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①品名 ②学術名 ③主な産地 ④異名・別名 ⑤種類 ⑥備考
【食肉目　イタチ
科】

ミンク
Mink

Mustela vison 北欧、北米、ロシア、
中国、日本

ランチミンク
ミューテーションミンク

別紙-1参照 生産者団体やオークション会社
によりカラー名称が異なる。詳
細は、別紙-2参照。

ワイルドミンク
Wild　Mink

Mustela lutreola Linne
Mustela vison Schreber

北米、欧州 野生ミンク

ロシアンセーブル
Russian Sable

Martes zibellina (Linné) ロシア クロテン

カナディアンマーテン
Canadian-marten

Martes americana 北米

アメリカンマーテン
American-marten

Martes americana 北米

ボンマーテン
Baum-marten

Martes martes Linné 北米、欧州、ロシア パインマーテンPine-marten
ムナキテン（胸黄テン）

ストーンマーテン
Stone-marten

Martes foina Erxleben 欧州、ロシア ムナジロテン（胸白テン）

キテン
黄テン

Martes melampus melampus 日本 スステン

コリンスキー
Kolinski

Mustela sibirica ロシア、中国 イエローウィーゼル
Yellow-weasel

ウィーゼル
Weasel

Mustela nivalis 中国 タイシュウイタチ（大州イタ
チ）

イタチ
Japanese　weasel

Mustela sibirica 日本 ホンドイタチ（本土イタチ）

Mustela putorius Linné ブラックフィッチBlack fitch

Mustela eversmanni Lesson ホワイトフィッチWhite fitch
アーミンErmine,
オコジョ

Mustela erminea Linné ロシア、中国 スタァウトStoat
エゾイタチ（蝦夷イタチ）

ラスカ
Laska

Mustela nivalis ロシア、中国 コエゾイタチ（小蝦夷イタチ）

フィッシャー
Fisher

Martes pennanti Erxleben 北米 ペカン
Pekan

ウルバリン
Wolvarine

Gulo gulo ロシア、北米 クズリ

バジャー
Badger

Taxidea taxus Scherber
Meles meles Linné

ロシア、北米、
欧州、アジア

アナグマ（穴熊）,ムジナ（狢）,マミ
（猯）,カナディアンバジャー
Canadian-badger,アメリカンバ
ジャーAmerican-badger,ユーラ
シアンバジャーEurasian Badger

産地記入

パーミー
Pahmi

Melogale moschata Gray 中国 イタチアナグマ

スカンク
Skunk

Mephitis mephitis Schreber 南米
南米、北米

ゾリノZorrino
シマスカンク

種によって、付属書Ⅱあり

フィッチFitch
フェレットFerret

ロシア、中国、欧州
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【食肉目　イヌ科】 フォックス (Red and Silver Fox Type)

Vulpes vulpes
全世界 別紙-1参照

（Blue Fox Type)
Alopex lagopus

別紙-1参照

（Interspecific Hybrids Type)
Vulpes x Alopex

別紙-1参照

Vulpes velox Say
Vulpes macrotis
Vulpes velox hebes

中近東
南米、北米

キットフォックスKit Fox
スウィフトフォックスSwift Fox
キタスウィフトフォックス
NorthSwift fox

Alopex corsac Linné 中国、ロシア サンドフォックス
Sand Fox

タヌキ(狸） Nyctereutes procyonoides 日本

中国、ロシア、朝鮮
フィンランド

チャイニーズラクーン
Chineseraccoon,
ロシアンラクーンRussiaraccoon,
コリアンラクーンKoreanraccoon,
フィンラクーンFinnraccoon,
ホワイトフィンラクーン
WhiteFinnraccoon,
アークティックフィンラクーン
Arctic Finnraccoon,

種類の単独表記は不可。
※規定の見方「商品には、1欄
の品名、または、5欄の種類を
表記する」の例外であるため。
リリース参照。
【推奨する表記例】
タヌキ（チャイニーズラクーン） ,
タヌキ（ロシアンラクーン）,
タヌキ（コリアンラクーン）,
タヌキ（フィンラクーン）,
タヌキ（フィンラクーン、ホワイ
ト）,

コヨーテ
Coyote

Canis latrans 北米 草原オオカミ
Prairie-wolf

【食肉目　ネコ科】 キャットCat
フェリスキャット

Felis catus 中国、欧州
ロシア

【食肉目　アライグ
マ科】

ラクーンRaccoon
アライグマ

Procyon lotor Linné 北米

バサリスクBassarisk
リングテールRingtail

Bassaricus astutus Lichtenstein
Bassaricus sumichrati Saussure

中南米 カコミスル
Cacomixtle

【食肉目　ジャコウ
ネコ科】

シベットキャット
Civet cat

Viverra ashtini 中国

ハクビシン
Masked palm civet

Paguma larvata 中国、日本、朝鮮 雷獣 インド産は、付属書Ⅲ

【げっ歯目　ビー
バー科】

ビーバー
Beaver

Castor fiber canadensis Kuhl
Castor fiber Linné

北米、欧州

【げっ歯目　カプロ
ミス科】

ヌートリア
Nutria

Myocastor Coypus 南米、欧州
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【げっ歯目　リス
科】

リス
Squirrel

Sciurus vulgaris Linné ロシア、中国
北米､欧州

ロシアリス（ロシアンリス）
カナダリス
マツリス

産地記入

シマリス
Chipmunk

Eutamias sibiricus Laxmann シベリア、
中国、朝鮮

ストライプドスクェラル
Stripped-squirrel,
ブランズキィBurunduk,

サスリック
Souslik

Citellus Citellus 西アジア、東欧 グラウンドスクェラル
Ground-squirret,
サスリキィSusliki,ハタリス

キタハタリス
ペシャニックPetschanik

ムササビ
(White-cheeked)
Flying squirrel

Petaurista leuconenys 中国、朝鮮、
東南アジア、日本

晩ドリ

モモンガ(Eurasian)
Small flying squirrel

Pteromys momonga 欧州、北中国、日本

マーモット
Marmot

Marmota 中国、ロシア、欧州 タラバガン
Tarabagan

インド産で付属書Ⅲあり

【げっ歯目　ネズミ
科】

ラット
Raton

Rattus norvegicus 世界全域 ネズミ イエローラット,マウンテンラット,
フィールドラット,レオパードラット,
バンブーラット

インド産で付属書Ⅲあり

【げっ歯目　キヌゲ
ネズミ科】

ハムスター
Hamster

Cricetus cricetus Linné 欧州、シベリア

マスクラット
Muskrat

Ondatra Zibethicus 世界全域 マスコッシュ
Musquash

【げっ歯目　チンチ
ラ科】

チンチラ
Chinchilla

Chinchilla Lanigera 南米、欧州、アメリカ 種によっては、付属書Ⅰ

ビスカッチャ
Viscacha

Lagostomus maximus Desmrest 南米

【有袋目　カンガ
ルー科】

カンガルー
Kangaroo

Macropus オーストラリア 種によっては、付属書Ⅱ

ワラビー
Wallaby

Walabia オーストラリア 種によっては、付属書Ⅰ

【有袋目　クスクス
科】

オポサム
Opossum

Trichosurus vulpecula Kerr
Trichosurus vulpecula
fuliginosus Ogilby

オーストラリア
ニュージーランド

フクロキツネ オーストラリアンオポサム

【有袋目　オポサ
ム科】

アメリカンオポサム
American Opossum

Didelphis marsupialis Linné
Didelphis paraguayensis Oken

南北アメリカ フクロネズミ 北アメリカオポサムNorth
American-Opossum,
南アメリカオポサムSouth
American-Opossum

【食虫目　モグラ
科】

モール
Mole

Talpa europaea Linné 欧州、アメリカ モグラ

【偶蹄目　シカ科】 トナカイ
Reindeer

Rangifer tarandus Linné 北極圏 カリブー

【偶蹄目　ウシ科】 カーフ
Calf

Bos primigenius taurus Linné 世界全域 仔牛
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アンテロープ
Antilope

Gazellini アフリカ レイヨウ ガゼールGazelle, シローSerow,
スプリングボックSpring bock,

【偶蹄目　ウシ科
ヒツジ属】

カラクルラム
Karakul Lamb

Ovis aries 世界全域 アストラカンAstrakan,
ペルシャンラムPersian
Lamb,　　　　　　　　　ロシアン
カラクルRussian-Karakul,
ロシアンブロードテール
Russian-broadtail,
ブハラBukhara,
アフガンカラクルAfgan-
Karakul,
アフガンブロードテール
Afgan-broadtail,
スワカラSWAKARA

異名・別名欄に掲載されている
8種については、その品名を
もって代表品名とすることも可
能

ラム、シープ又はヒツジ
Lamb or Sheep
ムートンMouton

Ovis aries 世界全域 トスカナラムToscana-lamb,
バイキングラムViking-lamb,
チベットラム=錦緬羊Tibet lamb,
チキアンラムChekiang lamb,
カルガンラムKalgan lamb,
パールラムPearl　lamb,
ベビーラムBaby lamb

【偶蹄目　ウシ科
ヤギ属】

キッドKid,ゴートGoat
ヤギ

世界全域

カシミヤゴートCashmeregoat,
カシミヤファーCashmerefur

中国、モンゴル、ネ
パール、イラン

　

【偶蹄目　ラクダ
科】

アルパカ
Alpaca

Lama guanicoe pacos Linné 南米

【偶蹄目　ウマ科】 ポニー
Pony

Equus caballus 欧州、アジア 種によって、付属書Ⅰあり

【ウサギ目　ウサ
ギ科】

ラビット,ウサギRabbit
ラパンLapin

Oryctolagus cuniculus 世界全域 チンチラウサギ,ゴマウサギ,クロ
ウサギ、ブチウサギ,シロウサギ

種によって、付属書Ⅰあり

ヤマウサギ
Hare

Lepus americanus Erxleven
Lupus timidus Linné

ロシア、日本、中国 野ウサギ ゴマヤマウサギ、白山ウサギ

レッキスラビット
Rex Rabbit

Oryctolagus cuniculus オリラグは、INRA社の登録商標

Capra hircus Linné
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