti）
マツダイ科 マツダイ
Lobotidae Lobotes　surinamensis　 （Bloch）
ニベ科 ニベ
Sciaenidae Nibea　mitsukurii　 （Jordan　et　Snyder）

シログチ
Argyrosomus　argentatus　 （Houttuyn）

ヒメジ科 ヒメジ
Mullidae Upeneus　bens asi　（Temminck　et　Schlegel）
ハタンポ科 ミナミハタンポ
Pempheridae Pempheris　xanthoptera　Tominaga
メジナ科 メジナ
Girellidae Girella　punctata　Gray

クロメジナ
Girella　melenichtys　 （Richardson）

イサキ科
Pomadasyidae
　コショウダイ亜科 コショウダイ
　Plectorhynchinae Plectorhynchus　cinctus　

（Temminck　et　Schlegel）
　ヒゲダイ亜科 ヒゲダイ
　Hapalogeninae Hapalogenys　nigripinnis

（Temminck　et　Schlegel）
シマイサキ科 シマイサキ
Teraponidae Rhyncopelates　oxyrhynchus

（Temminck　et　Schlegel）
コトヒキ　（ヤガタイサキ）
Terapon　jarbun　 （Forsskaｌ）

タイ科
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Sparidae
　キダイ亜科 キダイ
　Denticinae Dentex　tumifrons　 （Temminck　et　Schlegel）
　マダイ亜科 チダイ
　Pagrinae Evynnis　japonica　Tanaka

マダイ
Pagrus　major　 （Temminck　et　Schlegel）

　ヘダイ亜科 クロダイ
　Sparinae Acanthopagrus　schlegeli　 （Bleeker）
スダレダイ科 ツバメウオ
Ephippididae Plotax　orbicularis　 （Forsskaｌ）
カゴカキダイ科 カゴカキダイ
Scorpididae Microcanthus　strigatus　 （Cuvier）
チョウチョウウオ科 ハタタテダイ
Chaetodontidae Heniochus　acuminatus　 （Linnaeus）
カワビシャ科 ツボダイ
Pentacerotidae Pentaceros　japonicus　Doderlein
イシダイ科 イシダイ
Oplegnathidae Oplegnathus　fasciatus　

（Temminck　et　Schlegel）
イシガキダイ
Oplegnathus　punctatus

（Temminck　et　Schlegel）

ウミタナゴ科 ウミタナゴ
Embiotocidae Ditrema　temmincki　Bleeker

オキタナゴ
Neoditrema　ransonneti  　Steindachner

タカノハダイ科 タカノハダイ
Cheilodactylidae Goniistius　zonatus　 （Cuvier）

ユウダチタカノハ
Goniistius　quadricornis　 （Gunther）

アカタチ科 イッテンアカタチ
Cepolidae Acanthocepola　limbata　 （Valenciennes）
ベラ科
Labridae
　タキベラ亜科 コブダイ
　Bodianinae Semicrossyphus　reticulatus　 （Valenciennes）
　カンムリベラ亜科 キュウセン
　Corinae Halichoeres　poecilopterus

（Temminck　et　Schlegel）
ハタハタ科 ハタハタ
Trichodontidae Arctroscopus　japonicus　 （Steindachner）
イカナゴ科 イカナゴ
Ammodytidae Ammodytes　personatus　Girard

　コバンザメ亜目 コバンザメ科 コバンザメ
　Echeneoidei Echeneididae Echeneis　naucrates　Linnaeus

クロコバン
Remora　brachyptera　 （Lowe）

　メカジキ亜目 マカジキ科 マカジキ
　Xiphioidei Istiophoridae Tetrapturus　audax　 （Philippi）

メカジキ科 メカジキ
Xiphiidae Xiphias　gladius　Linnaeus
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　サバ亜目 サバ科 マサバ
　Scombroidei Scombridae Scomber　japonicus　Houttuyn

ゴマサバ
Somber　australasicus　Cuvier
サワラ
Scomberomorus　niphonius　 （Cuvier）
ウシサワラ
Scomberomorus　sinensis　 （Lacepede）
ハガツオ
Sarda　orientalis　 （Temminck　et　Schlegel）
ヒラソウダ
Auxis　thazard　 （Lacepede）
マルソウダ
Auxis　rochei　 （Risso）
スマ
Euthynnus　affinis　 （Cantor）
カツオ
Katsuwonus　pelamis　 （Linnaeus）
キハダ
Thunnus　albacares　 （Bonnaterre）

メバチ
Thunnus　obesus　 （Lowe）
ビンナガ
Thunnus　alalunga　 （Bonnaterre）
クロマグロ
Thunnus　thynnus　 （Linnaeus）

クロタチカマス科 フウライカマス
Gempylidae Nealotus　tripes　Johnson

クロシビカマス
Promethichthys　prometheus　 （Cuvier）
クロタチカマス
Gempylus　serpens　Cuvier
バラムツ
Ruvettus　pretiosus　Cocco

タチウオ科 タチウオ
Trichiuridae Trichiurus　lepturus　Linnaeus

　ニザダイ亜目 ツノダシ科 ツノダシ
　Acanthuroidei Zanclidae Zanclus　cornutus　 （Linnaeus）

ニザダイ科 テングハギ
Acanthuridae Naso　unicornis　 （Forsskaｌ）
アイゴ科 アイゴ
Siganidae Siganus　fuscescens　 （Houttuyn）

　イボダイ亜目 ドクウロコイボダイ科 ドクウロコイボダイ
　Stromateoidei Tetragonuridae Tetragonurus　cuvieri　Rosso

イボダイ科 クロメダイ
Centrolophidae Icichthys　lockingtoni　 Jordan　et　Gilbert

イボダイ
Psenopsis　anomala　 （Temminck　et　Schlegel）

　ハゼ亜目 ハゼ科
　Gobioidei Gobiidae

　ハゼ亜科 スジハゼ
　Gobiinae Acentrogobius　pflaumi　 （Bleeker）
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シマハゼ
Tridentiger　trigonocephalus　 （Gill）
アゴハゼ
Chasmichthys　dolichognathus　 （Hilgendorf）
ドロメ
Chasmichthys　gulosus　 （Guichenot）
マハゼ
Acanthogobius　flavimanus

（Temminck　et　Schlegel）
アカハゼ
Amblychaeturichthys　 hexanema　（Bleeker）
コモチジャコ
Amblychaeturichthys　sciistius

（Jordan　et　Snyder）
リュウグウハゼ
Pterogobius　zacalles　 Jordan　et　Snyder
シロウオ
Leucopsarion　petersi　Hilgendorf

ギンポ亜目 トラギス科 クラカケトラギス
Blennioidei Mugiloididae Parapercis　sexfasciata

（Temminck　et　Schlegel）
ミシマオコゼ科 アオミシマ
Uranoscopidae Gnathagnus　elongatus

（Temminck　et　Schlegel）
ミシマオコゼ
Uranoscopus　japonicus　Houttuyn

イソギンポ科 イソギンポ
Blenniidae Pictiblennius　yatabei　 （Jordan　et　Snyder）

ウナギギンポ
Xiphasia　setifer　 Swainson

タウエガジ科 フサギンポ
Stichaeidae Chirolophis　japonicus　Herzenstein

ナガズカ
Stichaeus　grigorjewi　Herzenstein

ニシキギンポ科 ギンポ
Pholididae Enedrias　nebulosa　 （Temminck　et　Schlegel）
ゲンゲ科 イレズミガジ
Zoarcidae Lycodes　caudimaculatus　Matsubara

ヨコスジクロゲンゲ
Lycodes　hubbsi　Matsubara
カンテンゲンゲ
Zestichthys　tanakai　 Jordan　et　Hubbs

カサゴ目 フサカサゴ科 ヤナギメバル
Scorpaeniformes Scorpaenidae Sebastes　itinus　 （Jordan　et　Starks）

メバル
Sebastes　inermis　Cuvier
トゴットメバル
Sebastes　joyneri　Gunther
ウスメバル
Sebastes　thompsoni　 （Jordan　et　Hubbs）
アコウダイ
Sebastes　matsubarae　Hilgendorf
ウケグチメバル
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Sebastes　scythropus　 （Jordan　et　Snyder）
バラメヌケ
Sebastes　baramenuke　 （Wakiya）
サンコウメヌケ
Sebastes　flammeus　 （Jordan　et　Starks）
オオサガ
Sebastes　iracundus　 （Jordan　et　Starks）
タケノコメバル
Sebastes　oblongus　Gunther
クロソイ
Sebastes　schlegeli　Hilgendorf
キツネメバル
Sebastes　vulpes　Doderlein

ムラソイ
Sebastes　pachycephalus

Temminck　et　Schlegel
ゴマソイ
Sebastes　nivosus　Hilgendorf
シマソイ
Sebastes　trivittatus　Hilgendorf
カサゴ
Sebastiscus　marmoratus　 （Cuvier）
ウッカリカサゴ
Sebastiscus　tertius　Barsukov　et　Chen
アヤメカサゴ
Sebastiscus　albofasciatus　 （Lacepede）
ユメカサゴ
Helicolenus　hilgendorfi

（Steindachner　et　Doderlein）
イソカサゴ
Scorpaenodes　littoralis　 （Tanaka）
フサカサゴ
Scorpaena　onaria　 Jordan　et　Snyder
オニカサゴ
Scorpaenopsis　cirrhosa　 （Thunberg）
キチジ
Sebastolobus　macrochir　 （Gunther）
ミノカサゴ
Pterois　lunulate　Temminck　et　Schlegel
クロカサゴ
Ectreposebastes　imus　Garman

オニオコゼ科 オニオコゼ
Synanceiidae Inimicus　japonicus　 （Cuvier）
イボオコゼ科 アブオコゼ
Aploactinidae Erisphex　potti　 （Steindachner）
ギンダラ科 ギンダラ
Anoplopomatidae Anoplopoma　fimbria　 （Pallas）

アブラボウズ
Erilepis　zonifer　 （Lockington）

アイナメ科 クジメ
Hexagrammidae Hexagrammos　agrammus
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（Temminck　et　Schlegel）
アイナメ
Hexagrammos　otakii　 Jordan　et　Starks
スジアイナメ
Hexagrammos　octogrammus　 （Pallas）
ホッケ
Pleurogrammus　azonus　 Jordan　et　Mets

コチ科 コチ
Platycephalidae Platycephalus　indicus　 （Linnaeus）
カジカ科 ケムシカジカ
Cottidae Hemitripterus　villosus　 （Pallas）

イソバテング
Blepsias　cirrhosus　 （Pallas）
ヨコスジカジカ
Hemilepidotus　gilberti　 Jordan　et　Starks
マツカジカ
Ricuzenius　pinetorum　 Jordan　et　Starks
ウロコカジカ
Stlengis　misakia　 （Jordan　et　Starks）
ギスカジカ
Myoxocephalus　stelleri　Tilesius
キンカジカ
Cottiusculus　schmidti　 Jordan　et　Starks
ニジカジカ
Alcichthys　alcicornis　 （Herzenstein）
サラサカジカ
Furcina　ishikawae　 Jordan　et　Starks
キヌカジカ
Furcina　osimae　 Jordan　et　Starks
アサヒアナハゼ
Pseudoblennius　cottoides　 （Richardson）

ウラナイカジカ科 ガンコ
Psycholutidae Dasycottus　setiger　Bean

セッパリカジカ
Malacocottus　gibber　 Sakamoto
コブシカジカ
Malacocottus　zonurus　Bean
アカドンコ
Ebinania　vermiculata　 Sakamoto

トクビレ科 イヌゴチ
Agonidae Percis　japonicus　 （Pallas）

サブロウ
Occelle　iburia　 （Jordan　et　Starks）

ホウボウ科 ホウボウ
Triglidae Chelidonichthys　spinosus　 （McClleland）

カナド
Lepidotrigla　guentheri　Hilgendorf
カナガシラ
Lepidotrigla　microptera　Gunther

キホウボウ科 キホウボウ
Peristediidae Peristedion　orientale　

Temminck　et　Schlegel
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ヘリキホウボウ
Peristedion　nierstraszi　Weber
ヒゲキホウボウ
Satyrichthys　amiscus　 （Jordan　et　Starks）

セミホウボウ科 ホシセミホウボウ
Dactylopteridae Daicocus　peterseni　 （Nystrom）
ダンゴウオ科 ダンゴウオ
Cyclopteridae Lethotremus　awae　 Jordan　et　Snyder

ホテイウオ
Aptocyclus　ventricosus　 （Pallas）

クサウオ科 スジクサウオ
Liparididae Liparis　punctulatus　franzi　Abe

ビクニン
Liparis　tessellatus　 （Gilbert　et　Burke）
クサウオ
Liparis　tanakai　 （Gilbert　et　Burke）
アバチャン
Crystallias　matsushimae　 Jordan　et　Snyder

ウバウオ目
Gobiesociformes
　ネズッポ亜目 ネズッポ科 ネズミゴチ
　Callionymoidei Callionymidae Repomucenus　richardsonii　 （Bleeker）

トビヌメリ
Repomucenus　beniteguri

（Jordan　et　Snyder）
セトヌメリ
Repomucenus　ornatipinnis　 （Regan）
ハタタテヌメリ
Repomucenus　valenciennei

（Temminck　et　Schlegel）
カレイ目
Pleuronectiformes
　カレイ亜目 ヒラメ科 ヒラメ
　Pleuronectoidei Paralichthyidae Paralichthys　olivaceus

（Temminck　et　Schlegel）
ガンゾウビラメ
Pseudorhombus　cinnamoneus

（Temminck　et　Schlegel）
アラメガレイ
Tarphops　oligolepis　 （Bleeker）

ダルマガレイ科 ダルマガレイ
Bothidae Engyprosopon　grandisquama

（Temminck　et　Schlegel）
ザラガレイ
Chascanopsetta　lugubris　Alcock

カレイ科 アブラガレイ
Pleuronectidae Atheresthes　evermanni　 Jordan　et　Starks

カラスガレイ
Reinhardtius　hippoglossoides　 （Walbaum）
オヒョウ
Hippoglossus　stenolepis　 Schmidt
アカガレイ
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Hippoglossoides　dubius　 Schmidt
ソウハチ
Cleisthenes　pinetorum　herzensteini

（Schmidt）
ムシガレイ
Eopsetta　grigorjewi　 （Herzenstein）
ホシガレイ
Verasper　variegatus

（Temminck　et　Schlegel）
マツカワ
Verasper　moseri　 Jordan　et　Gilbert
メイタガレイ
Pleuronichthys　cornutus

（Temminck　et　Schlegel）
アサバガレイ
Lepidopsetta　mochigarei　 Snyder
スナガレイ
Limanda　punctatissima　 （Steindachner）
マガレイ
Limanda　hezensteini　 Jordan　et　Snyder
マコガレイ
Limanda　yokohamae　 （Gunther）
ミギガレイ
Dexistes　rikuzenius　 Jordan　et　Starks
ヌマガレイ
Platichthys　stellatus　 （Pallas）
イシガレイ
Kareius　bicoloratus　 （Basilewsky）
サメガレイ
Clidoderma　asperrimum

（Temminck　et　Schlegel）
ヤナギムシガレイ
Tanakius　kitaharai　 （Jordan　et　Starks）
ヒレグロ
Glyptocephalus　stelleri　 （Schmidt）
ババガレイ
Microstomus　achne　 （Jordan　et　Starks）

　ウシノシタ亜目 ササウシノシタ科 ツノウシノシタ
　Soleoidei Soleidae Aesopia　cornuta　Kaup

ウシノシタ科 クロウシノシタ
Cynoglossidae Paraplagusia　japonica

（Temminck　et　Schlegel）
アカシタビラメ
Cynoglosus　joyneri　Gunther

フグ目
Tetraodontiformes
　ﾓﾝｶﾞﾗｶﾜﾊｷﾞ亜目 ギマ科 ギマ
　Balistoidei Triacanthidae Triacanthus　biaculeatus　 （Bloch）

モンガラカワハギ科 アミモンガラ
Balistidae Canthidermis　maculatus　 （Bloch）
カワハギ科 カワハギ
Monacanthidae Stephanolepis　cirrhifer

（Temminck　et　Schlegel）
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ウマズラハギ
Thamnaconus　modestus　 （Gunther）
アミメハギ
Rudarius　ercodes　 Jordan　et　Fowler
ウスバハギ
Aluterus　monoceros　 （Linnaeus）

イトマキフグ科 イトマキフグ
Aracanidae Kentrocapros　aculeatus　 （Houttuyn）
ハコフグ科 ハコフグ
Ostraciidae Ostracion　immaculatus

Temminck　et　Schlegel
ウミスズメ
Lactoria　diaphana　 （Bloch　et　Schneider）
ハマフグ
Tetrosomus　concatenatus

（Bloch　et　Schneider）
　フグ亜目 フグ科 トラフグ
　Tetraodontoidei Tetraodontidae Takifugu　rubripes　 （Temminck　et　Schlegel）

クサフグ
Takifugu　niphobles　 （Jordan　et　Snyder）
ゴマフグ
Takifugu　stictonotus

（Temminck　et　Schlegel）
コモンフグ
Takifugu　poecilonotus

（Temminck　et　Schlegel）
ショウサイフグ
Takifugu　vermicularis

（Temminck　et　Schlegel）
マフグ
Takifugu　porphyreus

（Temminck　et　Schlegel）
ヒガンフグ
Takifugu　pardalis　 （Temminck　et　Schlegel）
アカメフグ
Takifugu　chrysops　 （Hilgendorf）
シロサバフグ
Lagocephalus　wheeleri

Abe,Tabeta　et　Kitahama
ヨリトフグ
Sphoeroides　pachygaster

（Muｌｌer　et　Troschel）
ホシフグ
Arothron　firmamentum

（Temminck　et　Schlegel）
キタマクラ
Canthigaster　rivulate

（Temminck　et　Schlegel）
ハリセンボン科 ハリセンボン
Diodontidae Diodon　holocanthus　Linnaeus

イシガキフグ
Chilomycterus　affinis　Gunther
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マンボウ科 マンボウ
Molidae Mola　mola　 （Linnaeus）
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