
品種分野
分類 和　名 読　み 英　名 備　考

ニワトリ品種 アンコーナ あんこーな Ancona

（外国鶏） アンコーナバンタム あんこーなばんたむ Ancona Bantam

アンダルシャン あんだるしゃん Andalusian

アンダルシャンバンタム あんだるしゃんばんたむ Andalusian Bantam

アッペンツエラー あっぺんつえらー Appenzeller

アロウカナバンタム あろうかなばんたむ Araucaca Bantam

アロウカナ あろうかな Araucana

アシール あしーる Asil

アシールバンタム あしーるばんたむ Asil Bantam

アセンデルフト あせんでるふと Assendelft

アウグスベルガー あうぐすべるがー Augsburger

アウグスベルガーバンタム あうぐすべるがーばんたむ Augsburger　Bantam

オーストラロープ おーすとらろーぷ Australorp

オーストラロープバンタム おーすとらろーぷばんたむ Australorp Bantam

アヤムセマニ あやむせまに Ayam Cemani

アヤムプルーン あやむぷるーん Ayam Pelung

白耳黄鶏 ばいえるふぁん Baier Huang

バナバ ばなば Banaba

バルブダンベル ばるぶだんべる Barbu d'Anvers

バルブデワターメール ばるぶでわたーめーる Barbu de Watermael

バルブヂュックル ばるぶぢゅっくる Barbu d'Uccle

バルネフェルダー ばるねふぇるだー Barnevelder

バルネフェルダーバンタム ばるねふぇるだーばんたむ Barnevelder Bantam

バシャンチェウエイ ばしゃんちゃうえい Bashang Long-tail

北京油鶏 べいじんよう Beijing fatty Beijing-You

ベトング べとんぐ Betong

辺鶏 びあん Bian

ブラックレッドカンプン ぶらっくれっどかんぷん Black-red Kampung

ボリナオ ぼりなお Bolinao

ブーテッドバンタム ぶーてっどばんたむ Booted Bantam

ブラバンター ぶらばんたー Brabanter

ブラーマ ぶらーま Brahma

ブラーマバンタム ぶらーまばんたむ Brahma Bantam



ブラケル ぶらける Brakel

ブラケルバンタム ぶらけるばんたむ Brakel Bantam

ブレダ ぶれだ Breda

ブレダバンタム ぶれだばんたむ Breda Bantam

ブレッセ ぶれっせ Bresse

バックアイ ばっくあい Buckeye

カマリネス かまりねす Camarines

カンピーヌ かんぴーぬ Campine

カンピーヌバンタム かんぴーぬばんたむ Campine Bantam

カーリスルオールドイングリッシュ
ゲーム

かーりするおーるどいんぐりっしゅげー
む

Carlisle Old English Game

カタラナ かたらな Catalana

茶花鶏 しゃふぁ Chahua

チャンテクラー ちゃんてくらー Chantecler

チャイニーズゲームチキン ちゃいにーずげーむちきん Chinese Game Chicken

コーチン こーちん Cochin

コーニッシュ こーにっしゅ Cornish

クレベケール くれべけーる Crevecoeur

クレベケールバンタム くれべけーるばんたむ Crevecoeur Bantam

クロードランシャン くろーどらんしゃん Croad Langshan

クロードランシャンバンタム くろーどらんしゃんばんたむ Croad Langshan Bantam

キューバラヤ きゅーばらや Cubaraya

大骨鶏 だぐ Dagu

ダンダラウイー だんだらういー Dandarawi

デラウエア でらうえあ Delaware

デジー でじー Desi

ドミニーク どみにーく Dominique

ドミニークバンタム どみにーくばんたむ Dominique Bantam

ドーキング どーきんぐ Dorking

ドーキングバンタム どーきんぐばんたむ Dorking Bantam

ダッチバンタム だっちばんたむ Duch Bantam

エメイヘイ えめいへい Emei Black

エルメイ えるめい Erh-Mei Native Chicken

ファブロール ふぁぶろーる Faverolles

ファブロールバンタム ふぁぶろーるばんたむ Faverolles Bantam

ファヨウミ ふぁようみ Fayoumi



ファヨウミバンタム ふぁようみばんたむ Fayoumi Bantam

鳳頭鶏 ふぇんとう Fengtou

フリーシアン ふりーしあん Friesian

フリーシアンバンタム ふりーしあんばんたむ Friesian Bantam

フリッズル ふりっずる Frizzle

フリッズルバンタム ふりっずるばんたむ Frizzle Bantam

ガドンタオ がどんたお Ga Dong Tao

ガホー がほー Ga Ho

ジャーマンランシャン じゃーまんらんしゃん German Langshan

ジャーマンランシャンバンタム じゃーまんらんしゃんばんたむ German Langshan Bantam

グリーンレッグドパートリッジ ぐりーんれっぐどぱーとりっじ Green-legged Partridge

フローニンゲルミュウ ふろーにんげるみゅう Groninger Mew

固始鶏 ぐし Gushi

ハンバーグ はんばーぐ Hamburgh

ハンバーグバンタム はんばーぐばんたむ Hamburgh Bantam

河田鶏 へちあん Hetian

ホーランド ほーらんど Holland

洪山鶏 ほんしゃん Hongshan

ウーダン うーだん Houdan

ウーダンバンタム うーだんばんたむ Houdan Bantam

黄郎鶏 ふぁんらん Huanglang

恵陽胡須鶏 ふぃやんべあーど Huiyang Beard

インディアンゲーム いんでぃあんげーむ Indian Game

インディアンゲームバンタム いんでぃあんげーむばんたむ Indian Game Bantam

イクスワース いくすわーす Ixworth

イクスワースバンタム いくすわーすばんたむ Ixworth Bantam

ジャバ じゃば Java

ジャージージャイアント じゃーじーじゃいあんと Jersey Giant

ジャージージャイアントバンタム じゃーじーじゃいあんとばんたむ Jersey Giant Bantam

江漢鶏 じゃんはん Jianghan

静原鶏 じんゆあん Jingyuan

済寧百日鶏 ちにんばいり Jining Bairi

竹崎土鶏 じゅち Ju-Chi Native Chicken

カラクナス からくなす Karaknath

ケアウカイガ けあうかいが Kheawkaiga



韓国在来鶏 かんこくざいらいけい Korean Native Chicken

韓国黒色在来鶏 かんこくこくしょくざいらいけい Korean Native Ogol Chicken

クライエンコッペ くらいえんこっぺ Kraienkoppe

クライエンコッペバンタム くらいえんこっぺばんたむ Kraienkoppe Bantam

ラフレッシュ らふれっしゅ La Fleche

ラフレッシュバンタム らふれっしゅばんたむ La Fleche Bantam

ラーケンフェルダー らーけんふぇるだー Lakenvelder

ラーケンフェルダーバンタム らーけんふぇるだーばんたむ Lakenvelder Bantam

ラモナ らもな Lamona

狼山鶏 らんしゃん Langshan

レグバー れぐばー Legbar

レグバーバンタム れぐばーばんたむ Legbar Bantam

レグホーン れぐほーん Leghorn

レグホーンバンタム れぐほーんばんたむ Leghorn Bantam

リンディアン りんでぃあん Lindian

漂陽鶏 りーやん Liyang

ルーエンハングダム るーえんはんぐだむ Luenghangdam

ルーエンハングコア るーえんはんぐこあ Luenghangkhoa

鹿苑鶏 るいゆあん Luyuan

マレー まれー Malay

マレーバンタム まれーばんたむ Malay Bantam

マラン まらん Marans

マランバンタム まらんばんたむ Marans Bantam

マーシュデイジー まーしゅでいじー Marsh Daisy

ミノルカ みのるか Minorca

ミノルカバンタム みのるかばんたむ Minorca Bantam

米易鶏 みい Miyi

モダンゲーム もだんげーむ Modern Game

モダンゲームバンタム もだんげーむばんたむ Modern Game Bantam

モダンランシャン もだんらんしゃん Modern Langshan

モダンランシャンバンタム もだんらんしゃんばんたむ Modern Langshan bantam

ネイキドカンプン ねいきどかんぷん Naked-Neck Kampung chicken

ナンキンバンタム なんきんばんたむ Nankin Bantam

内門土鶏 ねいもんじ Nei-Mong Native chicken

ニューハンプシャーレッド にゅーはんぷしゃーれっど New Hampshire Red



ニューハンプシャーレッドバンタム にゅーはんぷしゃーれっどばんたむ New Hampshire Red Bantam

ノーフォークグレイ のーふぉーくぐれい Norfolk Grey

ノーフォークグレイバンタム のーふぉーくぐれいばんたむ Norfolk Grey Bantam

ノースホーランドブルー のーすほーらんどぶるー North Holland Blue

ノースホーランドブルーバンタム のーすほーらんどぶるーばんたむ North Holland Blue Bantam

オールドダッチバンタム おーるどだっちばんたむ Old Duch Bantam
オールドイングリシュゲームバン
タム

おーるどいんぐりっしゅげーむばんた
む

Old English Game Bantam

オールドイングリッシュフェザント
ファウル

おーるどいんぐりっしゅふぇざんとふぁ
うる

Old English Pheasant Fowl

オールドイングリッシュフェザント
ファウルバンタム

おーるどいんぐりっしゅふぇざんとふぁ
うるばんたむ

Old English Pheasant Fowl Bantam

オルロフ おるろふ Orloff

オルロフバンタム おるろふばんたむ Orloff Bantam

オーピントン おーぴんとん Orpington

オーピントンバンタム おーぴんとんばんたむ Orpington Bantam
オックスフォードイングリシュゲー
ム

おっくすふぉーどいんぐりっしゅげーむ Oxford Old English Game

パラオアカン ぱらおあかん Paraoakan

ペキンバンタム ぺきんばんたむ Pekin Bantam

ペンシャンファン べんしゃんふぁん Pengxian Huang

プリマスロック ぷりますろっく Plymouth Rock

プリマスロックバンタム ぷりますろっくばんたむ Plymouth Rock Bantam

ポーランド ぽーらんど Poland

ポーランドバンタム ぽーらんどばんたむ Poland Bantam

プラドウハングダム ぷらどうはんぐだむ Praduhangdam

プラドウハングコア ぷらどうはんぐこあ Praduhangkhoa

裏東鶏 ぷーどん Pudong

清遠麻鶏 きんゆあんま quigyuan Ma

レッドカンプン れっどかんぷん Red Kampung

レッドキャップ れっどきゃっぷ Redcap

ロードアイランドレッド ろーどあいらんどれっど Rhode Island Red

ロードアイランドレッドバンタム ろーどあいらんどれっどばんたむ Rhode Island Red Bantam

ロードアイランドホワイト ろーどあいらんどほわいと Rhode Island White

ロードバー ろーどばー Rhodebar

ロードバーバンタム ろーどばーばんたむ Rhodebar　Bantam

ローズコームバンタム ろーずこーむばんたむ Rosecomb Bantam

ランプレスアロウカナ らんぷれすあろうかな Rumpless Araucana



ランプレスアロウカナバンタム らんぷれすあろうかなばんたむ Rumpless Araucana Bantam

ランプレスゲーム らんぷれすげーむ Rumpless Game

ランプレスゲームバンタム らんぷれすげーむばんたむ Rumpless Game Bantam

スコッツダンピー すこっつだんぴー Scots Dumpy

スコッツダンピーバンタム すこっつだんぴーばんたむ Scots Dumpy Bantam

スコッツグレイ すこっつぐれい Scots Grey

スコッツグレイバンタム すこっつぐれいばんたむ Scots Grey Bantam

シーブライトバンタム しーぶらいとばんたむ Sebright Bantam

寿光鶏 しょうぐあん Shouguang

双蓮鶏 しゃんりゃん Shuanglian

シシリアンバターカップ ししりあんばたーかっぷ Sicilian Buttercup

シシリアンバターカップバンタム ししりあんばたーかっぷばんたむ Sicilian Buttercup Bantam

シルキー しるきー Silkie

シルキーバンタム しるきーばんたむ Silkie Bantam

スパニッシュ すぱにっしゅ Spanish

スパニッシュバンタム すぱにっしゅばんたむ Spanish Bantam

サルムトラー さるむとらー Sulmtaler

サルムトラーバンタム さるむとらーばんたむ Sulmtaler Bantam

サルタン さるたん Sultan

サルタンバンタム さるたんばんたむ Sultan Bantam

スマトラ すまとら Sumatra

スマトラバンタム すまとらばんたむ Sumatra Bantam

サセックス させっくす Sussex

サセックスバンタム させっくすばんたむ Sussex Bantam

泰和鶏 たいふぉ Taihe

桃源鶏 たおゆあん Taoyuan

タポアソング たぽあそんぐ Tapoathong

トランシルバニアネイキドネック とらんしるばにあねいきどねっく Transylvania Naked Neck

トランシルバニアネイキドネックバ
ンタム

とらんしるばにあねいきどねっくばんた
む

Transylvania Naked Neck Bantam

ツゾーバンタム つぞーばんたむ Tuzo Bantam

ウイレバールデン ういればーるでん Uilebaarden

フェルベルク ふぇるべるく Vorwerk

フェルベルクバンタム ふぇるべるくばんたむ Vorwerk Bantam

ウエルバー うえるばー Welbar

ウエルバーバンタム うえるばーばんたむ Welbar Bantam



ウエルスマー うえるすまー Welsummer

ウエルスマーバンタム うえるすまーばんたむ Welsummer Bantam

羊毛鶏 やんも Wool chick

武定鶏 うーでぃん Wuding

ワイアンドット わいあんどっと Wyandotte

ワイアンドットバンタム わいあんどっとばんたむ Wyandotte Bantam

ワイバー わいばー Wybar

ワイバーバンタム わいばーばんたむ Wybar Bantam

仙居鶏 しぇんちゅ Xianju

シャオシャン しゃおしゃん Xiaoshan

シャアン しゃあん Xiayan

杏花鶏 しんふぁ Xinghua

ヨコハマ よこはま Yokohama

ヨコハマバンタム よこはまばんたむ Yokohama Bantam

ユンヤンシルキー ゆんやんしるきー Yunyangbai silky

日本鶏品種 会津地鶏 あいづじどり Aidu Jidori

天草大王 あまくさだいおう Amakusa Daiou

矮鶏 ちゃぼ Chabo (Japanese Bantam)

チャーン ちゃーん Chahn

越後南京軍鶏 えちごなんきんしゃも Echigo Nankin Shamo

愛媛地鶏 えひめじどり Ehime Jidori

雁鶏 がんどり Gandori

岐阜地鶏（郡上地鶏） ぎふじどり（ぐじょうじどり） Gifu Jidori

比内鶏 ひないどり Hinaidori

インギー鶏 いんぎー Ingie

出雲 いずも Izumo

地頭鶏 じとっこ Jitokko

河内奴鶏 かわちやっこ Kawachiyakko

金八鶏 きんぱ Kinpa

声良鶏 こえよし Koeyoshi

小軍鶏 こしゃも Ko-Shamo

熊本 くまもと Kumamoto

久連子鶏 くれこどり Kurekodori

黒柏鶏 くろかしわ Kurokashiwa

三重地鶏（猩々地鶏） みえじどり（しょうじょうじどり） Mie Jidori (Shoujyou Jidori)



三河 みかわ Mikawa

蓑曳矮鶏（尾曳） みのひきちゃぼ（おひき） Minohikichabo (Ohiki)

蓑曳鶏 みのひきどり Minohikidori

宮地鶏 みやぢどり Miyadidori

名古屋 なごや Nagoya

南京軍鶏 なんきんしゃも Nankin Shamo

大軍鶏 おおしゃも Oh-Shamo Japanese large game

龍神地鶏 りゅうじんじどり Ryujin Jidori

佐渡髯地鶏 さどひげじどり Sado Hige Jidori

薩摩鶏 さつまどり Satsumadori

軍鶏 しゃも Shamo Japanese game

小国鶏 しょうこく Shoukoku

芝鶏 しばっとり Sibattori

徳地地鶏 とくぢじどり Tokudi Jidori

土佐地鶏（土佐小地鶏） とさじどり（とさこじどり） Tosa  Jidori (Tosa-ko-Jidori)

土佐九斤 とさくきん Tosa Kukin

土佐のオナガドリ（尾長鶏） とさのおながどり（おながどり） Tosa-no-Onagadori (Onagadori) Japanese long tail fowl

蜀鶏 とうまる Toumau

東天紅鶏 とうてんこう Toutenkou

対馬地鶏 つしまじどり Tsushima Jidori

烏骨鶏 うこっけい silky fowl Ukokkei, silkie

鶉矮鶏（鶉尾） うずらちゃぼ（うずらお） Uzurachabo (Uzurao)

八木戸鶏 やきど Yakido

大和軍鶏 やまとぐんけい Yamato Gunkei

内種（羽装等） 源平 げんぺい -

鞍掛源平 くらかけげんぺい -

銀鈴波（横斑, 黒色横斑）
ぎんすずなみ（おうはん, こくしょくおう
はん）

barred

黒色 こくしょく black

金笹 きんざさ black-breasted gold

赤笹 あかざさ black-breasted red

銀笹 ぎんざさ black-breasted silver

白笹 しろざさ black-breasted white

五色 ごしき
black-breasted white with brown wing

bow
黄笹 きざさ black-breasted yellow



あさぎ あさぎ blue

薄毛猩々 うすげしょうじょう buff

金鈴波（黄色横斑） きんすずなみ（おうしょくおうはん） buff barred

猩々 しょうじょう buff columbian

桜碁石 さくらごいし buff mottled

桂（鶴毛） かつら（つるげ） columbian

クックー くっくー cuckoo

二重覆輪 にじゅうふくりん double laced

逆毛 さかげ frizzle

丸羽（雌性羽） まるば（しせいう） hen feathered, henny feathering

覆輪 ふくりん laced

ラベンダー らべんだー lavender

加緋丹 かぴたん mahogany columbian

碁石 ごいし mottled

ひげ ひげ muffling (beard and whiskers)

条斑 じょうはん pencilling

パイル ぱいる pyle

糸毛 いとげ silky feathering

点斑 てんぱん spangling

三色碁石 みいろごいし tricolor pattern

白色 はくしょく white

鶏冠 毛冠 もうかん crest

カップ かっぷ cup comb

角冠 つのかん horn comb

大冠 たいかん large-sized single comb

豆冠（三枚冠） まめかん（さんまいかん） pea comb (triple comb)

薔薇冠 ばらかん rose comb

単冠 たんかん single comb

胡桃冠 くるみかん walnut comb

脚色 黒脚 くろあし black leg

灰色脚 はいいろあし grey leg

白脚 しろあし white leg

柳脚 やなぎあし willow-colored leg



黄脚 きあし yellow leg

耳朶 青耳朶 あおじだ blue ear lobe

赤耳朶 あかじだ red ear lobe

白耳朶 しろじだ white year lobe


