
甲殻類

地 方 名 地方 標 準 和 名

あがえび 温海 きしえび

あがえび 温海 さるえび

あがえび 温海 すべすべえび

あがえび 温海 ほっこくあかえび

あがえび 鶴岡 きしえび

あがえび 鶴岡 さるえび

あがえび 鶴岡 ほっこくあかえび

あがえび 酒田 きしえび

あがえび 酒田 さるえび

あがえび 酒田 すべすべえび

あがえび 酒田 ほっこくあかえび

あがえび 遊佐 ほっこくあかえび

あがえび 鶴岡 すべすべえび

あがひげ 遊佐 きしえび

あがひげ 遊佐 さるえび

あがひげ 遊佐 すべすべえび

あぶらこがに 遊佐 いしがに

あまえび 温海 ほっこくあかえび

あまがに 遊佐 いぼがざみ

いさだ 温海 こくぼふくろあみ

いさだ 鶴岡 こくぼふくろあみ

いさだ 酒田 こくぼふくろあみ

いさだ 遊佐 こくぼふくろあみ

いそえび 鶴岡 いそすじえび

いそえび 鶴岡 すじえびもどき

いそがに 遊佐 いしがに

いぼがに 酒田 たらばがに

えびこ 鶴岡 きしえび

えびこ 鶴岡 さるえび

えびこ 鶴岡 すべすべえび

がさえび 温海 くろざこえび

がさえび 温海 とげざこえび

がさえび 鶴岡 くろざこえび

がさえび 鶴岡 とげざこえび

がさえび 酒田 くろざこえび

がさえび 酒田 とげざこえび

がさえび 遊佐 くろざこえび

がさえび 遊佐 とげざこえび  
 
 



がさぎ 鶴岡 いしがに

がさに 鶴岡 いしがに

がさび 鶴岡 いしがに

がざび 温海 いしがに

かしりえび 鶴岡 きしえび

がに 酒田 もくずがに

がにご 飛島 ゆびながほんやどかり

がにごろ 飛島 ゆびながほんやどかり

がにもり 温海 ゆびながほんやどかり

がにもり 鶴岡 ゆびながほんやどかり

かわがに 鶴岡 もくずがに

かわがに 酒田 もくずがに

かわがに 遊佐 もくずがに

かわもぐじ 酒田 もくずがに

きさきさがに 鶴岡 ひらつめがに

ぎしゃぎしゃ 温海 きんせんがに

ぎしゃぎしゃ 鶴岡 ひらつめがに

ぎっちょがに 遊佐 きんせんがに

くぼがに 鶴岡 ずわいがに

くもがに♀ 鶴岡 ずわいがに

くりえび 温海 もろとげあかえび

くりえび 遊佐 もろとげあかえび

くるまえび 温海 くるまえび

くるまえび 鶴岡 くるまえび

くるまえび 酒田 くるまえび

くるまえび 遊佐 くるまえび

くるまえび 飛島 くるまえび

くろえび 温海 えびじゃこ類

くろえび 鶴岡 えびじゃこ類

くろえび 酒田 えびじゃこ類

くろえび 遊佐 えびじゃこ類

けがに 温海 けがに

けがに 温海 とげくりがに

けがに 鶴岡 けがに

けがに 鶴岡 とげくりがに

けがに 鶴岡 もくずがに

けがに 酒田 けがに

けがに 酒田 とげくりがに

けがに 遊佐 けがに

けがに 遊佐 とげくりがに  
 
 



けがに 飛島 けがに

こあみ 鶴岡 こぶひげはまあみ

こあめ 温海 こぶひげはまあみ

こあめ 鶴岡 こぶひげはまあみ

こあめ 酒田 こぶひげはまあみ

こあめ 遊佐 こぶひげはまあみ

ごえび 温海 すじえびもどき

ごえび 鶴岡 すじえびもどき

こんぴらがに 鶴岡 じゃのめがざみ

こんぴらがに 酒田 じゃのめがざみ

さわがに 酒田 いぼがざみ

さんかくがに 酒田 がざみ

しじえび 温海 いそすじえび

しじえび 鶴岡 いそすじえび

しじえび 酒田 いそすじえび

しまあがえび 鶴岡 きしえび

しまえび 温海 とやまえび

しまえび 鶴岡 とやまえび

しまえび 鶴岡 もろとげあかえび

しまえび 酒田 とやまえび

しまえび 酒田 もろとげあかえび

しまえび 遊佐 とやまえび

しまえび 飛島 いそすじえび

しゃこ 鶴岡 しゃこ

しゃこ 酒田 しゃこ

しゃご 温海 しゃこ

しゃご 遊佐 しゃこ

しゃこえび 温海 しゃこ

しゃごえび 鶴岡 しゃこ

しゃごえび 酒田 しゃこ

じょうとうへい 鶴岡 じゃのめがざみ

じょうとうへい 遊佐 じゃのめがざみ

しらがに 温海 ひらつめがに

しらがに 鶴岡 ひらつめがに

しらがに 酒田 ひらつめがに

しらがに 遊佐 ひらつめがに

ずわいがに 酒田 ずわいがに

ずわいがに 飛島 ずわいがに

せいようがに 鶴岡 いぼがざみ

ぜにがに(卵なし)♀ 温海 ずわいがに  
 
 



たいしょがに 鶴岡 いぼがざみ

たごとりがに 酒田 いぼがざみ

たらば 鶴岡 たらばがに

たらばえび 酒田 とやまえび

たらばえび 遊佐 とやまえび

たらばがに 温海 ずわいがに

たらばがに 温海 たらばがに

たらばがに 鶴岡 ずわいがに

たらばがに 鶴岡 たらばがに

たらばがに 酒田 ずわいがに

たらばがに 酒田 たらばがに

たらばがに 遊佐 ずわいがに

たらばがに 遊佐 たらばがに

つぐぼ 鶴岡 もくずがに

つのこ 酒田 がざみ

つるつるえび 鶴岡 すべすべえび

なづおどご♂(夏に獲れるもの) 鶴岡 がざみ

なわえび 温海 きしえび

なわえび 温海 さるえび

なわえび 温海 すべすべえび

なんばんえび 温海 ほっこくあかえび

はじのじ 酒田 ひらつめがに

ばらがに 温海 たらばがに

びっちゅうがに 酒田 きんせんがに

ひらがに 遊佐 ひらつめがに

ふるまえび 温海 くるまえび

ふろえび 温海 えびじゃこ類

べっこうがに 温海 きんせんがに

べっこうがに 鶴岡 きんせんがに

べに 鶴岡 べにずわい

べにえび 酒田 ほっこくあかえび

べにえび 遊佐 ほっこくあかえび

べにずわい 温海 べにずわい

べにずわい 鶴岡 べにずわい

べにずわい 酒田 べにずわい

べにずわい 遊佐 べにずわい

べにずわい 飛島 べにずわい

へびとりがに 鶴岡 もくずがに

へらがに 温海 いしがに

へらがに 飛島 いしがに  
 
 



へらがに 飛島 がざみ

へらがに 飛島 たいわんがざみ

ほしがに 温海 じゃのめがざみ

ほしがに 遊佐 じゃのめがざみ

ぼたんえび 鶴岡 もろとげあかえび

むらさぎがに 温海 たいわんがざみ

むらさぎがに 鶴岡 たいわんがざみ

むらさぎがに 酒田 たいわんがざみ

むらさぎがに 遊佐 たいわんがざみ

めがに♀ 温海 ずわいがに

もぐがに 温海 もくずがに

もぐずがに 鶴岡 もくずがに

もぐそ 温海 もくずがに

もぐぞがに 温海 たらばがに

もぐだがに 鶴岡 もくずがに

もっこりがに 温海 もくずがに

もんがに 鶴岡 じゃのめがざみ

やどがり 温海 ゆびながほんやどかり

やどがり 鶴岡 ゆびながほんやどかり

やどがり 酒田 ゆびながほんやどかり

やどがり 遊佐 ゆびながほんやどかり

やどがり 飛島 ゆびながほんやどかり

よしがに 温海 ずわいがに

よしがに 鶴岡 ずわいがに

よしがに 酒田 ずわいがに

よしがに 遊佐 ずわいがに

わだり 温海 がざみ

わだりがに 温海 いぼがざみ

わだりがに 温海 がざみ

わだりがに 鶴岡 がざみ

わだりがに 酒田 いしがに

わだりがに 酒田 がざみ

わだりがに 遊佐 がざみ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



頭足類

地 方 名 地方 標 準 和 名

あおりいが 鶴岡 あおりいか

あおりいが 酒田 あおりいか

あおりいが 飛島 あおりいか

あがいが 鶴岡 そでいか

いいだご 酒田 いいだこ

いが 酒田 するめいか

いが 遊佐 するめいか

いそだご 温海 まだこ

いそだご 鶴岡 まだこ

いそだご 酒田 まだこ

いそだご 遊佐 まだこ

いだご 鶴岡 いいだこ

いだご 遊佐 いいだこ

おおだご 鶴岡 みずだこ

おぎだご♀ 温海 みずだこ

おばだこ 飛島 まだこ

くさいが 酒田 どすいか

くされいが 酒田 どすいか

くされいが 遊佐 どすいか

けだご 温海 いいだこ

けだご 鶴岡 いいだこ

けんこだご 温海 いいだこ

けんこだご 鶴岡 いいだこ

こういが 温海 ひめこういか

こういが 鶴岡 こういか

こういが 酒田 こういか

ころいか 飛島 こういか

ころいが 温海 こういか

ころいが 温海 ひめこういか

ころいが 鶴岡 こういか

ころいが 鶴岡 ひめこういか

ころいが 酒田 こういか

ころいが 酒田 ひめこういか

ころいが 遊佐 こういか

ころいが 遊佐 ひめこういか

さいなが 鶴岡 やりいか

さいなが 酒田 やりいか

さいなが 飛島 やりいか

さぐらいが 温海 あおりいか  
 



しょだれいが 鶴岡 どすいか

しりくさり 温海 じんどういか

しりくさり 鶴岡 じんどういか

しりくされ 遊佐 じんどういか

すみいが 温海 あおりいか

すみいが 鶴岡 あおりいか

すみいが 酒田 あおりいか

すみいが 遊佐 あおりいか

するめいが 酒田 するめいか

せなが 温海 やりいか

せながいが 鶴岡 やりいか

たこ 飛島 みずだこ

たご 酒田 みずだこ

たごいが 遊佐 みみいか

たるいが 温海 そでいか

たるいが 温海 ひめこういか

たるいが 鶴岡 そでいか

たるいが 鶴岡 ひめこういか

たるいが 酒田 そでいか

たるいが 遊佐 そでいか

たるいが 飛島 そでいか

とがりいが 飛島 やりいか

どすいが 温海 どすいか

どすいが 鶴岡 どすいか

なづいが 温海 するめいか

なづいが 鶴岡 するめいか

はないが 酒田 じんどういか

ぼうじいが 鶴岡 みみいか

まいか 飛島 するめいか

まいが 温海 そでいか

まいが 鶴岡 そでいか

まいが 酒田 するめいか

まいが 遊佐 するめいか

まだご 鶴岡 まだこ

まだご 酒田 まだこ

まだご♀ 温海 みずだこ

まめだご 酒田 いいだこ

みじいが 温海 じんどういか

みじいが 鶴岡 じんどういか

みじだこ 遊佐 みずだこ

みじだこ 飛島 みずだこ  
 



みじだご 温海 みずだこ

みじだご 鶴岡 みずだこ

みじだご 酒田 みずだこ

みみいが 温海 みみいか

みみいが 鶴岡 みみいか

みみいが 遊佐 みみいか

みみだご 酒田 みみいか

むらさぎいが 温海 あかいか

むらさぎいが 温海 どすいか

むらさぎいが 鶴岡 あかいか

めいが(♀卵持） 飛島 やりいか

めいが♀ 温海 やりいか

めいが♀ 鶴岡 やりいか

めいが♀ 酒田 やりいか

もっこいが 温海 こういか

やりいが 温海 やりいか

やりいが 鶴岡 やりいか

やりいが 酒田 やりいか

やりいが 遊佐 やりいか  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



貝類

地 方 名 地方 標 準 和 名

あおぐっちょ 飛島 くぼがい

あおぐっちょ 飛島 こしたかがんがら

あがにし 温海 あかにし

あがにし 鶴岡 あかにし

あがにしげ 鶴岡 あかにし

あがにしげ 酒田 あかにし

あがにしげ 遊佐 あかにし

あさり 温海 こたまがい

あさり 鶴岡 こたまがい

あさり 酒田 こたまがい

あさり 遊佐 こたまがい

あましたなみ 温海 おおこしだかがんがら

あわび 温海 えぞあわび

あわび 温海 くろあわび

あわび 温海 まだか

あわび 鶴岡 えぞあわび

あわび 鶴岡 くろあわび

あわび 鶴岡 まだか

あわび 酒田 えぞあわび

あわび 酒田 くろあわび

あわび 酒田 とこぶし

あわび 酒田 まだか

あわび 酒田 めがい

あわび 遊佐 えぞあわび

あわび 遊佐 くろあわび

あわび 遊佐 とこぶし

あわび 遊佐 まだか

あわび 遊佐 めがい

いがい 鶴岡 いがい

いがい 鶴岡 むらさきいがい

いげ 温海 いがい

いげ 温海 むらさきいがい

いげ 鶴岡 いがい

いげ 鶴岡 むらさきいがい

いげ 酒田 いがい

いげ 酒田 むらさきいがい

いげ 遊佐 いがい

いげ 遊佐 むらさきいがい

いげ 飛島 いがい  
 



いげ 飛島 むらさきいがい

いそにし 鶴岡 みがきぼら

いわがぎ 温海 いわがき

いんげ 鶴岡 いがい

いんげ 鶴岡 むらさきいがい

えぞあわび 鶴岡 えぞあわび

えぞあわび 飛島 えぞあわび

おおばい 温海 おおえっちゅうばい

おおばい 酒田 おおえっちゅうばい

おおばい 遊佐 おおえっちゅうばい

おぎのぐっちょ 飛島 ひらさざえ

おび 飛島 くろあわび

おび 飛島 まだか

おび 飛島 めがい

かい 鶴岡 えぞぼらもどき

かい 鶴岡 えっちゅうばい

かい 鶴岡 おおえっちゅうばい

かい 鶴岡 かがばい

かい 鶴岡 ちぢみえぞぼら

かい 鶴岡 つばい

かぎ 温海 いわがき

かぎ 鶴岡 いわがき

かぎ 酒田 いわがき

かぎ 遊佐 いわがき

かぎ 飛島 いわがき

かさがい 酒田 べっこうがさがい

かさがい 酒田 よめがかさがい

からすがい 鶴岡 むらさきいがい

からすげ 鶴岡 いがい

ぐみけ 鶴岡 べっこうがさがい

ぐみけ 鶴岡 よめがかさがい

ぐみけ 遊佐 べっこうがさがい

ぐみけ 遊佐 よめがかさがい

ぐめ 酒田 べっこうがさがい

ぐめ 酒田 よめがかさがい

ぐめ 飛島 べっこうがさがい

ぐめ 飛島 よめがかさがい

ごみけ 温海 べっこうがさがい

ごみけ 温海 よめがかさがい

ごみけ 鶴岡 べっこうがさがい

ごみけ 鶴岡 よめがかさがい  
 



ごめけ 鶴岡 べっこうがさがい

ごめけ 鶴岡 よめがかさがい

ごめげんこ 温海 べっこうがさがい

ごめげんこ 温海 よめがかさがい

さざえ 温海 さざえ

さざえ 鶴岡 さざえ

さざえ 酒田 さざえ

さらあわび 温海 めがい

さらあわび 鶴岡 めがい

さんかぐつぶ 鶴岡 えぞぼらもどき

さんかぐつぶ 鶴岡 ちぢみえぞぼら

さんぜ 温海 さざえ

さんぜ 鶴岡 さざえ

さんぜ 遊佐 さざえ

さんぜ 飛島 さざえ

したなみ 温海 おおこしだかがんがら

したなみ 温海 くぼがい

したなみ 温海 こしたかがんがら

したなみ 鶴岡 おおこしだかがんがら

したなみ 鶴岡 くぼがい

したなみ 鶴岡 こしたかがんがら

しまげんこ 鶴岡 かずらがい

しまべ 酒田 かずらがい

しろつぼ 鶴岡 つばい

しろばい 温海 えっちゅうばい

しろばい 温海 かがばい

しろばい 酒田 えっちゅうばい

しろばい 酒田 かがばい

しろばい 遊佐 えっちゅうばい

しろばい 遊佐 かがばい

たがぐっちょ 飛島 おおこしだかがんがら

だま 温海 おおこしだかがんがら

だま 温海 くぼがい

だま 温海 こしたかがんがら

だま 鶴岡 おおこしだかがんがら

だま 遊佐 おおこしだかがんがら

だま 遊佐 くぼがい

だま 遊佐 こしたかがんがら

つばい 温海 つばい

つばい 酒田 つばい

つばい 遊佐 つばい  
 



つぶ 鶴岡 えっちゅうばい

つぶ 鶴岡 おおえっちゅうばい

つぶ 鶴岡 かがばい

つぶ 酒田 おおこしだかがんがら

つぶ 酒田 くぼがい

つぶ 酒田 こしたかがんがら

つぶけ 鶴岡 おおこしだかがんがら

つぶけ 鶴岡 くぼがい

つぶけ 鶴岡 こしたかがんがら

とこぶし 飛島 とこぶし

とごぶし 温海 とこぶし

とごぶし 鶴岡 とこぶし

どほろげ 遊佐 やつしろがい

にが 鶴岡 てんぐにし

にがい 酒田 こたまがい

にげ 酒田 こたまがい

にしげ 温海 いぼにし

にしげ 温海 れいしがい

にしげ 鶴岡 いぼにし

にしげ 鶴岡 てんぐにし

にしげ 鶴岡 れいしがい

にしげ 酒田 いぼにし

にしげ 酒田 てんぐにし

にしげ 酒田 れいしがい

にしげ 遊佐 いぼにし

にしげ 遊佐 てんぐにし

にしげ 遊佐 れいしがい

にしげ 飛島 いぼにし

にしげ 飛島 れいしがい

にしばい 温海 えぞぼらもどき

にしばい 温海 ちぢみえぞぼら

にしばい 酒田 えぞぼらもどき

にしばい 酒田 ちぢみえぞぼら

にしばい 遊佐 えぞぼらもどき

にしばい 遊佐 ちぢみえぞぼら

ねごがい 酒田 つめたがい

ねごがい 酒田 やつしろがい

ねごげ 鶴岡 つめたがい

ばい 酒田 ばい

ひらあわび 温海 めがい

ひらさんぜ 温海 ひらさざえ  
 



ひらさんぜ 鶴岡 ひらさざえ

ふたなし 温海 やつしろがい

ふたなし 鶴岡 やつしろがい

ふるぐち(小) 温海 いがい

ふるぐち(小) 温海 むらさきいがい

べ 温海 えぞぼらもどき

べ 温海 えっちゅうばい

べ 温海 おおえっちゅうばい

べ 温海 かがばい

べ 温海 ちぢみえぞぼら

べ 温海 つばい

べ 温海 ばい

べ 酒田 ばい

べ 遊佐 ばい

べ 飛島 やつしろがい

べえつぶ 鶴岡 ばい

べっつぶ 酒田 ばい

べつぶ 温海 ばい

べつぶ 鶴岡 ばい

ぼんぼげ 鶴岡 やつしろがい

めげ 酒田 こたまがい

もぐべ 酒田 かずらがい

もぐべ 遊佐 かずらがい

もぢげ 鶴岡 やつしろがい

よでごりげんこ 温海 やつしろがい

よなぎ 酒田 てんぐにし

うに類

地 方 名 地方 標 準 和 名

あがうに 遊佐 あかうに

いばらうに 温海 あかうに

いばらうに 温海 きたむらさきうに

いばらうに 温海 むらさきうに

うに 鶴岡 あかうに

うに 鶴岡 きたむらさきうに

うに 鶴岡 むらさきうに

うに 酒田 あかうに

うに 酒田 きたむらさきうに

うに 酒田 むらさきうに

おにがんぜ 鶴岡 むらさきうに

がんぜ 温海 あかうに

がんぜ 温海 きたむらさきうに  
 



がんぜ 温海 ばふんうに

がんぜ 温海 むらさきうに

がんぜ 鶴岡 きたむらさきうに

がんぜ 鶴岡 ばふんうに

がんぜ 鶴岡 むらさきうに

くろうに 遊佐 きたむらさきうに

くろうに 遊佐 むらさきうに

ばふんうに 温海 ばふんうに

ばふんうに 鶴岡 ばふんうに

ばふんうに 酒田 ばふんうに

ばふんうに 飛島 ばふんうに

むらさぎうに 飛島 あかうに

むらさぎうに 飛島 きたむらさきうに

むらさぎうに 飛島 むらさきうに

んまのくそ 遊佐 ばふんうに

なまこ類

地 方 名 地方 標 準 和 名

あおなまこ 飛島 まなまこ

あかなまこ 飛島 まなまこ

あがなまこ 温海 まなまこ

あがなまこ 遊佐 まなまこ

いそなまこ 鶴岡 まなまこ

いそなまこ 遊佐 まなまこ

おぎなまこ 鶴岡 おきなまこ

おぎなまこ 遊佐 おきなまこ

くろなまこ 温海 まなまこ

くろなまこ 飛島 まなまこ

さぐらなまこ 飛島 おきなまこ

どろなまこ 酒田 おきなまこ

なまこ 温海 おきなまこ

なまこ 鶴岡 おきなまこ

なまこ 鶴岡 まなまこ

なまこ 酒田 おきなまこ

なまこ 酒田 まなまこ  
 
 


