
ズーストック種一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号綱科 種名・亜種名1哺乳コアラ科 コアラ2哺乳ゾウ科 アジアゾウ3哺乳ゾウ科 スリランカゾウ4哺乳ゾウ科 アフリカゾウ5哺乳キツネザル科 クロキツネザル6哺乳キツネザル科 ワオキツネザル7哺乳キツネザル科 クロシロエリマキキツネザル8哺乳アイアイ科 アイアイ9哺乳ロリス科 レッサースローロリス10哺乳オマキザル科 ワタボウシタマリン11哺乳オナガザル科 ブラッザグエノン12_1哺乳オナガザル科 ホンドザル12_2哺乳オナガザル科 ホンドザル（下北個体）13哺乳オナガザル科 アビシニアコロブス14哺乳テナガザル科 シロテテナガザル15哺乳ヒト科 ニシゴリラ16哺乳ヒト科 チンパンジー17哺乳ヒト科 ボルネオオランウータン18哺乳リス科 ニホンリス19哺乳ネズミ科 アマミトゲネズミ20哺乳オオコウモリ科 オリイオオコウモリ21哺乳センザンコウ科 ミミセンザンコウ22哺乳ネコ科 アフリカチーター23哺乳ネコ科 マヌルネコ24哺乳ネコ科 ベンガルヤマネコ25_1哺乳ネコ科 アムールヤマネコ25_2哺乳ネコ科 アムールヤマネコ（ツシマヤマネコ）26哺乳ネコ科 ライオン27哺乳ネコ科 アムールトラ28哺乳ネコ科 スマトラトラ29哺乳ネコ科 ユキヒョウ30哺乳イヌ科 ヨーロッパオオカミ31哺乳イヌ科 フェネック32哺乳クマ科 ジャイアントパンダ33哺乳クマ科 マレーグマ34哺乳クマ科 ホッキョクグマ35哺乳クマ科 ニホンツキノワグマ36哺乳イタチ科 ホンドテン37哺乳レッサーパンダ科 シセンレッサーパンダ38哺乳ウマ科 モウコノウマ39哺乳ウマ科 グレビーシマウマ40哺乳バク科 マレーバク

番号 綱 科 種名・亜種名

1 哺乳 コアラ科 コアラ

2 哺乳 ゾウ科 アジアゾウ

3 哺乳 ゾウ科 スリランカゾウ

4 哺乳 ゾウ科 アフリカゾウ

5 哺乳 キツネザル科 クロキツネザル

6 哺乳 キツネザル科 ワオキツネザル

7 哺乳 キツネザル科 クロシロエリマキキツネザル

8 哺乳 アイアイ科 アイアイ

9 哺乳 ロリス科 レッサースローロリス

10 哺乳 オマキザル科 ワタボウシタマリン

11 哺乳 オナガザル科 ブラッザグエノン

12_1 哺乳 オナガザル科 ホンドザル

12_2 哺乳 オナガザル科 ホンドザル（下北個体）

13 哺乳 オナガザル科 アビシニアコロブス

14 哺乳 テナガザル科 シロテテナガザル

15 哺乳 ヒト科 ニシゴリラ

16 哺乳 ヒト科 チンパンジー

17 哺乳 ヒト科 ボルネオオランウータン

18 哺乳 リス科 ニホンリス

19 哺乳 ネズミ科 アマミトゲネズミ

20 哺乳 オオコウモリ科 オリイオオコウモリ

21 哺乳 センザンコウ科 ミミセンザンコウ

22 哺乳 ネコ科 アフリカチーター

23 哺乳 ネコ科 マヌルネコ

24 哺乳 ネコ科 ベンガルヤマネコ

25_1 哺乳 ネコ科 アムールヤマネコ

25_2 哺乳 ネコ科 アムールヤマネコ（ツシマヤマネコ）

26 哺乳 ネコ科 ライオン

27 哺乳 ネコ科 アムールトラ

28 哺乳 ネコ科 スマトラトラ

29 哺乳 ネコ科 ユキヒョウ

30 哺乳 イヌ科 ヨーロッパオオカミ

31 哺乳 イヌ科 フェネック

32 哺乳 クマ科 ジャイアントパンダ

33 哺乳 クマ科 マレーグマ

34 哺乳 クマ科 ホッキョクグマ

35 哺乳 クマ科 ニホンツキノワグマ

36 哺乳 イタチ科 ホンドテン

37 哺乳 レッサーパンダ科 シセンレッサーパンダ

38 哺乳 ウマ科 モウコノウマ

39 哺乳 ウマ科 グレビーシマウマ

40 哺乳 バク科 マレーバク



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 綱 科 種名・亜種名

41 哺乳 サイ科 ヒガシクロサイ

42 哺乳 サイ科 インドサイ

43 哺乳 カバ科 コビトカバ

44 哺乳 カバ科 カバ

45 哺乳 ウシ科 バーバリーシープ

46 哺乳 ウシ科 ゴールデンターキン

47 哺乳 ウシ科 ニホンカモシカ

48 哺乳 ウシ科 シロオリックス

49 鳥 カモ科 コクガン

50 鳥 カモ科 ハワイガン

51 鳥 カモ科 シジュウカラガン

52 鳥 カモ科 ヒシクイ

53 鳥 カモ科 マガン

54 鳥 カモ科 カリガネ

55 鳥 カモ科 オシドリ

56 鳥 カモ科 トモエガモ

57 鳥 キジ科 ライチョウ

58 鳥 キジ科 ニジキジ

59 鳥 キジ科 コサンケイ

60 鳥 キジ科 パラワンコクジャク

61 鳥 ペンギン科 オウサマペンギン

62 鳥 ペンギン科 ケープペンギン

63 鳥 ペンギン科 フンボルトペンギン

64 鳥 フラミンゴ科 オオフラミンゴ

65 鳥 フラミンゴ科 ベニイロフラミンゴ

66 鳥 コウノトリ科 ナベコウ

67 鳥 コウノトリ科 コウノトリ

68 鳥 トキ科 ホオアカトキ

69 鳥 トキ科 トキ

70 鳥 トキ科 ショウジョウトキ

71 鳥 ハシビロコウ科 ハシビロコウ

72 鳥 コンドル科 コンドル

73 鳥 タカ科 コシジロハゲワシ

74 鳥 タカ科 ダルマワシ

75 鳥 タカ科 クマタカ

76 鳥 タカ科 イヌワシ

77 鳥 タカ科 ツミ

78 鳥 タカ科 オジロワシ

79 鳥 タカ科 オオワシ

80 鳥 タカ科 ノスリ

81 鳥 ツル科 ソデグロヅル

82 鳥 ツル科 マナヅル



 

 

番号 綱 科 種名・亜種名

83 鳥 ツル科 タンチョウ

84 鳥 ツル科 オグロヅル

85 鳥 ウミスズメ科 ウミガラス

86 鳥 ウミスズメ科 エトピリカ

87 鳥 ハト科 カラスバト

88 鳥 ハト科 アカガシラカラスバト

89 鳥 ハト科 シラコバト

90 鳥 フクロウ科 オオコノハズク

91 鳥 フクロウ科 ワシミミズク

92 鳥 フクロウ科 フクロウ

93 鳥 オオハシ科 オニオオハシ

94 鳥 ハヤブサ科 ハヤブサ

95 鳥 カラス科 ルリカケス

96 爬虫 リクガメ科 アルダブラゾウガメ

97 爬虫 クロコダイル科 ニシアフリカコガタワニ

98 爬虫 ワニトカゲ科 チュウゴクワニトカゲ

99 両生 サンショウウオ科 トウキョウサンショウウオ

100 両生 イモリ科 アカハライモリ

101 両生 イモリ科 イボイモリ

102 両生 ヒキガエル科 アズマヒキガエル

103 両生 アマガエル科 ニホンアマガエル

104 両生 アカガエル科 ニホンアカガエル

105 両生 アカガエル科 トウキョウダルマガエル

106 両生 アカガエル科 ツチガエル

107 両生 アカガエル科 ヤマアカガエル

108 両生 アオガエル科 カジカガエル

109 両生 アオガエル科 シュレーゲルアオガエル

110 両生 アオガエル科 モリアオガエル

111 軟骨魚 メジロザメ科 アカシュモクザメ

112 硬骨魚 コイ科 ミヤコタナゴ

113 硬骨魚 コイ科 ゼニタナゴ

114 硬骨魚 メダカ科 ミナミメダカ

115 硬骨魚 トゲウオ科 ムサシトミヨ

116 硬骨魚 ヨウジウオ科 タツノオトシゴ

117 硬骨魚 ベラ科 メガネモチノウオ

118 硬骨魚 ハゼ科 トビハゼ

119 昆虫 シジミチョウ科 オガサワラシジミ

120 腹足 ナンバンマイマイ科 アナカタマイマイ

121 腹足 ナンバンマイマイ科 カタマイマイ

122 花中 ミドリイシ科 スギノキミドリイシ

123 花中 アザミサンゴ科 アザミサンゴ

124 花中 キクメイシ科 キクメイシ


