






はじめに

　この度、兵庫県立人と自然の博物館が所蔵する日本産貝類－菊池コレクション－の目録を発行する運

びとなりました。当博物館では、開館にさきだつ平成元年、阪神貝類談話会の会長であり菊池貝類研究

所の所長である菊池典男先生から、4600種にのぼる研究所所蔵の貴重な貝類標本寄贈を受けました。

この目録は、その寄贈標本のうち日本産のものについて、菊池貝類研究所で作成されたデータベースを

もとに作成したものです。分類体系と配列は日本及び周辺地域産軟体動物総目録（肥後俊一・後藤芳央

編著、1993年、エル貝類出版局）に従っています。

　菊池先生は、西宮回生病院の院長を務めるかたわら、西宮の海浜をホームベースに、日本全国津々

浦々はもとより、海外へも南太平洋を中心に全世界に貝類収集の足跡を残しておられ、今なお、精力的

に活動しておられます。また、菊池先生が、貝類研究の権威であった故黒田徳米先生と親交を深めら

れ、その惜しみない援助を通じて日本の貝類研究の発展に極めて大きな役割を果たされたことは、貝類

研究者の間では周知の事実です。

　今回ようやく発刊にこぎつけました、この目録は、先生が生涯を貝類研究にかけ収集された膨大な資

料のうち、人と自然の博物館に寄贈いただいた日本産貝類全てのリストです。収蔵資料は博物館に収蔵

されているだけでなく、多くの専門家や市民に利用できる状態に保つ必要があります。従って、収蔵品

そのものの整理とともに、目録の整備やデータベースの作成といった情報公開の手段を多様化し充実す

ることが重要です。人と自然の博物館では、この目録とこの目録に連動した博物館のデータベース、さ

らにはインターネットなどを通じて情報を公開しています。これらをより多くの皆さまに活用していた

だいて、貝類学に接する機会にしていただければ幸いです。資料の収蔵と保管と共に、このような情報

公開こそが、博物館に貴重な貝類標本を託された、菊池先生の夢の一端を果すことだと確信します。

人と自然の博物館における標本の収蔵とデータベースの整備について

　博物館準備室の開設以来、菊池貝類研究所の方々にご協力を得て、これらの標本を整理し、再度の同

定精査、目録の整備などを進めてきました。開館３年後の平成７年には、各標本の情報をデータベース

に登録し、さらに資料管理などのためのバーコードを添付した標本の博物館収蔵庫への収納を完了しま

した。同時に、寄贈いただいた標本のうち約千点については、画像データも同時に整備しています。こ

れらのデータベースは館内の情報センターや、インターネット上の博物館ホームページ（http ://

www.nat-museum.sanda.hyogo.jp/）の「収蔵品検索」のコーナーから参照することができます。



　この度は、菊池コレクション収蔵品データベースの中から登録資料4610点のうち日本産の2708点に

ついて、目録を作成しました。

　なお、これらのデータベース、目録の整備にあたっては、奈良学園中学校高等学校の竹之内孝一氏、

並びに、人と自然の博物館地球科学研究部の松原尚志氏に貴重なご助言とご協力をいただきました。

199年3月　坂田宏志・田中哲夫



目録の発行にあたって

菊池貝類研究所　菊　池　典　男

　このたび、兵庫県立「人と自然の博物館」で私の寄贈した貝類標本の中から、日本産貝類標本目録を

発行していただけますことは、誠に嬉しいことであります。

　約20年以上前、兵庫県にも自然系の博物館が必要であると、坂井前知事に進言してから開館までの

年月は長いものでした。建築家丹下氏のデザインによる建物は大変立派なものであり、それゆえに博物

館としての機能が伴わず、開館するまでの準備は大変なものであったと聞いております。しかし現在、

収蔵品や研究員も充実し、その業績は多大なものがあります。

　その中で、私も微力ながら長年集めてきた貝類標本を寄贈いたしました。専門の研究員がいないのは

残念ですが、後世の研究者が貝類の研究を行おうとする際に、何らかのお役にお立てるのではないかと

思います。特に長い年月を考えれば、私の集めた貝類標本も貴重なものとなるなるのではないかと思わ

れます。このような考えに基づいて、寄贈した標本は私が所蔵するものの中から、基本となるものを選

んでみました。その中には、現在は開発や自然環境の変化により採集できなくなったものも含まれてお

ります。昔はたくさんの貝類が簡単に採集できたのにという思いがあります。これらの標本を元に、な

ぜ採集が困難になったかを考える一助にしていただけたらと願っております。

　発行に際しましてご努力下さいました皆様に感謝申し上げます。



凡例

　各種の標本について、学名、和名、採取地、採集年月日、人と自然の

博物館における登録番号の順に表示してあります。



Subphylum　AMPHINEURA　双神経亜門

Class　POLYPLACOPHORA　多板殻綱

Order　NEOLORICATA　新ヒザラガイ目

Suborder　ISCHNOCHITONINA　ウスヒザラガイ亜目

Family　ISCHNOCHITONIDAE　ウスヒザラガイ科

Subfamily　ISCHNOCHITONINAE　ウスヒザラガイ亜科

Genus　Stenoplax　セスジヒザラガイ属

S. alata　オオセスジヒザラガイ
鹿児島, 奄美大島　1971　A2000811

alata, Stenoplax

Genus　Lepidozona　ヤスリヒザラガイ属

L. careanica　ヤスリヒザラガイ
和歌山, 日の岬　1972　A2000814

careanica, Lepidozona

Genus　Ischnochiton　ウスヒザラガイ属

Subgenus　Ischnochiton　ウスヒザラガイ亜属

I. (I.) boninensis　ホンウスヒザラガイ
和歌山, 美浜　1991.4　A2000810

boninensis, Ischnochiton

I. (I.) comptus　ウスヒザラガイ
和歌山, 美浜　1973　A2000809

comptus, Ischnochiton

Family　MOPALIIDAE　ヒゲヒザラガイ科

Genus　Placiphorella　ババガセ属

P. japonica　ババガゼ
高知, 土佐市柏島　1962　A2000812

和歌山, 椿　1998　A2000957

japonica, Placiphorella

Family　CHITONIDAE　ヒザラガイ科

Subfamily　CHITONINAE　クサズリガイ亜科

Genus　Rhyssoplax　クサズリガイ属

R. kurodai　クサズリガイ
和歌山, 美浜　1962　A2000807

kurodai, Rhyssoplax

Subfamily　TONICIINAE　アヤヒザラガイ亜科

Genus　Onithochiton　ニシキヒザラガイ属

O. hirasei　ニシキヒザラガイ
兵庫, 南淡町由良　1988　A2000813

hirasei, Onithochiton

Subfamily　ACANTHOPLEURINAE　ウニヒザラガイ亜科

Genus　Liolophura　ヒザラガイ属

L. japonica　ヒザラガイ
兵庫, 南淡町由良成ケ島　1989.6　A2004642

高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2000806

japonica, Liolophura

L. loochooana　リュウキュウヒザラガイ
沖縄, 与那国島　1985　A2000805

loochooana, Liolophura

Genus　Acanthozostrea　オニヒザラガイ属

A. gemmata　オニヒザラガイ
沖縄, 石垣島川平　1988　A2000808

gemmata, Acanthozostrea

Suborder　ACANTHOCHITONINA　ケハダヒザラガイ亜目

Family　ACANTHOCHITONIDAE　ケハダヒザラガイ科

Subfamily　ACANTHOCHITONINAE　ケハダヒザラガイ亜科

Genus　Acanthochitona　ケハダヒザラガイ属

A. defilippi　ケハダヒザラガイ
和歌山, 日の岬　1972　A2000817

defilippi, Acanthochitona

A. achates　コケハダヒザラガイ
和歌山, 美浜　1972　A2000815

achates, Acanthochitona

A. rubrolineatus　ヒメケハダヒザラガイ
鹿児島, 奄美大島屋鈍　1971　A2000816

rubrolineatus, Acanthochitona

Family　CRYPTOPLACIDAE　ケムシヒザラガイ科

Subfamily　CRYPTOPLACINAE　ケムシヒザラガイ亜科

Genus　Cryptoplax　ケムシヒザラガイ属

C. japonica　ケムシヒザラガイ
高知, 沖ノ島　1956　A2000818

japonica, Cryptoplax

Subphylum　CONCHIFERA　介殻亜門

Class　GASTROPODA　腹足綱

Subclass　PROSOBRANCHIA　前鰓亜綱

Order　ARCHAEOGASTROPODA　原始腹足目

Suborder　PLEUROTOMARIINA　翁戎貝亜目

Superfamily　PLEUROTOMARIOIDEA　オキナエビス超科

Family　PLEUROTOMARIIDAE　オキナエビスガイ科

Genus　Perotrochus　ヒメオキナエビス属

P. africanus teramachii　テラマチオキナエビスガイ
南支那海　1980　A2005029

africanus, Perotrochus　＆　teramachii, Perotrochus africanus

Genus　Mikadotrochus　オキナエビス属

M. beyrichi　オキナエビスガイ
神奈川, 相模湾　1980　A2005032

beyrichi, Mikadotrochus

Family　HALIOTIDAE　ミミガイ科

Genus　Haliotis　ミミガイ属

H. asinina　ミミガイ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2001740

asinina, Haliotis

Genus　Sulculus　トコブシ属

S. diversicolor　フクトコブシ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2001736

diversicolor, Sulculus

S. aquatilis　トコブシ
不明　不明　A2004151

和歌山　1960　A2001735

和歌山, 美浜町　1980　A2004165

aquatilis, Sulculus

Genus　Nordotis　マダカアワビ属

N. madaka　マダカアワビ
和歌山　不明　A2001743

madaka, Nordotis

N. gigantea　メガイアワビ
山口　不明　A2004152

和歌山　不明　A2001742

和歌山　1980　A2004153

gigantea, Nordotis

N. discus discus　クロアワビ
和歌山　不明　A2001744

不明　不明　A2004149

discus, Nordotis　＆　discus, Nordotis discus

N. discus hannai　エゾアワビ
不明　不明　A2004150

北海道　1970　A2001741

hannai, Nordotis discus

Genus　Sanhaliotis　イボアナゴウ属

S. varia　イボアナゴ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2001737

varia, Sanhaliotis

S. jacnensis　コビトアワビ
沖縄, 石垣島石崎　1980　A2001738

jacnensis, Sanhaliotis

Genus　Ovinotis　マアナゴウ属

O. ovina　マアナゴウ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2001739

ovina, Ovinotis
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Superfamily　FISSURELLOIDEA　スカシガイ超科

Family　FISSURELLIDAE　スカシガイ科

Subfamily　EMARGINULINAE　スソキレガイ亜科

Genus　Emarginula　スソキレガイ属

E. punctata　コモンスソキレガイ
和歌山, 白浜町　1970　A2000530

punctata, Emarginula

E. variegata　ススイロスソキレガイ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2000531

variegata, Emarginula

Genus　Tugali　シロスソカケガイ属

T. decussata　シロスソカケガイ
和歌山, 白浜町　1970　A2000534

decussata, Tugali

Genus　Tugalina　ヒノデサルアワビ属

Subgenus　Tugalina　ヒノデサルアワビ亜属

T. (T.) plane　オネダカサルアワビ
鹿児島, 徳之島　1968　A2000535

plane, Tugalina

Genus　Scutus　オトメガサ属

Subgenus　Aviscutum　オトメガサ亜属

S. (A.) sinensis　オトメガサガイ
高知, 土佐市柏島　1960　A2000533

sinensis, Scutus

S. (A.) unguis　リュウキュウオトメガサガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村　1970　A2000532

unguis, Scutus

Genus　Rimula　マドアキガイ属

R. exquisita　マドアキガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1962　A2000522

exquisita, Rimula

Genus　Cranopsis　ヤブレガサ属

C. pelex　ヤブレガサガイ
神奈川, 相模湾　1970　A2000524

pelex, Cranopsis

Subfamily　HEMITOMINAE　チドリガサ亜科

Genus　Montfortista　チドリガサ属

M. oldhamiana　チドリガサガイ
鹿児島, 喜界島　1958　A2000520

oldhamiana, Montfortista

M. tricarinata　カゴメチドリガサガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1958　A2000521

tricarinata, Montfortista

Genus　Montfortula　スソカケガイ属

M. picta　スソカケガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2000519

picta, Montfortula

Subfamily　DIODORINAE　クズヤガイ亜科

Genus　Diodora　クズヤガイ属

Subgenus　Diodora　クズヤガイ亜属

D. (D.) sieboldi　クズヤガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1958　A2000528

和歌山, 白浜町　1972　A2000527

sieboldi, Diodora

D. (D.) suprapunicea　オオツカテンガイガイ
神奈川, 三浦半島松鵜　1960　A2000526

suprapunicea, Diodora

D. (D.) mus　アサテンガイガイ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2000525

mus, Diodora

Subgenus　Elegidion　テンガイ亜属

D. (E.) semilunata　ミカヅキテンガイガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1962　A2000529

semilunata, Diodora

D. (E.) quadriradiata　テンガイガイ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2000523

quadriradiata, Diodora

Subfamily　FISSURELLINAE　スカシガイ亜科

Genus　Macroschisma　スカシガイ属

M. sinense　スカシガイ
高知, 土佐市柏島　1960　A2000518

sinense, Macroschisma

M. dilatata　ヒラスカシガイ
高知, 土佐市柏島　1953　A2000516

dilatata, Macroschisma

M. cuspidatum　ヤジリスカシガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村　1960　A2000517

cuspidatum, Macroschisma

Suborder　PATELLINA　蔦之葉亜目

Family　PATELLIDAE　ツタノハ科

Subfamily　PATELLINAE　ツタノハ亜科

Genus　Patella　ツタノハ属

P. flexuosa　ツタノハガイ
和歌山, 美浜　1967.6　A2001734

和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2004637

flexuosa, Patella

Subgenus　Penepatella　ツタノハ亜属

P. (P.) optima　オオツタノハガイ
鹿児島, 沖永良部島　1966.8　A2001733

optima, Patella

Subfamily　NACELLINAE　ヨメガカサ亜科

Genus　Cellana　ヨメガカサ属

C. radiata　クルマガサガイ
沖縄, 東大東島　1971　A2001730

沖縄, 北大東島　1970.4　A2001728

鹿児島, 与論島　1956.8　A2001729

radiata, Cellana

C. testudinaria　トラフザラガイ
鹿児島, 奄美大島　1963.8　A2001725

testudinaria, Cellana

C. grata　ベッコウザラガイ
鹿児島, 徳之島　1962.8　A2001731

兵庫, 南淡町沼島　1989.9　A2004634

高知, 土佐市沖ノ島　1962.8　A2001726

grata, Cellana

C. mazatlandica　カサガイ
東京都, 小笠原諸島　1982　A2001724

mazatlandica, Cellana

C. nigrolineata　マツバガイ
兵庫, 南淡町沼島　1989.9　A2004636

香川, 佐柳島（瀬戸内海）　1985.8　A2001732

nigrolineata, Cellana

C. toreuma　ヨメガカサガイ
兵庫, 南淡町沼島　1989.9　A2004635

兵庫, 淡路島　1962.4　A2001727

toreuma, Cellana

Family　ACMAEIDAE　ユキノカサ科

Genus　Patelloida　ウノアシ属

Subgenus　Collisellina　ウノアシ亜属

P. (C.) saccharina　リュウキュウウノアシガイ
鹿児島, 与路島　1989.8　A2001705

鹿児島, 沖永良部島　1968.8　A2001704

saccharina, Patelloida

P. (C.) saccharina lanx　ウノアシガイ
和歌山, 美浜町　1990.1　A2004639

和歌山, 椿温泉　1970　A2001715

愛知, 三河湾佐久島　1966.7　A2001706

lanx, Patelloida saccharina

Subgenus　Asteracmea　ヒメコザラ亜属

P. (A.) pygmaea　ヒメコザラガイ
和歌山, 潮岬　1960.7　A2001708

pygmaea, Patelloida
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P. (A.) pygmaea signata　シボリガイ
鹿児島, 徳之島　1970　A2001709

signata, Patelloida pygmaea

P. (A.) pygmaea lampanicola　ツボミガイ
徳島, 鶴羽　1970　A2001707

lampanicola, Patelloida pygmaea

Genus　Collisella　シロガイ属

Subgenus　Collisella　シロガイ亜属

C. (C.) cassis　シロガイ
北千島占守島　1956　A2000157

北海道, 幌泉　1960　A2001711

cassis, Collisella

C. (C.) dorsuosa　カモガイ
兵庫, 北淡町江崎灯台　1991　A2000594

高知, 土佐市沖ノ島　1962.8　A2001712

dorsuosa, Collisella

C. (C.) oyamai　ヤヨイハナガサガイ
鹿児島, 徳之島　1972　A2000751

oyamai, Collisella

Subgenus　Conoidacmea　コガモガイ亜属

C. (C.) heroldi　コガモガイ
兵庫, 南淡町沼島　1989.9　A2004640

神奈川, 三浦半島　1960　A2001710

高知, 土佐市沖ノ島　1958　A2000591

heroldi, Collisella

C. (C.) heroldi luchuana　コガモガサガイ
鹿児島, 与路島　1956.8　A2000592

luchuana, Collisella heroldi

Subgenus　Kikukozara　キクコザラ亜属

C. (K.) langfordi　キクコザラガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2000593

langfordi, Collisella

Genus　Notoacmea　アオガイ属

N. schrenckii　アオガイ
兵庫, 南淡町沼島　1989.9　A2004638

兵庫, 南淡町由良　1966　A2000595

静岡, 稲取　1960　A2001703

schrenckii, Notoacmea

N. schrenckii gloriosa　サクラアオガイ
和歌山, 美浜　1968.6　A2001699

gloriosa, Notoacmea schrenckii

N. fuscoviridis　クサイロアオガイ
兵庫, 南淡町由良　1972.4　A2001701

fuscoviridis, Notoacmea

N. concinna　コウダカアオガイ
和歌山, 美浜　1958　A2000596

兵庫, 南淡町由良　1972.4　A2001700

concinna, Notoacmea

N. concinna nigrans　クモリアオガイ
兵庫, 南淡町沼島　1989.9　A2004641

兵庫, 南淡町由良　1972　A2001702

nigrans, Notoacmea concinna

N. concinna teramachii　ホソスジアオガイ
和歌山, 友が島　1960　A2000597

teramachii, Notoacmea concinna

Genus　Acmaea　ユキノカサ属

Subgenus　Niveotectura　ユキノカサ亜属

A. (N.) pallida　ユキノカサガイ
北海道, 稚内市　1987　A2001713

岩手, 吉浜　1960　A2001714

pallida, Acmaea

Suborder　TROCHINA　錦渦亜目

Superfamily　TROCHOIDEA　ニシキウズ超科

Family　LIOTIIDAE　ヒメカタベガイ科

Genus　Liotina　ヒメカタベ属

Subgenus　Liotinaria　チリメンヒメカタベ亜属

L. (L.) solidula　チリメンヒメカタベガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1961　A2000638

solidula, Liotina

L. (L.) semiclathratula　ヒメカタベガイ
和歌山, 潮岬　1979　A2000635

semiclathratula, Liotina

L. (L.) ryukyuensis　リュウキュウヒメカタベガイ
鹿児島, 奄美大島　1968　A2000637

ryukyuensis, Liotina

L. (L.) tantilla　コビトカタベガイ
鹿児島, 徳之島　1968　A2000636

tantilla, Liotina

Genus　Dentarene　スキヒメカタベ属

D. laculosa　ハグルマヒメカタベガイ
鹿児島, 奄美大島　1968　A2000639

laculosa, Dentarene

Family　TROCHIDAE　ニシキウズ科

Subfamily　MARGARITINAE　アコヤシタダミ亜科

Genus　Granata　アシヤガイ属

G. lyrata　アシヤガイ
和歌山, 水軒浜　1952　A2001414

lyrata, Granata

Genus　Hybochelus　アシヤエビス属

H. cancellatus orientalis　ヘソアキアシヤエビスガイ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2001409

cancellatus, Hybochelus　＆　orientalis, Hybochelus cancellatus

Genus　Euchelus　サンショウガイモドキ属

Subgenus　Euchelus　サンショウガイモドキ亜属

E. (E.) atrata　クロサンショウガイモドキ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2001406

atrata, Euchelus

E. (E.) lischkei　サンショウガイモドキ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2001407

lischkei, Euchelus

Subgenus　Vaceuchelus　カゴサンショウガイモドキ亜属

E. (V.) instrictus　カゴサンショウガイモドキ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2001410

instrictus, Euchelus

E. (V.) clathratus　ヒナカゴサンショウガイモドキ
鹿児島, 奄美大島　1968　A2001416

clathratus, Euchelus

Subfamily　CALLIOSTOMINAE　エビスガイ亜科

Genus　Calliostoma　エビスガイ属

C. haliarchus　ヒラコマガイ
高知, 土佐湾　1966　A2001355

haliarchus, Calliostoma

Genus　Coralastele　ヘソアキエビス属

C. pulcherrima　ヘソアキエビスガイ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001394

pulcherrima, Coralastele

Subfamily　MINOLIINAE　コシダカシタダミ亜科

Genus　Minolia　コシダカシタダミ属

M. subangulata　カドコシタカシタダミ
愛知, 三河一色揚がり　不明　A2001383

subangulata, Minolia

Genus　Machaeroplax　シロガネシタダミ属

M. nyssonus　シロガネシタダミ
和歌山, 潮岬　1972　A2001408

nyssonus, Machaeroplax

Subfamily　GIBBULINAE　クルマチグサ亜科

Genus　Eurytrochus　クルマチグサ属

E. cognatus　クルマチグサガイ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001380

沖縄, 宮古島東平安名岬　1965　A2000576

cognatus, Eurytrochus
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Genus　Enida　ハグルマシタダミ属

E. japonica　ハグルマシタダミ
千葉, 銚子　1966　A2004511

神奈川, 相模湾　1960　A2001375

japonica, Enida

Subfamily　TURCICINAE　マキアゲエビス亜科

Genus　Turcica　マキアゲエビス属

T. coreensis　マキアゲエビスガイ
福井, 越前沖　1989.11　A2001373

coreensis, Turcica

Genus　Ginebis　ギンエビス属

G. argenteonitens　ギンエビスガイ
高知, 土佐湾　1965.4　A2001371

argenteonitens, Ginebis

G. crumpii　イガギンエビスガイ
福井, 越前沖　1986　A2001372

crumpii, Ginebis

Subfamily　MONODONTINAE　イシダタミ亜科

Genus　Monodonta　イシダタミ属

Subgenus　Monodonta　イシダタミ亜属

M. (M.) labio　オキナワイシダタミガイ
沖縄, 西表島船浦　1987.5　A2001357

和歌山, 西牟婁郡白浜町江津良　1990.1　A2004646

兵庫, 南淡町由良成ケ島　1989.4　A2001359

labio, Monodonta

M. (M.) australis　クサイロイシダタミガイ
東京都, 小笠原諸島父島　1990　A2000574

australis, Monodonta

Subgenus　Neomonodonta　クロヅケガイ亜属

M. (N.) noritoides　クロヅケガイ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2001379

noritoides, Monodonta

M. (N.) perplexe　クビレクロヅケガイ
兵庫, 南淡町由良成ケ島　1989　A2001378

perplexe, Monodonta

M. (N.) perplexa boninensis　オオクロヅケガイ
東京都, 小笠原諸島　1990　A2000573

perplexa, Monodonta　＆　boninensis, Monodonta perplexa

Genus　Chrysostoma　サラサダマ属

C. paradoxum　サラサダマガイ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2001412

paradoxum, Chrysostoma

Genus　Diloma　カザリクロヅケ属

Subgenus　Melographia　カザリクロヅケ亜属

D. (M.) radula　シャカトウシタダミ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2001415

radula, Diloma

Subgenus　Pictodiloma　メクラガイ亜属

D. (P.) suavis　メクラガイ
和歌山, 美浜　1970　A2001411

suavis, Diloma

Subfamily　TEGULINAE　クボガイ亜科

Genus　Chlorostoma　クボガイ属

C. lischkei　クボガイ
兵庫, 洲本市成ケ島　1989.4　A2004194

和歌山, 御坊市　1990　A2001369

兵庫, 南淡町由良　1980.4　A2001368

lischkei, Chlorostoma

C. turbinata　ヘソアキクボガイ
和歌山　1980　A2001374

turbinata, Chlorostoma

C. xanthostigma　クマノコガイ
和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2004647

和歌山, 御坊市　1990.5　A2001366

高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2001367

xanthostigma, Chlorostoma

Genus　Omphalius　コシタカガンガラ属

O. pfeifferi pfeifferi　バテイラ
和歌山, 潮岬　1962.8　A2001356

pfeifferi, Omphalius　＆　pfeifferi, Omphalius pfeifferi

O. histrio histrio　コシタカガンガラ
和歌山, 日高町　1990　A2004193

兵庫, 北淡町江崎灯台　1991　A2000575

histrio, Omphalius　＆　histrio, Omphalius histrio

Subfamily　CANTHARIINAE　チグサガイ亜科

Genus　Cantharidus　チグサガイ属

C. japonicus　チグサガイ
兵庫, 香住町下浜　1960　A2001386

japonicus, Cantharidus

C. japonicus hilaris　ミドリチグサガイ
愛知, 三河湾　1960　A2001387

hilaris, Cantharidus japonicus

C. callichroa　ハナチグサガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2001388

callichroa, Cantharidus

C. callichroa bisbalteatus　シリブトチグサガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1958　A2001392

bisbalteatus, Cantharidus callichroa

Genus　Iwakawatrochus　イワカワチグサ属

I. urbanus　イワカワチグサガイ
鹿児島, 鹿児島湾　1950　A2001403

urbanus, Iwakawatrochus

I. vittatus　シモフリチグサガイ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2001404

vittatus, Iwakawatrochus

Genus　Komaitrochus　コマイチグサ属

K. pulcher　コマイチグサガイ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001405

pulcher, Komaitrochus

Genus　Kanekotrochus　カネコチグサ属

K. infuscatus　カネコチグサガイ
三重, 安乗沖　1950　A2001389

高知, 土佐市柏島　1960　A2001391

愛知, 三河一色揚がり　不明　A2001390

infuscatus, Kanekotrochus

K. gilberti　リュウキュウチグサガイ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001393

gilberti, Kanekotrochus

K. attenuatus　オニノハ
高知, 土佐市柏島　1958　A2001385

attenuatus, Kanekotrochus

Genus　Alcyna　キバベニバイ属

A. ocellata　キバベニバイ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2001384

ocellata, Alcyna

Subfamily　TROCHINAE　ニシキウズ亜科

Genus　Trochus　ニシキウズ属

Subgenus　Trochus　ニシキウズ亜属

T. (T.) maculatus　ニシキウズガイ
和歌山, 潮岬　1960.8　A2001358

鹿児島, 徳之島　1968.8　A2001363

鹿児島, 奄美大島　1960.8　A2001360

maculatus, Trochus

T. (T.) stellatus　ムラサキウズガイ
和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2004648

鹿児島, 徳之島　1968　A2001361

stellatus, Trochus

Genus　Tectus　ギンタカハマ属

Subgenus　Tectus　ギンタカハマ亜属

T. (T.) pyramis　ギンタカハマガイ
和歌山, 潮岬　1960.8　A2001364

pyramis, Tectus
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T. (T.) triserialis　コシダカギンタカハマガイ
鹿児島, 徳之島　1963.8　A2001365

triserialis, Tectus

T. (T.) conus　ベニシリタカガイ
和歌山, 潮岬　1960.8　A2001362

conus, Tectus

Genus　Clanculus　ナツモモ属

C. marugaritarius　ナツモモガイ
鹿児島, 奄美大島　1968　A2001402

鹿児島, 奄美大島　1960　A2001399

和歌山, 潮岬　1960　A2001400

marugaritarius, Clanculus

C. clanguloides　ウスイロナツモモガイ
鹿児島, 徳之島　1960　A2001398

clanguloides, Clanculus

C. gemmulifer pallidus　シロナツモモガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1958.8　A2001401

gemmulifer, Clanculus　＆　pallidus, Clanculus gemmulifer

C. denticulatus　テツイロナツモモガイ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001396

denticulatus, Clanculus

Subgenus　Mesoclanculus　クロマキアゲエビス亜属

C. (M.) microdon　クロマキアゲエビスガイ
兵庫, 南淡町由良　1989　A2001397

microdon, Clanculus

Subgenus　Eucheliclanculus　コマキアゲエビス亜属

C. (E.) bronni　コマキアゲエビスガイ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001395

bronni, Clanculus

Subfamily　UMBONINAE　サラサキサゴ亜科

Genus　Umbonium　サラサキサゴ属

Subgenus　Suchium　キサゴ亜属

U. (S.) suturala　タイワンキサゴ
高知, 沖ノ島　1962.8　A2001354

suturala, Umbonium

U. (S.) moriliferum　イボキサゴ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000978

moriliferum, Umbonium

U. (S.) costatum　キサゴ
兵庫, 明石市　1988.6　A2001350

高知, 土佐市桂浜　1970　A2001351

香川, 高知　1989.5　A2004645

costatum, Umbonium

U. (S.) giganteum　ダンベイキサゴ
高知, 土佐湾　1958　A2001353

愛知, 三河湾　1960.4　A2001352

giganteum, Umbonium

Genus　Ethalia　ニシキキサゴ属

E. guamesis salenomphala　キサゴモドキ
高知, 土佐湾　1962　A2001377

guamesis, Ethalia　＆　salenomphala, Ethalia guamesis

Genus　Camitia　ハナキサゴ属

C. rotellina　ハナキサゴ
鹿児島, 沖永良部島　1960.8　A2001376

rotellina, Camitia

Genus　Gaza　タカラシタダミ属

G. sericata　タカラシタダミ
和歌山, 串本町　1960　A2001381

遠州灘　1962　A2001382

sericata, Gaza

Genus　Monilea　ヘソワゴマ属

M. smithi　ノボリガイ
高知, 土佐湾　1962　A2001370

smithi, Monilea

Family　STOMATELLIDAE　ヒメアワビ科

Genus　Stomatella　ヒメアワビ属

S. varia　ヒメアワビ
鹿児島, 奄美大島瀬戸内町　1956　A2000577

varia, Stomatella

S. lintricula　ウスヒメアワビガイ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1960　A2000578

lintricula, Stomatella

Genus　Stomatia　フルヤガイ属

Subgenus　Stomatia　フルヤガイ亜属

S. (S.) phymotis　フルヤガイ
沖縄, 与那国島　1980　A2000579

phymotis, Stomatia

Genus　Synaptocochlea　チゴアシヤ属

S. stellata　ヨゾラチゴアシヤガイ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001413

stellata, Synaptocochlea

Family　ANGARIIDAE　カタベガイ科

Genus　Angaria　カタベガイ属

A. delphinus　リュウキュウカタベガイ
鹿児島, 徳之島　1978　A2004409

delphinus, Angaria

A. delphinus melanacantha　ミサカエカタベガイ
沖縄, 石垣島　1986　A2004408

melanacantha, Angaria delphinus

A. neglecta　カタベガイ
和歌山, 名田楠井　1980　A2004411

和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2004653

neglecta, Angaria

A. aculeata　ソメワケカタベガイ
鹿児島, 沖永良部島　1980　A2004412

aculeata, Angaria

A. distorta　ベニカタベガイ
和歌山, 南部町　1988　A2004410

distorta, Angaria

Family　TURBINIDAE　リュウテン科

Subfamily　TURBININAE　リュウテン亜科

Genus　Turbo　リュウテン属

Subgenus　Turbo　リュウテン亜属

T. (T.) petholatus　リュウテンサザエ
鹿児島, 徳之島　1972.8　A2001497

petholatus, Turbo

T. (T.) reevei　タツマキサザエ
和歌山, 南部町　1986.11　A2001496

reevei, Turbo

Subgenus　Marmarostoma　キングチサザエ亜属

T. (M.) argyrostomus argyrostomus　チョウセンサザエ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1960　A2001499

argyrostomus, Turbo　＆　argyrostomus, Turbo argyrostomus

T. (M.) stenogyrum　コシタカサザエ
和歌山, 日の岬　1962　A2001493

和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2004651

鹿児島, 徳之島　1963.8　A2001492

stenogyrum, Turbo

Subgenus　Collopomella　ニシキサザエ亜属

T. (C.) excellens　ニシキサザエ
遠州灘　1968　A2001495

excellens, Turbo

Subgenus　Batillus　サザエ亜属

T. (B.) cornutus　サザエ
日本海近海　1980　A2000959

和歌山　1960.7　A2001498

不明　1980　A2005079

不明　不明　A2004154

cornutus, Turbo
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Genus　Lunella　オオベソスガイ属

L. cinerea　オオベソスガイ
沖縄, 宮古島　1964　A2001485

cinerea, Lunella

L. granulata　カンギクガイ
鹿児島, 徳之島　1963.8　A2001484

沖縄, 石垣島　1987.8　A2001483

granulata, Lunella

L. coronata coreensis　スガイ
兵庫, 南淡町由良成ケ島　1989.4　A2001482

coronata, Lunella　＆　coreensis, Lunella coronata

Subfamily　ASTRALIINAE　ウラウズガイ亜科

Genus　Astralium　ウラウズガイ属

Subgenus　Astralium　ウラウズガイ亜属

A. (A.) haematragum　ウラウズガイ
和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2004650

高知, 土佐市沖ノ島　1962.8　A2001487

haematragum, Astralium

A. (A.) heimburgi　カサウラウズガイ
和歌山, 南部町堺港　1986.11　A2001488

和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2004649

heimburgi, Astralium

A. (A.) okamotoi　オカモトウズガイ
和歌山, 南部町堺浜　1982　A2000570

okamotoi, Astralium

Subgenus　Distellifer　オオウラウズガイ亜属

A. (D.) rhodostoma　オオウラウズガイ
鹿児島, 奄美大島諸鈍　1964.8　A2001490

鹿児島, 奄美大島　1972　A2001489

rhodostoma, Astralium

Genus　Bolma　ハリサザエ属

Subgenus　Galeolastraea　カンスガイ亜属

B. (G.) guttata millegranosa　カンスガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962.8　A2001481

guttata, Bolma　＆　millegranosa, Bolma guttata

B. (G.) tamikoana shikamai　サメハダカンスガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962.8　A2001480

tamikoana, Bolma　＆　shikamai, Bolma tamikoana

Subgenus　Harisazaea　ハリサザエ亜属

B. (H.) modesta　ハリサザエ
和歌山, 名田楠井　1986.11　A2001486

modesta, Bolma

Genus　Guildfordia　リンボウガイ属

G. triumphans　リンボウガイ
和歌山, 名田楠井　1988.11　A2001478

和歌山, 名田楠井　1990　A2004708

和歌山, 南部町堺港　1989.3　A2004652

triumphans, Guildfordia

G. yoka　ハリナガリンボウガイ
高知, 土佐湾　1960　A2001479

yoka, Guildfordia

Genus　Pomaulax　ヒラサザエ属

P. japonica　ヒラサザエ
福井, 越前沖厨揚がり　1989　A2001491

japonica, Pomaulax

Subfamily　HOMALOPOMATINAE　サンショウガイ亜科

Genus　Homalopoma　サンショウガイ属

H. laevigatum　ミガキザンショウガイ
熊本, 牛深市沖　不明　A2000571

laevigatum, Homalopoma

Subfamily　BATHROPOMATINAE　サンショウスガイ亜科

Genus　Collonista　ムラサキサンショウスガイ属

C. costulosa　ムラサキサンショウスガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1960　A2001494

costulosa, Collonista

Suborder　NERITIMORPHA　蜑小舟亜目

Superfamily　NERITOIDEA　アマオブネ超科

Family　NERITOPSIDAE　アマガイモドキ科

Genus　Neritopsis　アマガイモドキ属

N. radula　アマガイモドキ
鹿児島, 喜界島　1962　A2002500

radula, Neritopsis

Family　NERITIDAE　アマオブネガイ科

Genus　Nerita　コシタカアマガイ属

Subgenus　Ritena　キバアマガイ亜属

N. (R.) helicinoides laevilabris　オビスジイシダタミアマオブネガイ
沖縄, 宮古島　1960　A2002503

helicinoides, Nerita　＆　laevilabris, Nerita helicinoides

N. (R.) undata　アラスジアマガイ
沖縄, 石垣島　1980.7　A2002501

undata, Nerita

N. (R.) plicata　キバアマガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1962　A2002509

plicata, Nerita

N. (R.) costata　フトスジアマガイ
鹿児島, 徳之島　1980　A2002514

沖縄, 石垣島川平　1985　A2002513

costata, Nerita

Subgenus　Theliostyla　アマオブネ亜属

N. (T.) chameleon　オオマルアマオブネガイ
鹿児島, 徳之島　1968.8　A2002507

chameleon, Nerita

N. (T.) albicilla　アマオブネガイ
沖縄, 石垣島　1980.8　A2002497

鹿児島, 沖永良部島　1965　A2002498

albicilla, Nerita

Subgenus　Amplinerita　ニシキアマオブネ亜属

N. (A.) polita　ニシキアマオブネガイ
和歌山, 白浜町　1968.7　A2002512

鹿児島, 奄美大島古仁屋　1980.7　A2002511

polita, Nerita

N. (A.) incerta　エナメルアマガイ
鹿児島, 加計呂磨島　1968.8　A2002506

incerta, Nerita

N. (A.) insculpta　リュウキュウアマガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村　1962.8　A2002516

insculpta, Nerita

Subgenus　Heminerita　アマガイ亜属

N. (H.) japonica　アマガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1965　A2002499

japonica, Nerita

Genus　Neritina　カバグチカノコ属

Subgenus　Vittina　シマカノコ亜属

N. (V.) turrita　シマカノコガイ
沖縄, 与那国島　1964　A2002510

turrita, Neritina

Genus　Clithon　イシマキ属

C. corone　イガカノコガイ
鹿児島, 奄美大島瀬戸内町油井　1962.7　A2002502

corone, Clithon

C. retropictus　イシマキガイ
鹿児島, 徳之島山　不明　A2002505

鹿児島, 徳之島山港　1862　A2002504

retropictus, Clithon

C. sowerbyanus　カノコガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村湯湾　1962.8　A2002508

sowerbyanus, Clithon

Family　SEPTARIIDAE　フネアマガイ科

Genus　Septaria　フネアマガイ属

S. porcellana　フネアマガイ
鹿児島, 奄美大島油井　1962.8　A2002515

porcellana, Septaria
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Family　PHENACOLEPADIDAE　ユキスズメガイ科

Genus　Phenacolepas　ユキスズメ属

P. crenulatus　ユキスズメガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1955　A2000585

crenulatus, Phenacolepas

Genus　Punctolepeta　アミメミヤコドリ属

P. minuta　アミメミヤコドリガイ
高知, 土佐湾　1962　A2000586

minuta, Punctolepeta

Superfamily　HYDROCENOIDEA　ゴマオカタニシ超科

Family　HYDROCENIDAE　ゴマオカタニシ科

Genus　Georissa　ゴマオカタニシ属

G. shikokuensis　ベニゴマオカタニシ
高知, 龍河洞　1969　A2003286

大分, 風鈴洞　1977.7.31　A2003288

山口, 秋芳洞近く　1938.4　A2003289

高知，石巻山　1957　A2003287

shikokuensis, Georissa

Superfamily　HELICINOIDEA　ヤマキサゴ超科

Family　HELICINIDAE　ヤマキサゴ科

Subfamily　HELICININAE　ヤマキサゴ亜科

Genus　Aphanoconia　オキナワヤマキサゴ属

A. verecunda degener　ヤセオキナワヤマキサゴ
鹿児島, 与論島　1962　A2003297

鹿児島, 徳之島山港部落　1962　A2003296

鹿児島, 沖永良部島和泊　1963.8.20　A2003298

verecunda, Aphanoconia　＆　degener, Aphanoconia verecunda

A. osumiense　オオスミヤマキサゴ
鹿児島, 喜界島　1955　A2003299

osumiense, Aphanoconia

A. yaeyamensis　ヤエヤマヤマキサゴ
沖縄, 石垣市石垣市墓地　1964　A2003300

yaeyamensis, Aphanoconia

Genus　Hemipoma　ハコダテヤマキサゴ属

H. hakodadiense　ハコダテヤマキサゴ
北海道, 礼文島　1987　A2003301

北海道, 稚内市　1980　A2003302

hakodadiense, Hemipoma

Subfamily　HENDERSONINAE　

Genus　Waldemaria　ヤマキサゴ属

W. japonica　ヤマキサゴ
滋賀, 河内風穴　1966.9.11　A2003291

滋賀, 伊吹山頂　1965　A2003290

japonica, Waldemaria

W. japonica uzenensis　ウゼンヤマキサゴ
岩手, 平泉中尊寺　1990.11　A2003292

uzenensis, Waldemaria japonica

W. japonica reinii　モミジヤマキサゴ
滋賀, 伊吹山麓上野薬師堂　1988.5　A2003293

岐阜, 伊吹山山麓　1988　A2004348

reinii, Waldemaria japonica

W. japonica expolita　ヌリツヤヤマキサゴ
兵庫, 洲本市先山　1989.5　A2003295

兵庫, 洲本市先山千光寺　1989.5.10　A2004202

兵庫, 神戸市丹生山　1977　A2004204

兵庫, 神戸市布中央区引上流市原　1960.6　A2003294

兵庫, 神戸市北区小部　1970　A2004203

expolita, Waldemaria japonica

Order　LEPETELLIDA　深海白笠目

Superfamily　COCCULINOIDEA　ワタゾコシロガサ超科

Family　COCCULINIDAE　ワタゾコシロガサガイ科

Genus　Cocculina　ワタゾコシロガサ属

C. japonica japonica　ワタゾコシロガサガイ
高知, 土佐湾　1960　A2000587

japonica, Cocculina　＆　japonica, Cocculina japonica

C. japonica unicinata　ワシバナワタゾコシロガサガイ
福井, 越前沖　1970　A2000588

unicinata, Cocculina japonica

C. nipponica　ニッポンワタゾコシロガサガイ
高知, 土佐湾　1960　A2000589

nipponica, Cocculina

C. punctoradiata　ミソノワタゾコシロガサガイ
高知, 土佐湾　1960　A2000590

punctoradiata, Cocculina

Order　MESOGASTROPODA　中腹足目

Superfamily　CYCLOPHOROIDEA　ヤマタニシ超科

Family　CYCLOPHORIDAE　ヤマタニシ科

Subfamily　CYCLOPHORINAE　ヤマタニシ亜科

Genus　Leptopoma　アオミオカタニシ属

Subgenus　Leptopoma　アオミオカタニシ亜属

L. (L.) nitidum　アオミオカタニシ
沖縄, 首里城　1965.11　A2003303

nitidum, Leptopoma

Genus　Cyclophorus　ヤマタニシ属

C. turgidus turgidus　オキナワヤマタニシ
沖縄, 南部　1970　A2003307

沖縄, 首里城　1964.11　A2003306

turgidus, Cyclophorus　＆　turgidus, Cyclophorus turgidus

C. turgidus radians　ヤエヤマヤマタニシ
沖縄, 石垣島　1970　A2003308

radians, Cyclophorus turgidus

C. turgidus miyakoensis　ミヤコヤマタニシ
沖縄, 宮古島大野山　1965.11　A2003309

miyakoensis, Cyclophorus turgidus

C. hirasei　オオヤマタニシ
鹿児島, 奄美大島宇検村湯湾岳　1966　A2003304

hirasei, Cyclophorus

C. hirasei oshimanus　オオシマヤマタニシ
鹿児島, 奄美大島宇検村湯湾　1966.8　A2003305

oshimanus, Cyclophorus hirasei

C. herklotsi　ヤマタニシ
兵庫, 南淡町沼島八幡宮　1989.9　A2003312

兵庫, 三原郡南淡町沼島八幡宮　1989.9　A2004206

兵庫, 神戸市北区藍那　1989　A2004205

高知, 土佐市沖ノ島　1962.5　A2003311

滋賀, 河内風穴　1966.9　A2003310

herklotsi, Cyclophorus

Genus　Platyrhaphe　イトマキアツブタガイ属

P. hirasei yonakunijimanus　ヨナクニアツブタガイ
沖縄, 与那国島祖納　1972.3　A2003318

hirasei, Platyrhaphe　＆　yonakunijimanus, Platyrhaphe hirasei

P. hirasei yaeyamensis　ヤエヤマヒラセアツブタガイ
沖縄, 石垣島ノヤシ園　1965.11　A2003319

yaeyamensis, Platyrhaphe hirasei

Genus　Cyclotus　アツブタガイ属

Subgenus　Procyclotus　アツブタガイ亜属

C. (P.) taivanus peraffinis　ヤエヤマアツブタガイ
沖縄, 石垣島ノヤシ園　1965　A2003323

taivanus, Cyclotus　＆　peraffinis, Cyclotus taivanus

C. (P.) campanulatus campanulatus　アツブタガイ
兵庫, 洲本市先山千光寺　1987.11.1　A2004208

徳島, 焼山寺　1970.11　A2003321

山口, 美祢市　1969　A2003322

兵庫, 神戸市夢野山　1962　A2003320

兵庫, 神戸市北区有馬鼓ケ滝　1989.6.3　A2004209

campanulatus, Cyclotus　＆　campanulatus, Cyclotus campanulatus

Genus　Nakadaella　ミジンヤマタニシ属

N. micron　ミジンヤマタニシ
鹿児島, 徳之島井ノ川岳　1967　A2003324

micron, Nakadaella
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Family　SPIROSTOMATIDAE　ヤマクルマガイ科

Genus　Spirostoma　ヤマクルマ属

S. japonicum japonicum　ヤマクルマガイ
兵庫, 洲本市先山　1960.1　A2003314

滋賀, 蒲生郡日野町　1970　A2003313

兵庫, 洲本市先山千光寺　1991.8.31　A2004207

和歌山, 有田郡白崎　1956　A2003316

宮崎, 宮崎神社　1968　A2003315

japonicum, Spirostoma　＆　japonicum, Spirostoma japonicum

S. japonicum nakadai　ヒメヤマクルマガイ
鹿児島, 屋久島安房　1970　A2003317

nakadai, Spirostoma japonicum

Family　ALYCAEDAE　ムシオイガイ科

Genus　Chamalycaeus　ムシオイガイ属

C. oshimanus　オオシマムシオイガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村湯湾岳　1966.8　A2003333

oshimanus, Chamalycaeus

C. hirasei　ミヤコムシオイ
和歌山, 紀伊長島　1968　A2003338

京都, 京都市東山若王子社　1961　A2003337

hirasei, Chamalycaeus

C. japonicus japonicus　カントウムシオイ
静岡, 湯ケ原五所神社　1976　A2003334

japonicus, Chamalycaeus　＆　japonicus, Chamalycaeus japonicus

C. pilsbryi　ピルスブリイムシオイガイ
兵庫, 神戸市夢野山　1980　A2004216

兵庫, 神戸市灘区摩那山　1972　A2003335

兵庫, 神戸市須磨区山畑町　1980　A2004214

兵庫, 神戸市須磨区高倉町　1991.11.24　A2004215

pilsbryi, Chamalycaeus

C. japonica sadoensis　サドムシオイガイ
新潟, 両津市佐渡島　不明　A2004288

japonica, Chamalycaeus　＆　sadoensis, Chamalycaeus japonica

C. satsumanus awaensis　アワムシオイ
高知, 土佐市沖ノ島母島　1956.8　A2003336

satsumanus, Chamalycaeus　＆　awaensis, Chamalycaeus satsumanus

C. tsushimanus　ツシマムシオイ
長崎, 対島佐須奈御子神社　1967.7　A2003339

tsushimanus, Chamalycaeus

C. tadai　タダムシオイガイ
山口, 萩市見島　不明　A2004289

tadai, Chamalycaeus

Subgenus　Sigmacharax　イトウムシオイ亜属

C. (S.) itonis itonis　イトウムシオイガイ
鹿児島, 美濃郡匹見町裏匹見峡　1988　A2004290

itonis, Chamalycaeus　＆　itonis, Chamalycaeus itonis

Genus　Awalycaeus　アツブタムシオイ属

A. abei　アツブタムシオイガイ
徳島, 那賀郡木頭村　不明　A2004291

abei, Awalycaeus

Family　PUPINIDAE　アズキガイ科

Subfamily　PUPINELLINAE　アズキガイ亜科

Genus　Pupinella　アズキガイ属

Subgenus　Pupinopsis　アズキガイ亜属

P. (P.) rufa　アズキガイ
兵庫, 宝塚市中山寺　1966　A2003330

兵庫, 神戸市灘区甲南大学裏山　1966.6　A2004212

兵庫, 神戸市東灘区御影　1956　A2003329

兵庫, 神戸市東灘区弓弦羽神社　1991.11.10　A2004213

兵庫, 洲本市先山千光寺　1991.8.31　A2004211

鹿児島, 鹿児島市城山　1966.8　A2003328

高知, 宿毛市鵜来島　1961　A2003332

宮崎, 青島　1966　A2003331

兵庫, 揖保郡揖保川町大門　1990.7.1　A2004210

rufa, Pupinella

P. (P.) oshimae　オオシマアズキガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村湯湾　1963.9　A2003325

oshimae, Pupinella

P. (P.) oshimae tokunoshimana　トクノシマアズキガイ
鹿児島, 徳之島白井　1967.3　A2003326

tokunoshimana, Pupinella oshimae

P. (P.) funatoi　フナトウアズキガイ
鹿児島, 屋久島安房　1951　A2003327

funatoi, Pupinella

Family　DIPLOMMATINIDAE　ゴマガイ科

Subfamily　DIPLOMMATININAE　ゴマガイ亜科

Genus　Arinia　シリブトゴマガイ属

A. japonica　シリブトゴマガイ
熊本, 玉名郡,稲作　1969　A2003340

japonica, Arinia

Genus　Palaina　ヒダリマキゴマガイ属

Subgenus　Cylindropalaina　ヒダリマキゴマガイ亜属

P. (C.) pusilla pusilla　ヒダリマキゴマガイ
兵庫, 神戸市灘区摩那山　1981　A2004218

兵庫, 神戸市灘区摩那山　1962　A2003342

山梨, 身延山　1967　A2003341

兵庫, 宝塚市売布神社　1979.3.24　A2004217

pusilla, Palaina　＆　pusilla, Palaina pusilla

Genus　Diplommatina　ゴマガイ属

Subgenus　Sinica　ゴマガイ亜属

D. (S.) labiosa labiosa　イブキゴマガイ
神奈川, 箱根芦ノ湖畔　1968　A2003343

滋賀, 伊吹山　不明　A2003345

岐阜, 金生山　1960　A2003344

labiosa, Diplommatina　＆　labiosa, Diplommatina labiosa

D. (S.) labiosa tenuiplica　オオウエゴマガイ
兵庫, 姫路市書写山　1972　A2003348

兵庫, 津名郡伊勢ノ森　1960　A2003346

兵庫, 赤穂郡上郷町万勝院　1980.3.30　A2004353

兵庫, 神戸市東灘保久良神社　1972　A2003347

兵庫, 神戸市丹生山　1980　A2004219

tenuiplica, Diplommatina labiosa

D. (S.) shikokuensis shikokuensis　シコクゴマガイ
徳島, 石立山　1966　A2003349

shikokuensis, Diplommatina　＆　shikokuensis, Diplommatina shikokuensis

D. (S.) shikokuensis tairyujiensis　タイリュウジゴマガイ
徳島, 阿南市加茂谷水井　1972　A2003350

tairyujiensis, Diplommatina shikokuensis

D. (S.) shikokuensis wasioi　ワシオゴマガイ
徳島, 海南町大山神社　1972　A2003351

wasioi, Diplommatina shikokuensis

D. (S.) shikokuensis lutea　ミドリゴマガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962.5　A2003352

lutea, Diplommatina shikokuensis

D. (S.) immersidens　ミヤコゴマガイ
沖縄, 宮古島　1964.11　A2003365

immersidens, Diplommatina

D. (S.) kiiensis ishimakiensis　イシマキゴマガイ
宮城, 石巻山　1960　A2003353

kiiensis, Diplommatina　＆　ishimakiensis, Diplommatina kiiensis

D. (S.) ultima tsukushiana　ツクシゴマガイ
大分, 英彦山　1958.6　A2003355

福岡, 筑前平尾台　1962　A2003354

ultima, Diplommatina　＆　tsukushiana, Diplommatina ultima

D. (S.) nipponensis　ヤマトゴマガイ
神奈川, 箱根芦ノ湖畔　1960　A2003356

nipponensis, Diplommatina

D. (S.) kobelti　コベルトゴマガイ
高知, 高知市荒倉　1967　A2003357

兵庫, 赤穂郡上郷町万勝院　1980.3.30　A2004350

kobelti, Diplommatina

D. (S.) ampla　オオコベルトゴマガイ
長崎, 五島列島　1969　A2003358

ampla, Diplommatina

D. (S.) tosanella abei　アベゴマガイ
香川, 三好郡山城村桑山　1972　A2003359

tosanella, Diplommatina　＆　abei, Diplommatina tosanella
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D. (S.) cassa　ゴマガイ
兵庫, 宍粟郡一宮町須行　1990.6.30　A2004349

石川, 白山飛騨側　1971.8　A2003361

山梨, 明野村芳岳　1960　A2003360

兵庫, 揖保郡新宮町　1989　A2004220

cassa, Diplommatina

D. (S.) tanegashimae kyushuensis　キュウシュウゴマガイ
福岡, 英彦山　1982　A2003362

tanegashimae, Diplommatina　＆　kyushuensis, Diplommatina tanegashimae

D. (S.) ujiinsularis　ウジグントウゴマガイ
鹿児島, 宇治群島　1991　A2004292

ujiinsularis, Diplommatina

D. (S.) yakushimae　ヤクジマゴマガイ
鹿児島, 屋久島宮の浦　1990.8　A2003363

yakushimae, Diplommatina

D. (S.) saginata　ハラブトゴマガイ
鹿児島, 与路島　1960　A2003364

saginata, Diplommatina

Superfamily　VIVIPAROIDEA　タニシ超科

Family　VIVIPARIDAE　タニシ科

Subfamily　VIVIPARINAE　

Genus　Heterogen　ナガタニシ属

H. longispira　ナガタニシ
滋賀, 堅田漁港揚がり（琵琶湖）　1980.4　A2003236

滋賀, 堅田（琵琶湖）　1970.2　A2003237

longispira, Heterogen

Subfamily　BELLAMYINAE　タニシ亜科

Genus　Cipangopaludina　タニシ属

C. chinensis laeta　マルタニシ
鹿児島, 奄美大島大和村　1967　A2003235

chinensis, Cipangopaludina　＆　laeta, Cipangopaludina chinensis

C. japonica　オオタニシ
兵庫, 神戸市六甲森林植物園　1978　A2003234

兵庫, 三田市　1990　A2004198

japonica, Cipangopaludina

Genus　Sinotaia　ヒメタニシ属

S. histrica　ヒメタニシ
兵庫, 西宮市甲陽園大池　1980.6　A2003238

兵庫, 三田市　1990　A2004200

histrica, Sinotaia

Superfamily　VALVATOIDEA　ミズシタダミ超科

Family　VALVATATIDAE　ミズシタダミ科

Genus　Cincinna　ニホンミズシタダミ属

Subgenus　Siberovalvata　

C. (S.) piscinalis japonica　ニホンミズシタダミ
滋賀, 琵琶湖　1960　A2003240

piscinalis, Cincinna　＆　japonica, Cincinna piscinalis

Superfamily　LITTORINOIDEA　タマキビガイ超科

Family　LITTORINIDAE　タマキビガイ科

Subfamily　LITTORININAE　タマキビガイ亜科

Genus　Littorina　タマキビ属

Subgenus　Ezolittorina　エゾタマキビ亜属

L. (E.) squalida　エゾタマキビガイ
北海道　1986　A2001476

squalida, Littorina

Subgenus　Littorina　タマキビ亜属

L. (L.) brevicula　タマキビガイ
北海道, 留萌市　1960　A2001464

兵庫, 南淡町由良　1962　A2001463

brevicula, Littorina

L. (L.) mandschurica　アツタマキビガイ
北海道, 留萌市　1960　A2001465

北海道, 小樽市　1970　A2001466

mandschurica, Littorina

Genus　Neritrema　クロタマキビ属

N. sitkana　クロタマキビガイ
北海道, 礼文島　1987.1　A2001469

sitkana, Neritrema

Genus　Granulilittorina　タイワンタマキビ属

G. millegrana　タイワンタマキビガイ
沖縄, 石垣島　1970　A2001475

沖縄, 石垣島　1989　A2001471

鹿児島, 与路島　1989.8　A2001474

millegrana, Granulilittorina

G. exigua　アラレタマキビ
鹿児島, 屋久島　1990　A2001473

兵庫, 南淡町鳴門岬　1963　A2001472

exigua, Granulilittorina

Genus　Nodilittorina　イボタマキビ属

N. pyramidalis　イボタマキビガイ
鹿児島, 与論島　1960　A2001467

沖縄, 与那国島　1986　A2001468

pyramidalis, Nodilittorina

Genus　Littoraria　ウズラタマキビ属

L. undulata　ホソスジウズラタマキビガイ
鹿児島, 与路島　1989.8　A2001455

沖縄, 石垣島　1986　A2001454

undulata, Littoraria

L. coccinea　テリタマキビガイ
沖縄, 石垣島　1982　A2001453

鹿児島, 奄美大島　1962　A2001452

coccinea, Littoraria

L. pintado　コウダカタマキビガイ
沖縄, 西表島　1989　A2001460

鹿児島, 与路島　1968　A2001459

pintado, Littoraria

L. scabra scabra　ウズラタマキビガイ
沖縄, 宮古島　1964　A2001458

沖縄, 石垣島　不明　A2001457

鹿児島, 喜界島　1965.9　A2001456

scabra, Littoraria　＆　scabra, Littoraria scabra

L. scabra strigata　マルウズラタマキビガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村　1991.7　A2004661

広島, 宮島　1967　A2001461

strigata, Littoraria scabra

L. conica　イロタマキビガイ
沖縄, 西表島船浦　1990　A2001462

conica, Littoraria

Genus　Peasiella　コビトウラウズ属

P. roepstorffiana　コビトウラウズガイ
和歌山, 有田郡白崎　1967　A2001477

roepstorffiana, Peasiella

Subfamily　TECTARIINAE　イガタマキビ亜科

Genus　Tectarius　イガタマキビ属

T. coronatus　イガタマキビガイ
沖縄, 与那国島　1978　A2001470

coronatus, Tectarius

Subfamily　ECHININAE　コンペイトウガイ亜科

Genus　Echininus　コンペイトウガイ属

E. cumingii spinulosus　コンペイトウガイ
沖縄, 西表島　1990.8　A2001449

沖縄, 石垣島　1982　A2001450

鹿児島, 沖永良部島　1962　A2001448

鹿児島, 徳之島　1968　A2001451

cumingii, Echininus　＆　spinulosus, Echininus cumingii

Superfamily　RISSOIDEA　リソツボ超科

Family　HYDROBIIDAE　ミズツボ科

Subfamily　BYTHINELLINAE　ミジンニナ亜科

Genus　Bythinella　ホラアナミジンニナ属

Subgenus　Moria　ホラアナミジンニナ亜属

B. (M.) nipponica akiyoshiensis　アキヨシホラアナミジンニナ
福岡, 古処山　1960　A2003246

nipponica, Bythinella　＆　akiyoshiensis, Bythinella nipponica

B. (M.) nipponica kikuchii　ヒコサンミジンニナ
福岡, 英彦山　1960　A2003245

kikuchii, Bythinella nipponica
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Family　BITHYNIIDAE　エゾマメタニシ科

Genus　Bithynia　エゾマメタニシ属

B. inabai　イナバマメタニシ
兵庫, 神崎郡福崎町西田黒　1989.7.13　A2004351

inabai, Bithynia

Genus　Parafossarulus　マメタニシ属

P. manchouricus japonicus　マメタニシ
滋賀, 余呉湖　1979.9　A2003239

manchouricus, Parafossarulus　＆　japonicus, Parafossarulus manchouricus

Family　POMATIOPSIDAE　イツマデガイ科

Genus　Oncomelania　ミゾヒダニナ属

Subgenus　Katayama　カタヤマガイ亜属

O. (K.) nosophora　カタヤマガイ
山梨, 甲府市近く　1966　A2003241

nosophora, Oncomelania

Family　TRUNCATELLIDAE　クビキレガイ科

Genus　Truncatella　クビキレガイ属

T. guerinii　クビキレガイ
鹿児島, 喜界島　1956　A2003384

沖縄, 那覇空港近く　1964　A2003387

鹿児島, 沖永良部島　1960　A2003386

鹿児島, 喜界島　1956　A2003385

guerinii, Truncatella

Family　STENOTHYRIDAE　ミズゴマツボ科

Genus　Stenothyra　ミズゴマツボ属

S. glabra　ミズゴマツボ
大阪府, 大阪市新淀川　1962　A2003243

glabra, Stenothyra

S. basiangulata　オキナワミズゴマツボ
沖縄, 中城村大城　1970　A2003242

basiangulata, Stenothyra

S. thermaecola　オンセンゴマツボ
大分, 湯布院金鱗湖　1965　A2003244

thermaecola, Stenothyra

Family　FAIRBANKIIDAE　ワカウラツボ科

Genus　Fluviocingula　カワグチツボ属

F. elegantula　カワグチツボ
福岡, 大牟田市黒崎　1960　A2003254

elegantula, Fluviocingula

Family　ASSIMINEIDAE　カワザンショウガイ科

Subfamily　ASSIMINEINAE　カワザンショウガイ亜科

Genus　Assiminea　カワザンショウガイ属

Subgenus　Assiminea　カワザンショウガイ亜属

A. (A.) estuarina　ツブカワザンショウ
鹿児島, 串木野　1960　A2003247

estuarina, Assiminea

A. (A.) japonica　カワザンショウガイ
和歌山, 和歌山市紀ノ川口　1970　A2003248

兵庫, 高砂市加古川川口　1982.7.11　A2004221

japonica, Assiminea

Subgenus　Pseudomphala　アズキカワザンショウガイ亜属

A. (P.) latericea miyazakii　アズキカワザンショウ
福岡, 柳川市沖の端川川口　1971　A2003249

latericea, Assiminea　＆　miyazakii, Assiminea latericea

Genus　Angustassiminea　クリイロカワザンショウ属

A. castanea　クリイロカワザンショウ
鹿児島, 串木野　1960　A2003251

兵庫, 高砂市加古川川口　1960　A2003250

castanea, Angustassiminea

A. yoshidayukioi　ヨシダカワザンショウガイ
兵庫, 高砂市加古川川口　1982.7.11　A2004223

和歌山, 紀ノ川　1960　A2003253

yoshidayukioi, Angustassiminea

A. parasitologica　ムシヤドリカワザンショウ
兵庫, 高砂市加古川川口　1982.7.11　A2004222

大阪府, 新淀川　1961　A2003252

parasitologica, Angustassiminea

Superfamily　CERITHIOIDEA　オニノツノガイ超科

Family　THIARIDAE　トウガタカワニナ科

Genus　Thiara　トウガタカワニナ属

Subgenus　Plotiopsis　トウガタカワニナ亜属

T. (P.) scabra　トウガタカワニナ
鹿児島, 奄美大島西古見セトウチ町　1965.8　A2003262

鹿児島, 奄美大島諸鈍　1960.8　A2003264

沖縄, 石垣島川平　1960.8　A2003263

scabra, Thiara

Genus　Tarebia　イボアヤカワニナ属

T. granifera　イボアヤカワニナ
鹿児島, 与路島　1960.8　A2003265

granifera, Tarebia

Genus　Melanoides　ヌノメカワニナ属

M. tuberculatus　ヌノメカワニナ
鹿児島, 奄美大島瀬戸内町与路島　1958.8　A2003266

沖縄, 石垣島米原　1976.7　A2003267

tuberculatus, Melanoides

Family　PLEUROCERIDAE　カワニナ科

Subfamily　PLEUROCERINAE　カワニナ亜科

Genus　Semisulcospira　カワニナ属

S. libertina　カワニナ
兵庫, 竹野　1962.6　A2003268

大分, 湯布院金鱗湖畔　1968.11　A2003269

libertina, Semisulcospira

S. kurodai　クロダカワニナ
兵庫, 三田市新三田駅近く南側　1961.5　A2003273

kurodai, Semisulcospira

S. decipiens reticulata　カゴメカワニナ
滋賀, 堅田漁港　1968　A2003270

decipiens, Semisulcospira　＆　reticulata, Semisulcospira decipiens

S. nakasekoae　ナカセコカワニナ
京都, 宇治駅近く宇治川　1990.6.19　A2003271

nakasekoae, Semisulcospira

S. nipponica　ヤマトカワニナ
滋賀, 塩津（琵琶湖）　1975.6　A2003272

nipponica, Semisulcospira

Family　PLANAXIDAE　ゴマフニナ科

Genus　Fissilabia　コゲニナ属

F. decollata　コゲニナ
沖縄, 石垣島　1965　A2004456

decollata, Fissilabia

Family　CERITHIIDAE　オニノツノガイ科

Subfamily　CERITHIINAE　オニノツノガイ亜科

Genus　Cerithium　オニノツノガイ属

C. echinatum　メオニノツノガイ
高知, 土佐市柏島　1958　A2001623

沖縄, 宮古島　1964.11　A2001624

echinatum, Cerithium

C. columna　コオニノツノガイ
高知, 土佐市柏島　1958　A2001626

沖縄　1970　A2001625

columna, Cerithium

C. kobelti　コベルトカニモリガイ
兵庫, 香住町　1960　A2005049

kobelti, Cerithium

C. munituｍ　カタツノブエガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1957　A2004400

munituｍ, Cerithium

C. strigmosum　クリフカニモリガイ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1970　A2004393

strigmosum, Cerithium
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Genus　Ischnocerithium　ハシナガツノブエ属

I. rostratum　ハシナガツノブエガイ
鹿児島, 奄美大島瀬戸内町安脚場　1957　A2004399

rostratum, Ischnocerithium

Genus　Semivertagus　クリムシカニモリ属

S. nesioticus　クリムシカニモリガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1960　A2001629

和歌山, 潮岬　1950　A2004394

nesioticus, Semivertagus

S. interstriatus　メオトスジカニモリガイ
鹿児島, 徳之島喜念　1970　A2004392

interstriatus, Semivertagus

S. alveolus　ゴマフカニモリガイ
沖縄, 石垣島　1980　A2001628

鹿児島, 喜界島　1955　A2004391

alveolus, Semivertagus

S. zebrus　ハナカニモリガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1966　A2004390

zebrus, Semivertagus

Genus　Bittium　ノミカニモリ属

B. glareosum　ノミカニモリガイ
和歌山, 潮岬　1950　A2004402

glareosum, Bittium

B. aleutaceum　ダンダラノミカニモリガイ
鹿児島, 喜界島　1950　A2004403

aleutaceum, Bittium

Genus　Plesiotrochus　チグサカニモリ属

P. acutangulus　チグサカニモリガイ
石川, 富来　1960　A2004405

acutangulus, Plesiotrochus

Genus　Clypeomorus　カスリカニモリ属

C. irrorata　セムシツノブエガイ
沖縄, 石垣島川平　1970　A2001613

irrorata, Clypeomorus

C. humilis　カヤノミカニモリガイ
鹿児島, 奄美大島　1956　A2001620

humilis, Clypeomorus

C. armatus　ヨロイツノブエガイ
沖縄, 宮古島　1965　A2004401

鹿児島, 奄美大島名瀬　1958　A2001627

armatus, Clypeomorus

C. coralia　コゲツノブエガイ
和歌山, 西牟婁郡串本町　1950　A2004398

鹿児島, 奄美大島宇検村湯湾　1962　A2001612

鹿児島, 奄美大島湯湾　1960　A2001614

coralia, Clypeomorus

C. petrosus　アラレカニモリガイ
鹿児島, 喜界島　1960.4　A2001619

沖縄, 石垣島石垣港　1965　A2004396

沖縄, 石垣島石垣港　1964　A2001618

petrosus, Clypeomorus

C. chemnitziana　クワノミカニモリガイ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2001615

沖縄, 西表島　1980　A2001616

鹿児島, 奄美大島瀬戸内町与路島　1966　A2004395

chemnitziana, Clypeomorus

C. monifera　クチムラサキカニモリガイ
沖縄, 石垣島川平　1965　A2001621

鹿児島, 沖永良部島　1968　A2001610

monifera, Clypeomorus

C. subbrevicula　オオシマカニモリガイ
鹿児島, 奄美大島　1980　A2001611

subbrevicula, Clypeomorus

C. trailli trailli　チュウクワノミカニモリガイ
沖縄, 石垣島　1965　A2001622

trailli, Clypeomorus　＆　trailli, Clypeomorus trailli

C. trailli kikaiensis　ヒメクワノミカニモリガイ
鹿児島, 喜界島　1960　A2001617

沖縄, 宮古島　1965　A2004397

kikaiensis, Clypeomorus trailli

Genus　Colina　エビガイ属

C. macrostoma　エビガイ
鹿児島, 沖永良部島　1970　A2004404

macrostoma, Colina

Genus　Rhinoclavis　タケノコカニモリ属

Subgenus　Rhinoclavis　タケノコカニモリ亜属

R. (R.) vertagus　タケノコカニモリガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1961　A2001605

沖縄, 石垣島川平　1982　A2001604

vertagus, Rhinoclavis

R. (R.) aspera　ヨコワカニモリガイ
沖縄, 石垣島川平　1982　A2001602

鹿児島, 沖永良部島　1970　A2004406

aspera, Rhinoclavis

R. (R.) fasciata　ナガタケノコカニモリガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2001603

fasciata, Rhinoclavis

R. (R.) articulata　カザリカニモリガイ
高知, 土佐市柏島　1958　A2001608

高知, 土佐市沖ノ島　1954　A2004407

articulata, Rhinoclavis

R. (R.) sinensis　トウガタカニモリガイ
高知, 土佐市柏島　1958　A2001607

sinensis, Rhinoclavis

R. (R.) sordidula　ヒメカニモリガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1970　A2001609

sordidula, Rhinoclavis

R. (R.) kochi　カニモリガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000981

和歌山　1960　A2001606

kochi, Rhinoclavis

Family　ORECTOSPIRIDAE　ウラウズカニモリガイ科

Genus　Orectospira　ウラウズカニモリ属

O. tectiforme　ウラウズカニモリガイ
愛知, 三河一色揚がり　1973　A2004514

tectiforme, Orectospira

Family　DIALIDAE　スズメハマツボ科

Genus　Diala　スズメハマツボ属

D. varia　スズメハマツボ
和歌山, 和歌山市水軒浜　1955　A2004435

varia, Diala

D. sulcifera　コキザミハマツボ
和歌山, 西牟婁郡串本町　1968　A2004436

sulcifera, Diala

Family　LITIOPIDAE　ミジンウキツボ科

Genus　Styliferina　ハリウキツボ属

S. goniochila　ハリウキツボ
和歌山, 潮岬　1962　A2004433

和歌山, 和歌山市水軒浜　1960　A2004432

goniochila, Styliferina

Genus　Diffalaba　シマハマツボ属

D. picta vitrea　ハリハマツボ
三重, 津　1962　A2004434

picta, Diffalaba　＆　vitrea, Diffalaba picta

Family　DIASTOMATIDAE　モツボ科

Genus　Eufenella　サナギモツボ属

E. pupoides　モツボ
兵庫, 香住町下ノ浜　1970　A2004431

pupoides, Eufenella

E. rufocincta　シマモツボ
和歌山, 和歌山市水軒浜　1955　A2004430

rufocincta, Eufenella

E. subpellucida　ツヤモツボ
和歌山, 和歌山市水軒浜　1960　A2004429

subpellucida, Eufenella
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Family　SCALIOLIDAE　スナモチツボ科

Genus　Scaliola　スナモチツボ属

S. bella　スナモチツボ
和歌山, 和歌山市水軒浜　1955　A2004428

bella, Scaliola

S. glareosa　チビスナモチツボ
和歌山, 和歌山市水軒浜　1960　A2004427

glareosa, Scaliola

Family　POTAMIDIDAE　ウミニナ科

Subfamily　POTAMIDINAE　ウミニナ亜科

Genus　Cerithidea　フトヘナタリ属

C. phizophorarum　フトヘナタリガイ
鹿児島, 種子島　1982.4　A2002575

phizophorarum, Cerithidea

C. rhizophorarum morchii　イトカケヘナタリガイ
沖縄, 那覇空港近く　1964　A2002572

rhizophorarum, Cerithidea　＆　morchii, Cerithidea rhizophorarum

C. largillierti　クロヘナタリガイ
福岡, 博多湾　1978　A2002574

largillierti, Cerithidea

C. cingulata　ヘナタリガイ
鹿児島, 種子島　1980　A2002576

cingulata, Cerithidea

C. djadjariensis　カワアイガイ
鹿児島, 奄美大島湯湾　1962.8　A2002573

djadjariensis, Cerithidea

Genus　Terebralia　マドモチウミニナ属

T. sulcata　マドモチウミニナ
沖縄　1972　A2002578

沖縄, 石垣島　1972　A2002577

sulcata, Terebralia

Family　TURRITELLIDAE　キリガイダマシ科

Subfamily　TURRITELLINAE　キリガイダマシ亜科

Genus　Torcula　シロキリガイダマシ属

T. monilifera　シロキリガイダマシ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2001601

monilifera, Torcula

Genus　Kurosioia　ヒメキリガイダマシ属

K. cingulifera　ヒメキリガイダマシ
鹿児島, 奄美大島西古見　1962　A2001600

cingulifera, Kurosioia

Genus　Neohastator　エゾキリガイダマシ属

N. fortilirata　エゾキリガイダマシ
北海道, 利尻水道　1972　A2001599

fortilirata, Neohastator

N. andenensis　フジタキリガイダマシ
北海道, 北見市　1989　A2000569

andenensis, Neohastator

Family　VERMETIDAE　ムカデガイ科

Genus　Serpulorbis　オオヘビガイ属

Subgenus　Cladopoda　オオヘビガイ亜属

S. (C.) imbricatus　オオヘビガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000967

imbricatus, Serpulorbis

Superfamily　STROMBOIDEA　ソデボラ超科

Family　STROMBIDAE　ソデボラ科

Genus　Terebellum　トンボガイ属

Subgenus　Terebellum　トンボガイ亜属

T. (T.) terebellum　トンボガイ
沖縄, 宮古島　1964　A2001581

terebellum, Terebellum

Genus　Laevistrombus　スイショウガイ属

L. canarium canarium　サザナミスイショウガイ
沖縄, 馬天　1964　A2001564

canarium, Laevistrombus　＆　canarium, Laevistrombus canarium

L. canarium turturella　スイショウガイ
遠州灘　1970　A2001565

turturella, Laevistrombus canarium

Genus　Tricornis　ゴホウラ属

T. thersites　アツソデガイ
沖縄, 宮古島　1965　A2004697

沖縄, 石垣島　1972　A2001587

thersites, Tricornis

T. latissimus　ゴホウラ
鹿児島, 徳之島　1962　A2004699

鹿児島, 奄美大島　1976　A2001588

鹿児島, 沖永良部島　1976　A2004540

latissimus, Tricornis

T. sinuatus　ヒメゴホウラ
沖縄, 石垣島　1974　A2001589

沖縄, 宮古島　1964　A2004698

sinuatus, Tricornis

Genus　Canarium　オハグロガイ属

C. urceus　オハグロガイ
鹿児島, 奄美大島　1972　A2001571

urceus, Canarium

C. labiatus　フトスジムカシタモトガイ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2001572

labiatus, Canarium

C. microurceum　ヤサガタムカシタモトガイ
和歌山, 有田郡白崎　1960.7　A2001568

microurceum, Canarium

C. mutabilis　ムカシタモトガイ
鹿児島, 奄美大島　1976　A2001574

mutabilis, Canarium

C. erithrinus erithrinus　チリメンムカシタモトガイ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2001573

erithrinus, Canarium　＆　erithrinus, Canarium erithrinus

C. fragilim　マクラソデガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2001567

fragilim, Canarium

C. dentatus　ミツユビガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2001566

dentatus, Canarium

Genus　Dolomena　オハグロシドロ属

D. plicatus pulchellus　オハグロシドロガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1967　A2001563

plicatus, Dolomena　＆　pulchellus, Dolomena plicatus

Genus　Doxander　シドロ属

D. marginatus robustus　フドロガイ
高知, 土佐湾　1960　A2001576

marginatus, Doxander　＆　robustus, Doxander marginatus

Genus　Dolomena　オハグロシドロ属

D. minimus　コソデガイ
沖縄, 石垣島　1980　A2001562

minimus, Dolomena

Genus　Doxander　シドロ属

D. vittatus japonicus　シドロガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000980

神奈川, 相模湾　1975　A2001569

高知, 土佐湾　1960　A2001570

vittatus, Doxander　＆　japonicus, Doxander vittatus

Genus　Lentigo　イボソデガイ属

L. lentiginosus　イボソデガイ
鹿児島, 奄美大島　1972　A2001590

lentiginosus, Lentigo

Genus　Euprotomus　マイノソデ属

E. aurisdianae　マイノソデガイ
沖縄, 西表島　1986　A2001580

aurisdianae, Euprotomus
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E. bulla　ベニソデガイ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001578

bulla, Euprotomus

E. vomer vomer　ウラスジマイノソデガイ
鹿児島, 奄美大島　1972　A2001579

vomer, Euprotomus　＆　vomer, Euprotomus vomer

Genus　Conomurex　マガキガイ属

C. luhuanus　マガキガイ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001575

luhuanus, Conomurex

Genus　Gibberulus　ネジマガキ属

G. gibberulus gibbosus　ネジマガキガイ
沖縄, 石垣島　1968　A2001577

gibberulus, Gibberulus　＆　gibbosus, Gibberulus gibberulus

Genus　Lambis　クモガイ属

L. lambis　クモガイ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001584

沖縄, 石垣島川平　1980　A2001585

沖縄, 石垣島川平　不明　A2004156

和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2004657

lambis, Lambis

L. crocata crocata　サソリガイ
沖縄　1960　A2005062

crocata, Lambis　＆　crocata, Lambis crocata

Genus　Millepes　フシデサソリ属

M. millepeda　ムカデソデガイ
沖縄, 与那国島　1972　A2001583

millepeda, Millepes

M. scorpius scorpius　フシデサソリガイ
鹿児島, 種子島　1980　A2001582

scorpius, Millepes　＆　scorpius, Millepes scorpius

Genus　Harpago　スイジガイ属

H. chiragra　スイジガイ
鹿児島, 奄美大島　1972　A2005061

鹿児島, 奄美大島　1980　A2001586

chiragra, Harpago

Superfamily　HIPPONICOIDEA　スズメガイ超科

Family　HIPPONICIDAE　スズメガイ科

Genus　Sabia　キクスズメ属

S. acuta　アツキクスズメガイ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1960　A2000753

acuta, Sabia

S. conica　キクスズメガイ
三重, 御座（志摩半島）　1980　A2000754

conica, Sabia

Genus　Malluvium　オトヒメスズメ属

M. otohimeae　オトヒメスズメガイ
高知, 土佐湾　1956　A2000752

otohimeae, Malluvium

Genus　Antisabia　カワチドリ属

A. foliacea　カワチドリガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2000756

foliacea, Antisabia

Genus　Pilosabia　スズメガイ属

P. trigona　スズメガイ
和歌山, 潮岬　1956　A2000755

trigona, Pilosabia

Family　CHEILEIDAE　フウリンチドリガイ科

Genus　Cheilea　フウリンチドリ属

C. tortilis　シワフウリンチドリガイ
沖縄, ムーンビーチ　1965.11　A2004453

tortilis, Cheilea

C. tectumsinensis　カサネフウリンチドリガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1954　A2004495

tectumsinensis, Cheilea

Family　VANIKORIDAE　シロネズミガイ科

Genus　Vanikoro　シロネズミガイ属

V. helicoidea　マルシロネズミガイ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2004510

helicoidea, Vanikoro

V. gueriniana　イトカケシロネガイ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2004509

gueriniana, Vanikoro

Superfamily　CALYPTRAEOIDEA　カリバガサガイ超科

Family　TRICHOTROPIDAE　ヒゲマキナワボラ科

Genus　Trichotropis　ヒゲマキナワボラ属

T. bicarinata　ヒゲマキナワボラ
北海道, 稚内市　1970　A2000584

bicarinata, Trichotropis

Genus　Ariadnaria　カゴメナワボラ属

A. insignis　カゴメナワボラ
北海道, 稚内市　1973　A2000583

insignis, Ariadnaria

Genus　Neophiphinoe　ネジヌキ属

N. unicarinata　ネジヌキガイ
愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1972　A2000581

unicarinata, Neophiphinoe

Genus　Laminilabrum　ヤイバボラ属

L. breviaxe　ヤイバボラ
高知, 土佐湾　1957　A2000582

breviaxe, Laminilabrum

Genus　Separatista　サワラビ属

S. helicoides　サワラビガイ
和歌山, 串本町　1958　A2000580

helicoides, Separatista

Family　CALYPTRAEIDAE　カリバガサ科

Subfamily　CREPIDULINAE　エゾフネガイ亜科

Genus　Bostrycapulus　クルスガイ属

B. gravispinosus　クルスガイ
和歌山　1970　A2001762

和歌山, 潮岬　1955　A2000634

gravispinosus, Bostrycapulus

Genus　Crepidula　エゾフネガイ属

C. grandis　エゾフネガイ
北海道, 幌泉　1967　A2000632

北海道, 稚内市　1980　A2001761

grandis, Crepidula

C. onyx　シマメノウフネガイ
神奈川, 相模湾　1970　A2000633

大阪湾　1986　A2001760

onyx, Crepidula

Genus　Ergaea　シラタマツバキ属

E. walshi　シラタマツバキ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000975

高知, 土佐市沖ノ島　1976　A2001763

walshi, Ergaea

Superfamily　XENOPHOROIDEA　クマサカガイ超科

Family　XENOPHORIDAE　クマサカガイ科

Genus　Xenophora　クマサカガイ属

X. japonica　ホンクマサカガイ
和歌山, 南部町堺港揚がり　1970　A2001593

japonica, Xenophora

X. pallidula　クマサカガイ
高知, 土佐湾　1968　A2001595

和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2004658

pallidula, Xenophora

X. konoi　チリメンクマサカガイ
沖縄, 宮古島　1960　A2001596

konoi, Xenophora
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X. tenuis　ウスクマサカガイ
高知, 土佐湾　1960　A2001594

tenuis, Xenophora

X. torrida　コゲクマサカガイ
和歌山, 名田楠井　1968　A2001592

torrida, Xenophora

X. cerea　シワクマサカガイ
和歌山, 南部町　1980　A2001591

cerea, Xenophora

Genus　Onustus　キヌガサ属

O. exutus　キヌガサガイ
高知, 土佐湾　1970　A2001597

遠州灘　1970　A2001598

exutus, Onustus

Superfamily　CYPRAEOIDEA　タカラガイ超科

Family　CYPRAEIDAE　タカラガイ科

Subfamily　PUSTULARIINAE　チドリダカラ亜科

Genus　Pustularia　チドリダカラ属

P. cicercula lienardi　チドリダカラガイ
鹿児島, 喜界島　1960.4　A2002668

cicercula, Pustularia　＆　lienardi, Pustularia cicercula

P. cicercula margarita　テツアキチドリダカラガイ
鹿児島, 徳之島　1968.8　A2002669

margarita, Pustularia cicercula

P. bistrinotata mediocris　コゲチドリダカラガイ
鹿児島, 喜界島　1970.8　A2002663

bistrinotata, Pustularia　＆　mediocris, Pustularia bistrinotata

Subfamily　STAPHYLAENINAE　サメダカラ亜科

Genus　Staphylaea　サメダカラ属

Subgenus　Nucleolaria　イボダカラ亜属

S. (N.) nucleus　イボダカラガイ
和歌山　1962.7　A2002652

nucleus, Staphylaea

Subfamily　TALPARIINAE　タルダカラ亜科

Genus　Talparia　タルダカラ属

T. talpa　タルダカラガイ
沖縄, 宮古島　1964　A2002667

talpa, Talparia

Subfamily　ERRONEINAE　ナツメダカラ亜科

Genus　Erronea　ナツメダカラ属

Subgenus　Erronea　ナツメダカラ亜属

E. (E.) errones　ナツメモドキガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962.8　A2002670

errones, Erronea

E. (E.) cylindrica　ヒロクチダカラガイ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1962　A2002675

cylindrica, Erronea

Subgenus　Ovatipsa　スソムラサキダカラ亜属

E. (O.) chinensis　スソムラサキダカラガイ
鹿児島, 沖永良部島　1970.8　A2002665

chinensis, Erronea

Genus　Bistolida　サバダカラ属

B. stolida　スソヨツメダカラガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬サンドポンプ　1960.8　A2002666

stolida, Bistolida

B. kieneri　ニセサバダカラガイ
鹿児島, 与路島　1970　A2002671

kieneri, Bistolida

Subfamily　ADUSUTINAE　クチグロキヌタ亜科

Genus　Palmadusta　カミスジダカラ属

P. ziczac　アジロダカラガイ
沖縄, 与那国島　1980.4　A2002650

ziczac, Palmadusta

Genus　Cribraria　カノコダカラ属

C. cribraria　カノコダカラガイ
和歌山, 潮岬　1960.4　A2002656

cribraria, Cribraria

Subfamily　NARIINAE　ギンボシダカラ亜科

Genus　Evenaria　ウキダカラ属

E. asellus　ウキダカラガイ
沖縄, 石垣島　1972.8　A2002653

asellus, Evenaria

Genus　Melicerona　クロダカラ属

M. felina　クロダカラガイ
鹿児島, 徳之島　1970　A2002662

felina, Melicerona

Subfamily　MAURITINAE　ハチジョウダカラ亜科

Genus　Mauritia　ハチジョウダカラ属

Subgenus　Arabica　ヤクジマダカラ亜属

M. (A.) arabica　ヤクジマダカラガイ
沖縄　1972　A2002677

arabica, Mauritia

M. (A.) maculifera　キッコウダカラガイ
鹿児島, 奄美大島諸鈍　1970.8　A2002660

maculifera, Mauritia

M. (A.) eglantina　ホソヤクジマガイ
沖縄, 宮古島　1964.11　A2002676

eglantina, Mauritia

Subfamily　EROSARIINAE　コモンダカラ亜科

Genus　Erosaria　コモンダカラ属

E. erosa　コモンダカラガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1962　A2002664

erosa, Erosaria

E. miliaris　ハツユキダカラガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962.8　A2002672

miliaris, Erosaria

E. boivinii　オミナエシダカラガイ
沖縄, 宮古島　1970　A2002654

boivinii, Erosaria

沖縄, 宮古島　1964.11　A2002655

E. caurica　カバフダカラガイ
鹿児島, 徳之島　1968.8　A2002657

caurica, Erosaria

E. poraria　アヤメダカラガイ
鹿児島, 奄美大島　1972　A2002651

poraria, Erosaria

E. helvola　カモンダカラガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1962　A2002659

沖縄　1970　A2002658

helvola, Erosaria

Genus　Ravitrona　ハナマルユキ属

R. caputserpentis　ハナマルユキガイ
鹿児島, 徳之島　1970　A2002673

caputserpentis, Ravitrona

Genus　Monetaria　キイロダカラ属

Subgenus　Monetaria　キイロダカラ亜属

M. (M.) moneta　キイロダカラガイ
鹿児島, 奄美大島　1962.7　A2002661

moneta, Monetaria

Subfamily　CYPRAEINAE　タカラガイ亜科

Genus　Lyncina　ヒメホシダカラ属

L. lynx　ヒメホシダカラガイ
和歌山, 潮岬　1960.4　A2002674

lynx, Lyncina

Genus　Ponda　フスベダカラ属

Subgenus　Mystaponda　ホシキヌタ亜属

P. (M.) vitellus　ホシキヌタガイ
和歌山, 南部町堺港　1990　A2004659

vitellus, Ponda
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Family　OVULIDAE　ウミウサギ科

Subfamily　OVULINAE　ウミウサギ亜科

Genus　Habuprinovolva　ヒナコダマウサギ属

H. aenigma　ヒナコダマウサギガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1961　A2004459

aenigma, Habuprinovolva

Genus　Prinovolva　コダマウサギ属

P. brevis　ムラクモコダマウサギガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2004460

brevis, Prinovolva

Genus　Dentiovula　コボレバケボリ属

D. dorsuosa　コボレバケボリガイ
神奈川, 相模湾三浦沖　不明　A2004468

dorsuosa, Dentiovula

D. coarctata　チジワケボリガイ
和歌山, 串本町　1963　A2004469

coarctata, Dentiovula

Genus　Margovula　イグチケボリ属

M. pyriformis　イグチケボリガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1970　A2004477

pyriformis, Margovula

Genus　Pseudosimnia　イロガワリケボリ属

Subgenus　Diminovula　テンロクケボリ亜属

P. (D.) margarita　コダマケボリガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1968　A2004471

高知, 土佐市沖ノ島　1956　A2004470

margarita, Pseudosimnia

P. (D.) punctata　テンロクケボリガイ
和歌山, 白浜町　1970　A2004472

高知, 土佐市柏島　1960　A2004475

punctata, Pseudosimnia

P. (D.) alabaster　ホソテンロクケボリガイ
和歌山, 白浜町　1970　A2004473

高知, 沖ノ島母島　1959　A2004474

alabaster, Pseudosimnia

Genus　Crenovolva　キザミメケボリ属

Subgenus　Crenovolva　キザミメケボリ亜属

C. (C.) striatula striatula　ハナアヤメケボリガイ
和歌山, 名田　1980　A2004467

striatula, Crenovolva　＆　striatula, Crenovolva striatula

C. (C.) flumentum　ツマニケボリガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1958　A2004465

鹿児島, 奄美大島安脚場　1960　A2004462

flumentum, Crenovolva

Subgenus　Cuspivolva　トラフケボリ亜属

C. (C.) azumai　アズマケボリガイ
神奈川, 相模湾三浦沖　1973　A2004463

azumai, Crenovolva

Genus　Calpurnus　セムシウミウサギ属

Subgenus　Calpurnus　セムシウミウサギ亜属

C. (C.) verrucosus　セムシウミウウサギガイ
鹿児島, 沖永良部島　1978　A2004486

沖縄, 宮古島　1965　A2004485

verrucosus, Calpurnus

Subgenus　Procalpurnus　マメウサギガイ亜属

C. (P.) lacteus lacteus　マメウサギガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1967　A2004461

lacteus, Calpurnus　＆　lacteus, Calpurnus lacteus

Genus　Ovula　ウミウサギ属

Subgenus　Ovula　ウミウサギ亜属

O. (O.) ovum　ウミウサギガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1972　A2004491

ovum, Ovula

O. (O.) ishibashii　イシバシウミウサギガイ
高知, 土佐市浦戸揚り　1953　A2004487

ishibashii, Ovula

Subgenus　Parlicium　クチムラサキウミウサギ亜属

O. (P.) costellata　クチムラサキウミウサギガイ
高知, 土佐市沖ノ島水島　1970　A2004492

costellata, Ovula

Genus　Prosimnia　チジワケボリ属

P. somperi boshuensis　チジワケボリガイ
北海道, 稚内市　1960　A2001307

somperi, Prosimnia　＆　boshuensis, Prosimnia somperi

Genus　Sandalia　ツグチガイ属

S. rhodia　ツグチガイ
和歌山, 白浜町　1970.11　A2004464

愛知, 三河一色　1970　A2004466

rhodia, Sandalia

Genus　Dissona　クビレキヌヅツミ属

D. tosaensis　トサツグチガイ
神奈川, 相模湾三浦沖　1988　A2004476

tosaensis, Dissona

Genus　Phenacovolva　シロオビキヌヅツミ属

Subgenus　Phenacovolva　シロオビキヌヅツミ亜属

P. (P.) rosea rosea　ベニキヌヅツミガイ
和歌山, 南部町　1953　A2004482

rosea, Phenacovolva　＆　rosea, Phenacovolva rosea

P. (P.) birostris　シロオビキヌヅツミガイ
高知, 土佐市柏島　1960　A2004481

和歌山, 南部町堺港　1968　A2004484

birostris, Phenacovolva

P. (P.) tayloriana　タイロキヌヅツミガイ
和歌山, 南部町堺港揚がり　1980　A2004493

tayloriana, Phenacovolva

Subgenus　Pellasimnia　キヌヅツミ亜属

P. (P.) philippinarum　キヌヅツミガイ
和歌山, 南部町堺港揚がり　1971　A2004478

philippinarum, Phenacovolva

P. (P.) gracilis　ムラクモキヌヅツミガイ
和歌山, 白浜町　1976　A2004483

gracilis, Phenacovolva

Subgenus　Turbovula　シュスヅツミ亜属

P. (T.) brevirostris　シュスヅツミガイ
愛知, 三河一色揚がり　1970　A2004480

brevirostris, Phenacovolva

P. (T.) fusula　フネガタキヌヅツミガイ
和歌山, 南部町堺港揚がり　1980　A2004494

fusula, Phenacovolva

Subgenus　Calcarovula　ツリフネキヌヅツミ亜属

P. (C.) longirostata　ツリフネキヌヅツミガイ
和歌山, 名田楠井　1970　A2004479

longirostata, Phenacovolva

Genus　Volva　ヒガイ属

V. volva volva　ツマベニヒガイ
沖縄　1965　A2004489

volva, Volva　＆　volva, Volva volva

V. volva havei　ヒガイ
愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1970　A2004488

山口, 萩市見島沖　1968　A2004490

havei, Volva volva

Family　TRIVIIDAE　シラタマガイ科

Genus　Niveria　コシラタマ属

N. pilula　コシラタマガイ
鹿児島, 徳之島　1970　A2004623

pilula, Niveria
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N. vitrea　ハダカムギガイ
鹿児島, 徳之島　1976　A2004625

vitrea, Niveria

Genus　Trivirostra　シラタマガイ属

Subgenus　Trivirostra　シラタマガイ亜属

T. (T.) edgari　ワスレシラタマガイ
鹿児島, 奄美大島阿室　1970　A2004626

edgari, Trivirostra

T. (T.) pellucidula　ナガレボリシラタマガイ
鹿児島, 奄美大島阿室　1970　A2004624

pellucidula, Trivirostra

Subgenus　Dolichupsis　コムギツブガイ亜属

T. (D.) hordacea　コムギツブガイ
鹿児島, 奄美大島阿室　1970　A2004627

hordacea, Trivirostra

T. (D.) exigua　バラフシラタマガイ
鹿児島, 徳之島　1976　A2004628

exigua, Trivirostra

Family　ERATOIDAE　ザクロガイ科

Genus　Sulcerato　ザクロガイ属

S. callosa　ザクロガイ
和歌山, 潮岬　1950　A2004500

静岡, 白浜　1960　A2004499

callosa, Sulcerato

S. tomlini　シンザクロガイ
鹿児島, 徳之島喜念　1972　A2004498

tomlini, Sulcerato

S. pura　マシロザクロガイ
鹿児島, 喜界島　1965　A2004497

pura, Sulcerato

Genus　Eratoena　ザクロモドキ属

E. sulcifera　ザクロガイモドキ
鹿児島, 徳之島　1968　A2004496

sulcifera, Eratoena

Family　PEDICULARIIDAE　マツワリダカラガイ科

Genus　Pedicularia　マツワリダカラ属

Subgenus　Pediculariona　マツワリダカラ亜属

P. (P.) pacifica　マツワリダカラガイ
和歌山, 潮岬沖　1982　A2004617

pacifica, Pedicularia

Family　LAMELLARIIDAE　ベッコウタマガイ科

Subfamily　VELUTININAE　ハナヅトガイ亜科

Genus　Velutina　ハナヅトガイ属

Subgenus　Velutella　ウスカワハナヅト亜属

V. (V.) pusio　ハナヅトガイ
愛知, 三河湾　1970　A2004457

pusio, Velutina

V. (V.) plicatilis　モモイロハナヅトガイ
北海道, 幌泉　1960　A2004458

plicatilis, Velutina

Order　HETEROPODA　異足目

Superfamily　NATICOIDEA　タマガイ超科

Family　NATICIDAE　タマガイ科

Subfamily　POLINICINAE　トミガイ亜科

Genus　Euspira　ハイイロツメタ属

E. plicispira　キザミタマツメタガイ
遠州灘　1970　A2001122

plicispira, Euspira

E. yokoyamai　ヨコヤマオリイレシラタマガイ
遠州灘　1962　A2001121

yokoyamai, Euspira

E. sagamiensis　サガミオリイレシラタマガイ
神奈川, 逗子沖－70M　1960　A2001117

sagamiensis, Euspira

E. mus　リスタマツメタガイ
鹿島灘　1960　A2001116

mus, Euspira

Genus　Polinices　トミガイ属

P. jukesii　マルタマツバキガイ
高知, 沖ノ島　1951　A2001104

jukesii, Polinices

P. peselephanti　コマンジュウガイ
沖縄, 石垣島川平　1970　A2001102

peselephanti, Polinices

P. vestitus　キヌカツギタマツバキガイ
愛知, 三河湾　1962　A2001103

vestitus, Polinices

P. sagamiensis　ウチヤマタマツバキガイ
愛知, 三河一色揚がり　1962　A2001101

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000962

伊勢湾　1970　A2001080

sagamiensis, Polinices

P. albumen　マンジュウガイ
鹿児島, 奄美大島サンドポンプ　1960　A2001105

albumen, Polinices

P. flemingianus　ヘソアキトミガイ
沖縄, 石垣島川平　1962　A2001108

flemingianus, Polinices

P. tumidus　トミガイ
沖縄, 石垣島川平　1972　A2001106

鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2001107

高知, 土佐市柏島　1960.8　A2001095

tumidus, Polinices

P. pyryformis　ロウイロトミガイ
沖縄, 石垣島川平　1990.3　A2001109

鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2001110

pyryformis, Polinices

Genus　Glossaulax　ツメタガイ属

G. didyma didyma　ツメタガイ
大阪府, 大阪湾　1986　A2001074

大阪府, 大阪湾　1986　A2001114

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000961

愛知, 三河湾　1972　A2001115

didyma, Glossaulax　＆　didyma, Glossaulax didyma

G. didyma hosoyai　ホソヤツメタガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000960

hosoyai, Glossaulax didyma

G. reiniana　ハナツメタガイ
広島　不明　A2001113

reiniana, Glossaulax

G. vesicalis　ヒメツメタガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2001111

遠州灘　1970　A2001112

vesicalis, Glossaulax

Genus　Mammila　リスガイ属

M. kurodai　オオネズミガイ
沖縄, 石垣島川平　1970　A2001093

kurodai, Mammila

M. melanostomus　リスガイ
沖縄, 石垣島　1961.8　A2001096

melanostomus, Mammila

M. maurus　クリイロリスガイ
沖縄, 慶良間島　1972.8　A2001099

maurus, Mammila

M. simiae simiae　ネズミガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960.8　A2001094

simiae, Mammila　＆　simiae, Mammila simiae

M. mammata　ヌノメリスガイ
高知, 土佐市柏島　1961.8　A2001098

mammata, Mammila

M. melanostomoides　ヒロクチリスガイ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1969　A2001097

melanostomoides, Mammila
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Subfamily　NATICINAE　タマガイ亜科

Genus　Natica　タマガイ属

N. vitellus spadicea　ヒロトラタマガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000963

高知, 土佐湾　1962　A2001072

vitellus, Natica　＆　spadicea, Natica vitellus

N. nipponensis　ニッポンタマガイ
和歌山, 潮岬沖　1990.6　A2001125

nipponensis, Natica

N. fasciata　クチグロタマガイ
鹿児島, 与路島　1988.8　A2001078

沖縄, 石垣島　1962　A2001079

fasciata, Natica

N. violacea　クチムラサキタマガイ
和歌山, 潮岬沖　1990.6　A2001124

violacea, Natica

N. labrotincta　スミレタマガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1960　A2001083

labrotincta, Natica

N. stellata　コハクタマガイ
沖縄, 宮古島　1964.11　A2001100

stellata, Natica

Genus　Naticarius　サザナミタマガイ属

N. onca　アラゴマフタマガイ
沖縄, 石垣島川平　1980.7　A2001090

鹿児島, 沖永良部島　1962　A2001091

onca, Naticarius

N. concinnus　フロガイダマシ
愛知, 三河湾　1960　A2001082

concinnus, Naticarius

N. alapapilionis　フロガイ
愛知, 三河湾　1960　A2001089

alapapilionis, Naticarius

N. orientalis　トウヨウタマガイ
沖縄, 石垣島　1964　A2001123

orientalis, Naticarius

Genus　Notocochilis　ホウシュノタマ属

N. taburalis　シシダマガイ
愛知, 三河一色揚がり　不明　A2001073

taburalis, Notocochilis

N. lurida　ホウシュノタマガイ
沖縄, 石垣島　1980.8　A2001076

lurida, Notocochilis

Genus　Tanea　ヒョウダマ属

T. hilaris　ヒョウダマガイ
和歌山, 潮岬　1960　A2001084

沖縄, 石垣島　1968.8　A2001085

hilaris, Tanea

T. tenuipicta　カンゼミズタマガイ
高知, 土佐湾　1960　A2001092

tenuipicta, Tanea

T. lineata　マサメタマガイ
沖縄, 与那国島　1980.7　A2001081

lineata, Tanea

T. areolata　ナガレボリシラタマガイ
鹿児島, 奄美大島瀬戸内町西古　1960　A2001087

areolata, Tanea

T. sagittata　ハギノツユガイ
愛知, 三河湾　1960　A2001088

sagittata, Tanea

Genus　Cryptonatica　ハイイロタマガイ属

C. janthostomoides　エゾタマガイ
愛知, 三河湾　1966　A2001071

兵庫, 西宮市大浜町ポンプ場地下　1974　A2000964

大阪湾　1986　A2001070

janthostomoides, Cryptonatica

C. janthostoma　チシマタマガイ
北海道, 稚内市揚がり　1986　A2001118

janthostoma, Cryptonatica

C. russa　コシダカタマガイ
北海道, 稚内市揚がり　1986　A2001075

russa, Cryptonatica

C. clausa　ハイイロタマガイ
福井, 越前沖厨揚がり　1980　A2001120

福井, 越前沖　不明　A2001077

clausa, Cryptonatica

C. adamsiana　アダムスタマガイ
兵庫, 西宮市大浜町ポンプ場地下　1974　A2000965

兵庫, 西宮市沖　1950　A2001086

adamsiana, Cryptonatica

Genus　Tectonatica　ゴマフダマ属

T. tigrina　ゴマフタマガイ
兵庫, 別府　1960.4　A2001119

tigrina, Tectonatica

Subfamily　SININAE　フクロガイ亜科

Genus　Sinum　フクロガイ属

Subgenus　Sinum　フクロガイ亜属

S. (S.) javanicum　フクロガイ
高知, 土佐湾　1965　A2001128

javanicum, Sinum

S. (S.) japonicum　ヒメミミガイ
和歌山, 水軒浜　1960　A2001127

japonicum, Sinum

S. (S.) planulatum　ツツミガイ
高知, 土佐湾　1965　A2001129

planulatum, Sinum

Genus　Eunaticina　ネコガイ属

E. papilla　ネコガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000966

愛知, 三河湾　1962　A2001126

papilla, Eunaticina

Superfamily　TONNOIDEA　ヤツシロガイ超科

Family　TONNIDAE　ヤツシロガイ科

Genus　Endolium　ナシガタミヤシロ属

E. pyriformis　ナシガタミヤシロガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2000538

pyriformis, Endolium

E. lineatum　イトマキミヤシロガイ
和歌山, 名田楠井　1982　A2000537

lineatum, Endolium

Genus　Malea　マルトキワガイ属

Subgenus　Quimalea　イワカワトキワガイ亜属

M. (Q.) pomum　イワカワトキワガイ
高知, 土佐市柏島　1962　A2000536

pomum, Malea

Genus　Tonna　ヤツシロガイ属

T. perdix　ウズラガイ
鹿児島, 奄美大島　1976　A2000542

perdix, Tonna

T. cepa　スクミウズラガイ
沖縄, 与那国島　1980　A2000545

cepa, Tonna

T. luteostoma　ヤツシロガイ
和歌山, 南部町堺港　1986　A2000543

luteostoma, Tonna

T. olearium　スジウズラガイ
和歌山, 南部町堺港　1980　A2004629

和歌山, 名田楠井　1980　A2004630

高知, 土佐湾　1962　A2000546

olearium, Tonna

T. chinensis　ミフウズラガイ
遠州灘　1960　A2000539

chinensis, Tonna

T. marginata　ウズラミヤシロガイ
和歌山, 南部町堺港　1960　A2000544

marginata, Tonna
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T. sulcosa　ミヤシロガイ
遠州灘　1970　A2000541

sulcosa, Tonna

T. allium　トキワガイ
高知, 土佐湾　1962　A2000540

allium, Tonna

Family　FICIDAE　イチジクガイ科

Genus　Ficus　イチジクガイ属

F. subintermedia　ビワガイ
和歌山　1972　A2001806

和歌山, 名田楠井　1972　A2001805

subintermedia, Ficus

F. gracilis　オオビワガイ
高知, 土佐市沖ノ島揚がり　1959　A2001807

gracilis, Ficus

Family　CASSIDAE　トウカムリ科

Subfamily　CASSINAE　トウカムリ亜科

Genus　Cassis　トウカムリ属

C. cornuta　トウカムリガイ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001789

cornuta, Cassis

Genus　Cypraecassis　マンボウガイ属

C. rufa　マンボウガイ
沖縄, 宮古島　1965　A2001788

沖縄　1966　A2004631

rufa, Cypraecassis

Subfamily　PHALIINAE　タイコガイ亜科

Genus　Phalium　タイコガイ属

Subgenus　Phalium　タイコガイ亜属

P. (P.) glaucum　カンコガイ
和歌山　1988　A2001787

glaucum, Phalium

Subgenus　Bezoardicella　コダイコ亜属

P. (B.) areola　コダイコガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2001785

areola, Phalium

P. (B.) flammiferum　カズラガイ
遠州灘　1968　A2001786

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000976

flammiferum, Phalium

Genus　Echinophoria　カブトウラシマ属

E. coronadoi wyvillei　ナンバンカブトウラシマガイ
和歌山　1985　A2000950

coronadoi, Echinophoria　＆　wyvillei, Echinophoria coronadoi

Genus　Semicassis　ウラシマ属

S. bisulata japonica　ウネウラシマガイ
愛知, 三河湾　1968　A2001784

bisulata, Semicassis　＆　japonica, Semicassis bisulata

S. bisulata pila　タマウラシマガイ
和歌山　1988　A2001783

pila, Semicassis bisulata

S. bulla　ウスウラシマガイ
高知, 土佐湾　1972　A2001782

bulla, Semicassis

Genus　Xenogalea　ヒメダイコ属

X. inornata　ヒメタイコガイ
高知, 土佐湾　1972　A2001781

inornata, Xenogalea

Genus　Casmaria　ヒナヅル属

C. erinaceus　ヒナヅルガイ
高知, 土佐市柏島　1962　A2001776

erinaceus, Casmaria

C. ponderosa ponderosa　アメガイ
沖縄, 石垣島　1970　A2001778

ponderosa, Casmaria　＆　ponderosa, Casmaria ponderosa

C. ponderosa nipponensis　レンジャクガイ
愛知, 三河一色揚がり　1960　A2001777

nipponensis, Casmaria ponderosa

C. turgidum　イナヅマタイコガイ
鹿児島, 奄美大島　1972　A2001200

turgidum, Casmaria

Family　OOCORYTHIDAE　タマゴボラ科

Genus　Gelecocorys　カブトボラ属

G. leucodoma　カブトボラ
高知, 土佐湾　1976　A2001780

leucodoma, Gelecocorys

Family　CYMATIIDAE　フジツガイ科

Subfamily　ARGOBUCCININAE　アヤボラ亜科

Genus　Fusitriton　アヤボラ属

F. oregonensis　アヤボラ
北海道, 稚内市　1988.11　A2001349

北海道, 稚内市　1988.11　A2001344

北海道, 留萌市　1952　A2001799

oregonensis, Fusitriton

F. galea　カブトアヤボラ
和歌山　1986　A2001798

galea, Fusitriton

Subfamily　GYRINEINAE　ウネボラ亜科

Genus　Gyrineum　ウネボラ属

G. natator　ウネボラ
和歌山, 和歌浦　1960　A2001333

natator, Gyrineum

G. girinum　シマアラレボラ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2001332

girinum, Gyrineum

G. roseus　ベニアラレボラ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2001329

roseus, Gyrineum

G. hirasei　ヒラセウネボラ
高知, 土佐湾　1962　A2001327

hirasei, Gyrineum

G. pusillum　イササボラ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2001328

pusillum, Gyrineum

Genus　Biplex　マツカワガイ属

B. perca　マツカワガイ
和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2004660

高知, 土佐湾　1962.11　A2001334

perca, Biplex

B. aculeatum　クビレマツカワガイ
高知, 土佐湾　1972　A2001340

aculeatum, Biplex

Subfamily　CYMATIINAE　コウモリボラ亜科

Genus　Gelagna　トウマキ属

G. succincta　トウマキボラ
沖縄, 宮古島　1964　A2001331

succincta, Gelagna

Genus　Monoplex　カコボラ属

M. parthenopeum　カコボラ
和歌山, 名田楠井　1988　A2001347

和歌山, 南部町　1990.1.28　A2004695

parthenopeum, Monoplex　＆　echo, Monoplex parthenopeum

Genus　Septa　ジュセイラ属

S. hepaticum　ジュセイラ
沖縄, 宮古島　1964.11　A2001321

hepaticum, Septa

S. rubecula　ショウジョウラ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2001320

rubecula, Septa

S. mundum　シロシノマキガイ
鹿児島, 喜界島　1958　A2001341

mundum, Septa
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S. gemmatum　ホソジュセイラ
鹿児島, 徳之島　1963.8　A2001322

gemmatum, Septa

Genus　Lampusia　シノマキ属

L. pileare　シノマキボラ
鹿児島, 奄美大島　1968　A2001325

pileare, Lampusia

L. aquatilis　サツマボラ
鹿児島, 奄美大島　1972　A2001793

高知, 土佐市柏島　1953　A2001345

aquatilis, Lampusia

Genus　Cymatriton　ミツカドボラ属

C. nicobaricum　ミツカドボラ
鹿児島, 徳之島　1972.8　A2001323

沖縄, 与那国島　1988.4　A2001324

nicobaricum, Cymatriton

Genus　Cabestanimorpha　ククリボラ属

C. kiiense　キイククリボラ
高知, 土佐湾　1972　A2001791

kiiense, Cabestanimorpha

C. tobulata aegrotum　ククリボラ
和歌山　1988.2　A2001326

tobulata, Cabestanimorpha　＆　aegrotum, Cabestanimorpha tobulata

C. thersites　ハイイロボラ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1966.8　A2001319

沖縄, 宮古島　1965　A2001790

thersites, Cabestanimorpha

Genus　Turritriton　ヒメミツカドボラ属

T. labiosus loroisii　セムシボラ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2001800

labiosus, Turritriton　＆　loroisii, Turritriton labiosus

Genus　Reticutriton　ナガスズカケボラ属

R. tenuiliratum　ナガスズカケボラ
和歌山　1962　A2001792

和歌山, 南部町堺港　1980　A2001335

tenuiliratum, Reticutriton

Genus　Gutturnium　シオボラ属

G. muricinum　シオボラ
鹿児島, 徳之島　1972　A2001330

muricinum, Gutturnium

Genus　Ranularia　オオゾウガイ属

R. dunkeri　コシタカフジツガイ
和歌山, 南部町　1988　A2001339

dunkeri, Ranularia

R. gutturnia　ツブリボラ
和歌山, 南部町　1972　A2001796

gutturnia, Ranularia

R. pyrum　オオゾウガイ
和歌山, 田辺湾　1960　A2004696

和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2004694

和歌山, 南部町堺港　1988.11　A2001348

pyrum, Ranularia

R. sarcostomum　ニクイロフジツガイ
沖縄, 宮古島　1965　A2001794

sarcostomum, Ranularia

R. sinensis　ゾウガイ
和歌山　1970　A2001795

sinensis, Ranularia

Genus　Cymatium　コウモリボラ属

Subgenus　Rotoria　フジツガイ亜属

C. (R.) lotorium　フジツガイ
沖縄, 宮古島　1964.11　A2001346

lotorium, Cymatium

Subgenus　Lotoria

C. (L.) grandimaculatum　クロフフジツガイ
和歌山　1986　A2001797

grandimaculatum, Cymatium

Subfamily　DISTORSIINAE　シマイボボラ亜科

Genus　Distorsio　シマイボボラ属

Subgenus　Distorsio　シマイボボラ亜属

D. (D.) anus　シマイボボラ
高知, 土佐湾　1960　A2001338

anus, Distorsio

Subgenus　Rhysema　イボボラ亜属

D. (R.) reticulata　イボボラ
遠州灘　1970　A2001336

reticulata, Distorsio

D. (R.) horrida　シロイボボラ
高知, 土佐湾　1962　A2001801

horrida, Distorsio

D. (R.) pusilla　サザレイボボラ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2001337

pusilla, Distorsio

Genus　Sassia　ニセイボボラ属

Subgenus　Phanozesta　ニセイボボラ亜属

S. (P.) semitorta　ニセイボボラ
高知, 土佐湾浦土揚がり　1960　A2001343

semitorta, Sassia

S. (P.) semitorta sakuraii　シロニセイボボラ
高知, 土佐湾　1972　A2001342

sakuraii, Sassia semitorta

Subfamily　CHARONIINAE　ホラガイ亜科

Genus　Charonia　ホラガイ属

C. tritonis　ホラガイ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2001803

tritonis, Charonia

C. sauliae sauliae　ボウシュウボラ
和歌山　1960　A2001804

静岡, 駿河湾　1965　A2004164

sauliae, Charonia　＆　sauliae, Charonia sauliae

C. sauliae macilenta　ナンカイボラ
和歌山　1960　A2001802

macilenta, Charonia sauliae

Family　BURSIDAE　オキニシ科

Subfamily　BURSINAE　オキニシ亜科

Genus　Colubrellina　イワカワウネボラ属

Subgenus　Dulcerana　

C. (D.) granularis　イワカワウネボラ
鹿児島, 奄美大島　1968.7　A2001821

granularis, Colubrellina

C. (D.) granularis jabicki　ホソウネボラ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2001820

jabicki, Colubrellina granularis

Genus　Tritonoranella　コナルトボラ属

T. ranelloides　コナルトボラ
高知, 土佐湾　1970.2　A2001814

ranelloides, Tritonoranella

Genus　Lampadopsis　オハグロオキニシ属

L. rhodostoma　オハグロオキニシ
鹿児島, 奄美大島　1968.7　A2001818

rhodostoma, Lampadopsis

L. cruentata　シワオキニシ
鹿児島, 沖永良部島　1968.8　A2001817

cruentata, Lampadopsis

Genus　Bursa　オキニシ属

B. bufonia dunkeri　オキニシ
和歌山　1980.2　A2001812

bufonia, Bursa　＆　dunkeri, Bursa bufonia
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B. lamarcki　クロミオキニシ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2001809

lamarcki, Bursa

B. tuberosissima　コブオキニシ
鹿児島, 奄美大島　1972　A2001808

tuberosissima, Bursa

B. liberosissima leo　シシガシラオキニシ
沖縄, 石垣島　1978.8　A2001811

liberosissima, Bursa

B. mammata　クチムラサキオキニシ
鹿児島, 奄美大島　1962.8　A2001810

mammata, Bursa

Genus　Bufonaria　ミヤコボラ属

B. rana　ミヤコボラ
和歌山, 南部町堺港揚がり　1988　A2001813

高知, 土佐湾　1960　A2001819

rana, Bufonaria

Subfamily　TUTUFINAE　オオナルトボラ亜科

Genus　Tutufa　オオナルトボラ属

Subgenus　Tutufa　オオナルトボラ亜属

T. (T.) lissostoma　オオナルトボラ
和歌山　1960　A2001816

lissostoma, Tutufa

Subgenus　Tutufella　シワクチナルトボラ亜属

T. (T.) rubeta　シワクチナルトボラ
和歌山　1986.2　A2001815

rubeta, Tutufa

Superfamily　CERITHIOPSOIDEA　アミメケシカニモリ超科

Family　CERITHIOPSIDAE　アミメケシカニモリガ科

Subfamily　CERITHIOPSINAE　アミメケシカニモリ亜科

Genus　Synthopsis　

S. stejinegeri　クリイロケシカニモリガイ
北海道, 稚内市　1980　A2000951

stejinegeri, Synthopsis

Superfamily　EULIMOIDEA　ハナゴウナ超科

Family　EULIMIDAE　ハナゴウナ科

Genus　Luetzenia　フクロウニヤドリニナ属

L. tokii　イイジマフクロウニヤドリニナ
和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2004664

tokii, Luetzenia

Order　NEOGASTROPODA　新腹足目

Superfamily　MURICOIDEA　アクキガイ超科

Family　MURICIDAE　アクキガイ科

Subfamily　MURICINAE　アクキガイ亜科

Genus　Murex　アクキガイ属

Subgenus　Murex　アクキガイ亜属

M. (M.) troscheli　アクキガイ
和歌山, 南部町堺港　1990.1.28　A2000414

troscheli, Murex

M. (M.) ternispina　クロトゲホネガイ
沖縄　1965　A2000416

ternispina, Murex

Genus　Haustellum　サツマツブリ属

H. haustellum　サツマツブリボラ
高知, 土佐市柏島　1966　A2000449

haustellum, Haustellum

H. rectirostris　タイワンツブリ
高知, 土佐湾　1960　A2000513

rectirostris, Haustellum

H. hirasei　トサツブリボラ
高知, 土佐湾　1972　A2000450

hirasei, Haustellum

Genus　Chicoreus　テングガイ属

Subgenus　Chicoreus　テングガイ亜属

C. (C.) asianus　オニサザエ
和歌山, 南部町　1980　A2000413

asianus, Chicoreus

C. (C.) aculeatus　コセンジュガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2000567

aculeatus, Chicoreus

C. (C.) brunneus　ガンゼキボラ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2000565

brunneus, Chicoreus

C. (C.) penchinati　コガンゼキボラ
鹿児島, 奄美大島名瀬サンドポンプ　1956　A2000515

penchinati, Chicoreus

C. (C.) enissodus　シロガンゼキボラ
和歌山, 南部町堺港　1980　A2000514

enissodus, Chicoreus

C. (C.) microphyllus　オオガンゼキボラ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1962　A2000563

microphyllus, Chicoreus

C. (C.) palmarosae　センジュガイ
和歌山, 名田楠井　1971　A2000417

palmarosae, Chicoreus

C. (C.) cerneolus　センジュガイモドキ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2000418

和歌山, 潮岬　1962　A2004702

和歌山，南部町堺港　1990.4　A2004077

鹿児島, 奄美大島古仁屋　1978　A2000566

cerneolus, Chicoreus

C. (C.) saulii　バライロセンジュガイ
沖縄　1991　A2000564

saulii, Chicoreus

Subgenus　Phyllonotus　オガサワラガンゼキ亜属

C. (P.) elliscrossi　カザリガンゼキボラ
和歌山, 南部町　1988　A2000419

elliscrossi, Chicoreus

Genus　Siratus　ハツキガイ属

S. pliciferoides　ハッキガイ
高知, 土佐湾　1970　A2000512

pliciferoides, Siratus

S. pliciferoides propinquus　セキトリハッキガイ
和歌山, 名田楠井　1980　A2000415

高知, 土佐湾　1960　A2004622

propinquus, Siratus pliciferoides

Genus　Pterynotus　バショウガイ属

P. alatus　バショウガイ
和歌山, 南部町堺港　1986.11　A2000472

高知, 土佐湾　1972　A2000471

alatus, Pterynotus

Genus　Marchia　カラスキ属

M. elongatus　カラスキガイ
和歌山, 名田楠井　1968　A2000475

elongatus, Marchia

M. pellucida　ヒレビロバショウガイ
和歌山　1980　A2000473

pellucida, Marchia

Genus　Merchia　カラスキ属

M. triptera　チヂミバショウガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2001013

triptera, Merchia

Genus　Naquetia　ヒメバショウ属

N. triquetra　ヒメバショウガイ
沖縄, 西表島　1984　A2000477

triquetra, Naquetia

Genus　Homalocantha　イチョウガイ属

H. anatomica　イチョウガイ
三重, 安乗沖　1966　A2000453

和歌山, 名田楠井　1970　A2000454

anatomica, Homalocantha
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Subfamily　ASPELLINAE　モロハボラ亜科

Genus　Aspella　モロハボラ属

A. lamellosa　アラボリモロハボラ
和歌山, 潮岬　1960　A2004621

lamellosa, Aspella

Subfamily　MURICOPSINAE　ヒシヨウラク亜科

Genus　Muricopsis　アザミツブリ属

Subgenus　Murexsul　アザミツブリ亜属

M. (M.) multispinosus　アザミツブリボラ
高知, 土佐湾　1968　A2000476

multispinosus, Muricopsis

Genus　Favartia　ヒシヨウラク属

F. balteata　アラレツブリボラ
高知, 土佐市沖ノ島　1968　A2000455

balteata, Favartia

F. brebicula　ヒシヨウラクガイ
鹿児島, 徳之島　1968　A2000456

brebicula, Favartia

F. munda　ゴカクヨウラクガイ
鹿児島, 奄美大島瀬戸内町安脚場　1968　A2000457

munda, Favartia

Subfamily　TROPHONINAE　ツノオリイレ亜科

Genus　Boreotrophon　ツノオリイレ属

B. xestra　ケショウツノオリイレガイ
福井, 越前沖厨揚がり　1961　A2004505

島根, 隠岐の島沖　1940　A2000510

xestra, Boreotrophon

B. candelabrum　ツノオリイレガイ
愛知, 三河湾　1961　A2004504

candelabrum, Boreotrophon

Genus　Nipponotrophon　コウゴウツノオリイレ属

N. echinus　コンゴウツノオリイレガイ
愛知, 三河沖　1970　A2004506

echinus, Nipponotrophon

Subfamily　TYPHINAE　パイプヨウラク亜科

Genus　Siphonochelus　エントツヨウラク属

S. japonicus　エントツヨウラクガイ
三重, 三重答志島　1973　A2000470

japonicus, Siphonochelus

Subfamily　OCENEBRINAE　オオウヨウラク亜科

Genus　Ceratostoma　ヒレガイ属

C. fournieri　イソバショウガイ
和歌山, 南部町堺港　1976　A2000478

fournieri, Ceratostoma

C. inornatus　オオウヨウラクガイ
北海道　1978　A2000461

inornatus, Ceratostoma

C. inornatus endermoris　エゾヨウラクガイ
北海道, 幌泉　1956　A2000462

北海道, 根室　1977　A2000463

秋田, 男鹿半島相川　1987.3　A2000953

endermoris, Ceratostoma inornatus

Genus　Pteropurpura　シキシマヨウラク属

Subgenus　Pteropurpura　シキシマヨウラク亜属

P. (P.) stimpsoni　ヤマトヨウラクガイ
和歌山, 南部町堺沖　1982　A2000466

高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2000467

stimpsoni, Pteropurpura

P. vespertilio　コウモリヨウラクガイ
高知, 土佐湾浦戸揚がり　1960　A2000464

沖縄, 宮古島　1964.9　A2000465

vespertilio, Pteropurpura

Subgenus　Ocinebrellus　ヨウラクガイ亜属

P. (O.) aduncas　イセヨウラクガイ
愛知, 三河湾　1972　A2000460

和歌山, 南部町堺港　1986　A2000459

福井, 越前　1984.11　A2000458

aduncas, Pteropurpura

Subfamily　ERGALATAXINAE　ヒメヨウラク亜科

Genus　Bedeva　カゴメガイ属

B. birileffi　カゴメガイ
和歌山, 水軒浜　1956　A2000508

福岡, 糸島郡志摩　1972　A2000509

birileffi, Bedeva

Genus　Ergalatax　ヒメヨウラク属

E. contractus　ヒメヨウラクガイ
福井, 越前沖　1972　A2000469

contractus, Ergalatax

Genus　Eragalatax　ヒメヨウラク属

E. contractus calcareus　フトヒメヨウラクガイ
鹿児島, 喜界島　1957　A2000468

contractus, Eragalatax　＆　calcareus, Eragalatax contractus

Genus　Cronia　ウネレイシダマシ属

Subgenus　Cronia　ウネレイシダマシ亜属

C. (C.) margariticola　ウネレイシガイダマシ
鹿児島, 与路島　1987.8　A2000444

沖縄, 石垣島　1986　A2000445

高知, 土佐市沖ノ島　1968.8　A2000446

margariticola, Cronia

C. (C.) turbinoides　ヒロレイシガイダマシ
鹿児島, 奄美大島　1968　A2000443

鹿児島, 奄美大島安脚場　1968　A2000447

turbinoides, Cronia

Subgenus　Muricodrupa　コマドボラ亜属

C. (M.) aspera　コゲレイシガイダマシ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1968　A2000504

aspera, Cronia

C. (M.) fusca　レイシガイダマシモドキ
和歌山, 御坊市美浜　1970　A2000505

fusca, Cronia

C. (M.) cariosa　コマドボラ
沖縄, 石垣島川平　1989　A2000507

沖縄, 石垣島石崎　1989　A2000506

cariosa, Cronia

Genus　Pascula　コレイシダマシ属

P. benedicta　コレイシガイダマシ
鹿児島, 徳之島　1972　A2000495

benedicta, Pascula

P. ochrostoma　キナフレイシガイダマシ
高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2000496

ochrostoma, Pascula

Genus　Maculotriton　ヌカボラ属

M. serrialis　ゴマフヌカボラ
鹿児島, 奄美大島西古見　1970　A2000511

serrialis, Mancinella

Genus　Drupella　シロレイシダマシ属

D. concatenata　クチベニレイシガイダマシ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2000493

concatenata, Morula

D. fragum　ヒメシロレイシガイダマシ
高知, 土佐市沖ノ島　1972　A2000501

fragum, Drupella

D. cornus　シロレイシガイダマシ
和歌山, 白浜町田島　1969　A2000502

cornus, Drupella
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Genus　Tenguella　レイシダマシ属

T. granulata　レイシガイダマシ
鹿児島, 奄美大島　不明　A2000503

鹿児島, 奄美大島古仁屋　1970　A2000494

granulata, Tenguella

Genus　Azumamorula　フトコロレイシダマシ属

A. mutica　フトコロレイシガイダマシ
鹿児島, 徳之島　1960　A2000492

mutica, Azumamorula

Genus　Morula　シマレイシダマシ属

Subgenus　Morula　

M. (M.) musiva　シマレイシガイダマシ
高知, 土佐市沖ノ島　1968　A2000497

musiva, Morula

M. (M.) anaxares　ウネシロレイシガイダマシ
鹿児島, 喜界島　1965　A2000498

鹿児島, 奄美大島　1989　A2000500

anaxares, Morula

M. (M.) nodicostata　シロイボレイシガイダマシ
鹿児島, 徳之島　1968　A2000499

nodicostata, Morula

M. (M.) japonica　ニッポンレイシガイダマシ
鹿児島, 奄美大島西古見　1970　A2000490

japonica, Morula

Subgenus　Spinidrupa　トゲレイシダマシ亜属

M. (S.) spinosa　トゲレイシガイダマシ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1958　A2000489

spinosa, Morula

M. (S.) biconica　コムラサキレイシガイダマシ
和歌山, 名田楠井　1966　A2000491

biconica, Morula

M. (S.) borealis　ハチジョウレイシガイダマシ
鹿児島, 奄美大島瀬戸内町　1960　A2000488

borealis, Morula

Genus　Nassa　ハナワレイシ属

N. serta　ムシロハナワレイシガイ
沖縄, 石垣島　1986　A2000482

serta, Nassa

Genus　Vexilla　ハタガイ属

V. vexillum　ハタガイ
鹿児島, 与路島　1961　A2000479

vexillum, Vexilla

Genus　Drupa　ムラサキイガレイシ属

Subgenus　Drupa　ムラサキイガレイシ亜属

D. (D.) morum morum　ムラサキイガレイシガイ
鹿児島, トカラ列島宝島センゴ浜　1991　A2000422

鹿児島, 奄美大島古仁屋　1970　A2000420

沖縄, 石垣島川平　1980　A2000421

morum, Drupa　＆　morum, Drupa morum

D. (D.) ricinus ricinus　キマダライガレイシガイ
鹿児島, 徳之島　1968　A2000448

ricinus, Drupa　＆　ricinus, Drupa ricinus

D. (D.) ricinus hadari　シロイガレイシガイ
鹿児島, 徳之島　1975　A2000424

沖縄, 北大東島　1972　A2000423

hadari, Drupa ricinus

Subgenus　Ricinella　アカイガレイシ亜属

D. (D.) rubusidaeus　アカイガレイシガイ
沖縄, 西表島　1986　A2000425

rubusidaeus, Drupa

D. (R.) clathrata　ヒロクチイガレイシガイ
沖縄, 宮古島　1965　A2000426

clathrata, Drupa

Subgenus　Drapina　キイロイガレイシ亜属

D. (D.) grossularia　キイロイガレイシガイ
鹿児島, 沖永良部島　1970　A2000427

grossularia, Drupa

Genus　Mancinella　キナレイ属

M. mancinella　キナレイシガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2000436

mancinella, Mancinella

M. lata　ヒロクチレイシガイ
高知, 土佐市柏島　1960　A2000430

lata, Mancinella

M. echinata　ウニレイシガイ
和歌山　1970　A2000439

和歌山, 白浜町畠島　1967　A2000431

echinata, Mancinella

M. tuberosa　ツノレイシガイ
鹿児島, 喜界島　1955　A2000441

鹿児島, 奄美大島　1986　A2000440

tuberosa, Mancinella

M. hippocastanum　ツノテツレイシガイ
鹿児島, 奄美大島　1986　A2000438

高知, 土佐市沖ノ島　1970　A2000437

hippocastanum, Mancinella

M. intermedia　コイボテツレイシガイ
沖縄, 与那国島　1974　A2000432

intermedia, Mancinella

Genus　Thais　レイシガイ属

Subgenus　Stramonita　シラクモガイ亜属

T. (S.) armigera　シラクモガイ
鹿児島, 沖永良部島　1980　A2000442

鹿児島, 奄美大島　1970　A2000435

鹿児島, 沖永良部島　1968　A2000434

armigera, Thais

T. (S.) savingti　テツレイシガイ
鹿児島, 奄美大島　1966.8　A2000429

鹿児島, 与路島　1989　A2000428

savingti, Thais

Subgenus　Thaisella　コイワニシ亜属

T. (T.) squamosa　コイワニシ
沖縄, 宮古島　1965　A2000433

squamosa, Thais

Subgenus　Reishia　レイシガイ亜属

T. (R.) bronni　レイシガイ
兵庫, 南淡町由良　1986　A2000485

bronni, Thais

T. (R.) clavigera　イボニシ
和歌山, 日の岬　1970　A2000487

兵庫, 西宮市　1976　A2000486

clavigera, Thais

T. (R.) luteostoma　クリフレイシガイ
和歌山, 白浜町畠島　1967　A2000484

luteostoma, Thais

T. (R.) pseudodiadema　オハグロレイシガイ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2004508

pseudodiadema, Thais

Genus　Nucella　チヂミボラ属

N. freycineti　エゾチジミボラ
北海道, 幌泉　1956　A2000481

freycineti, Nucella

Genus　Pinaxia　ミカンレイシ属

P. coronata citrina　ミカンレイシガイ
高知, 土佐市柏島　1962　A2000483

高知, 土佐市柏島　1961　A2004507

coronata, Pinaxia　＆　citrina, Pinaxia coronata
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Genus　Purpura　テツボラ属

P. persica　ホソスジテツボラ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2000451

沖縄, 西表島　1976　A2004501

persica, Purpura

P. panama　テツボラ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1972　A2000452

panama, Purpura

Subfamily　RAPANINAE　チリメンボラ亜科

Genus　Rapana　チリメンボラ属

R. venosa　アカニシ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000977

熊本, 荒尾市南荒尾有明海　1990.6.8　A2004701

愛知, 三河湾　1960　A2004155

和歌山, 西牟婁郡白浜町　1992.7　A2004192

venosa, Rapana

Family　CORALLIOPHILIDAE　サンゴヤドリ科

Genus　Coralliophila　サンゴヤドリ属

C. neritoides　クチムラサキサンゴヤドリ
鹿児島, 徳之島　1970　A2000610

neritoides, Coralliophila

C. bulbiformis　ヒラセトヨツガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1962　A2000607

bulbiformis, Coralliophila

C. erosa　カブトサンゴヤドリガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1962　A2000606

erosa, Coralliophila

C. inflata　オトヒメサンゴヤドリガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1962　A2000608

inflata, Coralliophila

C. clathrata　スギモトサンゴヤドリガイ
鹿児島, 徳之島　1970　A2000609

clathrata, Coralliophila

Genus　Quoyula　ヒトハサンゴヤドリ属

Q. madreporara　ヒトハサンゴヤドリガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2000613

madreporara, Quoyula

Genus　Latiaxis　ミズスイ属

L. mawae　ミズスイガイ
高知, 土佐湾　1972　A2000602

mawae, Latiaxis

L. pilsbryi　ハグルマミズスイガイ
高知, 土佐湾　1972　A2000603

pilsbryi, Latiaxis

Genus　Babelomurex　ブットウカセン属

B. japonicus　テンニョノカムリガイ
高知, 土佐湾　1972　A2000599

japonicus, Babelomurex

B. lischkeanus　カセンガイ
高知, 土佐湾　1972　A2000598

lischkeanus, Babelomurex

B. deburghiae　キキョウニシ
和歌山, 南部町堺港　1980　A2000600

deburghiae, Babelomurex

B. pagodus　ヒメカセンガイ
高知, 土佐湾　1962　A2000605

pagodus, Babelomurex

B. tosanus　トサカセンガイ
高知, 土佐湾　1978　A2000601

tosanus, Babelomurex

Subgenus　Echinolatiaxis　ウニカセン亜属

B. (E.) echinatus　ウニカセンガイ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1965　A2000604

echinatus, Babelomurex

Genus　Rapa　カブラガイ属

R. rapa　カブラガイ
沖縄, 宮古島　1965　A2000615

rapa, Rapa

R. incurva　キイロカブラガイ
沖縄, 宮古島　1965　A2000614

incurva, Rapa

R. bubiformis　タカカブラガイ
沖縄, 宮古島　1965　A2000616

bubiformis, Rapa

Genus　Magilus　イシカブラ属

M. striatus　ムロガイ
和歌山, 潮岬　1960　A2000612

striatus, Magilus

M. lamarckii　ホソムロガイ
和歌山, 潮岬　1960　A2000611

lamarckii, Magilus

Superfamily　BUCCINOIDEA　エゾバイ超科

Family　COLUMBELLIDAE　フトコロガイ科

Subfamily　COLUMBELLINAE　フトコロガイ亜科

Genus　Euplica　フトコロガイ属

E. turturina　マルフトコロガイ
鹿児島, 沖永良部島　不明　A2001501

turturina, Euplica

E. borealis　ヒメマルフトコロガイ
鹿児島, 与路島　不明　A2001511

borealis, Euplica

E. deshayesi　ヘシャゲフトコロガイ
鹿児島, 徳之島　不明　A2001502

deshayesi, Euplica

E. varians　チヂミフトコロガイ
高知, 土佐湾　1972　A2000474

varians, Euplica

E. scripta　フトコロガイ
沖縄, 石垣島　1964　A2001505

和歌山, 美浜　1960.4　A2001504

高知, 土佐沖の島　1960.8　A2001506

scripta, Euplica

Subfamily　PYRENINAE　タモトガイ亜科

Genus　Pyrene　タモトガイ属

P. punctata　タモトガイ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001508

punctata, Pyrene

P. flava　ムシエビガイ
和歌山, 潮岬　1956　A2001509

鹿児島, 奄美大島　1960　A2001510

flava, Pyrene

P. testudinaria　マツムシガイ
和歌山, 美浜　1966　A2001507

testudinaria, Pyrene

Genus　Mitrella　ムキガイ属

M. bicincta　ムギガイ
和歌山, 美浜　1966　A2001521

bicincta, Mitrella

M. tenuis　コウダカマツムシガイ
北海道, 襟裳岬　不明　A2001523

tenuis, Mitrella

Genus　Indomitrella　シャジクマツムシ属

I. lischkei　シラゲガイ
和歌山, 美浜　1970　A2000623

lischkei, Indomitrella

I. martensi　マルテンマツムシガイ
和歌山, 美浜　1960.4　A2001519

martensi, Indomitrella

Genus　Pyreneola　カゲロウマツムシ属

P. semipicta　カゲロウマツムシ
和歌山, 有田郡白崎　1956　A2001512

semipicta, Pyreneola
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P. abyssicola　ミナミカゲロウマツムシガイ
鹿児島, 徳之島　1960　A2001513

abyssicola, Pyreneola

Genus　Pleurotomitrella　クダマキマツムシ属

P. pleurotomoides　クダマキマツムシガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1960　A2000619

pleurotomoides, Pleurotomitrella

Genus　Anachis　ボサツガイ属

A. liocyma　ベニシワマツムシガイ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2001514

liocyma, Anachis

A. misera misera　ボサツガイ
高知, 沖ノ島　1960.8　A2001517

misera, Anachis　＆　misera, Anachis misera

A. misera nigromaculata　クロフボサツガイ
静岡, 稲取　1950　A2000621

鹿児島, 徳之島　不明　A2001515

高知, 土佐市沖ノ島　1960.8　A2001516

nigromaculata, Anachis misera

A. misera polynyma　ショウボサツガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1958　A2000620

polynyma, Anachis misera

Genus　Zafra　ノミニナ属

Z. pumila　ノミニナ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1955　A2000618

pumila, Zafra

Z. mitriformis　ノミニナモドキ
和歌山, 美浜　1967　A2000617

mitriformis, Zafra

Z. sinensis　ケシマツムシガイ
鹿児島, 徳之島　1960　A2001520

sinensis, Zafra

Genus　Zafrona　サメハダムギガイ属

Z. lifuana　サメハダムギガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1960　A2000624

lifuana, Zafrona

Genus　Metanachis　ツマベニシワマツムシ属

M. moleculina　チビムギガイ
鹿児島, 奄美大島　不明　A2001522

moleculina, Metanachis

Genus　Aesops　コハナマツムシ属

Subgenus　Aesops　コハナマツムシ亜属

A. (A.) japonicus　コハナマツムシガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1960　A2001500

japonicus, Aesops

Subgenus　Lavesopus　ハナマツムシ亜属

A. (L.) spiculum　ハナマツムシガイ
鹿児島, 徳之島　不明　A2001518

spiculum, Aesops

Genus　Parviterebra　タケノコモドキ属

P. peucivolvis　タケノコガイモドキ
鹿児島, 徳之島　1962　A2000622

peucivolvis, Parviterebra

Family　NASSARIIDAE　オリイレヨフバイ科

Subfamily　NASSARIINAE　オリイレヨフバイ亜科

Genus　Nassarius　オリイレヨフバイ属

N. arcularius　オリイレヨフバイ
沖縄, 石垣島川平　1964.8　A2002601

arcularius, Nassarius

N. coronatus　イボヨフバイ
鹿児島, 徳之島　1970.8　A2002597

coronatus, Nassarius

Genus　Alectrion　サメムシロ属

A. papillosus　サメムシロガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1966.7　A2002609

papillosus, Alectrion

A. glans glans　ミナミキンシバイ
鹿児島, 沖永良部島　1970　A2002615

glans, Alectrion　＆　glans, Alectrion glans

A. glans nipponensis　キンシバイ
和歌山, 名田下楠井　1988.11　A2002606

高知, 土佐市沖ノ島　1962.8　A2002605

nipponensis, Alectrion glans

Genus　Plicarcularia　カニノテムシロ属

P. globosus　コブムシロガイ
鹿児島, 与路島　1965.8　A2002608

globosus, Plicarcularia

Genus　Niotha　ムシロガイ属

N. variegata　アラレガイ
和歌山, 南部町　1985.12　A2002596

variegata, Niotha

N. splendidula　キビムシロガイ
伊勢湾　1976.4　A2002604

splendidula, Niotha

N. livescens　ムシロガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000973

livescens, Niotha

N. semisulcatus　アツムシロガイ
鹿児島, 徳之島山　1972.8　A2002591

鹿児島, 喜界島　1960.8　A2002592

鹿児島, 沖永良部島　1970.8　A2002593

semisulcatus, Niotha

Genus　Telasco　ヨフバイ属

T. reeveanus　ヨフバイモドキ
鹿児島, 喜界島　1960.8　A2002614

沖縄, 宮古島　1965.7　A2002618

鹿児島, 徳之島　1965.8　A2002617

reeveanus, Telasco

T. velatus　シイノミヨフバイ
和歌山, 美浜　1966.7　A2002611

鹿児島, 徳之島　1966.7　A2002610

velatus, Telasco

T. sufflatus　ヨフバイ
和歌山, 下津井　1987.12　A2002616

和歌山, 名田楠井　1989.3　A2004654

sufflatus, Telasco

Genus　Zeuxis　クリイロムシロ属

Z. siquijorensis　オオハナムシロガイ
高知, 土佐湾　1965.4　A2002598

siquijorensis, Zeuxis

Z. crenulata　オキナワハナムシロガイ
沖縄, ムーンビーチ　1970.8　A2002600

crenulata, Zeuxis

Z. margaritiferus　リュウキュウムシロガイ
沖縄, ムーンビーチ　1965　A2002649

沖縄, 石垣島川平　1975　A2002619

margaritiferus, Zeuxis

Z. rutialans　キイヨフバイ
沖縄, 石垣島　1964.7　A2002602

rutialans, Zeuxis

Z. concinnus　キヌヨフバイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1970.8　A2002599

鹿児島, 奄美大島名瀬サンドポンプ　1960.7　A2002603

concinnus, Zeuxis

Genus　Varicinassa　ウネハナムシロ属

V. variciferus　ウネハナムシロガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000974

variciferus, Varicinassa
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Genus　Reticunassa　ヒメムシロ属

R. festiva　アラムシロガイ
兵庫, 別府　1960.4　A2002594

兵庫, 南淡町福良　1987.4　A2002595

festiva, Reticunassa

R. pauperus　ナミヒメムシロガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1966.8　A2002612

pauperus, Reticunassa

R. fratercula　クロスジムシロガイ
和歌山, 串本町　1968.7　A2002607

fratercula, Reticunassa

Genus　Allonassa　ホソムシロ属

A. eximius　ホソムシロガイ
東京都, 小笠原諸島　1970.8　A2002613

eximius, Allonassa

Family　BUCCINIDAE　エゾバイ科

Subfamily　LIOMESUSINAE　ワダチナガバイ亜科

Genus　Beringion　ナガバイ属

B. polynematicus　ナガバイ
宮城, 陸前沖　1981　A2000794

polynematicus, Beringion

B. kennicotti　ヒロナガバイ
亜庭湾　1966　A2004595

kennicotti, Beringion

Genus　Japelion　ネジヌキバイ属

Subgenus　Japelion　ネジヌキバイ亜属

J. (J.) hirasei　ネジヌキバイ
千葉, 鹿島灘銚子揚がり　1956　A2000804

hirasei, Japelion

Subgenus　Metajapelion　ツムガタネジボラ亜属

J. (M.) adelphicus　ツムガタネジボラ
高知, 土佐湾　1956　A2000803

adelphicus, Japelion

J. (M.) pericochlion　ネジボラ
北海道, 稚内市西海岸　1988.11　A2001314

千葉, 鹿島灘銚子揚がり　1956　A2000802

pericochlion, Japelion

Subfamily　VOLUTOPSIINAE　カミオボラ亜科

Genus　Volutopsion　チャイロカミオボラ属

V. castaneus　チャイロカミオボラ
北海道, 稚内市　1971　A2000783

castaneus, Volutopsion

Genus　Lussivoltopsius　イトマキカミオボラ属

L. emphaticus　イトマキカミオボラ
福井, 越前沖　1968　A2000784

兵庫, 但馬沖　1975　A2001248

emphaticus, Lussivoltopsius

L. furukawai　キジビキカミオボラ
北海道, 稚内市　1989　A2001247

furukawai, Lussivoltopsius

Genus　Habevolutopsius　リクゼンボラ属

H. hirasei　リクゼンボラ
宮城, 陸前　1981　A2004580

hirasei, Habevolutopsius

H. verukruzeni　ミドリツムバイ
日本海北部　1973　A2000955

北海道, 知床岬沖　1980　A2001296

北海道　1970　A2001297

verukruzeni, Habevolutopsius

Subfamily　MOHNIINAE　ホソバイ亜科

Genus　Plicifusus　シワバイ属

P. aurantius　ニクイロツムバイ
福井, 越前沖　1973.11　A2001298

兵庫, 但馬沖　1960　A2001301

aurantius, Plicifusus

P. scissuratus　オオエゾシワバイ
北海道, 稚内桃尻岬沖　1989　A2001299

北海道, 噴火湾沖（内浦湾）　1982　A2001300

scissuratus, Plicifusus

Subgenus　Retifusus　エゾシワバイ亜属

P. (R.) rhyssoides　リクゼンシワバイ
北海道, 知床岬沖　1987.1　A2001313

北海道, 幌泉　1956　A2001302

rhyssoides, Plitifusus

Genus　Plicifusus　シワバイ属

Subgenus　Helicofusus　

P. (H.) minor　ヒメカミオボラ
北海道, 稚内市揚がり　1970　A2004579

minor, Plicifusus

Subfamily　PARANCISTROLEPISINAE　キノシタバイ亜科

Genus　Parancistrolepis　キノシタバイ属

P. kinoshitai　キノシタバイ
遠州灘　1971　A2001315

愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1972　A2000790

愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1979　A2004583

kinoshitai, Parancistrolepis

Genus　Parancistrolepis　キノシタバイ亜属

P. fujitai　フジタバイ
千葉, 銚子港揚がり　1958　A2001316

fujitai, Parancistrolepis

Subfamily　ANCISTROLEPISINAE　ワダチバイ亜科

Genus　Ancistrolepis　ワダチバイ亜属

A. grammatus　ワダチバイ
北海道　1970　A2004597

grammatus, Ancistrolepis

A. kawamurai　カワムラワダチバイ
北海道, 網走市沖　1973　A2000789

kawamurai, Ancistrolepis

Genus　Clinopegma　モロハバイ属

C. unicum unicum　モロハバイ
三陸沖　1972　A2004584

unicum, Clinopegma　＆　unicum, Clinopegma unicum

C. hirsutum　ケハダヤゲンバイ
北海道　1986　A2004591

北海道, 網走市沖　1972　A2000781

hirsutum, Clinopegma

Subfamily　NEPTUNEINAE　エゾボラ亜科

Genus　Neptunea　エゾボラ属

Subgenus　Neptunea　エゾボラ亜属

N. (N.) intersculpta　エゾボラモドキ
兵庫, 美方郡香住港揚がり　1960　A2004182

兵庫, 三方郡浜坂町　1993.3　A2004700

intersculpta, Neptunea

N. (N.) frator　コエゾボラモドキ
茨城, 鹿島灘　1959　A2000795

frator, Neptunea

N. (N.) kuroshio　ヒメエゾボラモドキ
遠州灘　1960　A2000798

kuroshio, Neptunea

N. (N.) eulimata　カラフトエゾボラ
北海道, 稚内市揚がり　1962　A2000935

北海道, 稚内市揚がり　1972　A2000801

eulimata, Neptunea

N. (N.) lamellon　クリイロエゾボラ
北海道, 稚内市稚内湾　1992　A2004633

lamellon, Neptunea

N. (N.) beringiana　コブシエゾボラ
北海道, 稚内市揚がり　1974　A2000800

北海道, 釧路　1970　A2004582

beringiana, Neptunea

N. (N.) elegantula　セイタカエゾボラ
福井, 越前沖　1961　A2000938

elegantula, Neptunea
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Subgenus　Barbitonia　ヒメエゾボラ亜属

N. (B.) arthritica　ヒメエゾボラ
北海道, 稚内市揚がり　1983　A2000934

北海道, 稚内市　1988　A2004581

arthritica, Neptunea

N. (B.) cumingi　チョウセンボラ
宮城, 仙台市塩釜　1990.11　A2000937

cumingi, Neptunea

Subfamily　PHOTINAE　トクサバイ亜科

Genus　Phos　トクサバイ属

P. senticosus　トクサバイ
和歌山, 潮岬　1972.4　A2001253

鹿児島, 徳之島　1968　A2001252

高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2001251

senticosus, Phos

P. hirasei　ヒメトクサバイ
鹿児島, 徳之島　1968　A2001255

hirasei, Phos

P. varicosus　コトクサバイ
高知, 土佐市柏島　1960　A2001254

varicosus, Phos

Genus　Benthindsia　ナサバイ属

B. magnifica　ナサバイ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2001294

magnifica, Benthindsia

B. magnifica lischkei　リシケナサバイ
高知, 土佐湾　1970　A2001293

lischkei, Benthindsia magnifica

B. magnifica kirai　キラナサバイ
愛知, 三河一色揚がり　1960.4　A2001303

kirai, Benthindsia magnifica

B. sinensis　タイワンアラレバイ
遠州灘　1960　A2004512

愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1969　A2001295

sinensis, Benthindsia

Genus　Microfusus　ヒメニシ属

M. acutispirata　ヒメニシ
高知, 土佐湾　1966　A2001276

遠州灘　1970　A2001275

acutispirata, Microfusus

Subfamily　SIPHONALIINAE　ミクリガイ亜科

Genus　Siphonalia　ミクリガイ属

S. cassidariaeformis　ミクリガイ
高知, 土佐湾　1960　A2001281

愛知, 三河湾　1966　A2001280

cassidariaeformis, Siphonalia

S. cassidariaeformis conspersa　トラフミクリガイ
高知, 土佐湾　1960　A2001282

conspersa, Siphonalia cassidariaeformis

S. fusoides　トウイトガイ
遠州灘　1968.6　A2001278

fusoides, Siphonalia

S. trochula　ミオツクシガイ
和歌山, 南部町　1970　A2001288

高知, 土佐湾　1960　A2001287

trochula, Siphonalia

S. trochula tokaiensis　アラボリミオツクシガイ
和歌山, 南部町　1962　A2004513

遠州灘　1960　A2001286

tokaiensis, Siphonalia trochula

S. concinna　ミカドミクリガイ
高知, 土佐湾　1960　A2001279

concinna, Siphonalia

S. signa　シマミクリガイ
愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1960　A2001283

signa, Siphonalia

S. aspersa　アラボリミクリガイ
高知, 土佐湾　1962　A2001284

aspersa, Siphonalia

S. hirasei　ヒラセミクリガイ
遠州灘　1963　A2001291

hirasei, Siphonalia

S. kikaigashimana　キカイミクリガイ
鹿児島, 喜界島　1958　A2001290

kikaigashimana, Siphonalia

S. spadicea filosa　ネムリガイ
高知, 土佐湾　1960　A2001285

spadicea, Siphonalia　＆　filosa, Siphonalia spadicea

S. modificata　セコボラ
高知, 土佐市沖ノ島　1959　A2001289

modificata, Siphonalia

Genus　Kelletia　ミガキボラ属

K. lischkei　ミガキボラ
兵庫, 生穂　1989.7　A2001317

lischkei, Kelletia

Subfamily　ENGININAE　ノシガイ亜科

Genus　Enzinopsis　ゴマフホラダマシ属

E. menkeana　ゴマフホラダマシ
鹿児島, 奄美大島　1976　A2001256

menkeana, Enzinopsis

E. lineata　ノシメニナ
鹿児島, 奄美大島　1980　A2001260

lineata, Enzinopsis

Genus　Enginopsis　ゴマフホラダマシ属

E. zonalis　ホソノシガイ
鹿児島, 奄美大島　1971　A2001257

zonalis, Enginopsis

Genus　Pusiostoma　ノシガイ属

P. mendicaria　ノシガイ
沖縄　1986　A2001259

和歌山　1977　A2001258

mendicaria, Pusiostoma

Genus　Prodotia　カゴメベッコウバイ属

P. iostoma　カゴメホラダマシ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001261

鹿児島, 奄美大島　1970　A2001262

iostoma, Prodotia

Genus　Pollia　スジグロホラダマシ属

P. undosa　スジグロホラダマシ
沖縄, 石垣島　1980.8　A2001267

鹿児島, 喜界島　1966.3　A2001265

鹿児島, 奄美大島　1970　A2001266

undosa, Pollia

P. mollis　シワホラダマシ
和歌山, 潮岬　1956　A2001264

鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2001270

mollis, Pollia

P. rubiginosa　ヒメホラダマシ
沖縄, 石垣島サンドポンプ　1964　A2001263

rubiginosa, Pollia

Genus　Clivipollia　クチベニホラダマシ属

C. pulcher　クチベニホラダマシ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1966.8　A2001269

鹿児島, 奄美大島　1966　A2001268

pulcher, Clivipollia

Subfamily　PISANIINAE　ベッコウバイ亜科

Genus　Ecmanis　ベッコウバイ属

E. ignea　ベッコウバイ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001272

ignea, Ecmanis

E. tritonoides　マルベッコウバイ
高知, 土佐市沖ノ島　1959　A2001271

tritonoides, Ecmanis
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Subfamily　CANTHARINAE　オガイ亜科

Genus　Cantharus　オガイ属

C. cecillei　オガイ
愛知, 三河湾　1962　A2001277

cecillei, Cantharus

Subfamily　JAPEUTHRIINAE　イソニナ亜科

Genus　Japeuthria　イソニナ属

J. cingulata　シマベッコウバイ
鹿児島, 徳之島　1968　A2001274

cingulata, Japeuthria

J. ferrea　イソニナ
兵庫, 南淡町沼島　1989.9　A2004655

和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2004656

和歌山, 名田楠井　1971　A2001273

ferrea, Japeuthria

Subfamily　BABYLONIINAE　バイ亜科

Genus　Babylonia　バイ属

B. japonica　バイ
兵庫, 明石市　不明　A2001312

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000968

不明　不明　A2004147

愛知, 三河湾　1966.6　A2001311

japonica, Babylonia

B. kirana　ウスイロバイ
鹿児島, 奄美大島諸鈍　1990　A2001250

kirana, Babylonia

Subfamily　BUCCININAE　エゾバイ亜科

Genus　Buccinum　エゾバイ属

B. inclytum　ヒモマキバイ
北海道, 釧路　1970　A2000777

福井, 越前沖厨揚がり　1990.2　A2000954

北海道, 釧路　1975　A2004571

北海道, 襟裳岬沖　1978　A2004578

inclytum, Buccinum

B. isaotakii　シライトマキバイ
千葉, 鹿島灘銚子沖　1956　A2000917

isaotakii, Buccinum

B. surugonuom　スルガバイ
愛知, 三河一色揚がり　1968　A2000923

surugonuom, Buccinum

B. opisoplectum　クビレバイ
北海道, 釧路揚がり　1968　A2004577

福井, 越前沖　1967　A2000915

北海道, 網走市　1967　A2005059

opisoplectum, Buccinum

B. sakhalinense　カラフトバイ
北海道, 稚内市揚がり　1989　A2000925

sakhalinense, Buccinum

B. verkruzeni　オオカラフトバイ
北海道, 稚内市揚がり　1976　A2004575

verkruzeni, Buccinum

B. middendorffi　エゾバイ
北海道, 釧路　1990.6　A2000929

北海道, 釧路　1990.6　A2001306

北海道　不明　A2004146

北海道　1980　A2001318

北海道　1991　A2004570

middendorffi, Buccinum

B. elatior　チヂワエゾバイ
北海道, 稚内市揚がり　1972　A2000922

北海道　1971　A2004585

北海道, 稚内市　1970.2　A2001553

北海道, 幌泉　1956　A2000480

elatior, Buccinum

B. ochotense　オホーツクバイ
北海道, 稚内桃尻岬沖　1988　A2001309

ochotense, Buccinum

B. trescotatum　ミスジエゾバイ
北海道，網走揚がり　1984　A2004943

trescotatum, Buccinum

B. maehirai　マエヒラエゾバイ
北海道, 稚内桃尻岬沖　不明　A2004574

maehirai, Buccinum

B. bayani　カガバイ
富山, 富山湾　1958　A2000779

bayani, Buccinum

B. osagawai　オサガワバイ
北海道　1971　A2004589

osagawai, Buccinum

B. striatissimum　エッチュウバイ
兵庫, 美方郡香住港揚がり　1962　A2000921

兵庫, 但馬沖香住揚がり　1962　A2005060

日本海　不明　A2004145

striatissimum, Buccinum

B. tenuissimum　オオエッチュウバイ
富山, 富山湾　1961　A2000916

tenuissimum, Buccinum

B. tsubai　ツバイ
富山, 富山湾　1960　A2001308

福井, 越前沖　1972　A2004573

tsubai, Buccinum

B. kushiroensis　クシロエゾバイ
北海道, 釧路沖　1991　A2004576

kushiroensis, Buccinum

Genus　Reticubuccinum　シレトコバイ属

R. acutispiratum　トウダカバイ
北海道, 稚内市　1990　A2004572

北海道, 根室沖　1975　A2001310

acutispiratum, Reticubuccinum

Subfamily　VOLUTHARPINAE　モスソガイ亜科

Genus　Volutharpa　モスソガイ属

V. ampullacea ampullacea　ヒメモスソガイ
北海道　1987　A2001304

ampullacea, Volutharpa　＆　ampullacea, Volutharpa ampullacea

V. ampullacea perri　モスソガイ
遠州灘　1970　A2001305

perri, Volutharpa ampullacea

Family　COLUBRARIIDAE　セコバイ科

Genus　Colubraria　ヒモカケセコバイ属

C. cumingi　ヒモカケセコバイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2000894

cumingi, Colubraria

C. castanea　セコバイ
和歌山, 南部町堺港　1968　A2000892

castanea, Colubraria

C. maricata　オボロセコバイ
沖縄, 宮古島　1965　A2000895

maricata, Colubraria

C. nitidula　ミガキセコバイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2000893

nitidula, Colubraria

Family　MELONGENIDAE　テングニシ科

Genus　Hemifusus　テングニシ属

H. tuba　テングニシ
兵庫，明石市林崎沖　不明　A2004181

福井, 若狭湾　1992　A2004632

大阪湾　1987　A2000949

tuba, Hemifusus

Family　FASCIOLARIIDAE　イトマキボラ科

Subfamily　FASCIOLARIINAE　イトマキボラ亜科

Genus　Pleuroploca　イトマキボラ属

P. trapezium　イトマキボラ
鹿児島, 奄美大島　1966.8　A2001844

高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2004705

trapezium, Pleuroploca

P. trapezium paeteli　ヒメイトマキボラ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2004704

高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2001846

paeteli, Pleuroploca trapezium
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P. filamentosa　ナガイトマキボラ
和歌山, 名田楠井　1988　A2001845

filamentosa, Pleuroploca

P. glabra　ツノキガイ
和歌山, 名田楠井　1988　A2001843

glabra, Pleuroploca

Subfamily　PERISTERNIINAE　ツノマタモドキ亜科

Genus　Peristernia　ツノマタモドキ属

P. nassatula　ムラサキツノマタガイモドキ
鹿児島, 徳之島　1968.8　A2001822

nassatula, Peristernia

P. incarnata　クチベニツノマタガイモドキ
沖縄, 宮古島　1965　A2001823

incarnata, Peristernia

Genus　Leucozonia　マルニシ属

L. smaragdula　マルニシ
鹿児島, 徳之島　1970　A2001833

沖縄, 石垣島　1987.8　A2001832

smaragdula, Leucozonia

Genus　Latirus　リュウキュウツノマタ属

L. polygonus　リュウキュウツノマタガイ
沖縄　1964　A2001825

polygonus, Latirus

L. stenomphalus　キラヘソアキツノマタガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1965　A2001828

stenomphalus, Latirus

L. belcheri　ツノマタガイモドキ
沖縄, 石垣島　1965　A2001826

belcheri, Latirus

L. pictus　アヤツノマタガイモドキ
沖縄, 石垣島　1965　A2001827

pictus, Latirus

L. kandai　カンダニシキニナ
和歌山, 南部町堺港　1986　A2001829

kandai, Latirus

L. infundibulum　ニシキツノマタガイ
西インド諸島　1986.11　A2002423

infundibulum, Latirus

Genus　Latirulus　ニシキニナ属

L. craticulatus　ニシキニナ
高知, 沖ノ島　1966.8　A2001824

craticulatus, Latirulus

L. nagasakiensis　ナガサキニシキニナ
高知, 土佐市沖ノ島　1960.8　A2001830

nagasakiensis, Latirulus

L. turritus　スジグロニシキニナ
沖縄, 石垣島　1976　A2001831

turritus, Latirulus

Subfamily　FUSININAE　ナガニシ亜科

Genus　Fusinus　ナガニシ属

F. perplexus　ナガニシ
和歌山　1968　A2001849

perplexus, Fusinus

F. longicaudus　ハシナガニシ
福井, 越前沖厨揚がり　1986　A2001850

longicaudus, Fusinus

F. grabaui　コブシナガニシ
和歌山, 名田楠井　1988　A2001851

grabaui, Fusinus

F. colus　ホソニシ
沖縄, 与那国島　1972　A2001840

colus, Fusinus

F. ferceps　イトマキナガニシ
和歌山, 南部町堺港　1990　A2004663

ferceps, Fusinus

F. forceps salisbury　アライトマキナガニシ
高知, 土佐湾　1972　A2001848

高知, 土佐湾　1970　A2004703

forceps, Fusinus　＆　salisbury, Fusinus forceps

F. crassiplicatus　フトウネナガニシ
高知, 土佐湾　1978　A2001841

crassiplicatus, Fusinus

F. spectrum　カドバリナガニシ
和歌山, 名田楠井　1988　A2001847

spectrum, Fusinus

F. nicobaricus　チトセボラ
和歌山　1980　A2001842

nicobaricus, Fusinus

F. tuberosus　ミクリナガニシ
兵庫, 南淡町由良　1988　A2001839

tuberosus, Fusinus

Genus　Simplicifusus　シロヒメナガニシ属

S. noguchii　シロヒメナガニシ
遠州灘　1968　A2001834

noguchii, Simplicifusus

S. hyphalus　ワタゾコナガニシ
高知, 土佐湾　1952　A2001835

hyphalus, Simplicifusus

Genus　Granulifusus　アラレナガニシ属

G. nipponicus　アラレナガニシ
遠州灘　1968　A2001837

高知, 土佐湾　1972　A2001836

nipponicus, Granulifusus

G. hayashii　ヤサナガニシ
三重, 長島　1974　A2001838

hayashii, Granulifusus

Superfamily　VOLUTOIDEA　ヒタチオビ超科

Family　OLIVIDAE　マクラガイ科

Subfamily　ANCILLINAE　リュウグウボタル亜科

Genus　Baryspira　リュウグウボタル属

B. rubiginosa　トガリリュウグウボタルガイ
愛知, 三河一色揚がり　不明　A2001431

rubiginosa, Baryspira

B. hinomotoensis urashima　ウラシマボタルガイ
愛知, 三河一色揚がり　不明　A2001430

hinomotoensis, Baryspira　＆　urashima, Baryspira hinomotoensis

Subfamily　OLIVELLINAE　ホタルガイ亜科

Genus　Olivella　ホタルガイ属

O. japonica　ホタルガイ
三重, 伊勢湾　1895　A2001428

japonica, Olivella

O. spreta　ササノミガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　不明　A2001429

spreta, Olivella

Subfamily　OLIVINAE　マクラガイ亜科

Genus　Oliva　マクラガイ属

Subgenus　Annulatoliva　ムラクモマクラ亜属

O. (A.) annulata f. amethystina　サツマビナガイ
鹿児島, 徳之島　1962.8　A2001425

annulata, Oliva

Subgenus　Galeola　ヒナマクラ亜属

O. (G.) carneola　ヒナマクラガイ
鹿児島, 喜界島　1960.8　A2001427

carneola, Oliva

Subgenus　Miniaceoliva　カネコマクラ亜属

O. (M.) caerulea　カネコマクラガイ
沖縄, 宮古島　1964.11　A2001422

caerulea, Oliva

O. (M.) miniacea　ジュドウマクラガイ
鹿児島, 徳之島　1966　A2001418

鹿児島, 奄美大島名瀬　1960.8　A2001420

高知, 土佐市柏島　1960　A2001419

高知, 土佐市沖ノ島　1960.8　A2001421

miniacea, Oliva

O. (M.) sericea　オオジュドウマクラガイ
沖縄, 石垣島　1980　A2001417

sericea, Oliva
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Subgenus　Musteloliva　マクラガイ亜属

O. (M.) concavospira　ヘコミマクラガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2001426

concavospira, Oliva

O. (M.) mustelina　マクラガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000982

和歌山　1970　A2001424

mustelina, Oliva

Subgenus　Viduoliva　イロガワリマクラ亜属

O. (V.) elegans　ホソコモンマクラガイ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1970.3　A2001423

elegans, Oliva

Family　MITRIDAE　フデガイ科

Subfamily　MITRINAE　フデガイ亜科

Genus　Mitra　チョウセンフデ属

M. cardinalis　マルフデガイ
鹿児島, 奄美大島　1976　A2002469

cardinalis, Mitra

Genus　Tiarella　オニキバフデ属

T. stictica　ニシキノキバフデ
沖縄, 与那国島　1980　A2002461

stictica, Tiarella

Genus　Phaeomitra　クロイロフデ属

P. coffea　クリイロフデガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1962　A2002455

coffea, Phaeomitra

P. imperialis　ベニウミフデガイ
鹿児島, 喜界島　1965　A2002465

imperialis, Phaeomitra

P. eremitarum　コゲフデガイ
鹿児島, 奄美大島　1976　A2002456

沖縄, 石垣島　1980　A2002457

eremitarum, Phaeomitra

Genus　Vicimitra　フデガイ属

V. inquinata　フデガイ
和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2004662

高知, 室戸　1960　A2002462

inquinata, Vicimitra

Genus　Nebularia　コリーフデガイ属

N. ferruginea　ベッコウフデガイ
鹿児島, 喜界島　1965　A2002464

ferruginea, Nebularia

N. chrysalis　マユフデガイ
鹿児島, 奄美大島　1962.8　A2002468

chrysalis, Nebularia

N. fraga　コベニフデガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬サンドポンプ　不明　A2002458

fraga, Mitra

N. aurantia　オビフデガイ
沖縄, 石垣島　1980　A2002451

aurantia, Nebularia

N. aurora froridula　ムシロフデガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1962　A2002471

aurora, Nebularia　＆　froridula, Nebularia aurora

N. puncticulata　キバフデガイ
沖縄, 与那国島　1974　A2002453

puncticulata, Nebularia

N. rosacea　ベニフデガイ
遠州灘　1970　A2002466

rosacea, Nebularia

Genus　Strigatella　ヤタテガイ属

S. paupercula　ナガシマヤタテガイ
鹿児島, 奄美大島　1968.8　A2002460

paupercula, Strigatella

S. retusa　オオシマヤタテガイ
鹿児島, 奄美大島　1968.8　A2002450

retusa, Strigatella

S. litterata　ミダレシマヤタテガイ
鹿児島, 奄美大島　1968　A2002470

litterata, Strigatella

S. scutulata　ヤタテガイ
沖縄, 石垣島　不明　A2002474

沖縄, 石垣島　1976　A2002473

scutulata, Strigatella

S. decurtata　フトコロヤタテガイ
鹿児島, 奄美大島大和村　1972.8　A2002463

decurtata, Strigatella

S. impressa　キイロフデガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1968.8　A2002452

impressa, Strigatella

Subfamily　CYLINDROMITRINAE　イモフデガイ亜科

Genus　Pterygia　イモフデガイ属

P. dectylus　イモフデガイ
鹿児島, 徳之島　1962　A2002448

鹿児島, 沖永良部島　1980　A2002447

dectylus, Pterygia

Genus　Cylindromitra　テラマチイモフデ属

C. sinensis　テラマチイモフデガイ
高知, 土佐湾　1960　A2002459

sinensis, Cylindromitra

Genus　Scabricola　ヤグラフデ属

S. yagurai　ヤグラフデガイ
高知, 土佐湾　1960　A2002472

yagurai, Scabricola

Subfamily　IMBRICARIINAE　チョウチンフデ亜科

Genus　Cancilla　カラフデ属

Subgenus　Cancilla　

C. (C.) isabella　アヤカラフデガイ
高知, 土佐湾　1966　A2002445

isabella, Cancilla

Subgenus　Domiporta　イトマキフデ亜属

C. (D.) firalis　イトマキフデガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1968.8　A2002446

firalis, Cancilla

C. (D.) prestantissima　ホソイトマキフデガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1962　A2002467

prestantissima, Cancilla

C. (D.) bernardiana　マルイトマキフデガイ
沖縄, 石垣島　1990　A2000952

bernardiana, Cancilla

Genus　Neocancilla　アラフデガイ属

N. papilio　クチベニアラフデガイ
沖縄, 石垣島川平　1980　A2002454

papilio, Neocancilla

N. clathrus　イワカワフデガイ
和歌山, 串本町(サンドポンプ)　1978　A2002449

clathrus, Neocancilla

Family　COSTELLARIIDAE　ミノムシガイ科

Genus　Vexillum　ミノムシガイ属

V. taeniatum　ナガミノムシガイ
沖縄, 宮古島　1965.7　A2002547

taeniatum, Vexillum

V. coccineum　カゴメミノムシガイ
沖縄, 宮古島　1965.7　A2002539

coccineum, Vexillum

V. stainforthi　ベニシボリミノムシガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1962　A2002551

stainforthi, Vexillum

V. balteolatum　ミノムシガイ
沖縄, 馬天サンドポンプ　1970　A2002553

balteolatum, Vexillum

V. plicarium　オオミノムシガイ
沖縄, 石垣島　1980　A2002538

plicarium, Vexillum
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V. rugosum　シワミノムシガイ
沖縄, 石垣島　1980　A2002542

rugosum, Vexillum

Genus　Costellaria　イトカケツクシ属

C. semisculpta　ウスイロミノムシガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1968.8　A2002537

semisculpta, Costellaria

Genus　Mitropifex　アミメツクシ属

M. fuscoapicatus　ツクシガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1968.8　A2002543

fuscoapicatus, Mitropifex

M. japonicus　ナガツクシガイ
高知, 土佐湾　1960　A2002545

高知, 土佐市柏島　1962　A2002546

japonicus, Mitropifex

Genus　Arenimitra　ハマヅト属

A. exasperata　ハマヅトガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1970　A2002549

exasperata, Arenimitra

Genus　Pusia　クロオトメフデ属

P. consanguinea　ミヨリオトメフデガイ
鹿児島, 奄美大島　1968.8　A2002554

consanguinea, Pusia

P. amabilis　マメオトメフデガイ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2002552

amabilis, Pusia

P. patriarchalis　クチベニオトメフデガイ
和歌山, 潮岬　1962　A2002540

patriarchalis, Pusia

P. corallina　サンゴオトメフデガイ
鹿児島, 奄美大島　1968　A2002541

corallina, Pusia

Genus　Idiochila　ホシヤマオトメフデ属

I. millecostata　ニシキオトメフデガイ
鹿児島, 奄美大島　1968.8　A2002548

millecostata, Idiochila

Genus　Zierliana　テツヤタテ属

Z. ziervogelii　テツヤタテガイ
鹿児島, 奄美大島大和村　1962.8　A2002544

ziervogelii, Zierliana

Z. woldemarii aethiops　ヒメテツヤタテガイ
鹿児島, 奄美大島大和村　1962.8　A2002550

woldemarii, Zierliana　＆　aethiops, Zierliana woldemarii

Family　VOLUTIDAE　ガクフボラ科

Subfamily　LYRIINAE　スジボラ亜科

Genus　Lyria　スジボラ属

Subgenus　Lyria　

L. (L.) cassidula　スジボラ
高知, 土佐市柏島　1956　A2004438

cassidula, Lyria

Subfamily　FULGORARIINAE　イトマキヒタチオビ亜科

Genus　Fulgoraria　イトマキヒタチオビ属

Subgenus　Fulgoraria　

F. (F.) hamillei nipponkaiensis　ヒメイトマキヒタチオビガイ
福井, 越前沖　1990　A2004449

hamillei, Fulgoraria　＆　nipponkaiensis, Fulgoraria hamillei

Genus　Psephaea　ニシキヒタチオビ属

P. concinna　ニシキヒタチオビガイ
高知, 土佐湾　1975　A2004443

concinna, Psephaea

P. concinna corrugata　シワヒタチオビガイ
愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1972　A2004442

corrugata, Psephaea concinna

P. kaneko hayashii　シナツクリヒタチオビガイ
朝鮮海峡　1972　A2004450

kaneko, Psephaea　＆　hayashii, Psephaea kaneko

P. daviesi　シマヒタチオビガイ
高知, 土佐湾　1972　A2004439

daviesi, Psephaea

P. menthien　ホソヒタチオビガイ
高知, 土佐湾浦戸揚がり　1960　A2004441

menthien, Psephaea

Genus　Nipponomelon　ホンヒタチオビ属

N. prevostiana　ホンヒタチオビガイ
高知, 土佐湾　1957　A2004448

prevostiana, Nipponomelon

N. magma　オオヒタチオビガイ
北海道, 稚内市稚内湾　1969　A2004440

magma, Nipponomelon

N. salebrosa　エゾヒタチオビガイ
北海道, 稚内市　1970　A2004452

salebrosa, Nipponomelon

Genus　Musashia　ニクイロヒタチオビ属

M. hirasei　ニクイロヒタチオビガイ
愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1968　A2004444

hirasei, Musashia

M. cancellata　チリメンヒタチオビガイ
高知, 土佐湾　1972　A2004445

cancellata, Musashia

M. clara　ツヤヒタチオビガイ
愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1970　A2004446

clara, Musashia

M. noguchii　ノグチヒタチオビガイ
愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1969　A2004447

noguchii, Musashia

Genus　Kurodina　ウスヒタチオビ属

K. smithi　ウスヒタチオビガイ
千葉, 鹿島灘銚子揚がり　1955　A2004451

smithi, Kurodina

Genus　Saotomea　サオトメヒタチオビ属

S. delicata　サオトメヒタチオビガイ
和歌山, 名田楠井　1965　A2004437

delicata, Saotomea

Family　HARPIDAE　ショクコウラ科

Subfamily　HARPINAE　ショクコウラ亜科

Genus　Harpa　ショクコウラ属

H. amouretta　ヒメショッコウラ
鹿児島, 奄美大島　1966　A2001559

amouretta, Harpa

H. major　ショッコウラ
高知, 土佐市柏島　1958　A2001560

major, Harpa

H. articularis　コトショッコウラ
沖縄, 与那国島　1974　A2001561

articularis, Harpa

Subfamily　MORUMINAE　オニムシロ亜科

Genus　Morum　オニムシロ属

Subgenus　Onisidia　オニムシロ亜属

M. (O.) uchiyamai　オニムシロガイ
高知, 土佐湾　1972　A2001774

uchiyamai, Morum

M. (O.) teramachii　ショクコウオニムシロガイ
鹿児島, 奄美大島　1976　A2001775

teramachii, Morum

Subgenus　Herculea　ユウビガイ亜属

M. (H.) ponderosa　ユウビガイ
鹿児島, 奄美大島　1976　A2001779

ponderosa, Morum
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Family　VASIDAE　オニコブシ科

Subfamily　VASINAE　オニコブシ亜科

Genus　Vasum　オニコブシ属

V. ceramicum　オニコブシガイ
沖縄, 与那国島　1972　A2000628

ceramicum, Vasum

V. turbinellum　コオニコブシガイ
高知, 土佐市柏島　1960　A2000631

沖縄, 西古見　1974　A2000629

鹿児島, 加計呂磨島　1978　A2000630

turbinellum, Vasum

Family　COLUMBARIIDAE　イトグルマ科

Genus　Columbarium　イトグルマ属

C. pagoda pagoda　イトグルマガイ
和歌山, 南部町堺港　1962　A2004618

高知, 土佐湾　1962　A2000568

pagoda, Columbarium　＆　pagoda, Columbarium pagoda

Family　MARGINELLIDAE　コゴメガイ科

Subfamily　CYSTIISCINAE　コゴメガイ亜科

Genus　Cystiscus　コゴメガイ属

Subgenus　Kogomea　ニセコゴメガイ亜属

C. (K.) japonicus　コゴメガイ
鹿児島, 奄美大島阿室　1963　A2000627

japonicus, Cystiscus

Genus　Crithe　ツユダマガイ属

Subgenus　Microvulina　ツユダマガイ亜属

C. (M.) nipponica　ツユダマガイ
鹿児島, 徳之島　1963　A2000625

nipponica, Crithe

C. (M.) nanaoensis　チビツユダマガイ
鹿児島, 奄美大島阿室　1963　A2000626

nanaoensis, Crithe

Superfamily　CANCELLARIOIDEA　コロモガイ超科

Family　CANCELLARIIDAE　コロモガイ科

Subfamily　CANCELLARIINAE　コロモガイ亜科

Genus　Merica　コンゴウボラ属

M. asperella　コンゴウボラ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000970

広島, 備後灘　1960　A2001526

遠州灘　1966　A2001531

asperella, Merica

Genus　Sydaphera　コロモガイ属

S. spengleriana　コロモガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000969

大阪湾　1989　A2001524

高知, 土佐湾　1965　A2001525

spengleriana, Sydaphera

Genus　Habesolatia　トカシオリイレ属

H. nodulifera　トカシオリイレボラ
和歌山　1960　A2001528

nodulifera, Habesolatia

Genus　Nipponaphera　アサゴロモ属

N. habei　アサゴロモガイ
和歌山, 名田楠井　1970.4　A2001530

habei, Nipponaphera

N. semipellucida　オボロオリイレボラ
高知, 土佐湾　1960　A2001529

semipellucida, Nipponaphera

Genus　Scalptia　オリイレボラ属

Subgenus　Scalptia　ヘソアキオリイレボラ亜属

S. (S.) crerifera　ヘソアキオリイレボラ
和歌山, 南部町堺漁港　1970　A2001532

crerifera, Scalptia

S. (S.) scalariformis　オリイレボラ
和歌山, 水軒浜　1956　A2001527

scalariformis, Scalptia

Superfamily　CONOIDEA　イモガイ超科

Family　TURRIDAE　クダマキガイ科

Subfamily　DRILLINAE　ツノクダマキ亜科

Genus　Brachytoma　

B. tuberosa　ウネダカモミジボラ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1968　A2001653

tuberosa, Brachytoma

Genus　Tylotiella　ウミクダマキ属

T. subobliquatas　クリイロウミクダマキガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1962　A2001639

subobliquatas, Tylotiella

Genus　Clavus　ツノクダマキ属

Subgenus　Clavus　

C. (C.) exaspereatus　ツノクダマキガイ
鹿児島, 与路島　1962　A2001638

exaspereatus, Clavus

C. (C.) megapica　サツマカササギクダマキガイ
和歌山, 津井　1966　A2001636

和歌山, 津井　1966　A2001637

megapica, Clavus

Genus　Inquister　モミジボラ属

I. jeffreysii　モミジボラ
兵庫, 淡路島　1972　A2001654

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000971

jeffreysii, Inquister

I. vulpionis　ミガキモミジボラ
和歌山, 潮岬沖　1979　A2001652

vulpionis, Inquister

I. nudvaricosus　オボロモミジボラ
高知, 土佐湾　1960　A2001655

nudvaricosus, Inquister

I. flavidula　タケノコシャジクガイ
遠州灘　1970　A2001650

flavidula, Inquister

I. elachystoma　アラレタケノコシャジクガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1969　A2001656

遠州灘　1970　A2001651

elachystoma, Inquister

I. angustus　ハシナガモミジボラ
遠州灘　1970　A2001649

高知, 土佐湾　1962　A2001685

高知, 土佐湾　1968　A2001648

angustus, Inquister

Subfamily　TURRINAE　クダボラ亜科

Genus　Gemmula　ジュズカケクダマキ属

Subgenus　Gemmula　ジュズカケクダマキ亜属

G. (G.) congener congener　アラボリクダマキガイ
高知, 土佐湾　1960　A2001635

congener, Gemmula　＆　congener, Gemmula congener

G. (G.) congener cosmoi　メルビルクダマキガイ
高知, 土佐湾　1972　A2001633

cosmoi, Gemmula congener

G. (G.) kieneri　ジュズカケクダマキガイ
和歌山, 南部町　1970　A2001634

kieneri, Gemmula

Subgenus　Unedogemmula　ホンカリガネ亜属

G. (U.) unedo　ホンカリガネガイ
和歌山, 名田楠井　1970　A2001630

unedo, Gemmula

G. (U.) deshayesi　カリガネガイ
和歌山, 南部町　1960　A2001632

高知, 土佐湾　1962　A2001631

deshayesi, Gemmula
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Genus　Lophiotoma　トラフクダマキ属

Subgenus　Lophiotoma　

L. (L.) acuta　トラフクダマキガイ
沖縄, 残波岬　1991　A2000572

鹿児島, 沖永良部島　1970　A2001658

鹿児島, 奄美大島　1962　A2001659

acuta, Lophiotoma

L. (L.) notata　コガスリクダマキガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2001682

notata, Lophiotoma

Genus　Xenuroturris　シャジククダマキ属

X. cingulifera　シャジククダマキガイ
鹿児島, 奄美大島　1968　A2001663

cingulifera, Xenuroturris

Genus　Xenuloturris　シャジククダマキ属

X. millepunctata　カスリクダマキガイ
遠州灘　1962　A2001683

millepunctata, Xenuloturris

Genus　Turris　クダボラ属

T. crispa crispa　クダボラ
鹿児島, 奄美大島　1961　A2001661

和歌山　1970　A2001660

crispa, Turris　＆　crispa, Turris crispa

T. crispa f. yeddoensis　ミノボラ
和歌山, 辰ガ浜　1970　A2001662

T. undosa　クチムラサキクダマキガイ
和歌山, 南部町堺港　1978　A2001657

undosa, Turris

Genus　Annulaturris　ゴマフクダマキ属

A. annulata　フトスジクダマキガイ
和歌山, 辰ガ浜　1960　A2001680

annulata, Annulaturris

Genus　Turridrupa　イトマキハラブトシャジク属

T. cincta　イトマキハラブトシャジクガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1962　A2001644

cincta, Turridrupa

T. bijubata　クロイトマキハラブトシャジクガイ
鹿児島, 徳之島　1978　A2001647

bijubata, Turridrupa

T. cerithina　ハラブトシャジクガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1957　A2001646

cerithina, Turridrupa

T. albofasciata　ウミニナイトマキハラブトシャジクガ
鹿児島, 沖永良部島　1968　A2001645

albofasciata, Turridrupa

Subfamily　TURRICULINAE　タイワンイグチ亜科

Genus　Comitas　イグチガイ属

C. kaderleyi　イグチガイ
高知, 土佐湾　1972　A2001640

kaderleyi, Comitas

C. kirai　アケボノイグチガイ
高知, 土佐湾　1958　A2001641

kirai, Comitas

C. kamakurana　カマクライグチガイ
高知, 土佐湾　1962　A2001642

遠州灘　1962　A2001643

kamakurana, Comitas

C. pellucida　ネリギヌイグチガイ
三重, 尾鷲　1970　A2001671

pellucida, Comitas

Genus　Makiyamaia　チョウセンイグチ属

M. coreanica coreanica　チョウセンイグチガイ
高知, 土佐湾　1955　A2001673

遠州灘　1970　A2001672

coreanica, Makiyamaia　＆　coreanica, Makiyamaia coreanica

Genus　Nihonia　ハシナガイグチ属

N. mirabilis　ハシナガイグチガイ
和歌山　1953　A2001669

高知, 土佐湾　1968　A2001670

mirabilis, Nihonia

Genus　Aforia　ヤゲンイグチ属

A. circinata　ヤゲンイグチガイ
鹿島灘　1952　A2001677

circinata, Aforia

A. hondoana　ヒメヤゲンイグチガイ
鹿島灘　1960　A2001678

hondoana, Aforia

Genus　Antiplanes　ヒダリマキイグチ属

A. contraria　ヒダリマキイグチガイ
兵庫, 但馬沖（水深300M）　1966　A2001681

contraria, Antiplanes

Subfamily　CRASSISPIRINAE　トラフモミジボラ亜科

Genus　Crassispira　トラフモミジボラ属

C. rufovaricosa　トラフモミジボラ
高知, 土佐湾　1954　A2001684

rufovaricosa, Crassispira

Subfamily　CLAVATULINAE　ヒメシャジク亜科

Genus　Paradrillia　ヒメシャジク属

P. consimilis　ヒメシャジクガイ
遠州灘　1962　A2001674

consimilis, Paradrillia

P. inconstans　イボヒメシャジクガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000972

和歌山, 水軒浜　1956　A2001675

inconstans, Paradrillia

Subfamily　BORSONIINAE　シャジク亜科

Genus　Riuguhdrillia　ヤゲンクダマキ属

R. engonia　ヤゲンクダマキガイ
鹿島灘　1960　A2001679

engonia, Riuguhdrillia

Subfamily　CLATHURELLINAE　コシボソクチキレツブ亜科

Genus　Clathurella　コシボソクチキレツブ属

Subgenus　Clathurella　コシボソクチキレツブ亜属

C. (C.) crassilabrum　アツクチビルクチキレツブ
鹿児島, 徳之島　1972　A2001664

crassilabrum, Clathurella

C. (C.) minitissimelirata　フトクチキレツブ
鹿児島, 徳之島　1972　A2001665

鹿児島, 徳之島　1972　A2001666

minitissimelirata, Clathurella

Genus　Etrema　コシボソクチキレ属

Subgenus　Etrema　

E. (E.) royi　トウガタコシボソクチキレツブ
鹿児島, 奄美大島　1913　A2001698

royi, Etrema

Subgenus　Etremopa　ヌノメシャジク亜属

E. (E.) scalarina　イトカケコシボソクチキレツブ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1962　A2001667

scalarina, Etrema

E. (E.) subauriformis　ヌノメシャジクガイ
和歌山, 水軒浜　1956　A2001668

subauriformis, Etrema

Genus　Lienardia　アラボリクチキレツブ属

L. roseotincta　バライロアラボリクチキレツブ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1956　A2001688

roseotincta, Lienardia

L. mighelri　ノシメアラボリクチキレツブ
鹿児島, 徳之島　1972　A2001689

mighelri, Lienardia

32



Subgenus　Hemilienardia　モモイロフタナシシャジク亜属

L. (H.) malleti　モモイロフタナシシャジクガイ
鹿児島, 徳之島　1972　A2001697

malleti, Lienardia

Genus　Eucithara　コトツブ属

E. albivesis　クビカザリコトツブ
鹿児島, 徳之島　1972　A2001692

albivesis, Eucithara

E. reticulata　ハイイロコトツブ
鹿児島, 徳之島　1972　A2001694

reticulata, Eucithara

E. rugosolabiata　モリシマコトツブ
和歌山, 水軒浜　1956　A2001693

rugosolabiata, Eucithara

Subfamily　MANGELLINAE　マンジガイ亜科

Genus　Ithycythara　キバコトツブ属

I. oyama　キバコトツブ
和歌山, 水軒浜　1956　A2001687

oyama, Ithycythara

Subfamily　DAPHNELLINAE　フデシャジク亜科

Genus　Philbertia　コウシツブ属

Subgenus　Pseudodaphnella　ヒサゴコウシツブ亜属

P. (P.) tincta　クロフコウシツブ
鹿児島, 徳之島　1978　A2001696

tincta, Philbertia

Subgenus　Kermia　トウキョウコウシツブ亜属

P. (K.) lutea　ウスイロコウシツブ
鹿児島, 奄美大島西古見　1968　A2001690

lutea, Philbertia

P. (K.) pumila　スミレコウシツブ
鹿児島, 徳之島　1972　A2001691

pumila, Philbertia

Genus　Daphnella　フデシャジク属

D. nobilis　セキトリフデシャジクガイ
遠州灘　1957　A2001676

nobilis, Daphnella

Family　THATCHERIIDAE　チマキボラ科

Genus　Thatcheria　チマキボラ属

T. mirabilis　チマキボラ
高知, 土佐湾　1960　A2001686

mirabilis, Thatcheria

Family　CONIDAE　イモガイ科

Genus　Conus　クロミナシ属

C. marmoreus　ナンヨウクロミナシカイ
沖縄, 石垣島　1986　A2002770

marmoreus, Conus

Genus　Lithoconus　アンボンクロザメ属

L. tessulatus　ハルシャガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1966　A2002773

鹿児島, 与路島　1968　A2002774

tessulatus, Lithoconus

L. eburneus　クロザメガイモドキ
沖縄, 石垣島　1986　A2002750

eburneus, Lithoconus

L. litteratus　アンボンクロザメガイ
沖縄, 石垣島　1964.11　A2002737

litteratus, Lithoconus

Genus　Virroconus　マダライモ属

V. ebraeus　マダライモガイ
鹿児島, 徳之島　1972　A2002781

ebraeus, Virroconus

V. chaldaeus　コマダライモガイ
鹿児島, 奄美大島　1967　A2002751

chaldaeus, Virroconus

V. coronatus　ジュズカケサヤガタイモ
鹿児島, 徳之島　1967.8　A2002760

coronatus, Virroconus

V. fulgetrum　サヤガタイモガイ
和歌山, 美浜　1986　A2002755

fulgetrum, Virroconus

V. sponsalis　ハナワイモガイ
鹿児島, 徳之島　1980.7　A2002772

sponsalis, Virroconus

V. sponsalis nanus　シロセイロンイモガイ
鹿児島, 徳之島　1972　A2002758

nanus, Virroconus sponsalis

V. imperialis　ミカドミナシガイ
鹿児島, 奄美大島　1980　A2002782

imperialis, Virroconus

V. musicus　ガクフイモガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1960　A2002746

musicus, Virroconus

Genus　Puncticulis　ゴマフイモ属

P. pulicarius　ゴマフイモガイ
鹿児島, 奄美大島　1976　A2002753

沖縄, 石垣市川平　1976　A2004706

沖縄, 西表島　1972　A2002754

pulicarius, Puncticulis

P. arenatus　コモンイモガイ
和歌山, 潮岬　1964.4　A2002752

arenatus, Puncticulis

Genus　Stephanoconus　ムラクモイモ属

S. pauperculus　ベニイモガイ
和歌山, 美浜　1966　A2002779

pauperculus, Stephanoconus

S. boeticus　ツヤイモガイ
沖縄, 石垣島　1965.11　A2002764

鹿児島, 奄美大島名瀬サンドポンプ　1976　A2002763

boeticus, Stephanoconus

Genus　Chelyconus　ベッコウイモ属

C. fulmen　ベッコウイモガイ
和歌山, 南部町堺漁港　1987.11　A2002778

fulmen, Chelyconus

C. fulmen kirai　キラベッコウイモガイ
和歌山, 南部町堺港揚がり　1970　A2002748

kirai, Chelyconus fulmen

C. catus　アラレイモガイ
鹿児島, 沖永良部島　1975.8　A2002736

catus, Chelyconus

Genus　Leptoconus　テンジクイモ属

L. generalis　アカシマミナシガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村西古見　1968　A2002730

高知, 土佐市沖ノ島　1968　A2002731

generalis, Leptoconus

Genus　Dauciconus　ヒラマキイモ属

D. planorbis　ヒラマキイモガイ
沖縄, 与那国島　1980.9　A2002775

鹿児島, 奄美大島　1968.8　A2002776

planorbis, Dauciconus

D. litoglyphus　ナガサラサミナシガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2002768

litoglyphus, Dauciconus

Genus　Rhizoconus　カバミナシ属

R. vexillum　カバミナシガイ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1966　A2002745

vexillum, Rhizoconus

R. miles　ヤナギシボリイモガイ
沖縄, 石垣島　1980　A2002784

miles, Rhizoconus

R. capitaneus　サラサミナシガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1966.8　A2002756

capitaneus, Rhizoconus
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R. copitanellus copitanellus　ユウナギミナシガイ
高知, 土佐湾　1960　A2002785

copitanellus, Rhizoconus　＆　copitanellus, Rhizoconus copitanellus

R. rattus　ハイイロミナシガイ
鹿児島, 奄美大島　1980.7　A2002771

rattus, Rhizoconus

R. okamotoi　オカモトイモガイ
和歌山, 名田　1962　A2004620

okamotoi, Rhizoconus

Genus　Virgiconus　オトメイモ属

V. virgo　オトメイモガイ
沖縄, 石垣島　1986　A2002743

virgo, Virgiconus

V. flavidus　キヌカツギイモガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1965.8　A2002747

flavidus, Virgiconus

V. distans　イボカバイモガイ
沖縄, 石垣島　1980　A2002739

distans, Virgiconus

V. muriculatus　ナガシマイモガイ
鹿児島, 徳之島　1980　A2002769

muriculatus, Virgiconus

V. lividus　イボシマイモガイ
鹿児島, 奄美大島　1976.8　A2002740

lividus, Virgiconus

Genus　Gastoridium　アンボイナ属

G. tulipa　シロアンボイナガイ
沖縄, 石垣島　1986.11　A2002757

tulipa, Gastoridium

Genus　Darioconus　アジロイモ属

D. pennaceus　アジロイモガイ
鹿児島, 奄美大島　1966.8　A2002734

沖縄, 石垣島　1964.11　A2002733

pennaceus, Darioconus

D. magnificus　ナガアジロイモガイ
沖縄, 石垣島　1964.11　A2002766

magnificus, Darioconus

D. textile　タガヤサンミナシガイ
沖縄, 与那国島　1970　A2002762

textile, Darioconus

D. legatus　キンランイモガイ
鹿児島, 徳之島　1972　A2002749

legatus, Darioconus

D. abbas　アミメタガヤサンミナシガイ
鹿児島, 沖永良部島　1980　A2002735

abbas, Darioconus

Subgenus　Regiconus　ツボイモガイ亜属

D. (R.) aulicomus　ホソタガヤサンミナシガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1962　A2002780

aulicomus, Darioconus

Genus　Cleobula　スジイモガイ属

C. figulinus　スジイモガイ
沖縄, 宮古島　1965.7　A2002761

figulinus, Cleobula

C. quercinus　ロウソクイモガイ
和歌山, 潮岬　1960　A2004707

quercinus, Cleobula

Genus　Hermes　シロマダライモ属

H. nussatella　シロマダライモガイ
鹿児島, 奄美大島　1968.8　A2002759

nussatella, Hermes

H. terebra　イトマキイモガイ
鹿児島, 徳之島　1960.8　A2002738

terebra, Hermes

H. coccineus　エンジイモガイ
沖縄, 宮古島　1964.11　A2002742

coccineus, Hermes

Genus　Leporiconus　ドングリイモ属

L. glans　ドングリイモガイ
沖縄, 石垣島　1975　A2002765

glans, Leporiconus

L. mitrata　フデイモガイ
鹿児島, 徳之島　1980　A2002777

mitrata, Leporiconus

Genus　Asprella　キジビキイモ属

A. australis　ナガイモガイ
和歌山, 名田楠井　1986.11　A2002767

australis, Asprella

A. orbignyi　オルビニイモガイ
高知, 土佐湾　1966.4　A2002744

orbignyi, Asprella

Genus　Endemoconus　アコメガイ属

E. sieboldi　アコメガイ
高知, 土佐湾　不明　A2002732

sieboldi, Endemoconus

E. urashimanus　ウラシマイモガイ
和歌山, 名田　1986.11　A2002741

urashimanus, Endemoconus

E. gloriakiiensis　ミカンイモガイ
和歌山, 名田　1986.11　A2002783

gloriakiiensis, Endemoconus

Genus　Profundiconus　ヨモスガライモ属

P. profundorum　ヨモスガライモガイ
高知, 土佐湾　1962　A2002786

protundorum, Profundiconus

Genus　Turriconus　ナカヤスイモ属

T. kawamurai　カワムラハデミナシガイ
鹿児島, 奄美大島サンドポンプ揚がり　不明　A2004619

kawamurai, Turriconus

Family　TEREBRIDAE　タケノコガイ科

Genus　Hastula　シチクガイ属

H. strigilata　シチクガイモドキ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2001069

strigilata, Hastula

H. matheroniana　ホソシチクモドキ
鹿児島, 奄美大島諸鈍　1972　A2001015

matheroniana, Hastula

H. rufopunctata　シチクガイ
神奈川, 藤沢市片瀬　1970.4　A2001016

rufopunctata, Hastula

Genus　Acuminia　シマタケ属

A. lanceata　シマタケノコガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1961　A2001033

lanceata, Acuminia

Genus　Hastulina　ミガキタケ属

H. albula　ミガキタケノコガイ
鹿児島, 与路島　1962　A2001031

albula, Hastulina

H. solida　ゴバンタケノコガイ
鹿児島, 奄美大島　1961　A2001030

solida, Hastulina

H. medipacifica　シワミガキタケノコガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1960　A2001032

medipacifica, Hastulina

Genus　Impages　ムラクモタケ属

I. hectica　ムラクモタケノコガイ
沖縄, 石垣島　1964　A2001028

hectica, Impages

I. anomala　ヒロトクサガイモドキ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2001029

anomala, Impages
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Genus　Duplicaria　シロオビトクサ属

D. lischkeana　トクサガイ
和歌山, 名田楠井　1970　A2001035

lischkeana, Duplicaria

D. raphanula　ミガキトクサガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2001019

raphanula, Duplicaria

D. recticostata　スグウネトクサガイ
遠州灘　1968　A2001018

recticostata, Duplicaria

D. latisulcta　ヒロウネトクサガイ
和歌山, 潮岬沖　1979　A2001017

latisulcta, Duplicaria

Genus　Pristiterebra　コゲチャタケ属

P. bifrous　オオコゲチャタケノコガイ
和歌山, 串本町　1968　A2001020

bifrous, Pristiterebra

Genus　Laeviacus　ホソコゲチャタケ属

L. pustulosa　ホソコゲチャタケノコガイ
遠州灘　1970　A2001021

pustulosa, Laeviacus

Genus　Strioterebrum　シラタケ属

S. subtextile　シロタケノコガイ
高知, 土佐市柏島　1960　A2001022

subtextile, Strioterebrum

S. mariesi　コベニタケノコガイ
和歌山, 串本町沖　不明　A2001023

mariesi, Strioterebrum

S. succincta　ココアトクサガイ
和歌山, 潮岬沖　1979　A2001055

succincta, Strioterebrum

Genus　Cinguloterebra 　シロコニクタケ属

C. adamsii　シロコニクタケノコガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1953　A2001026

adamsii, Cinguloterebra

C. serotina　ヒメキリガイ
和歌山, 名田楠井　1960　A2001024

和歌山, 潮岬沖　1979　A2001048

serotina, Cinguloterebra

C. fenestrata　ヤスリギリガイ
高知, 土佐湾　1960　A2001025

遠州灘　1970　A2001061

fenestrata, Cinguloterebra

Genus　Abretiella　カニモリタケ属

A. cerithina　カニモリタケガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1961　A2001034

cerithina, Abretiella

Genus　Decorihastula　ムシロタケ属

D. undulata　コンゴウトクサガイ
和歌山, 潮岬沖　1980　A2001052

鹿児島, 与路島　1988　A2001054

高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2001053

undulata, Decorihastula

D. pertusa　キタケノコガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1966　A2001039

pertusa, Decorihastula

D. columellaris　シロフタスジギリガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1972　A2001046

和歌山, 潮岬沖　1980　A2001047

columellaris, Decorihastula

D. nebulosa　シュマダラキリガイ
鹿児島, 奄美大島　1972　A2001051

高知, 土佐市柏島　1956　A2001050

nebulosa, Decorihastula

D. affinis　ムシロタケガイ
和歌山, 串本町沖　1979　A2001038

鹿児島, 奄美大島諸鈍　1960　A2001037

高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2001036

affinis, Decorihastula

Genus　Subula　ベニタケ属

S. dimidiata　ベニタケガイ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2001066

dimidiata, Subula

S. areolata　ウシノツノタケガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1965.8　A2001064

鹿児島, 奄美大島　1972　A2001067

areolata, Subula

Genus　Oxymeris　リュウキュウタケ属

O. maculata　リュウキュウタケガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2001068

maculata, Oxymeris

O. felina　ゾウゲタケガイ
鹿児島, 与路島　1962　A2001057

鹿児島, 徳之島　1976　A2001045

felina, Oxymeris

O. crenulata　キバタケガイ
沖縄, 宮古島　1964　A2001058

crenulata, Oxymeris

Genus　Terebra　タケノコガイ属

T. subulata　タケノコガイ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2001065

subulata, Terebra

Subgenus　Perirhoe　

T. (P.) albomariginata　ヘリトリニクタケノコガイ
高知, 土佐市柏島　1956.8　A2001044

albomariginata, Terebra

T. lima　ヒメフトギリガイ
高知, 土佐湾　1960　A2001059

lima, Terebra

Genus　Myurella　アデヤカギリ属

M. cumingi　カミングキリガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1962　A2001056

cumingi, Myurella

Genus　Dimidacus　ニクタケ属

D. cingulifera　ニクタケガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1955　A2001042

cingulifera, Dimidacus

D. laevigata　ホソニクタケガイ
高知, 土佐市柏島　1962　A2001041

沖縄, 糸満　1964　A2001040

laevigata, Dimidacus

D. tricolor　キスジニクタケガイ
沖縄, 石垣島　1988　A2001027

tricolor, Dimidacus

D. amanda　コニクタケガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1962　A2001043

amanda, Dimidacus

Genus　Brevimyurella　ヒメトクサ属

B. awajiensis　アワジタケガイ
遠州灘　1970　A2001049

awajiensis, Brevimyurella

B. pelygonia　サワカドトクサガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2001063

pelygonia, Brevimyurella

Genus　Granuliterebra 　イボヒメトクサ属

G. bathyraphe　イボヒメトクサガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000979

bathyraphe, Granuliterebra
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Genus　Clathroterebra　ヌノメギリ属

C. fortunei　ヒメヌノメギリガイ
高知, 土佐湾　1955　A2001062

fortunei, Clathroterebra

Genus　Triplostephanus　キリガイ属

T. triseriata　キリガイ
和歌山, 潮岬沖　1963　A2001060

triseriata, Triplostephanus

Order　HETEROGASTROPODA　異腹足目

Superfamily　EPITONOIDEA　イトカケガイ超科

Family　EPITONIIDAE　イトカケガイ科

Subfamily　EPITONIINAE　イトカケガイ亜科

Genus　Cirsotrema　チリメンニナ属

Subgenus　Cirsotrema　チリメンニナ亜属

C. (C.) abbreviatum　イジケチリメンニナ
鹿児島, 与路島　1960　A2004376

abbreviatum, Cirsotrema

Genus　Gyroscala　ネジガイ属

Subgenus　Pomiscala　ネジガイ亜属

G. (P.) perplexa　ネジガイ
和歌山, オゴフダ　1960　A2004385

高知, 土佐市柏島　1956　A2004379

perplexa, Gyroscala

Genus　Elegantiscala　チジワイトカケ属

E. rugosa　ヤエバイトカケガイ
高知, 土佐湾　1960　A2004373

rugosa, Elegantiscala

Genus　Amaea　ナガイトカケ属

A. magnifica　ナガイトカケガイ
高知, 土佐湾　1968　A2004387

magnifica, Amaea

A. thielei　クリンイトカケガイ
高知, 土佐湾　1962　A2004386

thielei, Amaea

Subgenus　Scalina　ヌノメイトカケ亜属

A. (S.) sericogazea　キヌジヌノメイトカケガイ
愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1970　A2004375

sericogazea, Amaea

Genus　Clathroscala　カゴメイトカケ属

C. cerea　ロウイロカゴメイトカケガイ
高知, 土佐湾　1962　A2004378

cerea, Clathroscala

Genus　Epitonium　オオイトカケ属

E. scalare　オオイトカケガイ
和歌山, 有田郡矢櫃　1958　A2004389

scalare, Epitonium

E. kandai　カンダイトカケガイ
遠州灘　1970　A2004388

kandai, Epitonium

Genus　Laeviscala　シノブガイ属

L. angusta　シノブガイ
和歌山, 和歌山市水軒浜　1955　A2004377

和歌山, 和歌山市水軒　1955　A2004381

angusta, Laeviscala

Genus　Glabriscala　チャマダライトカケ属

G. stigmatica　チャマダライトカケガイ
和歌山, 和歌山市水軒浜　1955　A2004384

stigmatica, Glabriscala

Genus　Cinctiscala　タテヨコイトカケ属

C. eusculpta　タテヨコイトカケガイ
和歌山, 西牟婁郡双島　1990　A2004383

eusculpta, Cinctiscala

C. yamakawai　ヤマカワイトカケガイ
和歌山, 潮岬沖　1979　A2004380

yamakawai, Cinctiscala

Genus　Depressiscala　オダマキ属

D. aurita　オダマキガイ
三重, 津（伊勢湾）　1960　A2004374

aurita, Depressiscala

Genus　Papyriscala　クレハガイ属

P. yokoyamai　セキモリガイ
和歌山, 和歌山市水軒浜　1960　A2004382

yokoyamai, Papyriscala

Superfamily　ARCHITECTONICOIDEA　クルマガイ超科

Family　ARCHITECTONICIDAE　クルマガイ科

Genus　Architectonica　クルマガイ属

A. perspectiva　クロスジクルマガイ
沖縄, 与那国島　1974　A2001765

perspectiva, Architectonica

A. trochlearis　クルマガイ
高知, 土佐湾　1972　A2001764

trochlearis, Architectonica

A. maxima　マキミゾグルマガイ
高知, 土佐湾　1972　A2001766

maxima, Architectonica

Genus　Acutitectonica　ウスバグルマ属

A. acutissima　ウスバグルマガイ
高知, 土佐湾　不明　A2001767

acutissima, Acutitectonica

Genus　Philippia　ゴショグルマ属

Subgenus　Psilaxis　

P. (P.) radiata　ゴショグルマガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1958　A2001773

radiata, Philippia

P. (P.) layardi　コシダカグルマガイ
鹿児島, 奄美大島　1982　A2001772

layardi, Philippia

Family　HELIACIIDAE　ナワメグルマガイ科

Genus　Heliacus　コシタカナワメグルマ属

H. variegatus　コシダカナワメグルマガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2001768

variegatus, Heliacus

H. depressiusculus　ヒクナワメグルマガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2001770

depressiusculus, Heliacus

H. stramineus　ワライロナワメグルマガイ
沖縄, 宮古島　1965　A2001769

stramineus, Heliacus

Genus　Torinista　ナワメグルマ属

T. sp.　チャイロナワメグルマガイ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2001771

sp., Torinista

Superfamily　TRIPHOROIDEA　ホソアラレキリオレ超科

Family　TRIPHORIDAE　ホソアラレキリオレガイ科

Subfamily　MASTONINAE　キリオレ亜科

Genus　Viriola　キリオレ属

Subgenus　Viriola　キリオレ亜属

V. (V.) cancellata　シボリマキキリオレガイ
鹿児島, 徳之島井ノ川岳　1965　A2000728

鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2004415

cancellata, Viriola

V. (V.) tricinta　キリオレガイ
和歌山, 潮岬　1966　A2004413

鹿児島, 徳之島喜念　1960　A2000729

tricinta, Viriola

V. (V.) bilix　オボロキリオレガイ
鹿児島, 徳之島喜念　1960　A2000730

鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2004414

bilix, Viriola
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V. (V.) flammulata　マダラキリオレガイ
鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2004416

鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2000732

flammulata, Viriola

V. (V.) incise　サビキリオレガイ
鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2000731

incise, Viriola

Genus　Inella　アラレキリオレ属

I. pyramidalis　トガリキリオレガイ
鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2004426

鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2000733

pyramidalis, Inella

Genus　Mastonia　ハラブトキリオレ属

M. rubra　ムラサキハラブトキリオレガイ
鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2004422

鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2000734

rubra, Mastonia

M. monilifera　ミケイロキリオレガイ
鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2000735

鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2004424

monilifera, Mastonia

M. lamberti　ミケイロハラブトキリオレガイ
鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2004425

lamberti, Mastonia

M. usturata　クビマキキリオレガイ
鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2004421

usturata, Mastonia

M. papillata　シロイボキリオレガイ
鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2000736

papillata, Mastonia

M. panites　サメハダキリオレガイ
鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2004423

鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2000737

panites, Mastonia

Subfamily　INIFORINAE　ミツクチキリオレ亜科

Genus　Iniforis　ミツクチキリオレ属

I. speciosa　ベニオビミツクチキリオレガイ
鹿児島, 喜界島　1960　A2004417

鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2000738

speciosa, Iniforis

I. formosula　ヨコマドキリオレガイ
鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2000739

鹿児島, 奄美大島喜念　1965　A2004418

formosula, Iniforis

I. poecila　ムラクモミツクチキリオレガイ
鹿児島, 徳之島喜念　1965　A2000740

鹿児島, 喜界島　1960　A2004419

poecila, Iniforis

I. concors　シロキリオレガイ
鹿児島, 喜界島　1960　A2004420

鹿児島, 奄美大島宇検村西古見　1956　A2000741

concors, Iniforis

Order　ENTOMOTAENIATA　腸紐目

Superfamily　PYRAMIDELLOIDEA　トウガタガイ超科

Family　PYRAMIDELLIDAE　トウガタガイ科

Subfamily　PYRAMIDELLINAE　トウガタガイ亜科

Genus　Pyramidella　トウガタガイ属

Subgenus　Longichaeus　タケノコクチキレ亜属

P. (L.) acus　タケノコクチキレガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2004525

acus, Pyramidella

Subgenus　Wingenella　オオクチキレ属

P. (W.) sulcata　オオクチキレガイ
和歌山, 潮岬　1952　A2004524

sulcata, Pyramidella

P. (W.) teres　カズマキクチキレガイ
和歌山, 潮岬　1978　A2004523

teres, Pyramidella

Subgenus　Milda　オオシイノミクチキレ亜属

P. (M.) ventricosa　オオシイノミクチキレガイ
沖縄, 石垣島　1965　A2004518

ventricosa, Pyramidella

Genus　Otopleura　ネコノミミクチキレ属

Subgenus　Otopleura　ネコノミミクチキレ亜属

O. (O.) auriscati　ネコノミミクチキレガイ
鹿児島, 喜界島　1960　A2004515

auriscati, Otopleura

Genus　Tiberia　クチキレガイ属

Subgenus　Orinella　クチキレガイ亜属

T. (O.) pulchella　クチキレガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1968　A2004526

pulchella, Tiberia

Subfamily　ODOSTOMIINAE　クチキレモドキ亜科

Genus　Syrnola　ホソクチキレ属

Subgenus　Colsyrnola　イトカケホソクチキレ亜属

S. (C.) brunnea　チャイロクチキレガイ
和歌山, 和歌山市水軒浜　1955　A2004522

brunnea, Syrnola

Genus　Agatha　ミガキクチキレ属

A. virgo　ミガキクチキレガイ
和歌山, 和歌山市水軒浜　1955　A2004519

virgo, Agatha

Subfamily　TURBONILLINAE　イトカケギリ亜科

Genus　Turbonilla　イトカケギリ属

Subgenus　Chemnitzia　シロイトカケギリ亜属

T. (C.) multigyrata　シロイトカケギリガイ
和歌山, 和歌山市水軒浜　1955　A2004516

multigyrata, Turbonilla

Subgenus　Paramormula　チャイロイトカケギリ亜属

T. (P.) scrobiculata　ウネイトカケギリガイ
和歌山, 和歌山市水軒浜　1955　A2004520

scrobiculata, Turbonilla

Genus　Mormula　チョウジガイ属

Subgenus　Mormula　チョウジガイ亜属

M. (M.) philoppiana　チョウジガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村　不明　A2004517

philoppiana, Mormula

Genus　Paracingulina　ミスジヨコイトカケギリ属

P. tiarata　ミスジイトカケキリガイ
兵庫, 香住町下浜　1960　A2004521

tiarata, Paracingulina

Subclass　OPISTHOBRANCHIA　後鰓亜綱

Order　CEPHALASPIDEA　頭楯目

Superfamily　ACTEONOIDEA　オオシイノミガイ超科

Family　ACTEONIDAE　オオシイノミガイ科

Genus　Acteon　オオシイノミガイ属

A. sieboldi　オオシイノミガイ
遠州灘　1970.4　A2001749

sieboldi, Acteon

Genus　Punctacteon　キジビキガイ属

P. fabreanus　キジビキガイ
遠州灘　1959.4　A2001751

fabreanus, Punctacteon

P. kirai　オオキジビキガイ
遠州灘　1959.4　A2001750

kirai, Punctacteon
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Genus　Pupa　カヤノミガイ属

Subgenus　Pupa　カヤノミガイ属

P. (P.) sulcata　カヤノミガイ
鹿児島, 喜界島　1962.8　A2001748

sulcata, Pupa

P. (P.) solidula　タイワンカヤノミガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960.8　A2001747

solidula, Pupa

Subgenus　Strigopupa　コシイノミガイ亜属

P. (S.) strigosa　コシイノミガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1972.8　A2001745

和歌山, 潮岬　1960.7　A2001746

strigosa, Pupa

Family　RINGICULIDAE　マメウラシマ科

Genus　Ringicula　マメウラシマ属

Subgenus　Ringiculina　ニイノマメウラシマ亜属

R. (R.) doliaris　マメウラシマガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　不明　A2000749

和歌山, 水軒浜　1956　A2000750

doliaris, Ringicula

Family　HYDATINIDAE　ミスガイ科

Genus　Hydatina　ミスガイ属

Subgenus　Hydatina　ミスガイ亜属

H. (H.) physis　ミスガイ
高知, 浦戸（土佐湾）　1966.4　A2001756

physis, Hydatina

Subgenus　Hydatoria　ヤカタガイ亜属

H. (H.) albocincta　ヤカタガイ
和歌山, 南部町堺港　1960.4　A2001755

albocincta, Hydatina

Subgenus　Aplustrum　ベニヤカタガイ亜属

H. (A.) amplustre　ベニヤカタガイ
鹿児島, 徳之島山港　1964　A2001754

amplustre, Hydatina

Family　BULLINIDAE　ベニシボリ科

Genus　Bullina　ベニシボリ属

B. lineata　ベニシボリガイ
高知, 土佐市柏島　1960.7　A2001753

lineata, Bullina

B. nobilis　オオベニシボリガイ
遠州灘　1970.4　A2001752

nobilis, Bullina

Family　SCAPHANDRIDAE　スイフガイ科

Genus　Scaphander　

S. japonica　クダタマガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1966　A2004539

japonica, Scaphander

Family　BULLIDAE　ナツメガイ科

Genus　Bulla　ナツメガイ属

B. vernicosa　ナツメガイ
沖縄, 宮古島　1964.11　A2001757

vernicosa, Bulla

B. punctulata　コナツメガイ
鹿児島, 徳之島　1960.8　A2001758

punctulata, Bulla

B. difficilis　ヒメナツメガイ
鹿児島, 沖永良部島　1975.9　A2001759

difficilis, Bulla

Family　ATYIDAE　タマゴガイ科

Subfamily　ATYINAE　タマゴガイ亜科

Genus　Aliculastrum　カイコガイ属

A. cylindricum　カイコガイ
沖縄, 宮古島　1965　A2000745

沖縄, 宮古島　1965　A2004532

鹿児島, 奄美大島　1968　A2004531

cylindricum, Aliculastrum

Genus　Diniatys　キバカイコガイ属

D. monodonta　イッポンバカイコガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1966　A2004528

monodonta, Diniatys

Family　HAMINOEIDAE　ブドウガイ科

Genus　Haloa　ブドウガイ属

H. binotata　ニクイロブドウガイ
鹿児島, 喜界島　1958　A2000744

鹿児島, 喜界島　1962　A2004533

沖縄, 石垣島川平　1980　A2000743

binotata, Haloa

H. japonica　ブドウガイ
鹿児島, 喜界島　1955　A2004535

和歌山, 串本町　1956　A2004534

和歌山, 潮岬　1961　A2000742

japonica, Haloa

Genus　Lamprohaminoea　ミガキブドウガイ属

L. cymbalum　ミガキブドウガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1960　A2004536

cymbalum, Lamprohaminoea

Genus　Liloa　カイコガイダマシ属

L. porcellana　カイコガイダマシ
和歌山, 水軒浜　1950　A2000746

鹿児島, 徳之島喜念　1956　A2000747

鹿児島, 奄美大島安脚場　1960　A2004529

porcellana, Liloa

Family　SMARAGDINELLIDAE　ミドリガイ科

Genus　Smaragdinella　ミドリガイ属

S. calyculata　ミドリガイ
鹿児島, 徳之島　1972　A2004538

calyculata, Smaragdinella

S. sieboldi　タテジワミドリガイ
鹿児島, 徳之島喜念　1956　A2004537

鹿児島, 徳之島喜念　1956　A2000748

sieboldi, Smaragdinella

Family　RETUSIDAE　ヘコミツララガイ科

Genus　Pyrunculus　ブドウノタネガイ属

P. toyamaensis　トヤマシリブトカイコガイダマシ
兵庫, 香住町　1955　A2004530

toyamaensis, Pyrunculus

Genus　Rhizorus　マメヒガイ属

R. obulinus　タマゴマメヒガイ
兵庫, 紫山　1965　A2004527

obulinus, Rhizorus

Order　APLYSIACEA　アメフラシ目

Family　APLYSIIDAE　アメフラシ科

Subfamily　DOLABELLINAE　タツナミガイ亜科

Genus　Dolabella　タツナミガイ属

D. auricularia　タツナミガイ
和歌山, 御坊市名田　1989.12　A2004644

auricularia, Dolabella
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Subclass　PULMONATA　有肺亜綱

Order　ARCHAEOPULMONATA　原始有肺目

Superfamily　ELLOBIOIDEA　オオミミガイ超科

Family　ELLOBIIDAE　オカミミガイ科

Subfamily　ELLOBIINAE　オオミミガイ亜科

Genus　Ellobium　オオミミガイ属

E. chinensis　オカミミガイ
愛知, 名古屋庄田川河口　1956　A2003450

chinensis, Ellobium

Genus　Auriculodes　コハクオカミミガイ属

A. opportunatum　コハクオカミミガイ
沖縄, 那覇市真知志　1980　A2003451

opportunatum, Auriculodes

Genus　Pythia　ヒラシイノミガイ属

P. pachyodon　クロヒラシイノミガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村宇検　1962.8　A2003448

鹿児島, 奄美大島宇検村湯湾　1962.8　A2003449

pachyodon, Pythia

Genus　Cassidula　シイノミミミガイ属

C. plecotrematoides japonica　シイノミミミガイ
沖縄, 石垣島川平　1972　A2003446

鹿児島, 奄美大島宇検村宇検　1962　A2003447

plecotrematoides, Cassidula　＆　japonica, Cassidula plecotrematoides

C. musterina　ウラシマミミガイ
沖縄　1907　A2003445

musterina, Cassidula

Genus　Auriculastra　ナガオカミミガイ属

A. subula　ナガオカミミガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村宇検　1962　A2003436

subula, Auriculastra

A. duplicata　ナラビオカミミガイ
愛媛, 宇和島　1955　A2003437

愛媛, 宇和島　1955　A2005058

duplicata, Auriculastra

A. saccata　フクロナリオカミミガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村宇検　1962　A2003435

saccata, Auriculastra

Genus　Allochroa　カシノメガイ属

A. pfeifferi　カシノメガイ
鹿児島, 喜界島　1955　A2003434

pfeifferi, Allochroa

Subfamily　MELAMPODINAE　ハマシイノミガイ亜科

Genus　Melampus　ハマシイノミガイ属

M. luteus　ツヤハマシイノミガイ
沖縄, 石垣島川平　1989　A2003439

沖縄, 西表島船浦　1990　A2003438

luteus, Melampus

M. fasciatus　スジハマシイノミガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村　1956　A2003443

fasciatus, Melampus

M. nuxshiia　ハマシイノミガイ
沖縄, 石垣市川平　1965　A2003441

沖縄, 西表島　1990.8　A2003442

nuxshiia, Melampus

M. taeniolatus　ホソハマシイノミガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村湯湾　1956　A2003444

taeniolatus, Melampus

Subfamily　PEDIPEDINAE　ヒズメガイ亜科

Genus　Laemodonta　コミミガイ属

L. hirsuta　マキスジコミミガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1960　A2003432

hirsuta, Laemodonta

L. siamensis　クリイロコミミガイ
愛媛, 宇和島　1955　A2003433

siamensis, Laemodonta

Family　CARYCHIIDAE　ケシガイ科

Genus　Carychium　ケシガイ属

C. noduliferum　スジケシガイ
兵庫, 神戸市灘区摩那山　1960.5　A2003452

noduliferum, Carychium

C. pessimum　ケシガイ
兵庫, 神戸市丹生山　1970.6　A2003453

兵庫, 神戸市丹生山　1970　A2004224

pessimum, Carychium

C. sibiricum　エゾケシガイ
北海道, 稚内市旧稚内空港　1989　A2003454

sibiricum, Carychium

C. nipponense　ニホンケシガイ
兵庫, 神戸市村上北谷　1970.6　A2003455

nipponense, Carychium

Order　BASOMMATOPHORA　基眼目

Superfamily　SIPHONAROIDEA　カラマツガイ超科

Family　SIPHONARIIDAE　カラマツガイ科

Genus　Siphonaria　コウダカカラマツ属

Subgenus　Siphonaria　コウダカカラマツ亜属

S. (S.) laciniosa　コウダカカラマツガイ
鹿児島, 徳之島亀津　1962　A2001722

laciniosa, Siphonaria

Subgenus　Parellisiphon　ホウライカラマツ亜属

S. (P.) siquijorensis　ホウライカラマツガイ
鹿児島, 徳之島亀津　1967　A2001721

siquijorensis, Siphonaria

Subgenus　Sacculosiphonaria　カラマツガイ亜属

S. (S.) japonica　カラマツガイ
和歌山, 美浜　1970.4　A2001716

和歌山, 椿温泉　1973.7　A2001717

japonica, Siphonaria

Subgenus　Planesiphon　シロカラマツガイ亜属

S. (P.) acmaeoides　シロカラマツガイ
和歌山, 有田郡白崎　1967.8　A2001720

acmaeoides, Siphonaria

Subgenus　Anthosiphonaria　キクノハナガイ亜属

S. (A.) sirius　キクノハナガイ
和歌山, 椿温泉　1968.6　A2001723

sirius, Siphonaria

Subgenus　Mestasiphon　ヒラカラマツガイ亜属

S. (M.) atra　ヒラカラマツガイ
鹿児島, 徳之島亀津　1967.3　A2001719

atra, Siphonaria

S. (M.) atrata　クロカラマツガイ
鹿児島, 徳之島亀津　1967.8　A2001718

atrata, Siphonaria

Superfamily　LYMNAEOIDEA　モノアラガイ超科

Family　LYMNAEIDAE　モノアラガイ科

Genus　Galba　コシダカヒメモノアラガイ属

G. truncatula　コシダカヒメモノアラガイ
滋賀, 彦根　1965　A2003256

truncatula, Galba

Genus　Radix　モノアラガイ属

Subgenus　Radix　モノアラガイ亜属

R. (R.) auricularia　イグチモノアラガイ
北海道, 稚内市　1987　A2003257

auricularia, Radix

R. (R.) japonica　モノアラガイ
滋賀, 余呉湖　1977.9　A2003258

兵庫, 芦屋市　1980　A2003259

japonica, Radix

R. (R.) swinhoei　タイワンモノアラガイ
鹿児島, 徳之島　1968　A2003261

swinhoei, Radix
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Subgenus　Biwakoia　

R. (B.) onchia　オウミガイ
滋賀, 長命寺（琵琶湖）　1986.2　A2003260

onchia, Radix

Superfamily　PHYSOIDEA　サカマキガイ超科

Family　PHYSIDAE　サカマキガイ科

Genus　Physa　サカマキガイ属

P. acuta　サカマキガイ
兵庫, 西宮市大浜町　1990.9　A2003255

acuta, Physa

Order　STYLOMMATOPHORA　柄眼目

Suborder　ORTHURETHRA　直輸尿管亜目

Superfamily　ACHATINELLOIDEA　ハワイマイマイ超科

Family　ACHATINELLIDAE　ハワイマイマイ科

Subfamily　TORNATELLIDINAE　ノミガイ亜科

Genus　Tornatellides　ノミガイ属

T. boeningi　ノミガイ
沖縄, 石垣島中原ヤシ園　1972　A2003411

boeningi, Tornatellides

Superfamily　COCHLICOPOIDEA　ヤマボタル超科

Family　COCHLICOPIDAE　ヤマボタル科

Genus　Cochlicopa　ヤマボタル属

C. lubrica　ヤマボタルガイ
北海道, 稚内市　1970.2　A2003413

秋田, 男鹿市　1966　A2003412

lubrica, Cochlicopa

C. lubrica hachijoensis　ハチジョウヤマボタル
東京都, 八丈島　1967　A2003414

hachijoensis, Cochlicopa lubrica

Superfamily　PUPILLOIDEA　サナギガイ超科

Family　PUPILLIDAE　サナギガイ科

Subfamily　PUPILLINAE　サナギガイ亜科

Genus　Pupilla　サナギガイ属

Subgenus　Gibbulinopsis　サナギガイ亜属

P. (G.) cryptodon　サナギガイ
北海道, 礼文島　1970.2　A2003418

cryptodon, Pupilla

Family　PYRAMIDULIDAE　ナタネモドキ科

Genus　Pyramidula　ナタネモドキ属

Subgenus　Pyramidulops　ナタネモドキ亜属

P. (P.) conica　ナタネモドキ
群馬, 中里村　1960　A2003421

conica, Pyramidula

Family　VERTIGINIDAE　キバサナギガイ科

Subfamily　VERTIGININAE　キバサナギガイ亜科

Genus　Vertigo　キバサナギガイ属

V. shimochii　シモチキバサナギガイ
沖縄, 石垣島　1965　A2003415

shimochii, Vertigo

Family　GASTROCOPTIDAE　スナガイ科

Subfamily　GASTROCOPTINAE　スナガイ亜科

Genus　Gastrocopta　スナガイ属

Subgenus　Sinalbinula　スナガイ亜属

G. (S.) armigerella armigerella　スナガイ
沖縄, 石垣島ノヤシ園　1965　A2003416

armigerella, Gastrocopta　＆　armigerella, Gastrocopta armigerella

Genus　Bensonella　クチマガリスナガイ属

B. plicidens　クチマガリスナガイ
三重, 藤原岳　1966　A2003417

plicidens, Bensonella

Family　VALLONIDAE　ミジンマイマイ科

Genus　Vallonia　ミジンマイマイ属

V. costata　ミジンマイマイ
兵庫, 神戸市海神社　1980　A2003420

costata, Vallonia

Family　NESOPUPINAE　イトヒキサナギガイ科

Genus　Pupisoma　ヒラドマルナタネ属

Subgenus　Salpingoma　ヒラドマルナタネ亜属

P. (S.) harpula　ヒラドマルナタネガイ
兵庫, 神戸市五ノ宮　1966　A2003419

harpula, Pupisoma

Superfamily　BULIMINOIDEA　

Family　ENIDAE　キセルモドキ科

Genus　Luchuena　リュウキュウキセルモドキ属

L. eucharista luchuana　リュウキュウキセルガイモドキ
鹿児島, 沖永良部島　1968　A2003422

eucharista, Luchuena　＆　luchuana, Luchuena eucharista

L. eucharista oshimana　オオシマキセルガイモドキ
鹿児島, 沖永良部島和泊　1963.7　A2003423

oshimana, Luchuena eucharista

L. reticulata　キカイキセルガイモドキ
沖縄, 国頭村辺土　1987.1　A2003425

鹿児島, 喜界島　1965.8　A2003424

reticulata, Luchuena

Genus　Mirus　キセルモドキ属

M. reinianus　キセルガイモドキ
高知, 高知市荒倉　1978.9　A2003429

reinianus, Mirus

M. japonicus japonicus　フトキセルガイモドキ
島根, 羽須美村　1977.11　A2003426

滋賀, 伊吹山　1962.7　A2003428

岐阜，池田町片山　1981　A2003427

japonicus, Mirus　＆　japonicus, Mirus japonicus

M. japonicus daisianus　ダイシキセルガイモドキ
徳島, 焼山寺山　1988.8　A2003430

daisianus, Mirus japonicus

M. gracilispira　ヤセキセルガイモドキ
岡山, 成羽町　1972.6　A2003431

gracilispira, Mirus

Suborder　MESURETHRA　中輸尿管亜目

Superfamily　CLAUSILIOIDEA　キセルガイ超科

Family　CLAUSILIDAE　キセルガイ科

Subfamily　PHAEDUSINAE　アジアギセル亜科

Genus　Paganizaptyx　スグヒダキセル属

P. stimpsoni stimpsoni　ツシマギセル
長崎, 対島巌原万松院　1965　A2003052

stimpsoni, Paganizaptyx　＆　stimpsoni, Paganizaptyx stimpsoni

P. stimpsoni var subaurantiaca　ナガトギセル
山口, 美祢市　1969.9　A2003055

P. stimpsoni harimensis　ハリマギセル
山口, 美祢市　1969.9　A2003059

兵庫, 揖保郡新宮町　1960　A2003058

岡山, 芳井町上鳴　1970　A2003057

兵庫, 揖保郡新宮町　1982　A2004228

harimensis, Paganizaptyx stimpsoni

P. stimpsoni perignobilis　オキノシマギセル
高知, 土佐市沖ノ島母島　1958　A2003060

perignobilis, Paganizaptyx stimpsoni

P. stimpsoni aulacopoma　ミゾシタギセル
熊本, 熊本市熊本城　1972　A2003063

aulacopoma, Paganizaptyx stimpsoni

P. stimsoni bigeneris　ゴトウギセル
長崎, 五島列島　1960　A2003053

stimsoni, Paganizaptyx　＆　bigeneris, Paganizaptyx stimsoni

P. stimpsoni var kyushuensis　キュウシュウギセル
福岡, 沖の島　1970.8　A2003056

stimpsoni, Paganizaptyx

P. subignobilis　ヒラドギセル
長崎, 平戸市平戸　1960　A2003054

subignobilis, Paganizaptyx

Genus　Hemizaptyx　ピントノミギセル属

H. pinto　ヌリツヤノミギセル
鹿児島, 屋久島安房　1950　A2003064

pinto, Hemizaptyx
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H. ptychocyma　ハラブトノミギセル
鹿児島, 屋久島宮の浦　1960　A2003066

鹿児島, 屋久島安房　1972　A2003065

ptychocyma, Hemizaptyx

H. tantilla　チイサギセル
福岡, 小呂島　1970　A2003062

長崎, 五島列島　1969.9　A2003061

tantilla, Hemizaptyx

Genus　Zaptyx　ノミギセル属

Z. sarissa　チャイロノミギセル
鹿児島, 沖永良部島和泊　1963　A2003069

鹿児島, 与論島　1962.8　A2003070

sarissa, Zaptyx

Z. kikaiensis　キカイノミギセル
鹿児島, 与路島　1970.9　A2003073

鹿児島, 奄美大島戸円　1963　A2003072

鹿児島, 徳之島　1963　A2003071

kikaiensis, Zaptyx

Z. dolichoptyx　カズマキノミギセル
沖縄　不明　A2003068

dolichoptyx, Zaptyx

Genus　Parazaptyx　ニセノミギセル属

P. thaumatopoma　ニセノミギセル
沖縄, 渡嘉敷島阿波連　1986　A2003074

thaumatopoma, Parazaptyx

Genus　Metazaptyx　ハチジョウノミギセル属

M. hachijoensis　ハチジョウノミギセル
静岡, 三宅島　1972　A2003078

静岡, 八丈島　1966　A2003077

兵庫, 西宮市大浜町菊池貝研庭　1990.2.8　A2004225

hachijoensis, Metazaptyx

M. daemonorum　トカラノミギセル
鹿児島, トカラ列島宝島　1960　A2003076

daemonorum, Metazaptyx

M. pattalus　ミヤコパタラシノミギセル
沖縄, 宮古島　1964.9　A2003075

pattalus, Metazaptyx

Genus　Selenoptyx　ミカヅキノミギセル属

S. noviluna　ミカヅキノミギセル
沖縄, 伊平屋島　1972　A2003079

noviluna, Selenoptyx

Genus　Tyrannozaptyx　サキシマノミギセル属

T. deminuta　ヨワノミギセル
沖縄, 石垣島ノヤシ園　1965.11　A2003080

deminuta, Tyrannozaptyx

Genus　Zaptychopsis　ヒカリギセル属

Z. buschi　ヒカリギセル
静岡, 稲取　1935　A2003049

静岡, 三島　1966　A2003051

神奈川, 鎌倉円覚寺　1960　A2003046

神奈川, 鎌倉鶴ヶ丘八幡宮　1963　A2003048

静岡, 沼津　1960　A2003050

神奈川, 三浦市三崎町東大実験所　1978　A2003047

buschi, Zaptychopsis

Genus　Pinguiphaedusa　ツムガタキセル属

P. pinguis pinguis　キイツムガタギセル
和歌山, 紀伊大島　1969.9　A2003081

和歌山, 古座川町佐田　1961　A2003082

pinguis, Pinguiphaedusa　＆　pinguis, Pinguiphaedusa pinguis

P. pinguis platydera　ツムガタギセル
兵庫, 神戸市北区道場塩田八幡　1992　A2004226

兵庫, 西宮市甲陽園　1980　A2004227

三重, 鳥羽市答志島和具　1980　A2003085

三重, 鳥羽市　1969　A2003083

滋賀, 比叡山釈迦堂　1957　A2003084

platydera, Pinguiphaedusa pinguis

P. pinguis platyauchen　ツムガタキセルモドキ
群馬, 利根郡月夜野町大峰山　1973.5.20　A2003087

山梨, 明野村　1966　A2003086

platyauchen, Pinguiphaedusa pinguis

P. hakonensis　ハコネギセル
神奈川, 横須賀市衣笠公園　1990.4　A2003088

静岡, 浄連寺　1976.3.14　A2003089

hakonensis, Pinguiphaedusa

P. attrita attrita　ハゲギセル
滋賀, 比叡山浄上院裏谷　1975.3　A2003092

石川, 白山市ノ瀬　1972.8　A2003091

兵庫, 北区有馬　1966.6　A2003090

attrita, Pinguiphaedusa　＆　attrita, Pinguiphaedusa attrita

P. attrita infausta　カンダギセル
和歌山, 串本町塔石　1965.9　A2003095

和歌山, 古座川町蔵土　1973　A2003093

和歌山, 田原　1969.9　A2003094

infausta, Pinguiphaedusa attrita

P. schmackeri　シマケルギセル
徳島, 高越山　1960　A2003099

高知, 宿毛市掬山　1984.1　A2003096

愛媛, 越智郡玉川町楢原山　1982.6　A2003098

高知, 土佐市足摺岬　1968　A2003097

schmackeri, Pinguiphaedusa

P. ignobilis　アベギセル
徳島, 焼山寺　1970.11　A2003121

ignobilis, Pinguiphaedusa

P. kubinaga　クビナガギセル
愛知, 石巻山　1966　A2003100

kubinaga, Pinguiphaedusa

P. kamoharai　カモハラギセル
高知, 土佐市宿毛鵜来島　1971　A2003101

kamoharai, Pinguiphaedusa

P. expansilabris　ニクイロギセル
徳島, 剣山道分　1978　A2003102

expansilabris, Pinguiphaedusa

P. pigra　チビギセル
兵庫, 西宮市山口町公智神社　1990.6.30　A2004230

兵庫, 神戸市北区小部　1970　A2004231

pigra, Pinguiphaedusa

P. awajiensis　アワジギセル
徳島，太龍寺山　1965　A2003105

和歌山, 和歌山市日前宮　1980　A2003104

徳島, 上勝町日高丸　1972　A2003106

兵庫, 洲本市由良成ケ島　1987.4.27　A2004229

兵庫, 南淡町福良刈藻　1968　A2003103

awajiensis, Pinguiphaedusa

Genus　Luchuphaedusa　キンチャクギセル属

L. callistochila　キンチャクギセル
沖縄, 那覇市今帰仁城跡　1973　A2003109

callistochila, Luchuphaedusa

L. nesiothauma　ヒルグチギセル
鹿児島, 奄美大島宇検村湯湾岳　1962　A2003107

nesiothauma, Luchuphaedusa

L. oshimae oshimae　オオシマギセル
鹿児島, 奄美大島宇検村湯湾岳　1966　A2003108

oshimae, Luchuphaedusa　＆　oshimae, Luchuphaedusa oshimae

L. mima　ザレギセル
鹿児島, 奄美大島湯湾岳　1963　A2003110

mima, Luchuphaedusa

L. ophidoon　ナタマメギセル
鹿児島, 下甑島青瀬　1960　A2003111

ophidoon, Luchuphaedusa

Genus　Nesiophaedusa　ツヤギセル属

N. praeclara praeclara　ツヤギセル
沖縄, 那覇市今帰仁城　1973.3　A2003113

沖縄, 首里城　1970.8　A2003112

praeclara, Nesiophaedusa　＆　praeclara, Nesiophaedusa praeclara

N. praeclara okinoerabuensis　オキノエラブギセル
鹿児島, 沖永良部島知名町屋子母　1962　A2003114

okinoerabuensis, Nesiophaedusa praeclara
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Genus　Tyrannophaedusa　ミカドギセル属

Subgenus　Tyrannophaedusa　ミカドギセル亜属

T. (T.) mikado　ミカドギセル
滋賀, 伊吹山スキ－場　1967　A2003126

岐阜, 金生山　1962　A2003125

mikado, Tyrannophaedusa

T. (T.) iotaptyx　シリボソギセル
滋賀, 伊吹山頂　1965.11　A2003127

滋賀, 太平寺　1965　A2003128

iotaptyx, Tyrannophaedusa

T. (T.) aurantiaca aurantiaca　ウスベニギセル
和歌山, 御坊市　1967.7　A2003134

和歌山, 串本町二色神社　1965　A2003135

兵庫, 津名郡一の宮町伊弉諾宮　1992.5.31　A2004235

aurantiaca, Tyrannophaedusa　＆　aurantiaca, Tyrannophaedusa aurantiaca

T. (T.) aurantiaca erberi　エルベルギセル
大阪府, 能勢妙見山　1968　A2003136

erberi, Tyrannophaedusa aurantiaca

T. (T.) plicilabris　コスジギセル
和歌山, 白浜町　1960　A2003138

和歌山, 白浜町神島　1967.7　A2003137

plicilabris, Tyrannophaedusa

T. (T.) nankaidoensis nankaidoensis　コシボソギセル
兵庫, 洲本市先山千光寺　1980.9.10　A2004355

nankaidoensis, Tyrannophaedusa　＆　nankaidoensis, Tyrannophaedusa nankaidoensis

Subgenus　Decolliphaedusa　シリオレギセル亜属

T. (D.) bilabrata　シリオレギセル
兵庫, 神戸市灘区摩那山　1960　A2003118

兵庫, 神戸市灘区摩那山　1972　A2004234

兵庫, 神戸市東灘区弓弦羽神社　1990.11　A2003116

兵庫, 神戸市東灘区弓弦羽神社　1991　A2004232

岡山, 芳井町山骨峡　1962　A2003115

兵庫, 西宮市若山町大市八幡　1991.1.26　A2004233

大分, 別府市浅見神社　1966.6　A2003117

bilabrata, Tyrannophaedusa

T. (D.) dalli　デールギセル
徳島，太龍寺　1966　A2003119

dalli, Tyrannophaedusa

T. (D.) tosaensis　トサシリボソギセル
高知, 土佐市虚空蔵山　1977.3　A2003120

tosaensis, Tyrannophaedusa

T. (D.) sugimotonis sugimotonis　スギモトギセル
高知, 土佐市鵜来島　1971　A2003130

高知, 土佐市中村屋谷　1984　A2003129

sugimotonis, Tyrannophaedusa　＆　sugimotonis, Tyrannophaedusa sugimotonis

Subgenus　Aulacophaedusa　ホソヒメギセル属

T. (A.) gracilispira　ホソヒメギセル
兵庫, 神戸市西区太山寺　1960　A2003161

徳島, 高越山　1968　A2003160

兵庫, 神戸市須磨区妙法寺　1991.5.24　A2004240

兵庫, 神戸市北区藍那　1980　A2004239

gracilispira, Tyrannophaedusa

T. (A.) aulacophora aulacophora　クロチビギセル
兵庫, 洲本市先山　1967　A2003162

兵庫, 三原郡南淡町沼島　1990.9.2　A2004241

aulacophora, Tyrannophaedusa　＆　aulacophora, Tyrannophaedusa aulacophora

T. (A.) aulacophora morisaki　モリサキギセル
徳島, 阿波市市場町城王山　1972　A2003163

morisaki, Tyrannophaedusa aulacophora

Subgenus　Ventriphaedusa　シタヅキギセル亜属

T. (V.) proba proba　ゼイギセル
和歌山, 串本町　1962　A2003139

proba, Tyrannophaedusa　＆　proba, Tyrannophaedusa proba

T. (V.) proba caryostoma　ナラビヒダギセル
兵庫, 洲本市先山　1989　A2003140

兵庫, 洲本市先山千光寺　1990　A2004237

兵庫, 南淡町輸鶴羽ダム　1989.7.28　A2004236

兵庫, 神戸市灘区摩那山　1968　A2003142

兵庫, 南淡町沼島　1990.9.2　A2004238

和歌山, 和歌山市日前宮　1960　A2003141

徳島, 鳴門市葛城神社　1980　A2003143

caryostoma, Tyrannophaedusa proba

Genus　Tosaphaedusa　ナカムラギセル属

T. cincticollis　ナカムラギセル
高知, 土佐山村菖蒲　1965　A2003131

cincticollis, Tosaphaedusa

Genus　Mundiphaedusa　トノサマギセル属

M. ducalis　トノサマギセル
石川, 白山　1986.9　A2003144

ducalis, Mundiphaedusa

M. rex　オオトノサマギセル
東京都, 五日市上養沢　1960.4　A2003145

静岡, 河津七滝　1976.3　A2003146

rex, Mundiphaedusa

M. dorcas　オクガタギセル
石川, 白山市ノ瀬六万山　1972.8.19　A2003148

石川, 白山　1966　A2003150

東京都, 五日市上養沢　1970.8　A2003149

山梨, 南都留郡山中湖　1973.7.8　A2003147

dorcas, Mundiphaedusa

M. decapitata　シリオレトノサマギセル
兵庫, 北区有馬鼓ケ滝　1989.6　A2003152

大阪府, 箕面　1966　A2003151

decapitata, Mundiphaedusa

M. sericina　チュウゼンジギセル
栃木, 日光市久次郎町　1972　A2003156

sericina, Mundiphaedusa

M. discripans　キヌハダギセル
新潟，宮崎　1979.10.19　A2003153

discripans, Mundiphaedusa

M. decussata　ハブタエギセル
茨城, 筑波山　1972.7　A2003158

decussata, Mundiphaedusa

M. kawasakii　ハチノコギセル
愛知, 石巻山　1956　A2003133

愛知, 豊橋市嵩山　1960　A2003132

kawasakii, Mundiphaedusa

M. hosayaka　ホソヤカギセル
三重, 伊勢神宮境内　1956　A2003122

三重, 二見松下神社　1962　A2003123

hosayaka, Mundiphaedusa

M. kyotoensis　キョウトギセル
京都, 貴船奥社　1970.7　A2003124

kyotoensis, Mundiphaedusa

M. kurozuensis　クロズギセル
和歌山, 古座川町明神　1977.8　A2003157

和歌山, 古座川町佐田　1961　A2003155

kurozuensis, Mundiphaedusa

M. pachyspira　シリブトギセル
和歌山, 九重村宮井　1969.9　A2003159

pachyspira, Mundiphaedusa

M. kawamurai　カワムラギセル
神奈川, 観音崎　1990.4　A2003154

kawamurai, Mundiphaedusa

Genus　Neophaedusa　イシカワギセル属

N. ishikawai　イシカワギセル
熊本, 下益城郡椿洞　1967　A2003067

ishikawai, Neophaedusa
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Genus　Megalophaedusa　オオギセル属

M. martensi　オオギセル
三重, 伊勢神宮島路山　1969.8　A2003166

徳島, 焼山寺　1963.8.12　A2003172

愛知, すさ山　1969.6　A2003167

和歌山, 那智滝近く　1962　A2003164

大阪，妙見山頂　1960.6　A2003165

兵庫, 飾磨郡夢前町雪彦山入口　1977.5.5　A2004356

martensi, Megalophaedusa

M. mitsukurii　ミツクリギセル
和歌山, 白浜町富田　1967　A2003168

和歌山, 白浜町庄川　1967.7　A2003169

mitsukurii, Megalophaedusa

Genus　Vastina　オキギセル属

Subgenus　Vastina　オキギセル亜属

V. (V.) vasta vasta　オキギセル
福岡, 糸島郡前原町水無　1976.3　A2003170

長崎, 壱岐安国寺　1966　A2003171

vasta, Vastina　＆　vasta, Vastina vasta

V. (V.) vasta moriyai　モリヤギセル
広島, 帝釈峡鬼ノ岩屋　1966　A2003182

愛媛, 東宇和町　1984　A2003183

moriyai, Vastina vasta

V. (V.) hickonis hickonis　コンボウギセル
愛知, 石巻山　1966　A2003174

石川, 白山市ノ瀬六万山　1972.8.19　A2003175

滋賀, 伊吹山頂　1965.11　A2003176

hickonis, Vastina　＆　hickonis, Vastina hickonis

V. (V.) hickonis mikawa　ミカワギセル
愛知, 蒲郡市田土山　1980.8　A2003178

愛知, 石巻山　1960　A2003179

愛知, 三ケ根山　1956　A2003180

愛知, 豊橋市嵩山　1966　A2003181

mikawa, Vastina hickonis

V. (V.) hickonis awaensis　アワギセル
徳島, 木沢村瀬津　1972　A2003177

awaensis, Vastina hickonis

V. (V.) viridiflava　アメイロギセル
高知, 幡多郡十和村地吉八幡　1988　A2003173

viridiflava, Vastina

V. (V.) ijimae　イイジマギセル
高知, 龍河洞　1971.8　A2003184

ijimae, Vastina

V. (V.) hiraseana　トクサギセル
高知, 土佐市沖ノ島母島　1962　A2003185

hiraseana, Vastina

Genus　Stereophaedusa　オキナワギセル属

Subgenus　Stereophaedusa　オキナワギセル亜属

S. (S.) japonica japonica　ナミギセル
兵庫, 神戸市中央区布引　1970　A2003186

福岡, 平和台福岡城跡　1960　A2003194

兵庫, 神戸市石屋川　1970　A2004244

兵庫, 洲本市　1966.6　A2003190

兵庫, 神戸市灘区摩耶山天上寺　1988.6　A2004246

兵庫, 北区有馬　1966.5　A2003187

兵庫, 伊丹市緑が丘　1972　A2004245

山梨, 丹波山　1966.1　A2003189

大分, 別府市中原　1971.7　A2003193

滋賀, 伊吹山　1962.7　A2003188

岡山, 芳井町山骨峡　1966　A2003192

滋賀, 伊吹山頂　1966　A2003191

兵庫, 神戸市北区有鼓ケ滝　1990.6.2　A2004243

兵庫, 神戸市東灘区弓弦羽神社　1990　A2004242

japonica, Stereophaedusa　＆　japonica, Stereophaedusa japonica

S. (S.) japonica pallens　アワジウツミギセル
兵庫, 西宮市西宮神社　1990　A2003197

兵庫, 西宮市社家町西宮神社　1990.11.10　A2004248

兵庫, 明石市明石城　1970　A2003196

兵庫, 伊丹市昆陽寺　1992　A2004249

兵庫, 南淡町福良刈藻　1962　A2003195

兵庫, 西宮市越木岩神社　1990　A2004247

pallens, Stereophaedusa japonica

S. (S.) goniopoma　イトカケギセル
和歌山, 有田郡白崎　1970　A2003198

和歌山, 和歌山市和歌山城跡内　1980.3　A2003199

goniopoma, Stereophaedusa

S. (S.) costifera　タイシャクギセル
広島, 帝釈峡　1960　A2003200

岡山, 芳井町山骨峡　1966　A2003201

costifera, Stereophaedusa

Subgenus　Breviphaedusa　ヒクギセル亜属

S. (B.) gouldi　ヒクギセル
神奈川, 横須賀市長井東海区水産研内　1972.8.31　A2003204

静岡, 伊豆七島式根島　1971.8　A2003206

神奈川, 鎌倉鶴ヶ丘八幡宮　1960　A2003202

静岡, 伊豆大島　1965　A2003203

東京都, 芝公園　1970.8　A2003205

gouldi, Stereophaedusa

S. (B.) addisoni addisoni　ギューリキギセル
大阪府, 指出ノ森神社　1969　A2003207

鹿児島, 鹿児島市城山　1964　A2003208

addisoni, Stereophaedusa　＆　addisoni, Stereophaedusa addisoni

S. (B.) stereoma　ハラブトギセル
鹿児島, 屋久島宮の浦　1960　A2003209

stereoma, Stereophaedusa

S. (B.) nugax　コハラブトギセル
鹿児島, 屋久島楠井　1960　A2003210

nugax, Stereophaedusa

S. (B.) jacobiana　ヤコビギセル
鹿児島, 屋久島小杉谷　1960　A2003211

jacobiana, Stereophaedusa

S. (B.) jacobiella　ヒメヤコビギセル
鹿児島, 口永良部島　不明　A2004293

jacobiella, Stereophaedusa

S. (B.) tryoni　トライオンギセル
静岡, 八丈島　1967　A2003212

静岡, 三宅島　1973　A2003213

tryoni, Stereophaedusa

Genus　Euphaedusa　コギセル属

E. aculus mesimana　メシマコギセル
長崎, 男女群島　女島　1972.8　A2003218

aculus, Euphaedusa　＆　mesimana, Euphaedusa aculus

E. tau tau　ナミコギセル
大阪府, 吹田市佐井寺村　1962　A2003215

兵庫, 宝塚市安倉住吉神社　1990　A2004354

兵庫, 西宮市越木岩神社　1890.1　A2003217

兵庫, 伊丹市昆陽寺　1972　A2004250

京都, 京都市伏見区伏見稲荷神社　1967.7　A2003214

兵庫, 西宮市西宮神社えびすの森　1990.11　A2003216

tau, Euphaedusa

E. tau subaculus　キュウシュウナミコギセル
福岡, 太宰府神社　1965　A2003220

長崎, 西彼杵郡西浦村　1962　A2003219

subaculus, Euphaedusa tau

E. digonoptyx　オオタキコギセル
山梨, 明野村　1966.1　A2003222

digonoptyx, Euphaedusa

E. rowlandi　サッポロコギセル
北海道, 札幌市円山公園　1967　A2003221

rowlandi, Euphaedusa

E. comes　ヒメコギセル
兵庫, 神戸市北区藍那　1980　A2004251

兵庫, 神戸市木津神社　1967　A2003223

comes, Euphaedusa

Genus　Phaedusa　アジアギセル属

P. sieboldtii　シイボルトコギセル
高知, 足摺岬　1960　A2003225

新潟, 能生白山神社　1970.8　A2003228

神奈川, 真鶴岬　1970.8.12　A2003229

山口, 美祢市　1967.9　A2003226

大分, 日田市亀山公園　1960　A2003227

sieboldtii, Phaedusa
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P. neniopsis　ネニヤダマシギセル
鹿児島, 徳之島井ノ川岳　1966　A2003224

neniopsis, Phaedusa

Genus　Pictophaedusa　マルクチコギセル属

P. holotrema　マルクチコギセル
和歌山, 大塔村鮎川　1962　A2003231

holotrema, Pictophaedusa

P. hungerfordiana　トクシマコギセル
鹿児島, 徳之島美励郡一宇村　1969　A2003230

hungerfordiana, Pictophaedusa

Genus　Proreinia　イーストレーキコギセル属

P. eastlakeana vaga　シバタヒロクチコギセル
愛知, 三河湾沖の島　1967.6　A2003232

eastlakeana, Proreinia　＆　vaga, Proreinia eastlakeana

Genus　Reinia　ヒロクチコギセル属

R. variegata　ヒロクチコギセル
和歌山, 白浜町神島　1967.7　A2003233

variegata, Reinia

Suborder　SIGMURETHRA　屈曲輸尿管亜目

Superfamily　ACHATINOIDEA　アフリカマイマイ超科

Family　SUBULINIDAE　オカクチキレガイ科

Subfamily　SUBULININAE　オカクチキレガイ亜科

Genus　Allopeas　オカチョウジガイ属

A. javanicum　トクサオカチョウジガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村　1968.3　A2003392

兵庫, 西宮市大浜町　1989　A2003391

兵庫, 西宮市大浜町　1990.10.13　A2004254

javanicum, Allopeas

A. pyrgula　ホソオカチョウジガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村宇検　1968　A2003390

pyrgula, Allopeas

A. mauritianum obesispira　シリブトオカチョウジガイ
沖縄, 石垣島　1965.11　A2003388

mauritianum, Allopeas　＆　obesispira, Allopeas mauritianum

A. clavulinum kyotoense　オカチョウジガイ
兵庫, 西宮市大浜町　1966　A2003389

兵庫, 神戸市中央区,布引の滝　1989.7.28　A2004253

兵庫, 神戸市石屋川　1986　A2004252

clavulinum, Allopeas　＆　kyotoense, Allopeas clavulinum

Family　ACHATINIDAE　アフリカマイマイ科

Genus　Achatina　アフリカマイマイ属

Subgenus　Lissachatina　アフリカマイマイ亜属

A. (L.) fulica　アフリカマイマイ
鹿児島, 与路島　1988.8　A2005066

fulica, Achatina

Superfamily　STREPTAXOIDEA　ネジレガイ超科

Family　STREPTAXIDAE　ネジレガイ科

Subfamily　ENNEINAE　タワラガイ亜科

Genus　Sinoennea　タワラガイ属

S. iwakawa　タワラガイ
兵庫, 相生市矢野二ツ木天満宮　1991.10.10　A2004287

iwakawa, Sinoennea

Superfamily　PUNCTOIDEA　

Family　DISCIDAE　パツラマイマイ科

Genus　Discus　パツラマイマイ属

D. pauper　パツラマイマイ
北海道, 稚内市　1987　A2003393

pauper, Discus

Suborder　ELASMOGNATHA　

Superfamily　SUCCINEOIDEA　オカモノアラガイ超科

Family　SUCCINEIDAE　オカモノアラガイ科

Subfamily　SUCCINEINAE　オカモノアラガイ亜科

Genus　Neosuccinea　ヒメオカモノアラガイ属

N. horticola　ヒメオカモノアラガイ
兵庫, 神崎郡福崎町福田　1992.5.6　A2004352

horticola, Neosuccinea

Superfamily　HELICARIONOIDEA　ベッコウマイマイ超科

Family　HELICARIONIDAE　ベッコウマイマイ科

Subfamily　HELICARIONINAE　ベッコウマイマイ亜科

Genus　Trochochlamys　カサキビ属

T. crenulata crenulata　カサキビガイ
兵庫, 神戸市丹生山　1967　A2003401

crenulata, Trochochlamys　＆　crenulata, Trochochlamys crenulata

T. praealta praealta　タカキビガイ
石川, 白山飛騨側　1971　A2003400

praealta, Trochochlamys　＆　praealta, Trochochlamys praealta

T. labilis labilis　オオキビガイ
北海道, 札幌市　1962　A2003402

labilis, Trochochlamys　＆　labilis, Trochochlamys labilis

T. subcrenulata subcrenulata　ヒメカサキビガイ
兵庫, 神戸市丹生山　1967.3　A2003403

subcrenulata, Trochochlamys　＆　subcrenulata, Trochochlamys subcrenulata

T. monticola　イヤヤマキビガイ
徳島, 石立山　1972　A2003407

monticola, Trochochlamys

Genus　Parakaliella　ハリマキビ属

P. nahaensis　ナハキビガイ
沖縄, 宮古島空港　1965.11　A2003404

鹿児島, 沖永良部島和泊　1963.8　A2003406

鹿児島, 徳之島山港　1972　A2003405

nahaensis, Parakaliella

Genus　Gastrodontella　キビガイ属

G. stenogyra　キビガイ
兵庫, 神戸市烏原水源地　1976　A2003408

stenogyra, Gastrodontella

Subfamily　EUCONULINAE　ヒメベッコウ亜科

Genus　Discoconulus　ヒメベッコウ属

D. sinapidium　ヒメベッコウマイマイ
兵庫, 神戸市灘区摩那山　1967　A2003409

sinapidium, Discoconulus

D. yakuensis　ヤクヒメベッコウマイマイ
石川, 白山飛騨側　1971.8　A2003410

yakuensis, Discoconulus

Genus　Sitalina　コシタカシタラ属

S. circumcincta　コシタカシタラガイ
愛媛, 伊予湯山村　1966　A2003366

circumcincta, Sitalina

Genus　Parasitala　マルシタラ属

P. nanodes　キョウトシタラガイ
京都, 下鴨神社,　1969　A2003367

nanodes, Parasitala

P. reinhardti　マルシタラガイ
愛媛, 伊予湯山村　1955　A2003368

reinhardti, Parasitala

P. pallida　ウスイロシタラガイ
大阪，貝塚市水間　不明　A2003369

pallida, Parasitala

Genus　Yamatochlamys　ナミヒメベッコウ属

Y. vaga vaga　ナミヒメベッコウマイマイ
兵庫, 神戸市夢野山　1980　A2004256

兵庫, 洲本市先山千光寺　1981　A2004258

vaga, Yamatochlamys　＆　vaga, Yamatochlamys vaga

Genus　Ceratochlamys　ツノイロヒメベッコウ属

C. ceratodes　ツノイロヒメベッコウマイマイ
広島, 比婆郡東城町　1967　A2003370

徳島, 東祖谷山村　1964.8　A2003371

ceratodes, Ceratochlamys

Genus　Bekkochlamys　ベッコウマイマイ属

B. perfragilis　ベッコウマイマイ
鹿児島, 奄美大島宇検村湯湾岳　1963　A2003372

perfragilis, Bekkochlamys

44



B. sakui　ヤクジマベッコウマイマイ
鹿児島, 屋久島宮の浦　1958　A2003373

sakui, Bekkochlamys

B. shikokuensis　シコクベッコウマイマイ
高知, 高岡郡津野村　1977.7　A2003374

shikokuensis, Bekkochlamys

B. koyanoi　コヤノベッコウマイマイ
広島, 帝釈峡　1967　A2003375

koyanoi, Bekkochlamys

B. kagaensis　ミドリベッコウマイマイ
石川, 白山市ノ瀬　1966　A2003376

kagaensis, Bekkochlamys

B. micrograpta　ヒラベッコウマイマイ
兵庫, 神戸夢野山　1980　A2004257

兵庫, 神戸市丹生山　1967　A2003378

兵庫, 神戸市夢野山　1965　A2003377

micrograpta, Bekkochlamys

Genus　Urazirochlamys　ウラジロベッコウ属

U. doenitzii　ウラジロベッコウマイマイ
兵庫, 上郡市島町石像寺　1991　A2004259

山梨, 明野村　1966　A2003379

doenitzii, Urazirochlamys

Genus　Nipponochlamys　ハクサンベッコウ属

N. hakusanus　ハクサンベッコウマイマイ
兵庫, 神戸市丹生山　1967　A2003381

hakusanus, Nipponochlamys

N. takahashii　タカハシベッコウマイマイ
福岡, 宗像郡楯崎　1966　A2003380

takahashii, Nipponochlamys

Genus　Japanochlamys　クリイロベッコウ属

J. awaensis　アワクリイロベッコウマイマイ
徳島, 焼山寺　1970.11　A2003383

awaensis, Japanochlamys

J. hakonensis　ハコネヒメベッコウマイマイ
山梨, 明野村芳岳　1966　A2003382

hakonensis, Japanochlamys

Genus　Pristiloma　エゾエンザ属

P. japonica　エゾエンザガイ
北海道, 稚内市　1978　A2003394

japonica, Pristiloma

Family　ZONITIDAE　コハクガイ科

Genus　Oxychilus　ウスグチベッコウ属

O. cellaria　ウスグチベッコウガイ
北海道, 稚内市　1987　A2003395

cellaria, Oxychilus

Genus　Zonitoides　オオコハクガイ属

Z. nitidus　オオコハクガイ
山梨, 早川町西山温泉　1970　A2003396

北海道, 稚内市　1987　A2003397

nitidus, Zonitoides

Z. arboreus　コハクガイ
兵庫, 神戸市垂水区海神社　1955　A2003398

兵庫, 洲本市生穂　1989.5.13　A2004255

arboreus, Zonitoides

Family　TROCHOMORPHIDAE　カサマイマイ科

Genus　Videnoida　カサマイマイ属

V. horiomphala　オオカサマイマイ
鹿児島, 徳之島山港村　1962　A2003399

horiomphala, Videnoida

Superfamily　CAMAENOIDEA　ナンバマイマイ超科

Family　CAMAENIDAE　ナンバンマイマイ科

Subfamily　CAMAENINAE　ナンバンマイマイ亜科

Genus　Satsuma　ニッポンマイマイ属

Subgenus　Satsuma　ニッポンマイマイ亜属

S. (S.) mercatoria mercatoria　シュリマイマイ
沖縄, 首里城跡　1964　A2002877

mercatoria, Satsuma　＆　mercatoria, Satsuma mercatoria

S. (S.) mercatoria okinoerabuensis　エラブシュリマイマイ
鹿児島, 沖永良部島　1962　A2002876

okinoerabuensis, Satsuma mercatoria

S. (S.) rugosa　チリメンマイマイ
鹿児島, 沖永良部島尾母　1966　A2002883

rugosa, Satsuma

S. (S.) oshimae　オオシママイマイ
鹿児島, 奄美大島宇検村湯湾岳　1966　A2002880

oshimae, Satsuma

S. (S.) mercatoria atrata　ヤンバルマイマイ
沖縄, 国頭村ナハ岳　1970　A2002878

mercatoria, Satsuma　＆　atrata, Satsuma mercatoria

S. (S.) lewisii daemonorum　キカイオオシママイマイ
鹿児島, 喜界島　1965　A2002881

lewisii, Satsuma　＆　daemonorum, Satsuma lewisii

S. (S.) danzyoensis　ダンジョマイマイ
長崎, 男女群島　1972.8　A2002882

danzyoensis, Satsuma

S. (S.) yaeyamensis　クロイワヒダリマキマイマイ
沖縄, 石垣島ノヤシ園　1965　A2002887

yaeyamensis, Satsuma

S. (S.) tadai　タダマイマイ
沖縄, 尖閣列島魚釣島　1953　A2002888

tadai, Satsuma

S. (S.) myomphala myomphala　コベソマイマイ
兵庫, 三原郡南淡町土生不動の滝　1989.7.24　A2004264

高知, 土佐市沖ノ島　1962.5　A2002893

兵庫, 今田町立杭住吉神社　1963.1　A2002890

高知, 土佐市沖ノ島　1962.8　A2002884

高知，荒倉　1966.9　A2002891

高知, 龍河洞付近　1964　A2002892

myomphala, Satsuma　＆　myomphala, Satsuma myomphala

S. (S.) fusca　コシダカコベソマイマイ
石川, 白山市ノ瀬　1972.8.20　A2002885

fusca, Satsuma

S. (S.) tanegashimae　タネガシママイマイ
鹿児島, 宇治群島　1991　A2004294

tanegashimae, Satsuma

S. (S.) moellendorffiana thaanumi　ミノブマイマイ
山梨, 早川町西山　1966.11　A2002886

moellendorffiana, Satsuma　＆　thaanumi, Satsuma moellendorffiana

S. (S.) jacobii　ヤコビマイマイ
滋賀，伊吹山駐車場下　1965.9　A2002894

jacobii, Satsuma

S. (S.) wiegmanniana　ヒラコベソマイマイ
高知, 高知市稲生　1966　A2002895

wiegmanniana, Satsuma

S. (S.) ferruginea　シメクチマイマイ
兵庫, 姫路市室津賀茂神社　1992　A2004357

大分, 風鈴洞　1963.7　A2002889

ferruginea, Satsuma

S. (S.) selasia　ツヤマイマイ
和歌山, 古座川町佐田　1961　A2002896

selasia, Satsuma

S. (S.) japonica japonica　ニッポンマイマイ
兵庫, 三原郡南淡町土生不動の滝　1989.4.27　A2004260

大阪府, 四条畷　1954.1　A2002901

兵庫, 神戸市東灘区御影　1953　A2002900

japonica, Satsuma　＆　japonica, Satsuma japonica

S. (S.) japonica heteroglypta　コニホンマイマイ
兵庫, 神戸市灘区摩那山　1986　A2004262

兵庫, 三原町諭鶴羽神社　1990　A2004261

heteroglypta, Satsuma japonica

S. (S.) japonica carinata　カドバリニッポンマイマイ
岐阜, 金生山　1962　A2002899

和歌山, 白浜町神島　1987.7　A2002903

carinata, Satsuma japonica

S. (S.) kanamarui succinea　コハクニホンマイマイ
鈴鹿山脈藤原岳　1962　A2002902

kanamarui, Satsuma　＆　succinea, Satsuma kanamarui

S. (S.) japonica simaensis　シママイマイ
三重, 二見松下神社　1969　A2002904

三重, 鳥羽市　1969　A2002905

japonica, Satsuma　＆　simaensis, Satsuma japonica
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S. (S.) kanamarui　カナマルマイマイ
三重, 藤原岳　1970　A2002897

三重, 篠立　1971.5　A2002898

kanamarui, Satsuma

S. (S.) cristata　アナナシマイマイ
和歌山, 古座川町佐田　1961　A2002906

cristata, Satsuma

S. (S.) papillofprmis　ヤマタカマイマイ
福井, 敦賀市天筒山　1971.5　A2002909

papillofprmis, Satsuma

S. (S.) pagodula　ヒメタマゴマイマイ
大阪, 河内長野市岩湧山　1963　A2002908

和歌山, 九度山川根　1986　A2002907

pagodula, Satsuma

Subgenus　Luchuhadra　オキナワヤマタカマイマイ亜属

S. (L.) largillierti　オキナワヤマタカマイマイ
沖縄, 首里城跡　1972　A2002872

largillierti, Satsuma

S. (L.) adelinae　クマドリヤマタカマイマイ
鹿児島, 奄美大島由井岳　1970.9　A2002874

adelinae, Satsuma

S. (L.) tokunoshimana　トクノシマヤマタカマイマイ
鹿児島, 徳之島亀津　1966　A2002875

tokunoshimana, Satsuma

S. (L.) erabuensis　オキノエラブヤマタカマイマイ
鹿児島, 沖永良部島　1966　A2002879

erabuensis, Satsuma

S. (L.) hemihelvus　ウラキヤマタカマイマイ
沖縄, 首里城跡　1960　A2002873

hemihelvus, Satsuma

Genus　Nipponochloritis　ビロウドマイマイ属

N. fragilis　ケハダビロウドマイマイ
兵庫, 神戸市丹生山　1972　A2004263

fragilis, Nipponochloritis

Genus　Moellendorffia　シワクチマイマイ属

Subgenus　Trichelix　シワクチマイマイ亜属

M. (T.) eucharista　ケハダシワクチマイマイ
鹿児島, 奄美大島宇検村湯湾岳　1962.9　A2002910

eucharista, Moellendorffia

M. (T.) diminuta　コケハダシワクチマイマイ
鹿児島, 奄美大島名瀬里　不明　A2004295

diminuta, Moellendorffia

Genus　Mandarina　カタマイマイ属

M. luhuana　ヒロベソカタマイマイ
東京都, 小笠原諸島南島　1970.4　A2002915

luhuana, Mandarina

M. mandarina　カタマイマイ
東京都, 小笠原諸島父島　1982　A2002912

東京都, 小笠原諸島南島　1973.12　A2002911

mandarina, Mandarina

M. hahajimana　ヒメカタマイマイ
東京都, 小笠原諸島母島　不明　A2002913

hahajimana, Mandarina

M. hirasei　アナカタマイマイ
東京都, 小笠原諸島父島南島　不明　A2002914

hirasei, Mandarina

Superfamily　HELICOIDEA　マイマイ超科

Family　BRADYBAENIDAE　オナジマイマイ科

Subfamily　AEGISTINAE　オオベソマイマイ亜科

Genus　Aegista　オオベソマイマイ属

Subgenus　Aegista　オオベソマイマイ亜属

A. (A.) vermis　オオベソマイマイ
沖縄, 石垣島ノヤシ園　1964　A2002917

vermis, Aegista

A. (A.) minima　マメヒロベソマイマイ
鹿児島, 奄美大島宇検村湯湾岳　1960.4　A2002918

minima, Aegista

A. (A.) awajiensis　ジタロウマイマイ
兵庫, 三原郡南淡町刈藻　1988.6　A2004358

awajiensis, Aegista

A. (A.) tumida cavata　キイオオベソマイマイ
和歌山, 串本町二色神社　1962　A2002920

和歌山, 古座川町佐田　1961　A2002919

tumida, Aegista　＆　cavata, Aegista tumida

A. (A.) kobensis kobensis　コウベマイマイ
兵庫, 三原郡南淡町土生不動の滝　1989.7.28　A2004266

高知, 宿毛市鵜来島　1961.8　A2002922

兵庫, 神戸市東灘区御影　1962　A2002921

兵庫, 三田市光円寺裏　1990.10.20　A2004265

山口, 美祢市　1969.9　A2002923

kobensis, Aegista　＆　kobensis, Aegista kobensis

A. (A.) kobensis gotoensis　ゴトウコウベマイマイ
長崎, 五島列島　1969.9　A2002925

gotoensis, Aegista kobensis

A. (A.) kobensis pertenuis　トサマイマイ
高知, 高知市荒倉　1962　A2002924

pertenuis, Aegista kobensis

A. (A.) proba proba　アラハダヒロベソマイマイ
和歌山, 古座川町佐田　1961.1　A2002928

proba, Aegista　＆　proba, Aegista proba

A. (A.) proba mimula　コオオベソマイマイ
兵庫, 神戸市灘区摩那山　1980　A2004267

mimula, Aegista proba

A. (A.) proba mikuriyensis　コケラマイマイ
山梨, 早川町西山温泉　1966.1　A2002929

mikuriyensis, Aegista proba

A. (A.) fausta　サチマイマイ
岡山, 井殿鍾乳洞　1987.11　A2002927

岡山, ヒメサカ鍾乳洞　1987.11　A2002926

fausta, Aegista

A. (A.) tokyoensis　トウキョウコオオベソマイマイ
東京都, 小石川植物園　1960　A2002930

tokyoensis, Aegista

Subgenus　Plectotropis　ケマイマイ亜属

A. (P.) elegantissima　シュリケマイマイ
沖縄, 首里城跡　1964　A2002934

elegantissima, Aegista

A. (P.) elegantissima cara　クンチャンケマイマイ
沖縄, 国頭村　1964　A2002935

cara, Aegista elegantissima

A. (P.) osbeckii　タラマケマイマイ
沖縄, 石垣島ノヤシ園　1964　A2002933

osbeckii, Aegista

A. (P.) mackensii　クロイワオオケマイマイ
沖縄, 石垣島ノヤシ園　1964　A2002942

mackensii, Aegista

A. (P.) vulgivaga vulgivaga　オオケマイマイ
三重, 伊勢神宮島路山　1989.8　A2002943

兵庫, 洲本市先山千光寺　1991.8.31　A2004269

愛知, 豊橋市嵩山蛇穴洞　1960.1　A2002944

兵庫, 神戸市北区有馬鼓ケ滝　1989　A2004270

滋賀, 伊吹山麓　1960.6　A2002945

vulgivaga, Aegista　＆　vulgivaga, Aegista vulgivaga

A. (P.) vulgivaga lanx　ヒラオオケマイマイ
徳島, 阿南市加茂谷水井　1963.8　A2002946

lanx, Aegista vulgivaga

A. (P.) pressa　ヒラケマイマイ
高知, 土佐市沖ノ島母島　1956　A2002936

pressa, Aegista

A. (P.) aemula　チクヤケマイマイ
広島, 帝釈峡　1963　A2002938

aemula, Aegista

A. (P.) esakii　エサキケマイマイ
長崎, 男女群島　1972　A2002939

esakii, Aegista

A. (P.) kiusiuensis oshimana　オオシマケマイマイ
鹿児島, 奄美大島湯湾岳　1968.9　A2002941

kiusiuensis, Aegista　＆　oshimana, Aegista kiusiuensis

A. (P.) omiensis　オウミケマイマイ
岐阜, 郡上郡高鷲村　1975.9　A2002947

omiensis, Aegista

A. (P.) inexpectata　オモイガケナマイマイ
愛知, 石巻山　1963.6　A2002937

inexpectata, Aegista

46



A. (P.) itoi　イトウケマイマイ
鹿児島, 屋久島小杉谷　1959.9　A2002940

itoi, Aegista

A. (P.) scepasma　イトマンマイマイ
沖縄, 大宣味村　1968　A2002949

scepasma, Aegista

A. (P.) marginata　ヘリトリケマイマイ
沖縄, 国頭村辺野喜　1986　A2002948

marginata, Aegista

Subgenus　Neoaegista　ツシマケマイマイ亜属

A. (N.) trochula　ツシマケマイマイ
長崎, 対島　1955　A2002950

trochula, Aegista

Subgenus　Coelorus　クチマガリマイマイ亜属

A. (C.) cavicollis　クチマガリマイマイ
兵庫, 神戸市須磨区高倉町　1991　A2004268

兵庫, 神戸市垂水区塩屋　1970　A2002931

和歌山, 和歌山市和歌山城　1960　A2002932

cavicollis, Aegista

Genus　Psedobuliminus　ホソマイマイ属

P. meiacoshimensis　ナガシリマルホソマイマイ
沖縄, 石垣島ノヤシ園　1964.9　A2002967

meiacoshimensis, Psedobuliminus

P. turrita　トウガタホソマイマイ
鹿児島, 沖永良部島　1966.8　A2002968

turrita, Psedobuliminus

Genus　Trishoplita　オトメマイマイ属

T. pallens　シロマイマイ
高知, 高知市荒倉　1966.9　A2002963

pallens, Trishoplita

T. eumenes eumenes　キュウシュウシロマイマイ
大分, 別府市浅見神社　1966　A2002964

eumenes, Trishoplita　＆　eumenes, Trishoplita eumenes

T. eumenes cretaceo　コウダカシロマイマイ
岡山, 芳井町山骨峡　1976　A2002965

cretaceo, Trishoplita eumenes

T. hachijoensis　ツバキカドマイマイ
静岡, 三宅島　1973　A2002951

hachijoensis, Trishoplita

T. conospira　エンスイマイマイ
埼玉, 三峯山　1966.1　A2002953

conospira, Trishoplita

T. commoda nioyaka　ニオヤカマイマイ
三重, 鳥羽市　1976.8　A2002955

commoda, Trishoplita　＆　nioyaka, Trishoplita commoda

T. commoda endo　エンドウマイマイ
兵庫, 神戸市灘区摩那山　1967　A2002954

endo, Trishoplita commoda

T. hirlgendorfi　ヒルゲンドルフマイマイ
滋賀, 伊吹山頂駐車場　1965.9　A2002957

三重, 藤原岳　1972　A2002956

hirlgendorfi, Trishoplita

T. shikokuensis　シコクオトメマイマイ
高知, 龍河洞付近　1960　A2002958

shikokuensis, Trishoplita

T. goodwini　オトメマイマイ
兵庫, 神戸市中央区諏訪山　1966　A2002960

愛知, 石巻山　1967　A2002959

goodwini, Trishoplita

T. awajiensis　アワジオトメマイマイ
兵庫, 南淡町福良刈藻　1972　A2002962

兵庫, 神戸市北区藍那　1982　A2004271

兵庫, 三原郡南淡町諭鶴羽山　1989.7.18　A2004272

awajiensis, Trishoplita

T. optima　ケショウマイマイ
徳島, 阿南市加茂谷水井　1970.11　A2002966

optima, Trishoplita

T. kurodai　アズマオトメマイマイ
群馬, 吾妻郡吾妻町矢倉　1968　A2002952

kurodai, Trishoplita

T. latizona　クロオビオトメマイマイ
広島, 帝釈峡　1977　A2002961

latizona, Trishoplita

T. collinsoni casta　イロアセオトメマイマイ
熊本, 八代郡泉村大金峰洞　不明　A2004296

collinsoni, Trishoplita　＆　casta, Trishoplita collinsoni

Subfamily　BRADYBAENINAE　オナジマイマイ亜科

Genus　Bradybaena　オナジマイマイ属

B. similaris　オナジマイマイ
兵庫, 西宮市熊野町熊野神社　1991.1.26　A2004273

新潟, 新潟市　1950　A2002970

similaris, Bradybaena

B. pellucida　コハクオナジマイマイ
愛媛, 八幡浜市　1983.11　A2002969

pellucida, Bradybaena

B. circulus circulus　パンダナマイマイ
沖縄, 市首里城　1964　A2002971

circulus, Bradybaena　＆　circulus, Bradybaena circulus

B. circulus hiroshihorii　ホリマイマイ
鹿児島, 宇治群島　1991　A2004297

hiroshihorii, Bradybaena circulus

Genus　Phaeohelix　チャイロマイマイ属

P. submandarina　チャイロマイマイ
鹿児島, 屋久島　1972　A2002977

submandarina, Phaeohelix

P. phaeogramma phaeogramma　タメトモマイマイ
鹿児島, 与路島　1970　A2002974

鹿児島, 沖永良部島和泊　1963　A2002975

鹿児島, 奄美大島湯湾岳　1966　A2002973

鹿児島, 奄美大島瀬戸内町西古　1966　A2002976

沖縄, 市屋慶名　1965.11　A2002972

phaeogramma, Phaeohelix　＆　phaeogramma, Phaeohelix phaeogramma

Genus　Karaftohelix　カラフトマイマイ属

K. blakeana　ホンブレイキマイマイ
北海道, 礼文島　1986　A2002981

北海道, 稚内市　1970　A2002982

北海道, 札幌市滝沢　1962　A2002978

blakeana, Karaftohelix

Genus　Ezohelix　エゾマイマイ属

E. gainesi　エゾマイマイ
北海道, 稚内桃尻岬沖　1988.11　A2002979

gainesi, Ezohelix

E. gainesi flexibilis　ブドウマイマイ
北海道, 札幌市　1960　A2002980

flexibilis, Ezohelix gainesi

Genus　Acusta　ウスカワマイマイ属

A. despecta despecta　オキナワウスカワマイマイ
沖縄, 宮古島大野山　1964　A2002983

despecta, Acusta　＆　despecta, Acusta despecta

A. despecta kikaiensis　キカイウスカワマイマイ
鹿児島, 喜界島　1960　A2002984

kikaiensis, Acusta despecta

A. despecta sieboldiana　ウスカワマイマイ
兵庫, 西宮市大浜町　1989.4.27　A2004274

sieboldiana, Acusta despecta

Subfamily　EUHADRINAE　マイマイ亜科

Genus　Euhadra　マイマイ属

E. herklotsi herklotsi　ツクシマイマイ
大分, 風鈴洞　1965.2　A2002988

大分, 別府市観海寺　1964.6　A2002987

長崎, 対島巌原八幡　1965.11　A2002986

山口, 美祢市　1976　A2002985

herklotsi, Euhadra　＆　herklotsi, Euhadra herklotsi

E. latispira latispira　ハクサンマイマイ
石川, 白山　1982.5　A2002989

latispira, Euhadra　＆　latispira, Euhadra latispira
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E. latispira tsurugensis　ツルガマイマイ
滋賀, 近江八幡　1966　A2002991

福井, 武生市　1970　A2002994

滋賀, 伊吹山　1956　A2002993

福井, 丸岡城跡　1972　A2002990

京都, 丹後冠島　1990　A2002992

tsurugensis, Euhadra latispira

E. latispira yagurai　コウロマイマイ
鳥取, 鳥取市鳥取城跡　不明　A2004298

yagurai, Euhadra latispira

E. senckenbergiana senkenbergiana　クロイワマイマイ
石川, 岩古谷山　1960　A2002995

senckenbergiana, Euhadra　＆　senkenbergiana, Euhadra senckenbergiana

E. senckenbergiana ibukicora　イブキクロイワマイマイ
滋賀, 土山田村神社　1966.5　A2002996

滋賀, 長命寺　1972　A2002997

ibukicora, Euhadra senckenbergiana

E. senckenbergiana minoensis　ミノマイマイ
岐阜，赤坂町金生山　1970.7　A2002999

岐阜, 赤坂金生山　1980　A2002998

minoensis, Euhadra senckenbergiana

E. senckenbergiana minoensisfromis　チビクロイワマイマイ
三重, 安芸郡美里村辰水神社　不明　A2003000

minoensisfromis, Euhadra senckenbergiana

E. senckenbergiana notoensis　ノトマイマイ
石川, 金沢市金石鉄砲町　1960　A2003001

notoensis, Euhadra senckenbergiana

E. awaensis　アワマイマイ
徳島, 焼山寺山　1972　A2003023

高知, 龍河洞付近　1964.6　A2003022

徳島, 穴喰　1970.4　A2003024

徳島, 太龍寺　1966　A2003021

awaensis, Euhadra

E. awaennsis vortex　コウチマイマイ
高知, 御免　1966.9　A2003025

高知, 土佐市沖ノ島　1963　A2003026

awaennsis, Euhadra　＆　vortex, Euhadra awaennsis

E. eoa gulicki　ギュリキマイマイ
兵庫, 淡路島　1990　A2003032

兵庫, 洲本市由良成ケ島　1990.9.1　A2004276

兵庫, 神戸市灘区摩那山　1972　A2003031

兵庫, 神戸市北区有馬湯泉神社　1990.6.2　A2004277

兵庫, 神戸市北区山田八幡　1970　A2003030

eoa, Euhadra　＆　gulicki, Euhadra eoa

E. eoa communisformis　イセノナミマイマイ
愛知, 三河湾佐久島　1966.7　A2003029

兵庫, 西宮市甲陽園　1960　A2003028

兵庫, 神戸市須磨区　1966　A2003027

兵庫, 洲本市由良町　1990.9.1　A2004275

communisformis, Euhadra eoa

E. nachicola　ナチマイマイ
和歌山, 那智山　1970.7　A2003002

nachicola, Euhadra

E. sandai sandai　コガネマイマイ
滋賀, 伊吹山麓　1966　A2003033

sandai, Euhadra　＆　sandai, Euhadra sandai

E. sandai communis　ナミマイマイ
兵庫, 西宮市日野神社　1991.1.26　A2004278

兵庫, 神戸市北区有馬温泉神社　1990.6.2　A2004280

兵庫, 伊丹市猪名野神社　1988　A2004279

福井, 小浜市　1976.6　A2003005

兵庫, 北区有馬　1966.5　A2003006

兵庫, 西宮市夙川上流　1990　A2003007

兵庫, 西宮市満地谷　1958　A2003004

communis, Euhadra sandai

E. sandai kuramana　ニシキマイマイ
兵庫, 洲本市先山千光寺　1989.5.13　A2004281

京都, 貴船　1972.5　A2003008

兵庫, 立杭　1965　A2003034

kuramana, Euhadra sandai

E. sandai daisenica　ダイセンニシキマイマイ
兵庫, 神鍋山　1964　A2003003

daisenica, Euhadra sandai

E. peliomphala peliomphala　ミスジマイマイ
神奈川, 横須賀市猿島　1990.4　A2003009

peliomphala, Euhadra　＆　peliomphala, Euhadra peliomphala

E. peliomphala simodae　シモダマイマイ
静岡, 下田　1960　A2003011

静岡, 修善寺　1963　A2003010

simodae, Euhadra peliomphala

E. peliomphala nimbosa　トラマイマイ
神奈川，箱根神社　1972　A2003012

nimbosa, Euhadra peliomphala

E. brandtii　ヒタチマイマイ
千葉, 千葉市葛生　1960　A2003013

栃木, 大田原市　1961　A2003014

brandtii, Euhadra

E. brandtii roseoapicalis　オゼマイマイ
新潟, 西額城郡小滝村　1956　A2003015

roseoapicalis, Euhadra brandtii

E. brandtii sapporo　サッポロマイマイ
北海道, 札幌市円山公園　1968　A2003016

sapporo, Euhadra brandtii

E. amaliae　クチベニマイマイ
兵庫, 西宮市鷲林寺南口　1990.10.14　A2004283

兵庫, 西宮市満地谷　1960　A2003017

不明　1966.8　A2003020

滋賀, 彦根城　1960　A2003018

京都, 京都市伏見区　1968　A2003019

兵庫, 西宮市仁川町６丁目　1990.11.5　A2004282

amaliae, Euhadra

E. dixoni dixoni　サンインマイマイ
山口, 美祢市　1972　A2003035

dixoni, Euhadra　＆　dixoni, Euhadra dixoni

E. congenita　ハリママイマイ
兵庫, 姫路市姫路城内　1991.11.3　A2004284

兵庫, 神戸市中央区諏訪山　1966.6　A2003036

兵庫, 相生市播磨病院近く　1990.8.26　A2004359

congenita, Euhadra

E. subnimbosa　セトウチマイマイ
兵庫, 三原郡南淡町沼島八幡宮　1989.9　A2004285

兵庫, 揖保郡揖保川町大門　1990　A2004286

兵庫, 淡路島　1970　A2003039

広島, 宮島　1962　A2003038

岡山, 倉敷市鶴形山　1971.1　A2003037

subnimbosa, Euhadra

E. quaesita quaesita　ヒダリマキマイマイ
山梨, 甲府市　1970　A2003041

東京都, 五日市　1950　A2003040

quaesita, Euhadra　＆　quaesita, Euhadra quaesita

E. scaevola scaevola　ミヤマヒダリマキマイマイ
山梨,　1966　A2003043

scaevola, Euhadra　＆　scaevola, Euhadra scaevola

E. scaevola interioris　ヒラヒダリマキマイマイ
三重, 藤原岳　1960　A2003044

interioris, Euhadra scaevola

E. scaevola mikawa　ミカワマイマイ
愛知, すさ山　1956　A2003045

mikawa, Euhadra scaevola

E. grata gratoides　ミチノクマイマイ
秋田, 山本郡岩館　1966　A2003042

grata, Euhadra　＆　gratoides, Euhadra grata

Class　CEPHALOPODA　頭足綱

Subclass　COLEOIDEA　鞘形亜綱

Order　OCTOPODA　八腕形目

Suborder　INCIRRATA　無触毛亜目

Superfamily　ARGONAUTOIDEA　アオイガイ超科

Family　ARGONAUTIDAE　アオイガイ科

Genus　Argonauta　アオイガイ属

A. argo　アオイガイ
京都, 舞鶴市加津良　1991.11　A2000757

argo, Argonauta
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Class　BIVALVIA　二枚貝綱

Subclass　PALAEOTAXODONTA　古多歯亜綱

Order　NUCULOIDA　クルミガイ目

Superfamily　NUCULANOIDEA　シワロウバイ超科

Family　SAREPTIDAE　ヒラソデガイ科

Subfamily　SAREPTINAE　ヒラソデガイ亜科

Genus　Serepta　ヒラソデガイ属

S. speciosa　ヒラソデガイ
富山, 富山湾　1970　A2000727

speciosa, Serepta

Superfamily　NUCULANIOIDEA　チリロウバイ超科

Family　NUCULANIDAE　シワロウバイガイ科

Subfamily　NUCULANINAE　シワロウバイ亜科

Genus　Nuculana　シワロウバイ属

Subgenus　Nuculana　シワロウバイ亜属

N. (N.) pernula pernuloides　シワロウバイガイ
北海道, 知床岬沖　1984　A2000696

pernula, Nuculana　＆　pernuloides, Nuculana pernula

Subgenus　Robaia　チリロウバイ亜属

N. (R.) robai　チリロウバイ
兵庫, 但馬沖　1978　A2000694

robai, Nuculana

Genus　Tenuileda　カゲロウソデガイ属

T. ikebei　カゲロウソデガイ
茨城, 鹿島灘　1960　A2000685

ikebei, Tenuileda

Genus　Saccella　ゲンロクソデガイ属

S. confusa　ゲンロクソデガイ
和歌山, 串本町　1973　A2000695

confusa, Saccella

Family　YOLDIIDAE　ナギナタソデガイ科

Subfamily　YOLDIINAE　ナギナタソデガイ亜科

Genus　Yoldia　ナギナタソデガイ属

Subgenus　Yoldia　ナギナタソデガイ亜属

Y. (Y.) similis　ナガソデガイ
兵庫, 但馬沖　1966　A2000687

similis, Yoldia

Y. (Y.) glauca　クモリソデガイ
愛知, 三河一色揚がり　1970　A2000688

glauca, Yoldia

Y. (Y.) naganumana　ナガヌマソデガイ
愛知, 三河一色　1973　A2000689

naganumana, Yoldia

Subgenus　Cnesterium　フリソデガイ亜属

Y. (C.) johanni　エゾソデガイ
北海道, 稚内市　1984　A2000686

johanni, Yoldia

Genus　Megayoldia　フネソデガイ属

M. throciaeformis　フネソデガイ
福井, 越前沖　1978　A2000690

throciaeformis, Megayoldia

Genus　Portlandia　ベッコウキララ属

P. toyamaensis　トヤマソデガイ
福井, 越前沖厨揚がり　1953.11　A2000693

toyamaensis, Portlandia

P. lischkei　オオベッコウキララガイ
愛知, 三河一色揚がり　1958　A2000692

lischkei, Portlandia

Genus　Yoldiella　キビソデガイ属

Subgenus　Yoldiella　キビソデガイ亜属

Y. (Y.) philippiana　キビソデガイ
富山, 富山湾　1965　A2000691

philippiana, Yoldiella

Subclass　PTERIOMORPHIA　翼形亜綱

Order　ARCOIDA　フネガイ目

Superfamily　ARCOIDEA　フネガイ超科

Family　ARCIDAE　フネガイ科

Subfamily　ARCINAE　フネガイ亜科

Genus　Arca　フネガイ属

A. navicularis　ワシノハガイ
和歌山, 白浜町　1971　A2000838

navicularis, Arca

A. avellana　フネガイ
和歌山, 名田楠井　1972　A2000839

avellana, Arca

A. boucardi　コベルトフネガイ
北海道, 稚内市　1970　A2000850

boucardi, Arca

Genus　Barbatia　エガイ属

Subgenus　Abarbatia　エガイ亜属

B. (A.) foliata　エガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1956　A2000870

和歌山, 潮岬　1950　A2000849

foliata, Barbatia

Subgenus　Savignyarca　カリガネエガイ亜属

B. (S.) virescens　カリガネエガイ
和歌山, 潮岬　1962　A2000848

高知, 土佐市柏島　1960　A2000847

virescens, Barbatia

Subgenus　Ustularca　ベニエガイ亜属

B. (U.) amygdalumtortum　ベニエガイ
沖縄, 宮古島　1965　A2000843

高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2000841

鹿児島, 奄美大島宇検村宇検　1961　A2000842

amygdalumtortum, Barbatia

B. (U.) stearnsii　ハナエガイ
和歌山　1968　A2000846

stearnsii, Barbatia

B. (U.) hachijoensis　オオハナエガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1956　A2000844

hachijoensis, Barbatia

B. (U.) lacerata　オオミノエガイ
鹿児島, 沖永良部島　1966　A2000840

lacerata, Barbatia

B. (U.) tamikoae　オトヒメハナエガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1956　A2000845

tamikoae, Barbatia

Genus　Acar　コシロガイ属

A. plicatum　コシロガイ
和歌山, 白浜町　1962　A2000856

plicatum, Acar

A. plicatum congenita　イトココシロガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1956　A2000855

congenita, Acar plicatum

Genus　Trisidos　ビョウブガイ属

T. kiyonoi　ビョウブガイ
熊本, 荒尾市　1972　A2000837

福岡, 加布里湾　1971　A2000836

kiyonoi, Trisidos

Genus　Samacar　ミノエガイ属

S. strado　ミノエガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2000854

strado, Samacar

Subfamily　ANADARINAE　リュウキュウサルボウ亜科

Genus　Anadara　リュウキュウサルボウ属

A. scapha　リュウキュウサルボウガイ
鹿児島, 徳之島　1960　A2000869

scapha, Anadara
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Genus　Scapharca　サルボウ属

S. broughtonii　アカガイ
兵庫, 西宮市大浜町ポンプ場地下　1974　A2001003

香川, 瀬戸内海　1980　A2000866

大分湾　1980　A2000865

不明　不明　A2004176

broughtonii, Scapharca

S. satowi　サトウガイ
愛知, 知多半島　1988　A2000867

兵庫, 西宮市大浜町ポンプ場地下　1974　A2001002

satowi, Scapharca

S. globosa ursus　クマサルボウガイ
兵庫, 明石市沖　1980　A2000864

globosa, Scapharca　＆　ursus, Scapharca globosa

S. subcrenata　サルボウガイ
岡山, 児島湾　1973　A2000861

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2001005

福岡, 有明海柳川　1963　A2000862

福岡, 博多湾　1971　A2000863

subcrenata, Scapharca

S. troscheli　ヒメアカガイ
和歌山, 南部町堺漁港　1981　A2000860

troscheli, Scapharca

Genus　Diluvarca　ハゴロモガイ属

D. ferruginea　ハゴロモガイ
鹿児島, 奄美大島　1968　A2000868

ferruginea, Diluvarca

Genus　Tegillarca　ハイガイ属

T. granosa　ハイガイ
福岡, 大牟田市黒崎　1974　A2000859

熊本, 荒尾市　1971　A2000858

granosa, Tegillarca

Subfamily　STRIARCINAE　ミミエガイ亜科

Genus　Arcopsis　ミミエガイ属

A. symmetrica　ミミエガイ
不明　不明　A2000857

高知, 土佐市沖ノ島　1956　A2000853

symmetrica, Arcopsis

A. interplicata　ヨコヤマミミエガイ
静岡, 駿河湾　1960　A2000852

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2001006

interplicata, Arcopsis

Family　PARALLELODONTIDAE　シコロエガイ科

Subfamily　CUCULLARINAE　シコロエガイ亜科

Genus　Porterius　シコロエガイ属

P. dalli　シコロエガイ
北海道, 稚内市　1974　A2000851

dalli, Porterius

Family　CUCULLAEIDAE　ヌノメアカガイ科

Genus　Cucullaea　ヌノメアカガイ属

C. labiata granulosa　ヌノメアカガイ
和歌山, 名田楠井　1986　A2000871

labiata, Cucullaea　＆　granulosa, Cucullaea labiata

Family　GLYCYMERIDIDAE　タマキガイ科

Subfamily　GLYCYMERIDINAE　タマキガイ亜科

Genus　Glycymeris　タマキガイ属

Subgenus　Glycymeris　タマキガイ亜属

G. (G.) rutunda　ベニグリガイ
和歌山, 南部町堺港　1990　A2004668

rutunda, Glycymeris

Order　MYTILOIDA　イガイ目

Superfamily　MYTILOIDEA　イガイ超科

Family　MYTILIDAE　イガイ科

Subfamily　MYTILINAE　イガイ亜科

Genus　Mytilus　イガイ属

M. bilocularis　ムラサキイガイ
不明　不明　A2004160

兵庫, 西宮浜　1986.6　A2001540

兵庫, 淡路島　1989　A2001541

bilocularis, Mytilus

M. coruscus　イガイ
日本海　不明　A2004159

coruscus, Mytilus

Genus　Crenomytilus　エゾイガイ属

C. grayanus　エゾイガイ
北海道, 稚内市　1970　A2004569

grayanus, Crenomytilus

Genus　Perna　ミドリイガイ属

P. viridis　ミドリイガイ
兵庫, 相生市相生湾　1985　A2004568

viridis, Perna

Genus　Septifer　クジャクガイ属

Subgenus　Septifer　クジャクガイ亜属

S. (S.) bilocularis　クジャクガイ
沖縄, 石垣島　1985.5　A2001542

bilocularis, Septifer

S. (S.) excisus　シロインコガイ
鹿児島, 奄美大島諸鈍　1962　A2001543

excisus, Septifer

Subgenus　Mytilisepta　ムラサキインコ亜属

S. (M.) virgatus　ムラサキインコガイ
京都, 若狭高浜　1986　A2001544

和歌山, 西牟婁郡白浜町江津良　1990.1　A2004671

和歌山, 潮岬　1962.4　A2001545

和歌山, 南部町　1991.3　A2004683

virgatus, Septifer

S. (M.) keenae　ヒメイガイ
北海道, 稚内市西海岸　1986　A2004566

keenae, Septifer

Genus　Trichomya　ケガイ属

T. hirsutus　ケガイ
和歌山　1960　A2001558

hirsutus, Trichomya

Subfamily　MODIOLINAE　ヒバリガイ亜科

Genus　Modiolus　ヒバリガイ属

Subgenus　Modiolus　ヒバリガイ亜属

M. (M.) auriculatus　リュウキュウヒバリガイ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1972　A2000716

auriculatus, Modiolus

M. (M.) metcalfi　コケガラスガイ
和歌山, 名田楠井　1989　A2004567

metcalfi, Modiolus

Genus　Limnoperna　カワヒバリ属

L. fortunei　コウロエンカワヒバリガイ
兵庫, 西宮市香櫨園浜　1980.6　A2001548

兵庫, 西宮市香櫨園浜　1990.7　A2001547

fortunei, Limnoperna

Subfamily　MUSUCULINAE　タマエガイ亜科

Genus　Musculus　タマエガイ属

Subgenus　Musculista　タマエガイ亜属

M. (M.) laevigaetus　ハブタエタマエガイ
北海道, 稚内市　不明　A2001557

laevigaetus, Musculus
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M. (M.) senhousia　ホトトギスガイ
兵庫, 西宮市香櫨園　1990.7　A2001551

福井, 小浜市小浜湾　1989.1　A2004669

senhousia, Musculus

M. (M.) japonica　ヤマホトトギスガイ
伊勢湾　1987　A2001550

神奈川, 鎌倉　1980.6　A2001549

japonica, Musculus

Genus　Vignadula　クログチ属

V. atrata　クログチガイ
和歌山, 有田郡白崎　1967　A2001552

atrata, Vignadula

Genus　Botula　ヌリマクラ属

B. silicula　ヌリマクラガイ
沖縄, 石垣島　1974.4　A2001554

silicula, Botula

Subfamily　LITHOPHAGINAE　シギノハシ亜科

Genus　Lithophaga　シギノハシ属

Subgenus　Lithophaga　シギノハシ亜属

L. (L.) zitteliana　シギノハシガイ
和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2004670

zitteliana, Lithophaga

Subgenus　Leiosolenus　シギノハシ亜属

L. (L.) curtaus　イシマテガイ
和歌山, 潮岬　1960　A2001546

curtaus, Lithophaga

Genus　Adula　マユイガイ属

A. falcatoides　チヂミマユイガイ
鹿児島, 与路島　不明　A2001503

falcatoides, Adula

Superfamily　PINNOIDEA　ハボウキガイ超科

Family　PINNIDAE　ハボウキガイ科

Genus　Pinna　ハボウキガイ属

Subgenus　Cyrptopinna　ハボウキガイ亜属

P. (C.) bicolor　ハボウキガイ
山口, 大見島　1960　A2004692

bicolor, Pinna

Genus　Atrina　クロタイラギ属

Subgenus　Atrina　クロタイラギ亜属

A. (A.) vexillum　クロタイラギガイ
沖縄, 宮古島　1965　A2004693

vexillum, Atrina

Subgenus　Servatrina　タイラギ亜属

A. (S.) pectinata　タイラギ
瀬戸内海　1980　A2004691

瀬戸内海　1980　A2004180

pectinata, Atrina

Order　PTERIOIDA　ウグイスガイ目

Suborder　PTERIINA　ウグイスガイ亜目

Superfamily　PTERIOIDEA　ウグイスガイ超科

Family　PTERIIDAE　ウグイスガイ科

Genus　Pteria　ウグイスガイ属

P. brevialata　ウグイスガイ
和歌山, 南部町堺港　1990.1.28　A2004612

高知, 土佐市沖ノ島　1968　A2004614

高知, 土佐市沖ノ島　1972　A2000826

和歌山, 潮岬　1971　A2000825

brevialata, Pteria

P. avicular　ツバメガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1968　A2004611

高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2000830

avicular, Pteria

P. loveni　フクラスズメガイ
和歌山, 南部町堺港　1990.1.28　A2000828

和歌山, 南部町堺港　1990.1.28　A2004613

高知, 土佐市柏島　1960　A2000827

和歌山, 南部町堺港揚がり　1972　A2004615

loveni, Pteria

P. tortirostris　コウライウグイスガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2000829

tortirostris, Pteria

Subgenus　Magnavicula　マベ亜属

P. (M.) penguin　マベガイ
鹿児島, 加計呂磨島　1968　A2000824

鹿児島, 奄美大島由井小島　1960　A2000833

鹿児島, 加計呂麻島薩川　1968.2　A2004610

penguin, Pteria

Genus　Pinctada　アコヤガイ属

P. margaritifera　クロチョウガイ
沖縄, 石垣島川平　1972　A2000834

高知, 土佐市沖ノ島　1961　A2000835

沖縄, 石垣島　1977　A2004609

margaritifera, Pinctada

P. maxima　シロチョウガイ
鹿児島, 奄美大島由井小島　1960　A2000819

maxima, Pinctada

P. albina　モスソアコヤガイ
鹿児島, 加計呂麻島薩川　1968　A2000820

albina, Pinctada

P. fucata martensii　アコヤガイ
鹿児島, 加計呂磨島　1968　A2000823

鹿児島, 奄美大島　1970　A2004607

和歌山, 潮岬　1980　A2000822

和歌山, 西牟婁郡白浜町　1991.3　A2004201

鹿児島, 奄美大島由井小島　1968　A2004606

沖縄, 石垣島川平　1980　A2004605

fucata, Pinctada　＆　martensii, Pinctada fucata

P. maculata　ミドリアオリガイ
鹿児島, 徳之島　1971　A2000821

maculata, Pinctada

P. nigru　ムラサキチョウガイ
鹿児島, 加計呂磨島　1960　A2004608

nigru, Pinctada

Genus　Electroma　シマウグイスガイ属

E. ovata　シマウグイスガイ
沖縄, 石垣島　1981　A2000832

沖縄, 石垣島川平　1981　A2000831

ovata, Electroma

Family　ISOGNOMONIDAE　マクガイ科

Genus　Isognomon　マクガイ属

Subgenus　Isognomon　マクガイ亜属

I. (I.) echippium　マクガイ
鹿児島, 奄美大島諸鈍　1960　A2000939

echippium, Isognomon

I. (I.) legumen　シロアオリガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村　1972　A2000942

legumen, Isognomon

I. (I.) perne　アオリガイ
鹿児島, 徳之島　1972　A2000941

perne, Isognomon

I. (I.) isognomum　シュモクアオリガイ
鹿児島, 与路島　1970　A2000943

沖縄, 石垣島　1980　A2000944

isognomum, Isognomon

Subgenus　Parviperna　ヘリトリアオリガイ亜属

I. (P.) nucleus　ヘリトリアオリガイ
沖縄, 石垣島　1988　A2000940

nucleus, Isognomon
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Family　VULSELLIDAE　ホウオウガイ科

Genus　Vulsella　ホウオウガイ属

V. vulsella　ホウオウガイ
鹿児島, 加計呂磨島　1960　A2000945

vulsella, Vulsella

V. minor　ヒメホウオウガイ
鹿児島, 喜界島　1956　A2000946

minor, Vulsella

Family　MALLEIDAE　シュモクガイ科

Genus　Malleus　シュモクガイ属

M. malleus　クロシュミセンガイ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1960　A2000947

malleus, Malleus

M. albus　シュモクガイ
和歌山, 南部町　1960　A2000948

albus, Malleus

Superfamily　PECTINOIDEA　イタヤガイ超科

Family　PROPEAMUSSIIDAE　ワタゾコツヒガイ科

Genus　Propeamussium　ワタゾコツヒガイ属

P. sibogai　クラゲツキヒガイ
高知, 土佐湾浦戸揚がり　1955　A2004602

sibogai, Propeamussium

P. rubrotinctum　オボロツキヒガイ
三重, 三重県沖　1970　A2004603

rubrotinctum, Propeamussium

P. jeffreysi　ハナヤカツキヒガイ
愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1976　A2004604

jeffreysi, Propeamussium

Genus　Polyneamussium　モトリニシキ属

P. intuscostatum　モトリニシキガイ
神奈川, 相模湾　1960　A2004598

intuscostatum, Polyneamussium

P. alaskense　アラスカニシキガイ
北海道, 稚内揚がり　1972　A2000303

北海道, 稚内揚がり　1970　A2004600

福井, 越前沖　1980　A2004601

北海道, 釧路揚がり　1976　A2004599

alaskense, Polyneamussium

Family　PECTINIDAE　イタヤガイ科

Subfamily　AMUSIINAE　ツキヒガイ亜科

Genus　Amusium　ツキヒガイ属

A. japonicum　ツキヒガイ
和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2004665

高知, 土佐市柏島　不明　A2001447

japonicum, Amusium

Subfamily　CHLAMYDINAE　カミオニシキ亜科

Genus　Chlamys　カミオニシキ属

Subgenus　Chlamys　カミオニシキ亜属

C. (C.) islandicus islandicus　オーロラニシキガイ
北海道, 稚内市　1980　A2001856

islandicus, Chlamys　＆　islandicus, Chlamys islandicus

C. (C.) islandicus hindsi　トバニシキガイ
北海道, 礼文島沖　1971　A2004682

北海道, 襟裳岬沖　1978　A2001855

北海道, 礼文島沖　1988.11　A2001435

hindsi, Chlamys islandicus

Subgenus　Swiftopecten　エゾギンチャク亜属

C. (S.) swifti　エゾキンチャクガイ
北海道, 稚内市　1986　A2001865

swifti, Chlamys

Subgenus　Coralichlamys　サンゴナデシコ亜属

C. (C.) irregularis　ナデシコガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2001857

和歌山, 南部町堺港揚がり　1968.2　A2001434

irregularis, Chlamys

Subgenus　Mimechlamys　ヒオウギ亜属

C. (M.) nobilis　ヒオウギガイ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1980　A2001442

和歌山，南部町堺港　1979.11　A2004168

和歌山　1990　A2004712

愛知, 三河一色揚がり　1968　A2001852

和歌山, 南部町堺港　1987　A2001853

nobilis, Chlamys

C. (M.) senatoria　ヒメヒオウギガイ
高知, 土佐市柏島　1960　A2001854

senatoria, Chlamys

C. (M.) albolineata　シロスジナデシコガイ
鹿児島, 与路島　1965.8　A2001441

albolineata, Chlamys

Subgenus　Azumapecten　アズマニシキ亜属

C. (A.) ferreri ferreri　アズマニシキガイ
神奈川, 三島　1970　A2001432

神奈川, 三崎　1970　A2001433

ferreri, Chlamys　＆　ferreri, Chlamys ferreri

C. (A.) squamata　ニシキガイ
和歌山, 南部町堺港揚がり　1975　A2001438

squamata, Chlamys

C. (A.) larvata　リュウキュウナデシコガイ
鹿児島, 徳之島　1970　A2001436

鹿児島, 奄美大島　1972　A2001437

larvata, Chlamys

Genus　Comptopallium　リュウキュウオウギ属

C. radula　リュウキュウオウギガイ
沖縄, 与那国島　1978　A2001861

radula, Comptopallium

Genus　Gloripallium　チサラガイ属

G. pallium　チサラガイ
沖縄, 宮古島　1965　A2001859

pallium, Gloripallium

G. speciosum　オオシマヒオウギガイ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2004549

speciosum, Gloripallium

Genus　Annachlamys　ニシキヒヨク属

A. reevei　ニシキヒヨクガイ
愛知, 三河一色揚がり　1970　A2001445

reevei, Annachlamys

Genus　Cryptopecten　ヒヨクガイ属

C. vosiculosus　ヒヨクガイ
愛知, 三河一色揚がり　1970.4　A2001439

vosiculosus, Cryptopecten

C. alli　ヒラヒヨクガイ
高知, 土佐湾　1965　A2001440

alli, Cryptopecten

Genus　Decatopecten　キンチャクガイ属

D. striatus　キンチャクガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1970　A2001864

striatus, Decatopecten

Genus　Volachlamys　ヤミノニシキ属

V. hirasei ambiguus　アワジチヒロガイ
福岡, 柳川市沖ノ端　不明　A2001858

hirasei, Volachlamys　＆　ambiguus, Volachlamys hirasei

Genus　Excellichlamys　チヒロガイ属

E. spectabilis　チヒロガイ
沖縄, 残波岬沖　1992　A2004550

spectabilis, Excellichlamys

Genus　Anguipecten　ナナソデキンチャク属

A. superbus　シュロノハキンチャクガイ
沖縄　1990　A2004548

沖縄　1986.4　A2001446

superbus, Anguipecten
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Subfamily　PECTENINAE　イタヤガイ亜科

Genus　Pecten　イタヤガイ属

Subgenus　Oppenheimopecten　ハナイタヤ亜属

P. (O.) sinensis puncticulatus　ハナイタヤガイ
遠州灘　1980　A2001443

sinensis, Pecten　＆　puncticulatus, Pecten sinensis

Subgenus　Notovola　イタヤガイ亜属

P. (N.) albicans　イタヤガイ
和歌山, 南部町　1980　A2001860

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2001007

albicans, Pecten

P. (N.) albicans naganumanus　カズウネイタヤガイ
島根, 隠岐の島　不明　A2001444

naganumanus, Pecten albicans

Subfamily　PATINOPECTINAE　ホタテガイ亜科

Genus　Patinopecten　ホタテガイ属

Subgenus　Mizuhopecten　ホタテガイ亜属

P. (M.) yessoensis　ホタテガイ
北海道　不明　A2004167

北海道　1980　A2001863

北海道，網走　1964.5　A2004166

北海道　1970　A2001862

yessoensis, Patinopecten

Family　SPONDYLIDAE　ウミギク科

Genus　Spondylus　ウミギク属

Subgenus　Spondylus　ウミギク亜属

S. (S.) anacanthus　オオナデシコガイ
高知, 土佐湾　1960　A2000775

anacanthus, Spondylus

S. (S.) varius　ミズイリショウジョウガイ
沖縄, 宮古島　不明　A2000767

varius, Spondylus

S. (S.) squamosus　オモテガイ
沖縄, 石垣島　1966　A2000773

squamosus, Spondylus

S. (S.) borbatus　ウミギクガイ
和歌山, 南部町堺港　1989.2　A2004681

和歌山, 名田　1960　A2005076

和歌山, 名田楠井　1960　A2005075

和歌山, 名田楠井　1968　A2000768

和歌山，南部町堺港　1980　A2005002

borbatus, Spondylus

S. (S.) barbatus cruentus　チリボタンガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2000774

barbatus, Spondylus　＆　cruentus, Spondylus barbatus

S. (S.) butleri　カバトゲウミギクガイ
鹿児島, 徳之島　1968　A2000771

高知, 土佐市柏島　1968　A2000772

butleri, Spondylus

S. (S.) setiger　アズキイロメンガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2004690

setiger, Spondylus

S. (S.) spinosus　シロトゲウミギクガイ
和歌山, 名田楠井　1968　A2000770

spinosus, Spondylus

Subgenus　Eleutherospondylos　ショウジョウガイ亜属

S. (E.) regius　ショウジョウガイ
和歌山, 名田　1990　A2004680

高知, 沖ノ島　1962　A2000769

regius, Spondylus

S. (E.) sinensis　ダンドクメンガイ
沖縄, 宮古島　1965　A2000776

sinensis, Spondylus

Family　PLICATULIDAE　ネズミノテガイ科

Genus　Plicatula　ネズミノテ属

P. simplex　ネズミノテガイ
遠州灘　1968　A2000878

福岡, 玄海灘　1952　A2000877

simplex, Plicatula

P. australis　カスリイシガキモドキ
沖縄, 石垣島石崎　1965　A2000879

australis, Plicatula

P. horrida　イシガイモドキ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1960　A2000880

horrida, Plicatula

Genus　Spiniplicatula　モグラノテ属

S. muricata　モグラノテガイ
高知, 土佐市沖ノ島揚がり　1969　A2000881

muricata, Spiniplicatula

Superfamily　LIMOIDEA　ミノガイ超科

Family　LIMIDAE　ミノガイ科

Genus　Lima　ミノガイ属

L. vulgaris sowerbyi　オオミノガイ
鹿児島, 奄美大島　1968　A2001535

鹿児島, 奄美大島古仁屋　1967　A2004541

vulgaris, Lima　＆　sowerbyi, Lima vulgaris

L. vulgaris　ミノガイ
高知, 土佐市柏島　1960　A2004543

L. zushiiensis　モクハチミノガイ
和歌山, 南部町堺港　1980　A2004542

zushiiensis, Lima

Genus　Acesta　オオハネガイ属

Subgenus　Acesta　オオハネガイ亜属

A. (A.) goliath　オオハネガイ
新潟, 新潟沖　1973　A2004544

富山, 富山湾（-150M）　1960　A2001537

goliath, Acesta

Subgenus　Plicacesta　スミスハネガイ亜属

A. (P.) smithi　スミスハネガイ
兵庫, 但馬沖　不明　A2004545

福井, 越前沖　1990.2　A2001538

smithi, Acesta

Genus　Ctenoides　ハネガイ属

C. ales　ウコンハネガイ
沖縄　1990.1　A2001533

ales, Ctenoides

C. concentrica　オオシマハネガイ
鹿児島, 奄美大島　1961.8　A2001539

concentrica, Ctenoides

C. lischkei　ハネガイ
鹿児島, 徳之島　1970　A2004547

鹿児島, 奄美大島　1970　A2001534

lischkei, Ctenoides

Genus　Limaria　ユキミノ属

L. basilanica　オオユキミノガイ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2001536

沖縄, 宮古島刈又　1964.9　A2004546

basilanica, Limaria

Superfamily　ANOMIOIDEA　ナミマガシワ超科

Family　ANOMIIDAE　ナミマガシワ科

Subfamily　ANOMIINAE　ナミマガシワ亜科

Genus　Anomia　ナミマガシワ属

A. chinensis　ナミマガシワガイ
愛知, 三河一色　1960　A2000761

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2001014

福井, 小浜市小浜湾　1989.1　A2004666

chinensis, Anomia

Genus　Monia　ナミマガシワモドキ属

M. umbonata　シマナミマガシワガイモドキ
兵庫, 明石市　1960　A2000760

umbonata, Monia

M. macroschisma　ナミマガシワガイモドキ
北海道, 稚内市　1988　A2000762

macroschisma, Monia
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Suborder　OSTREINA　カキ亜目

Superfamily　OSTREOIDEA　カキ超科

Family　GRYPHAEIDAE　ベッコウガキ科

Subfamily　PYCNODONTEINAE　ベッコウガキ亜科

Genus　Hyotissa　シャコガキ属

H. hyotis　シャコガキ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1980　A2000908

鹿児島, 奄美大島古仁屋　1976　A2004688

鹿児島, 奄美大島諸鈍　1960　A2004689

hyotis, Hyotissa

Family　GLYPHAEIDAE　ベッコウガキ科

Genus　Pretostrea　カキツバタ属

P. imbricata　カキツバタガキ
和歌山, 南部町堺港揚がり　1980　A2004676

高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2000910

和歌山, 南部町堺港　1980.1　A2004709

高知, 土佐市沖ノ島母島　1962　A2004710

和歌山, 南部町堺港揚がり　1991　A2000909

imbricata, Pretostrea

Family　OSTREIDAE　イタボガキ科

Subfamily　OSTREINAE　イタボガキ亜科

Genus　Crassostrea　マガキ属

C. gigas　マガキ
三重, 鳥羽市　1986　A2000907

兵庫, 西宮市沖埋立地　1980　A2000896

福井, 若狭湾　1990.11　A2000897

広島　1992　A2004157

和歌山, 南部町堺港　1991　A2000899

兵庫, 西宮市香炉園　1991.5　A2000900

広島, （養殖）　1993　A2004672

gigas, Crassostrea

C. nippona　イワガキ
福井, 若狭湾　不明　A2004158

福井, 高浜　1991　A2000898

nippona, Crassostrea

C. ariakensis　スミノエガキ
兵庫, 西宮市大浜町ポンプ場地下　1974　A2000992

ariakensis, Crassostrea

Genus　Saccostrea　オハグロガキ属

S. mordax　オハグロガキ
鹿児島, 与路島　1988　A2000902

沖縄, 宮古島　1965　A2004674

mordax, Saccostrea

S. kegaki　ケガキ
和歌山, 南部町堺港東　1988.11　A2000901

kegaki, Saccostrea

Genus　Ostrea　イタボガキ属

O. denselamellosa　イタボガキ
兵庫, 明石市揚がり　1960　A2004673

兵庫, 西宮市大浜町ポンプ場地下　1974　A2000993

denselamellosa, Ostrea

Subfamily　LOPHINAE　ワニガキ亜科

Genus　Lopha　トサカガキ属

L. cristagalli　トサカガキ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1972　A2000906

cristagalli, Lopha

Genus　Dendostrea　ワニガキ属

D. folium　ワニガキ
鹿児島, 奄美大島由井小島　1960　A2000903

folium, Dendostrea

D. crenulifera　ノコギリガキ
鹿児島, 奄美大島由井小島　1960　A2000904

鹿児島, 奄美大島由井小島　1960　A2004675

crenulifera, Dendostrea

D. paulucciae　カモノアシガキ
大阪府,堺大和川　不明　A2000905

paulucciae, Dendostrea

Subclass　PALAEOHETERODONTA　古異歯亜綱

Order　UNIONOIDA　イシガイ目

Superfamily　UNIONOIDEA　イシガイ超科

Family　UNIONIDAE　イシガイ科

Subfamily　UNIONINAE　イシガイ亜科

Genus　Unio　イシガイ属

Subgenus　Nodularia　イシガイ亜属

U. (N.) biwae　タテボシ
滋賀, 堅田漁港（琵琶湖）　1980.4　A2003274

biwae, Unio

Genus　Inversiunio　オトコタテボシ属

I. reiniana hirasei　セタイシガイ
滋賀, 堅田漁港（琵琶湖）　1970.2　A2003277

reiniana, Inversiunio　＆　hirasei, Inversiunio reiniana

Genus　Inversidens　オバエボシ属

Subgenus　Inversidens　オバエボシ亜属

I. (I.) brandti parcedentata　オリエボシ
愛知, 名古屋市　1960　A2003276

brandti, Inversidens　＆　parcedentata, Inversidens brandti

I. (I.) brandti　オバエボシ
滋賀, 堅田（琵琶湖）　1965　A2003275

Subgenus　Pronodularia　マツカサガイ亜属

I. (P.) japanensis　マツカサガイ
滋賀, 琵琶湖長命寺揚がり　1962.2　A2003278

japanensis, Inversidens

Genus　Lanceolaria　ササノハ属

L. oxyrhyncha　ササノハガイ
滋賀, 長浜（琵琶湖）　1965　A2003282

滋賀, 堅田（琵琶湖）　1980　A2004191

oxyrhyncha, Lanceolaria

L. grayana　トンガリササノハガイ
兵庫, 伊丹市　1956.11　A2003281

grayana, Lanceolaria

Subfamily　AMBLEMINAE　ピグトウガイ亜科

Genus　Pseudodon　カタハガイ属

Subgenus　Obovalis　カタハガイ亜属

P. (O.) omiensis　カタハガイ
兵庫, 伊丹市　1960.4　A2003279

omiensis, Pseudodon

Subfamily　HYRIOPSINAE　イケチョウガイ亜科

Genus　Hyriopsis　イケチョウガイ属

Subgenus　Sinohyriopsis　イケチョウガイ亜属

H. (S.) schlegeli　イケチョウガイ
滋賀, 琵琶湖　1984　A2003280

schlegeli, Hyriopsis

Subclass　HETERODONTA　異歯亜綱

Order　VENEROIDA　マルスダレガイ目

Superfamily　LUCINOIDEA　ツキガイ超科

Family　FIMBRIIDAE　カゴガイ科

Genus　Fimbria　カゴガイ属

F. fimbriata　チヂミカゴガイ
鹿児島, 徳之島　1972　A2001695

fimbriata, Fimbria

Superfamily　CHAMOIDEA　キクザル超科

Family　CHAMIDAE　キクザル科

Genus　Chama　キクザル属

C. lazarus　ヒレインコガイ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1980　A2004679

lazarus, Chama

C. ambigua　ヒトエギクガイ
和歌山, 南部町　1990　A2004677

ambigua, Chama

C. dunkeri　ケイトウガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1966　A2004678

dunkeri, Chama
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Superfamily　CYAMIOIDEA　ノミハマグリ超科

Family　TURTONIIDAE　ノミハマグリ科

Genus　Turtonia　ノミハマグリ属

T. minuta　ノミハマグリ
北海道, 稚内市　1976　A2000726

minuta, Turtonia

Superfamily　CARDITOIDEA　トマヤガイ超科

Family　CARDITIDAE　トマヤガイ科

Subfamily　CARDITINAE　トマヤガイ亜科

Genus　Cardita　トマヤガイ属

C. leana　トマヤガイ
福井, 高浜　1983　A2000699

leana, Cardita

C. kyushuensis　ニクイロトマヤガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2000700

kyushuensis, Cardita

Subfamily　VENERICARDIINAE　マルフミガイ亜科

Genus　Megacardita　フミガイ属

M. ferruginosa　フミガイ
福岡, 糸島郡寺山　1974　A2000697

ferruginosa, Megacardita

M. coreensis　ハタウネフミガイ
福岡, 糸島郡福吉港　1972　A2000698

coreensis, Megacardita

Genus　Glans　ヒラセフミガイ属

G. hirasei　ヒラセフミガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1955　A2000701

hirasei, Glans

Superfamily　ASTARTOIDEA　エゾシラオガイ超科

Family　ASTARTIDAE　エゾシラオガイ科

Genus　Tridonta　エゾシラオガイ属

Subgenus　Tridonta　エゾシラオガイ亜属

T. (T.) bolealis　エゾシラオガイ
北海道, 知床岬沖　1980　A2000702

bolealis, Tridonta

T. (T.) filatovae　スダレシラオガイ
北海道, 稚内桃尻岬沖　1989　A2000703

filatovae, Tridonta

Superfamily　CRASSATELLOIDEA　モシオガイ超科

Family　CRASSATELLIDAE　モシオガイ科

Subfamily　CRASSATELLINAE　モシオガイ亜科

Genus　Eucrassatella　モシオガイ属

Subgenus　Nipponocrassatella　モシオガイ亜属

E. (N.) nana　スダレモシオガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2001008

nana, Eucrassatella

E. (N.) japonica　モシオガイ
和歌山, 有田町辰ヶ浜　1960　A2000715

japonica, Eucrassatella

Superfamily　CARDIOIDEA　ザルガイ超科

Family　CARDIIDAE　ザルガイ科

Subfamily　TRACHYCARDIINAE　ザルガイ亜科

Genus　Vasticardium　イチゴザルガイ属

V. burchardi　ザルガイ
愛知, 三河湾　1965　A2001149

burchardi, Vasticardium

V. enode　ナガザルガイ
鹿児島, 徳之島　1966.8　A2001148

enode, Vasticardium

V. alternatum　アサザルガイ
沖縄, 石垣島　1960.8　A2001147

alternatum, Vasticardium

V. arenicola　キヌザルガイ
高知, 土佐市柏島　1953.8　A2001142

arenicola, Vasticardium

V. angulatum　フジイロザルガイ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1978　A2001151

angulatum, Vasticardium

V. compunctum　イレズミザルガイ
沖縄, 石垣島　1972　A2000707

compunctum, Vasticardium

V. nigropunctatum　ゴマフザルガイ
鹿児島, 沖永良部島　1960.8　A2001150

nigropunctatum, Vasticardium

Subgenus　Regozara　リュウキュウザルガイ亜属

V. (R.) flavum　リュウキュウザルガイ
沖縄, 石垣島川平　1980.8　A2001146

flavum, Vasticardium

Subfamily　FRAGINAE　オオヒシガイ亜科

Genus　Fragum　オオヒシガイ属

F. fragum　オオヒシガイ
沖縄, 石垣島川平　1972.8　A2001141

fragum, Fragum

F. unedo　カワラガイ
沖縄, 宮古島　1965　A2004711

沖縄, 西表島　1980.8　A2001134

鹿児島, 徳之島　1960.8　A2001135

unedo, Fragum

Genus　Ctenocardia　イガザルガイ属

C. victor　アサノユキザルガイ
沖縄, 那覇市　1980　A2001132

victor, Ctenocardia

Genus　Corculum　リュウキュウアオイ属

C. cardissa　リュウキュウアオイガイ
沖縄, 石垣島川平　不明　A2004616

cardissa, Corculum

Subfamily　PROTOCARDIINAE　キンギョガイ亜科

Genus　Frigidocardium　アサヒザル属

F. torresi　アサヒザルガイ
高知, 土佐湾　1965　A2001143

torresi, Frigidocardium

Genus　Nemocardium　キンギョガイ属

N. bechei　キンギョガイ
和歌山, 津井　1990.1　A2001144

bechei, Nemocardium

Genus　Discors　ギンギョガイ属

Subgenus　Lyrocardium　ギンギョガイ亜属

D. (L.) lyratum　ギンギョガイ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1980　A2001139

lyratum, Discors

Genus　Keenaea　シマキンギョ属

K. samarangae　シマキンギョガイ
和歌山, 南部町　1954　A2001145

samarangae, Keenaea

Subfamily　LAEVICARDIINAE　マクラザル亜科

Genus　Clinocardium　イシカゲガイ属

Subgenus　Keenocardium　イシカゲガイ亜属

C. (K.) californiensis　エゾイシカゲガイ
北海道, 襟裳岬幌泉　1960　A2001130

californiensis, Clinocardium

C. (K.) buellowi　イシカゲガイ
愛知, 三河湾　1960　A2001136

buellowi, Clinocardium

Subgenus　Ciliatocardium　コケライシガゲガイ亜属

C. (C.) ciliatum　コケライシカゲガイ
北海道, 稚内市沖　1970　A2001131

北海道　1982　A2001140

ciliatum, Clinocardium
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Genus　Fulvia　トリガイ属

F. mutica　トリガイ
和歌山, 白浜町　1980　A2001133

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2001012

mutica, Fulvia

F. australis　ボタンガイ
和歌山, 潮岬沖　1979　A2001138

australis, Fulvia

F. undatopicta　マダラチゴトリガイ
高知, 土佐市柏島　1962.8　A2001137

undatopicta, Fulvia

Superfamily　TRIDACNOIDEA　シャコガイ超科

Family　TRIDACNIDAE　シャコガイ科

Genus　Hippopus　シャゴウ属

H. happopus　シャゴウガイ
不明　1988　A2005021

不明　1986　A2005020

沖縄　1961　A2004687

happopus, Hippopus

Genus　Tridacna　オオシャコ属

Subgenus　Chametrachea　ヒメジャコ亜属

T. (C.) crocea　ヒメジャコガイ
鹿児島, 奄美大島　1961　A2004686

不明　1980　A2005024

crocea, Tridacna

Subgenus　Flodacna　ヒレジャコ亜属

T. (F.) squamosa　ヒレシャコガイ
不明　1980　A2005023

squamosa, Tridacna

T. (F.) maxima　シラナミガイ
鹿児島, 奄美大島　1980　A2004685

不明　1986　A2005022

maxima, Tridacna

Superfamily　MACTROIDEA　バカガイ超科

Family　MACTRIDAE　バカガイ科

Subfamily　MACTRINAE　バカガイ亜科

Genus　Mactra　バカガイ属

Subgenus　Mactra　バカガイ亜属

M. (M.) chinensis　バカガイ
北海道, 稚内市　1980　A2000553

大阪湾　1988.1　A2000549

大阪湾　不明　A2004186

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000996

chinensis, Mactra

M. (M.) veneriformis　シオフキガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000997

和歌山, 串本町　1950　A2000550

veneriformis, Mactra

M. (M.) maculata　リュウキュウバカガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1960.8　A2000554

maculata, Mactra

M. (M.) nipponica　チゴバカガイ
鹿児島, 徳之島　1962　A2000552

nipponica, Mactra

Subgenus　Telemactra　ヒメバカガイ亜属

M. (T.) cuneata　タママキガイ
沖縄, 宮古島　1964.11　A2000551

鹿児島, 徳之島　1966　A2000555

cuneata, Mactra

Genus　Coelomactra　アリソガイ属

C. dolabrata　アリソガイ
愛知, 三河湾　1958　A2000558

dolabrata, Coelomactra

Genus　Pseudocardium　ウバガイ属

P. sachalinensis　ウバガイ
北海道, 内浦湾　1992.1　A2004161

北海道, 稚内市　1972　A2000561

sachalinensis, Pseudocardium

Genus　Spisula　ナガウバガイ属

Subgenus　Mactromeris　ナガウバガイ亜属

S. (M.) polynympha　ナガウバガイ
北海道, 稚内市　1978　A2000547

北海道, 稚内市　1973　A2000559

polynympha, Spisula

Genus　Oxyperas　ホクロガイ属

Subgenus　Oxyperas　ホクロガイ亜属

O. (O.) bernardi　ホクロガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000995

大阪湾　1988.1　A2000557

大阪湾　1986　A2004185

bernardi, Oxyperas

Subfamily　LUTRARIINAE　オオトリガイ亜科

Genus　Lutraria　オオトリガイ属

Subgenus　Psammophila　オオトリガイ亜属

L. (P.) maxima　オオトリガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000998

愛知, 三河湾　1950　A2000562

maxima, Lutraria

L. (P.) sieboldii　ヒラカモジガイ
愛知, 三河湾　1970　A2000548

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000999

sieboldii, Lutraria

Genus　Tresus　ミルクイ属

T. keenae　ミルクイガイ
京都, 若狭湾　1970　A2000560

keenae, Tresus

Genus　Meropesta　ユキガイ属

M. nicobarica　ユキガイ
和歌山, 白浜町　1967　A2000556

nicobarica, Meropesta

Family　MESODESMATIDAE　チドリマスホウ科

Subfamily　MESODESMATINAE　チドリマスホウ亜科

Genus　Atactodea　イソハマグリ属

A. striata　イソハマグリ
沖縄, 石垣島　1970　A2000722

鹿児島, 奄美大島宇検村　1960　A2000721

striata, Atactodea

Genus　Donacilla　チドリマスホウ属

D. picta　チドリマスホウガイ
高知, 土佐市柏島　1962　A2004562

石川, 能登半島　1960　A2000717

鹿児島, 奄美大島西古見　1965　A2000718

picta, Donacilla

Subfamily　DAVILINAE　ナミノコマスホウ亜科

Genus　Davila　ナミノコマスホウ属

D. plana　ナミノコマスオガイ
沖縄, 西表島　1974　A2000719

plana, Davila

Subfamily　ERVILINAE　ハマチドリガイ亜科

Genus　Coecella　クチバガイ属

C. chinensis　クチバガイ
愛知, 浦郡　1979　A2000758

広島, 向島　1961.5.21　A2000720

千葉, 黒崎　1977　A2004561

愛知, 浦郡　1979　A2000912

chinensis, Coecella
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Superfamily　TELLINOIDEA　ニッコウガイ超科

Family　DONACIDAE　フジノハナガイ科

Genus　Latona　ナミノコガイ属

L. cuneata　ナミノコガイ
鹿児島, 徳之島山港　1966　A2000956

cuneata, Latona

Family　TELLINIDAE　ニッコウガイ科

Subfamily　TELLININAE　ニッコウガイ亜科

Genus　Tellinella　ニッコウガイ属

T. virgata　ニッコウガイ
沖縄, 石垣島　1965　A2000642

virgata, Tellinella

T. staurella　ヒメニッコウガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1970　A2000643

staurella, Tellinella

T. pulcherrima　サメハダヒノデガイ
高知, 沖ノ島　1967　A2000640

pulcherrima, Tellinella

T. sp.　サラサヒノデガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村　1965　A2000641

sp., Tellinella

Genus　Pharaonella　ベニガイ属

P. rostrata　トンガリベニガイ
鹿児島, 奄美大島名瀬　1960　A2000646

rostrata, Pharaonella

P. sieboldii　ベニガイ
和歌山, 串本町　1971　A2000647

sieboldii, Pharaonella

P. perna　ダイミョウガイ
高知, 土佐市柏島　1955　A2000648

perna, Pharaonella

Genus　Tellinides　ヘラサギガイ属

T. ovalis　ヒラザクラガイ
和歌山, 潮岬　1956　A2000645

ovalis, Tellinides

T. coccinea　ヒカンサクラガイ
鹿児島, 奄美大島瀬戸内町　1990　A2000644

coccinea, Tellinides

Genus　Angulus　クモリザクラ属

A. vestalioides　クモリザクラガイ
兵庫, 須磨沖　1984　A2000681

vestalioides, Angulus

Genus　Megangulus　サラガイ属

M. venulosus　サラガイ
北海道, 稚内市　1971　A2000662

千葉, 銚子　不明　A2004171

venulosus, Megangulus

M. zyonoensis　アラスジサラガイ
北海道, 稚内市　1971　A2000663

zyonoensis, Megangulus

Genus　Clathrotellina　アミメザクラ属

C. carnicolor　ヒラセザクラガイ
鹿児島, 奄美大島諸鈍　1965　A2000667

carnicolor, Clathrotellina

Subfamily　ARCOPAGIINAE　イチョウシラトリ亜科

Genus　Merisca　イチョウシラトリ属

Subgenus　Pistris　イチョウシラトリ亜属

M. (P.) margaritina　アコヤザクラガイ
愛知, 三河一色　1966　A2000672

margaritina, Merisca

Genus　Quidnipagus　リュウキュウシラトリ属

Q. palatam　リュウキュウシラトリガイ
沖縄, 石垣島　1965　A2000674

沖縄, 与那国島　1970　A2000675

palatam, Quidnipagus

Genus　Scutarcopagia　サメザラ属

S. scobinata　サメザラガイ
鹿児島, 喜界島　1955　A2000665

鹿児島, 奄美大島　1962　A2000664

鹿児島, 沖永良部島　1960　A2000666

scobinata, Scutarcopagia

Genus　Arcopaginula　ゴイシザラ属

A. inflata　ゴイシザラガイ
沖縄, 残波岬沖　1985　A2000673

inflata, Arcopaginula

Genus　Cadella　クサビザラ属

C. hoshiyamai　ホシヤマナシノコザラガイ
愛知, 三河一色　1966　A2000677

hoshiyamai, Cadella

C. lubrica　トバザクラガイ
北海道, 稚内市　1980　A2000678

lubrica, Cadella

Genus　Quadrans　トゲウネガイ属

Q. spinosa　トゲウネガイ
鹿児島, 奄美大島安脚場　1959　A2000669

spinosa, Quadrans

Q. gargadia　オオトゲウネガイ
沖縄, 石垣島　1974　A2000668

gargadia, Quadrans

Genus　Pinguitellina　ウラキヒメザラ属

P. robusta　ウラキヒメザラガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1965　A2000671

robusta, Pinguitellina

P. pinguis　ミガキヒメザラガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村西古見　1965　A2000670

pinguis, Pinguitellina

Genus　Jactellina　ゴシキザクラ属

Subgenus　Jactellina　ゴシキザクラ亜属

J. (J.) obliquistriata　ゴシキザクラガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村　1992　A2004558

obliquistriata, Jactellina

Genus　Loxoglypta　シボリザクラ属

L. clathrata　シボリザクラガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村　1961　A2000684

高知, 土佐市沖ノ島　1956　A2000683

clathrata, Loxoglypta

L. transculpta　ハスメザクラガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村宇検　1961　A2000682

transculpta, Loxoglypta

Genus　Semelangulus　コメザクラ属

S. tokubei　コメザクラガイ
兵庫, 但馬沖　1965　A2000679

tokubei, Semelangulus

S. miyatensis　ニクイロザクラガイ
兵庫, 須磨沖　1965　A2000680

miyatensis, Semelangulus

Genus　Moerella　モモノハナ属

M. jedoensis　モモノハナガイ
愛知, 三河一色　1966　A2000654

jedoensis, Moerella

M. rutila　ユウシオガイ
愛知, 三河一色　1966　A2000656

rutila, Moerella

M. iridescens　テリザクラガイ
福岡, 大牟田市黒崎　1956　A2000655

iridescens, Moerella

M. philippinensis　リュウキュウザクラガイ
沖縄, 馬天　1965　A2000653

philippinensis, Moerella
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Genus　Nitidotellina　サクラガイ属

N. nitidula　サクラガイ
兵庫, 西宮市沖　1950　A2000657

nitidula, Nitidotellina

N. iridella　カバザクラガイ
千葉, 佐倉市　1966　A2000658

iridella, Nitidotellina

Subfamily　STRIGILLINAE　オガタザラ亜科

Genus　Aeretica　オガタザラ属

A. tomlini　オガタザラガイ
高知, 入野　1960　A2000676

tomlini, Aeretica

Subfamily　MACOMINAE　シラトリガイ亜科

Genus　Heteromacoma　シラトリモドキ属

H. irus　シラトリモドキガイ
北海道, 襟裳岬　1965　A2000660

irus, Heteromacoma

Genus　Macoma　シラトリガイ属

Subgenus　Macoma　シラトリガイ亜属

M. (M.) tokyoensis　ゴイサギガイ
愛知, 三河一色　1966　A2000651

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2001011

tokyoensis, Macoma

M. (M.) balthica inconspicua　バライロシラトリガイ
北海道, 釧路　1990　A2000652

balthica, Macoma　＆　inconspicua, Macoma balthica

M. (M.) incongrua　ヒメシラトリガイ
北海道, 稚内市　1970　A2000650

兵庫, 西宮市　1980　A2000649

incongrua, Macoma

Genus　Rexithaerus　サギガイ属

R. sectior　サギガイ
愛知, 三河一色　1966　A2000659

sectior, Rexithaerus

Genus　Macalia　アマサギガイ属

M. bruguieri　アマサギガイ
鹿児島, 徳之島　1970　A2000661

bruguieri, Macalia

Family　SEMELIDAE　アサジガイ科

Genus　Semele　アサジガイ属

S. zebuensis　アサジガイ
和歌山　1960　A2000911

zebuensis, Semele

S. cordiformis　フルイガイ
長崎, 島原市猛島　1990　A2000725

cordiformis, Semele

Family　PSAMMOBIIDAE　シオサザナミ科

Subfamily　PSAMMOBIINAE　シオサザナミ亜科

Genus　Gari　シオサザナミ属

G. maculosa　アシガイ
高知, 土佐市柏島　1956　A2000711

maculosa, Gari

G. sibogai　ホソアシガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1961.9　A2000764

sibogai, Gari

Genus　Grammatomya　ハスメヨシガイ属

G. squamosa　ハスメヨシガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村西古見　不明　A2000710

鹿児島, 奄美大島宇検村宇検　1986　A2000765

squamosa, Grammatomya

Genus　Psammotaea　マスホウガイ属

P. elongata　マスホウガイ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1980　A2000884

elongata, Psammotaea

Genus　Asaphis　リュウキュウマスホウ属

A. violasens　リュウキュウマスホウガイ
沖縄, 西表島　1989.4　A2000882

鹿児島, 奄美大島安脚場　1960　A2000883

沖縄, 西表島船浦　1990.3　A2000763

沖縄, 八重山群島　不明　A2004177

violasens, Asaphis

Subfamily　SANGUINOLARIINAE　ムラサキガイ亜科

Genus　Hiatula　ムラサキガイ属

H. diphos　ムラサキガイ
高知, 土佐市柏島　1960　A2000708

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000994

diphos, Hiatula

Genus　Nuttallia　イソシジミ属

N. japonica　イソシジミ
北海道, 網走市海岸　1986　A2000885

北海道, 稚内市　1986　A2000709

japonica, Nuttallia

N. obscula　アツイソシジミ
福井, 越前沖　1987　A2000958

obscula, Nuttallia

Family　SOLECURTIDAE　キヌタアゲマキガイ科

Genus　Solecurtus　キヌタアゲマキ属

S. divaricatus　キヌタアゲマキガイ
兵庫, 西宮市大浜町ポンプ場地下　1974　A2001004

divaricatus, Solecurtus

Family　PHARELLIDAE　ナタマメガイ科

Genus　Sinonovacula　アゲマギ属

S. constricta　アゲマキガイ
有明海　不明　A2000759

有明海　1990　A2004162

constricta, Sinonovacula

Superfamily　SOLENOIDEA　マテガイ超科

Family　SOLENIDAE　マテガイ科

Genus　Solen　マテガイ属

Subgenus　Solen　マテガイ亜属

S. (S.) strictus　マテガイ
兵庫，新舞子海岸　1974.5　A2004163

strictus, Solen

S. (S.) gordonis　アカマテガイ
和歌山, 串本町　1955　A2000886

gordonis, Solen

S. (S.) kurodai　ダンダラマテガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2000889

kurodai, Solen

S. (S.) sloanii　リュウキュウマテガイ
高知, 土佐市柏島　1958　A2000888

sloanii, Solen

S. (S.) grandis　オオマテガイ
和歌山, 辰ガ浜　1955　A2000887

grandis, Solen

Subgenus　Ensisolen　エゾマテ亜属

S. (E.) krusensterni　エゾマテガイ
北海道, 稚内市　1989　A2000890

krusensterni, Solen

Family　CULTELLIDAE　ユキノアシタガイ科

S. (E.) roseomaclatus　バラフマテガイ
高知, 土佐市柏島　1958　A2000891

roseomaclatus, Solen

belcheri, Dischides
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Superfamily　ARCTICOIDEA　アイスランドガイ超科

Family　TRAPEZIIDAE　フナガタガイ科

Genus　Trapezium　フナガタガイ属

Subgenus　Neotrapezium　タガゾデモドキ亜属

T. (N.) liratum　ウネナシトマヤガイ
和歌山, 白浜町　1960　A2000713

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2001009

liratum, Trapezium

Superfamily　GLOSSOIDEA　コウボネガイ超科

Family　GLOSSIDAE　コウホネガイ科

Genus　Meiocardia　コウホネガイ属

M. molｔkiana　カノコシボリコウホネガイ
和歌山, 灘　1962　A2004559

molｔkiana, Meiocardia

M. tetragona　コウホネガイ
和歌山, 南部町堺港　1975　A2004560

tetragona, Meiocardia

Superfamily　CORBICULOIDEA　シジミ超科

Family　CORBICULIDAE　シジミ科

Subfamily　POLYMESODINAE　ヒルギシジミ亜科

Genus　Geloina　ヒルギシジミ属

G. papua　ヒルギシジミ
沖縄, 西表島　1992　A2004187

papua, Geloina

Subfamily　CORBICULINAE　シジミ亜科

Genus　Corbicula　ヤマトシジミ属

Subgenus　Corbicula　ヤマトシジミ亜属

C. (C.) japonica　ヤマトシジミ
島根, 宍道湖　1986　A2004188

japonica, Corbicula

C. (C.) sandai　セタシジミ
滋賀, 堅田漁港揚がり（琵琶湖）　1962.2　A2003283

sandai, Corbicula

Subgenus　Corbiculina　マシジミ亜属

C. (C.) leana　マシジミ
兵庫, 三田市青野川　1992　A2004197

滋賀, 堅田漁港揚がり（琵琶湖）　1972.3　A2003285

兵庫, 伊丹市　1970.4　A2003284

滋賀, 琵琶湖　不明　A2004190

leana, Corbicula

Superfamily　VENEROIDEA　マルスダレガイ超科

Family　VENERIDAE　マルスダレガイ科

Subfamily　VENERINAE　マルスダレガイ亜科

Genus　Venus　マルスダレガイ属

Subgenus　Ventricolaria　マルスダレガイ亜属

V. (V.) toreuma　マルスダレガイ
高知, 土佐市柏島　1958　A2001188

高知, 土佐市沖ノ島　1950　A2001211

toreuma, Venus

Genus　Periglypta　ヌノメガイ属

Subgenus　Periglypta　ヌノメガイ亜属

P. (P.) reticulata　アラヌノメガイ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2001223

reticulata, Periglypta

Subgenus　Tigammona　ヨロイガイ亜属

P. (T.) chemnitzi　ヨロイガイ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2001208

chemnitzi, Periglypta

Subfamily　CHIONINAE　カノコアサリ亜科

Genus　Anomalocardia　タイワンオモイバ属

Subgenus　Anomalodiscus　シオヤガイ亜属

A. (A.) squamosa　シオヤガイ
和歌山, 有田郡白崎　1960　A2001164

高知, 土佐市柏島　1961　A2004551

squamosa, Anomalocardia

Genus　Placamen　ハナガイ属

P. tiara　ハナガイ
和歌山, 水軒浜　1956　A2001215

tiara, Placamen

Genus　Glycydonta　カノコアサリ属

G. marica　カノコアサリ
鹿児島, 奄美大島西古見ドレッジ　1968　A2001217

marica, Glycydonta

Genus　Veremolpa　ヒメカノコアサリ属

V. micra　ヒメカノコアサリ
和歌山, 水軒浜ドレッジ　1956　A2001214

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000988

micra, Veremolpa

V. costellifere　チリメンンカノコアサリ
高知, 土佐市柏島ドレッジ　1956　A2001206

costellifere, Veremolpa

V. laevicostata　オオギカノコアサリ
鹿児島, 奄美大島西古見　1965　A2001210

laevicostata, Veremolpa

Genus　Mercenaria　ビノスガイ属

M. stimpsoni　ビノスガイ
北海道, 稚内市　1986　A2001175

北海道, 稚内市　1980.6　A2001219

stimpsoni, Mercenaria

Genus　Protothaca　オニアサリ属

Subgenus　Notochione　オニアサリ亜属

P. (N.) jedoensis　オニアサリ
香川, 佐柳島（瀬戸内海）　1982.8　A2001165

大阪湾　1986　A2001166

jedoensis, Protothaca

Subgenus　Novothaca　ヌノメアサリ亜属

P. (N.) euglypta　ヌノメアサリガイ
北海道, 幌泉　1950　A2001173

euglypta, Protothaca

Genus　Timoclea　アラカンカノコアサリ属

T. mindanensis　ワタゾコヒメカノコアサリ
鹿児島, 奄美大島西古見　1965　A2001213

mindanensis, Timoclea

Subfamily　CIRCINAE　シラオガイ亜科

Genus　Circe　シラオガイ属

Subgenus　Circe　シラオガイ亜属

C. (C.) scripta　シラオガイ
和歌山, 有田郡白崎　1962.8　A2001174

scripta, Circe

C. (C.) intermedia　アツシラオガイ
和歌山, 有田郡白崎　1967.7　A2001179

高知, 土佐市沖ノ島　1959　A2001183

intermedia, Circe

Genus　Microcirce　ミジンシラオガイ属

M. dilecta　ミジンシラオガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000989

dilecta, Microcirce

Genus　Crenocirce　コキザミシラオガイ属

C. picta　コキザミシラオガイ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001194

picta, Crenocirce

Genus　Gafrarium　ホソスジナミガイ属

G. pectinatum　ホソスジイナミガイ
沖縄, 石垣島川平　1962.8　A2001184

pectinatum, Gafrarium

59



G. tumidum　アラスジケマンガイ
沖縄, 宮古島　1964　A2001182

鹿児島, 奄美大島　不明　A2004175

鹿児島, 奄美大島　1970　A2001186

tumidum, Gafrarium

G. dispar　イナミガイ
沖縄, 石垣島　1970　A2001185

dispar, Gafrarium

G. divaricatum　ケマンガイ
和歌山, 南部町堺漁港　1960　A2001167

divaricatum, Gafrarium

Subfamily　PITARINAE　ユウカゲハマグリ亜科

Genus　Pitar　ユウカゲハマグリ属

Subgenus　Pitarina　ユウカゲハマグリ亜属

P. (P.) citrinus　ユウカゲハマグリ
沖縄, 石垣島　1964　A2001204

沖縄, 残波岬沖　1980　A2000706

citrinus, Pitar

P. (P.) pellucidum　オミナエシハマグリ
沖縄, 糸満　1964.11　A2001172

pellucidum, Pitar

P. (P.) sulfureum　イオウハマグリ
沖縄　1964　A2001196

sulfureum, Pitar

P. (P.) obliquatum　ケショウオミナエシハマグリ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001198

obliquatum, Pitar

P. (P.) japonicum　ウスハマグリ
山口, 柳井　1960.4　A2001197

japonicum, Pitar

Genus　Hyphantosoma　マダライオウハマグリ属

H. limatulum　マダライオウハマグリ
鹿児島, 奄美大島　1960　A2001203

limatulum, Hyphantosoma

Subfamily　LIOCONCHINAE　マルオミナエシ亜科

Genus　Lioconcha　マルオミナエシ属

Subgenus　Lioconcha　マルオミナエシ亜属

L. (L.) fastigiata　サラサガイ
鹿児島, 奄美大島　1970　A2001170

fastigiata, Lioconcha

L. (L.) trimaclata　ウラジロチャイロサラサガイ
鹿児島, 奄美大島　1972　A2001202

trimaclata, Lioconcha

Subgenus　Sulcilioconcha　イナズマスダレ亜属

L. (S.) dentzenbergi　ナルカミスダレガイ
鹿児島, 奄美大島西古見　1965　A2001218

dentzenbergi, Lioconcha

Subfamily　DOSINIINAE　カガミガイ亜科

Genus　Dosinorbis　ヒナガイ属

Subgenus　Dosinorbis　ヒナガイ亜属

D. (D.) bilunulatus　ヒナガイ
愛知, 伊勢湾三河一色揚がり　1978.1　A2000876

神奈川, 江の島　1950　A2001162

bilunulatus, Dosinorbis

Subgenus　Phacosoma　カガミガイ亜属

D. (P.) japonicus　カガミガイ
大阪湾　不明　A2004184

愛知, 三河湾三河一色揚がり　1979　A2000872

大阪府, 泉佐野市　1986　A2000874

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000986

兵庫, 高砂市加古川川口　1980　A2001190

瀬戸内海　1980.8　A2001220

japonicus, Dosinorbis

D. (P.) sp.　マルカガミガイ
愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1979　A2001191

sp., Dosinorbis

D. (P.) hayashii　ミカガミガイ
愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1959　A2000875

hayashii, Dosinorbis

D. (P.) laminata　ツヤカガミガイ
鹿児島, 奄美大島　1962　A2000873

laminata, Dosinorbis

Genus　Dosinella　ウラカガミ属

D. corrugata　ウラカガミガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1970　A2000985

corrugata, Dosinella

Genus　Bonartemis　オイノカガミ属

B. histrio histrio　オイノカガミガイ
沖縄, 石垣島　1972　A2001180

histrio, Bonartemis　＆　histrio, Bonartemis histrio

B. iwakawai　サザメガイ
鹿児島, 奄美大島諸鈍　1970　A2001181

iwakawai, Bonartemis

B. javenilis　ワカカガミガイ
鹿児島, 奄美大島　1966　A2001192

javenilis, Bonartemis

Subfamily　TAPETINAE　リュウキュウアサリ亜科

Genus　Tapes　リュウキュウアサリ属

T. literatus　リュウキュウアサリ
沖縄, 石垣島　1978　A2001177

literatus, Tapes

T. belcheri　ヒメリュウキュウアサリ
沖縄, 石垣島川平　1970　A2004552

鹿児島, 徳之島　1963.8　A2001193

belcheri, Tapes

Genus　Ruditapes　アサリ属

R. philippinarum　アサリ
北海道, 稚内市　1990.2　A2001160

北海道，網走　不明　A2004172

宮城, 仙台市塩釜　1990.11　A2001205

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000991

大阪湾　不明　A2001189

philippinarum, Ruditapes

R. variegatus　ヒメアサリ
鹿児島, 奄美大島古仁屋　1978　A2001195

鹿児島, 奄美大島　1960　A2001159

variegatus, Ruditapes

Genus　Paphia　スダレガイ属

Subgenus　Paphia　スダレガイ亜属

P. (P.) euglypta　スダレガイ
和歌山, 南部町　不明　A2004173

euglypta, Paphia

P. (P.) amabilis　サツマアカガイ
和歌山, 南部町堺港　1990.1.28　A2001207

高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2001156

amabilis, Paphia

P. (P.) vernicosa　アケガイ
大阪湾（底引き）　1986　A2001155

大阪湾　1986　A2004183

香川, 佐柳島（瀬戸内海）　1982.8　A2001154

vernicosa, Paphia

Subgenus　Neotapes　イヨスダレ亜属

P. (N.) undulata　イヨスダレガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000987

undulata, Paphia

Genus　Katelysia　スダレハマグリ属

K. hiantina　ヤエヤマスダレガイ
沖縄, 石垣島川平　1986.8　A2001158

hiantina, Katelysia

K. japonica　スダレハマグリ
沖縄, 石垣島　1972　A2001169

japonica, Katelysia

60



Genus　Gomphina　フキアゲアサリ属

Subgenus　Gomphina　フキアゲアサリ亜属

G. (G.) neastartoides　キタノフキアゲアサリ
福岡, 志賀ノ島　1962　A2001152

neastartoides, Gomphina

Subgenus　Macridiscus　オキアサリ亜属

G. (M.) aequilatera　オキアサリ
神奈川，藤沢市江ノ島　1957　A2004178

千葉, 九十九里浜　1960　A2001161

静岡, 駿河湾　1960　A2001212

aequilatera, Gomphina

Genus　Liocyma　エゾハマグリ属

L. fuluctuosum　エゾハマグリ
北海道, 原谷海域　1987.2　A2001171

北海道, 稚内市　1980　A2001163

fuluctuosum, Liocyma

Genus　Irus　マツカゼガイ属

Subgenus　Irus　マツカゼガイ亜属

I. (I.) mitis　マツカゼガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1960　A2001153

mitis, Irus

Subfamily　CALLISTINAE　マツヤマワスレ亜科

Genus　Callista　マツヤマワスレ属

Subgenus　Callista　マツヤマワスレ亜属

C. (C.) chinensis　マツヤマワスレガイ
和歌山, 南部町堺港　1990.1　A2001209

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000990

和歌山, 名田楠井　1990.1　A2004195

和歌山, 南部町　1972.2　A2001176

chinensis, Callista

C. (C.) politissima　ヌリツヤハマグリ
高知, 土佐市沖ノ島　1960.8　A2001168

politissima, Callista

C. (C.) pilsbryi　コマツヤマワスレガイ
鹿児島, 奄美大島　1966　A2001199

pilsbryi, Callista

Subgenus　Ezocallista　エゾワスレ亜属

C. (E.) brevisiphonata　エゾワスレガイ
北海道, 稚内市　1960　A2001178

brevisiphonata, Callista

Subgenus　Costacallista　フジイロハマグリ亜属

C. (C.) phasianella　ハナヤカワスレガイ
鹿児島, 奄美大島　1972　A2001201

phasianella, Callista

Genus　Saxidomus　ウチムラサキ属

S. purpurata　ウチムラサキガイ
大阪湾　1987.11　A2001222

伊勢湾　不明　A2004179

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000984

purpurata, Saxidomus

Subfamily　SUNETTINAE　ワスレガイ亜科

Genus　Cyclosunetta　ワスレガイ属

C. menstrualis　ワスレガイ
神奈川, 江の島　1989　A2001187

menstrualis, Cyclosunetta

C. comtenpta　ミワスレガイ
鹿児島, 奄美大島　1972　A2001216

comtenpta, Cyclosunetta

Subfamily　MERETRICINAE　ハマグリ亜科

Genus　Meretrix　ハマグリ属

M. lusoria　ハマグリ
三重, 桑名市　1990.2　A2004667

伊勢湾　不明　A2004174

lusoria, Meretrix

Subfamily　CYCLININAE　オキシジミ亜科

Genus　Cyclina　オキシジミ属

C. sinensis　オキシジミ
和歌山, 有田郡白崎　1966.8　A2001157

sinensis, Cyclina

Family　PETRICOLIDAE　イワホリガイ科

Genus　Petricola　イワホリガイ属

P. divergens　イワホリガイ
和歌山, 白浜町　1950　A2004553

divergens, Petricola

Genus　Claudiconcha　セミアサリ属

C. monstrosa　ヌノメセミアサリ
高知, 土佐市柏島　1962　A2004556

monstrosa, Claudiconcha

C. japonica　セミアサリガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1962　A2004557

japonica, Claudiconcha

Genus　Petricolirus　シオツガイ属

P. aequistriatus　シオツガｲ
兵庫, 明石市　1977　A2004555

aequistriatus, Petricolirus

Genus　Lajonkairia　チヂミガイ属

L. divaricata　チヂミガイ
和歌山, 和歌山市水軒　1957　A2004554

divaricata, Lajonkairia

Order　MYOIDA　オオノガイ目

Suborder　MYINA　オオノガイ亜目

Superfamily　MYOIDEA　オオノガイ超科

Family　MYIDAE　オオノガイ科

Subfamily　MYINAE　オオノガイ亜科

Genus　Mya　オオノガイ属

Subgenus　Arenomya　オオノガイ亜属

M. (A.) arenaria oonogai　オオノガイ
兵庫, 西宮市大浜町ポンプ場地下　1974　A2001000

arenaria, Mya　＆　oonogai, Mya arenaria

Subfamily　CRYPTOMYINAE　ヒメマスホウ亜科

Genus　Venatomya　クシケマスホウ属

V. truncata　クシケマスオガイ
兵庫, 西宮市大浜町ポンプ場地下　1974　A2001001

伊勢湾　1956　A2004564

truncata, Venatomya

Family　CORBULIDAE　クチベニガイ科

Subfamily　CAESTOCORBULINAE　クチベニガイ亜科

Genus　Solidicorbula　クチベニガイ属

S. erythrodon　クチベニガイ
兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1970　A2001010

erythrodon, Solidicorbula

Superfamily　HIATELLOIDEA　キヌマトイガイ超科

Family　HIATELLIDAE　キヌマトイガイ科

Genus　Hiatella　キヌマトイガイ属

H. orientalis　キヌマトイガイ
鹿児島, 奄美大島古仁屋田井小島　1967　A2004563

orientalis, Hiatella

Genus　Panopea　ナミガイ属

P. japonica　ナミガイ
不明　不明　A2004170

japonica, Panopea
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Suborder　PHOLADINA　ニオガイ亜目

Superfamily　PHOLADOIDEA　ニオガイ超科

Family　TEREDINIDAE　フナクイムシ科

Subfamily　KUPHINAE　エントツガイ亜科

Genus　Kuphus　エントツガイ属

K. polythalamia　エントツガイ
不明　1970　A2005027

polythalamia, Kuphus

Subclass　ANOMALODESMACEA　異靭帯亜綱

Order　PHOLADOMYOIDA　ウミタケモドキ目

Superfamily　PANDOROIDEA　ネリガイ超科

Family　LYONSIIDAE　サザナミガイ科

Genus　Agriodesma　オビクイ属

A. navicula naviculoides　フトオビクイガイ
北海道, 襟裳岬　1980　A2000712

navicula, Agriodesma　＆　naviculoides, Agriodesma navicula

Family　PANDORIDAE　ネリガイ科

Genus　Pandorella　ネリガイ属

P. otukai　ネリガイ
愛知, 三河一色揚がり　1957　A2000704

otukai, Pandorella

P. wardiana　ヒラネリガイ
福井, 越前沖　1984　A2000766

北海道, 稚内市　1986　A2000913

wardiana, Pandorella

P. carinata　ワタゾコネリガイ
高知, 土佐湾　1962　A2000705

carinata, Pandorella

Family　LATERNULIDAE　オキナガイ科

Genus　Laternula　オキナガイ属

Subgenus　Laternula　オキナガイ亜属

L. (L.) anatina　オキナガイ
和歌山, 水軒浜　1949　A2000714

anatina, Laternula

Subgenus　Exolaternula　ソトオリガイ亜属

L. (E.) marilina　ソトオリガイ
兵庫, 高砂市　1960　A2000723

大分, 二豊　1960　A2000724

marilina, Laternula

Superfamily　CLAVAGELOIDEA　ハマユウガイ超科

Family　CLAVAGELLIDAE　ハマユウガイ科

Genus　Nipponoclava　ツツガキ属

N. gigantea　ツツガキ
和歌山, 南部町堺港揚がり　1990　A2004684

gigantea, Nipponoclava

Superfamily　POROMYOIDEA　スナメガイ超科

Family　POROMYIDAE　スナメガイ科

Genus　Poromya　スナメガイ属

P. castanea　クリイロスナメガイ
愛知, 三河湾三河一色揚がり　1972　A2004565

castanea, Poromya

Class　SCAPHOPODA　掘足綱

Order　DENTALIOIDA　ツノガイ目

Family　DENTALIIDAE　ツノガイ科

Subfamily　DENTALIINAE　ゾウゲツノガイ亜科

Genus　Dentalium　ゾウゲツノガイ属

Subgenus　Dentalium　ゾウゲツノガイ亜属

D. (D.) aprinum　ミズイロツノガイ
沖縄, 馬天　1965.11　A2001228

aprinum, Dentalium

Subgenus　Paadentalium　ヤカドツノガイ亜属

D. (P.) octangulatum　ヤカドツノガイ
和歌山, 串本町　1962　A2001226

兵庫, 西宮市大浜ポンプ場地下　1974　A2000983

octangulatum, Dentalium

Genus　Fissidentalium　ヤスリツノガイ属

Subgenus　Fissidentalium　ヤスリツノガイ亜属

F. (F.) yokoyamai　ヤスリツノガイ
愛知, 遠州灘　1970　A2001231

yokoyamai, Fissidentalium

Subgenus　Fissidentalis　ヤスリツノガイ亜属

F. (F.) lima　トクサツノガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1965　A2001230

lima, Fissidentalium

F. (F.) kawamurai　カワムラツノガイ
高知, 土佐市沖ノ島　1965　A2001229

kawamurai, Fissidentalium

Subgenus　Pictodentalium　ニシキツノガイ亜属

F. (P.) formosum　ニシキツノガイ
和歌山, 串本町　1970　A2001225

formosum, Fissidentalium

F. (P.) vernedei　マルツノガイ
和歌山　1960　A2001224

和歌山, 南部町堺港　1990　A2004643

vernedei, Fissidentalium

Subgenus　Compressidentalium　ヒラツノガイ亜属

F. (C.) hungerfordi　ヒラツノガイ
高知, 土佐湾　1970　A2001227

hungerfordi, Fissidentalium

Subfamily　ANTALINAE　ツノガイ亜科

Genus　Antalis　ツノガイ属

A. tibana　ミガキマルツノガイ
愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1960　A2001235

tibana, Antalis

A. weinkauff　ツノガイ
高知, 土佐湾　1970　A2001237

愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1960　A2001236

weinkauff, Antalis

Genus　Striodentalium　ムチツノガイ属

S. rhabdotum　ムチツノガイ
愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1960　A2001234

rhabdotum, Striodentalium

Genus　Graptacme　ヒメナガツノガイ属

G. aciculum　リュウキュウツノガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村　1965　A2001233

aciculum, Graptacme

G. buccinulum　ヒメナガツノガイ
高知, 土佐湾　1960　A2001232

buccinulum, Graptacme

Family　LAEVIDENTALIIDAE　ミガキツノガイ科

Genus　Fustiaria　サケツノガイ属

F. nipponica　サケツノガイ
鹿児島, 奄美大島宇検村　1965　A2001240

nipponica, Fustiaria

Family　CALLIODENTALIIDAE　サフランツノガイ科

Genus　Calliodentalium　サフランツノガイ属

C. corocinum　サフランツノガイ
愛知, 遠州灘三河一色揚がり　1960　A2001241

corocinum, Calliodentalium

Family　LAEVIDENTALIIDAE　シラサヤツノガイ科

Genus　Gadilina　シラサヤツノガイ属

G. insoluta　セトモノツノガイ
愛知，愛知沖－200Ｍ　1986　A2001242

和歌山, 潮岬沖　1970　A2004454

insoluta, Gadilina
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Family　OMNIGLYPTIDAE　ハリツノガイ科

Genus　Omniglypta　ハリツノガイ属

O. cerina　ハリツノガイ
高知, 土佐湾　1962　A2001239

cerina, Omniglypta

Order　SIPHONODENTALIOIDA　クチキレツノガイ目

Family　SIPHONODENTALIIDAE　クチキレツノガイ科

Genus　Entalinopsis 　ユキツノガイ属

E. intercostata　ユキツノガイ
和歌山, 潮岬沖　1990.8　A2001245

intercostata, Entalinopsis

Genus　Siphonodentalium　クチキレツノガイ属

S. isaotakii　クチキレツノガイ
東京都, 東京湾　1960　A2001244

isaotakii, Siphonodentalium

Genus　Pulsellum　ヒゲツノガイ属

P. hige　ヒゲツノガイ
石川, 能登半島　1970　A2001243

hige, Pulsellum

Family　CADULIDAE　ハラブトツノガイ科

Genus　Dischides　フタマタツノガイ属

D. belcheri　フタマタツノガイ
和歌山, 西牟婁郡双島　不明　A2004455

和歌山, 双島 水深20～30M　1990　A2001246

belcheri, Dischides
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学 名 索 引

A

Abarbatia　49

abbas, Darioconus　34

abbreviatum, Cirsotrema　36

abei, Awalycaeus　8

abei, Diplommatina tosanella　8

Abretiella　35

abyssicola, Pyreneola　24

Acanthochitona　1

ACANTHOCHITONIDAE　1

ACANTHOCHITONINA　1

ACANTHOCHITONINAE　1

ACANTHOPLEURINAE　1

Acanthozostrea　1

Acar　49

Acesta　53

achates, Acanthochitona　1

Achatina　44

ACHATINELLIDAE　40

ACHATINELLOIDEA　40

ACHATINIDAE　44

ACHATINOIDEA　44

aciculum, Graptacme　62

Acmaea　3

ACMAEIDAE　2

acmaeoides, Siphonaria　39

Acteon　37

ACTEONIDAE　37

ACTEONOIDEA　37

aculeata, Angaria　5

aculeatum, Biplex　18

aculeatus, Chicoreus　20

aculus, Euphaedusa　43

Acuminia　34

acus, Pyramidella　37

Acusta　47

acuta, Lophiotoma　32

acuta, Physa　40

acuta, Sabia　13

acutangulus, Plesiotrochus　11

acutispirata, Microfusus　26

acutispiratum, Reticubuccinum　27

acutissima, Acutitectonica　36

Acutitectonica　36

adamsiana, Cryptonatica　17

adamsii, Cinguloterebra　35

addisoni, Stereophaedusa　43

addisoni, Stereophaedusa addisoni　43

adelinae, Satsuma　46

adelphicus, Japelion　25

Adula　51

aduncas, Pteropurpura　21

ADUSUTINAE　14

Aegista　46

AEGISTINAE　46

aegrotum, Cabestanimorpha tobulata　19

aemula, Aegista　46

aenigma, Habuprinovolva　15

aequilatera, Gomphina　61

aequistriatus, Petricolirus　61

Aeretica　58

Aesops　24

aethiops, Zierliana woldemarii　30

affinis, Decorihastula　35

Aforia　32

africanus, Perotrochus　1

Agatha　37

Agriodesma　62

akiyoshiensis, Bythinella nipponica　9

alabaster, Pseudosimnia　15

alapapilionis, Naticarius　17

alaskense, Polyneamussium　52

alata, Stenoplax　1

alatus, Pterynotus　20

albicans, Pecten　53

albicilla, Nerita　6

albina, Pinctada　51

albivesis, Eucithara　33

albocincta, Hydatina　38

albofasciata, Turridrupa　32

albolineata, Chlamys　52

albomariginata, Terebra　35

albula, Hastulina　34

albumen, Polinices　16

albus, Malleus　52

Alcyna　4

Alectrion　24

ales, Ctenoides　53

aleutaceum, Bittium　11

Aliculastrum　38

alli, Cryptopecten　52

allium, Tonna　18

Allochroa　39

Allonassa　25

Allopeas　44

alternatum, Vasticardium　55

alveolus, Semivertagus　11

ALYCAEDAE　8

amabilis, Paphia　60

amabilis, Pusia　30

Amaea　36

amaliae, Euhadra　48

amanda, Dimidacus　35

ambigua, Chama　54

ambiguus, Volachlamys hirasei　52

AMBLEMINAE　54

amouretta, Harpa　30

AMPHINEURA　1

ampla, Diplommatina　8

Amplinerita　6

amplustre, Hydatina　38

ampullacea, Volutharpa　27

ampullacea, Volutharpa ampullacea　27

AMUSIINAE　52

Amusium　52

amygdalumtortum, Barbatia　49

anacanthus, Spondylus　53

Anachis　24

Anadara　49

ANADARINAE　49

anatina, Laternula　62

anatomica, Homalocantha　20

anaxares, Morula　22

ANCILLINAE　28

Ancistrolepis　25

ANCISTROLEPISINAE　25

andenensis, Neohastator　12

Angaria　5

ANGARIIDAE　5

Anguipecten　52

angulatum, Vasticardium　55

Angulus　57

angusta, Laeviscala　36

Angustassiminea　10

angustus, Inquister　31

Annachlamys　52

annulata, Annulaturris　32

annulata, Oliva　28

Annulatoliva　28

Annulaturris　32

anomala, Impages　34

Anomalocardia　59

ANOMALODESMACEA　62

Anomalodiscus　59

Anomia　53

ANOMIIDAE　53

ANOMIINAE　53

ANOMIOIDEA　53

ANTALINAE　62

Antalis　62

Anthosiphonaria　39

Antiplanes　32

Antisabia　13

anus, Distorsio　19

Aphanoconia　7

APLYSIACEA　38

APLYSIIDAE　38

aprinum, Dentalium　62

aquatilis, Lampusia　19

aquatilis, Sulculus　1

Arabica　14

arabica, Mauritia　14

arboreus, Zonitoides　45

ARCHAEOGASTROPODA　1

ARCHAEOPULMONATA　39

Architectonica　36

ARCHITECTONICIDAE　36

ARCHITECTONICOIDEA　36

ARCIDAE　49

ARCINAE　49

ARCOIDA　49

ARCOIDEA　49

ARCOPAGIINAE　57

Arcopaginula　57

Arcopsis　50

ARCTICOIDEA　59

arcularius, Nassarius　24

arenaria, Mya　61

arenatus, Puncticulis　33

arenicola, Vasticardium　55

Arenimitra　30

Arenomya　61

areola, Phalium　18

areolata, Subula　35

areolata, Tanea　17

argenteonitens, Ginebis　4

argo, Argonauta　49

ARGOBUCCININAE　18

Argonauta　48

ARGONAUTIDAE　48

ARGONAUTOIDEA　48

argyrostomus, Turbo　5

argyrostomus, Turbo argyrostomus　5

Ariadnaria　13

ariakensis, Crassostrea　54

Arinia　8

armatus, Clypeomorus　11



armigera, Thais　22

armigerella, Gastrocopta　40

armigerella, Gastrocopta armigerella　40

arthritica, Neptunea　26

articularis, Harpa　30

articulata, Rhinoclavis　11

Asaphis　58

asellus, Evenaria　14

asianus, Chicoreus　20

asinina, Haliotis　1

Aspella　21

ASPELLINAE　21

aspera, Cronia　21

aspera, Rhinoclavis　11

asperella, Merica　31

aspersa, Siphonalia　26

Asprella　34

Assiminea　10

ASSIMINEIDAE　10

ASSIMINEINAE　10

ASTARTIDAE　55

ASTARTOIDEA　55

Asteracmea　2

ASTRALIINAE　6

Astralium　6

Atactodea　56

atra, Siphonaria　39

atrata, Euchelus　3

atrata, Satsuma mercatoria　45

atrata, Siphonaria　39

atrata, Vignadula　51

Atrina　51

attenuatus, Kanekotrochus　4

attrita, Pinguiphaedusa　41

attrita, Pinguiphaedusa attrita　41

ATYIDAE　38

ATYINAE　38

Aulacophaedusa　42

aulacophora, Tyrannophaedusa　42

aulacophora, Tyrannophaedusa aulacophora　42

aulacopoma, Paganizaptyx stimpsoni　40

aulicomus, Darioconus　34

aurantia, Nebularia　29

aurantiaca, Tyrannophaedusa　42

aurantiaca, Tyrannophaedusa aurantiaca　42

aurantius, Plicifusus　25

auricularia, Dolabella　38

auricularia, Radix　39

Auriculastra　39

auriculatus, Modiolus　50

Auriculodes　39

auriscati, Otopleura　37

aurisdianae, Euprotomus　12

aurita, Depressiscala　36

aurora, Nebularia　29

australis, Asprella　34

australis, Fulvia　56

australis, Monodonta　4

australis, Plicatula　53

avellana, Arca　49

avicular, Pteria　51

Aviscutum　2

awaennsis, Euhadra　48

awaensis, Chamalycaeus satsumanus　8

awaensis, Euhadra　48

awaensis, Japanochlamys　45

awaensis, Vastina hickonis　43

awajiensis, Aegista　46

awajiensis, Brevimyurella　35

awajiensis, Pinguiphaedusa　41

awajiensis, Trishoplita　47

Awalycaeus　8

azumai, Crenovolva　15

Azumamorula　22

Azumapecten　52

B
Babelomurex　23

Babylonia　27

BABYLONIINAE　27

balteata, Favartia　21

balteolatum, Vexillum　29

balthica, Macoma　58

Barbatia　49

barbatus, Spondylus　53

Barbitonia　26

Baryspira　28

basiangulata, Stenothyra　10

basilanica, Limaria　53

BASOMMATOPHORA　39

BATHROPOMATINAE　6

bathyraphe, Granuliterebra　35

Batillus　5

bayani, Buccinum　27

bechei, Nemocardium　55

Bedeva　21

Bekkochlamys　44

belcheri, Dischides　63

belcheri, Latirus　28

belcheri, Tapes　60

bella, Scaliola　12

BELLAMYINAE　9

benedicta, Pascula　21

Bensonella　40

Benthindsia　26

beringiana, Neptunea　25

Beringion　25

bernardi, Oxyperas　56

bernardiana, Cancilla　29

beyrichi, Mikadotrochus　1

Bezoardicella　18

bicarinata, Trichotropis　13

bicincta, Mitrella　23

bicolor, Pinna　51

biconica, Morula　22

bifrous, Pristiterebra　35

bigeneris, Paganizaptyx stimsoni　40

bijubata, Turridrupa　32

bilabrata, Tyrannophaedusa　42

bilix, Viriola　36

bilocularis, Mytilus　50

bilocularis, Septifer　50

bilunulatus, Dosinorbis　60

binotata, Haloa　38

Biplex　18

birileffi, Bedeva　21

birostris, Phenacovolva　15

bisbalteatus, Cantharidus callichroa　4

Bistolida　14

bistrinotata, Pustularia　14

bisulata, Semicassis　18

Bithynia　10

BITHYNIIDAE　10

Bittium　11

BIVALVIA　49

biwae, Unio　54

Biwakoia　40

blakeana, Karaftohelix　47

boeningi, Tornatellides　40

boeticus, Stephanoconus　33

boivinii, Erosaria　14

bolealis, Tridonta　55

Bolma　6

Bonartemis　60

boninensis, Ischnochiton　1

boninensis, Monodonta perplexa　4

borbatus, Spondylus　53

borealis, Euplica　23

borealis, Morula　22

Boreotrophon　21

BORSONIINAE　32

boshuensis, Prosimnia somperi　15

Bostrycapulus　13

Botula　51

boucardi, Arca　49

Brachytoma　31

Bradybaena　47

BRADYBAENIDAE　46

BRADYBAENINAE　47

brandti, Inversidens　54

brandtii, Euhadra　48

brebicula, Favartia　21

brevialata, Pteria　51

breviaxe, Laminilabrum　13

brevicula, Littorina　9

Brevimyurella　35

Breviphaedusa　43

brevirostris, Phenacovolva　15

brevis, Prinovolva　15

brevisiphonata, Callista　61

bronni, Clanculus　5

bronni, Thais　22

broughtonii, Scapharca　50

bruguieri, Macalia　58

brunnea, Syrnola　37

brunneus, Chicoreus　20

bubiformis, Rapa　23

BUCCINIDAE　25

BUCCININAE　27

BUCCINOIDEA　23

buccinulum, Graptacme　62

Buccinum　27

buellowi, Clinocardium　55

Bufonaria　20

bufonia, Bursa　19

bulbiformis, Coralliophila　23

BULIMINOIDEA　40

Bulla　38

bulla, Euprotomus　13

bulla, Semicassis　18

BULLIDAE　38

Bullina　38

BULLINIDAE　38

burchardi, Vasticardium　55

Bursa　19

BURSIDAE　19

BURSINAE　19

buschi, Zaptychopsis　41

butleri, Spondylus　53

Bythinella　9

BYTHINELLINAE　9

C
Cabestanimorpha　19

Cadella　57



CADULIDAE　63

caerulea, Oliva　28

CAESTOCORBULINAE　61

calcareus, Eragalatax contractus　21

Calcarovula　15

californiensis, Clinocardium　55

callichroa, Cantharidus　4

CALLIODENTALIIDAE　62

Calliodentalium　62

Calliostoma　3

CALLIOSTOMINAE　3

Callista　61

CALLISTINAE　61

callistochila, Luchuphaedusa　41

callosa, Sulcerato　16

Calpurnus　15

calyculata, Smaragdinella　38

CALYPTRAEIDAE　13

CALYPTRAEOIDEA　13

CAMAENIDAE　45

CAMAENINAE　45

CAMAENOIDEA　45

Camitia　5

campanulatus, Cyclotus　7

campanulatus, Cyclotus campanulatus　7

Canarium　12

canarium, Laevistrombus　12

canarium, Laevistrombus canarium　12

CANCELLARIIDAE　31

CANCELLARIINAE　31

CANCELLARIOIDEA　31

cancellata, Musashia　30

cancellata, Viriola　36

cancellatus, Hybochelus　3

Cancilla　29

candelabrum, Boreotrophon　21

Cantharidus　4

CANTHARIINAE　4

CANTHARINAE　27

Cantharus　27

capitaneus, Rhizoconus　33

caputserpentis, Ravitrona　14

cara, Aegista elegantissima　46

CARDIIDAE　55

cardinalis, Mitra　29

CARDIOIDEA　55

cardissa, Corculum　55

Cardita　55

CARDITIDAE　55

CARDITINAE　55

CARDITOIDEA　55

careanica, Lepidozona　1

carinata, Pandorella　62

carinata, Satsuma japonica　45

cariosa, Cronia　21

carneola, Oliva　28

carnicolor, Clathrotellina　57

CARYCHIIDAE　39

Carychium　39

caryostoma, Tyrannophaedusa proba　42

Casmaria　18

cassa, Diplommatina　9

CASSIDAE　18

cassidariaeformis, Siphonalia　26

Cassidula　39

cassidula, Lyria　30

CASSINAE　18

Cassis　18

cassis, Collisella　3

casta, Trishoplita collinsoni　47

castanea, Angustassiminea　10

castanea, Colubraria　27

castanea, Poromya　62

castaneus, Volutopsion　25

catus, Chelyconus　33

caurica, Erosaria　14

cavata, Aegista tumida　46

cavicollis, Aegista　47

cecillei, Cantharus　27

Cellana　2

cellaria, Oxychilus　45

cepa, Tonna　17

CEPHALASPIDEA　37

CEPHALOPODA　48

ceramicum, Vasum　31

Ceratochlamys　44

ceratodes, Ceratochlamys　44

Ceratostoma　21

cerea, Clathroscala　36

cerea, Xenophora　14

cerina, Omniglypta　63

Cerithidea　12

CERITHIIDAE　10

CERITHIINAE　10

cerithina, Abretiella　35

cerithina, Turridrupa　32

CERITHIOIDEA　10

CERITHIOPSIDAE　20

CERITHIOPSINAE　20

CERITHIOPSOIDEA　20

Cerithium　10

cerneolus, Chicoreus　20

chaldaeus, Virroconus　33

Chama　54

Chamalycaeus　8

chameleon, Nerita　6

Chametrachea　56

CHAMIDAE　54

CHAMOIDEA　54

Charonia　19

CHARONIINAE　19

Cheilea　13

CHEILEIDAE　13

Chelyconus　33

chemnitzi, Periglypta　59

Chemnitzia　37

chemnitziana, Clypeomorus　11

Chicoreus　20

chinensis, Anomia　53

chinensis, Callista　61

chinensis, Cipangopaludina　9

chinensis, Coecella　56

chinensis, Ellobium　39

chinensis, Erronea　14

chinensis, Mactra　56

chinensis, Tonna　18

CHIONINAE　59

chiragra, Harpago　13

CHITONIDAE　1

CHITONINAE　1

CHLAMYDINAE　52

Chlamys　52

Chlorostoma　4

chrysalis, Nebularia　29

Chrysostoma　4

cicercula, Pustularia　14

Ciliatocardium　55

ciliatum, Clinocardium　55

Cincinna　9

cincta, Turridrupa　32

cincticollis, Tosaphaedusa　42

Cinctiscala　36

cinerea, Lunella　6

cingulata, Cerithidea　12

cingulata, Japeuthria　27

cingulifera, Dimidacus　35

cingulifera, Kurosioia　12

cingulifera, Xenuroturris　32

Cinguloterebra　35

Cipangopaludina　9

Circe　59

CIRCINAE　59

circinata, Aforia　32

circulus, Bradybaena　47

circulus, Bradybaena circulus　47

circumcincta, Sitalina　44

Cirsotrema　36

citrina, Pinaxia coronata　22

citrinus, Pitar　60

Cladopoda　12

Clanculus　5

clanguloides, Clanculus　5

clara, Musashia　30

clathrata, Coralliophila　23

clathrata, Drupa　22

clathrata, Loxoglypta　57

clathratus, Euchelus　3

Clathroscala　36

Clathrotellina　57

Clathroterebra　36

clathrus, Neocancilla　29

Clathurella　32

CLATHURELLINAE　32

Claudiconcha　61

clausa, Cryptonatica　17

CLAUSILIDAE　40

CLAUSILIOIDEA　40

CLAVAGELLIDAE　62

CLAVAGELOIDEA　62

CLAVATULINAE　32

clavigera, Thais　22

clavulinum, Allopeas　44

Clavus　31

Cleobula　34

Clinocardium　55

Clinopegma　25

Clithon　6

Clivipollia　26

Clypeomorus　11

Cnesterium　49

coarctata, Dentiovula　15

coccinea, Littoraria　9

coccinea, Tellinides　57

coccineum, Vexillum　29

coccineus, Hermes　34

Cocculina　7

COCCULINIDAE　7

COCCULINOIDEA　7

Cochlicopa　40

COCHLICOPIDAE　40

COCHLICOPOIDEA　40

Coecella　56

Coelomactra　56

Coelorus　47

coffea, Phaeomitra　29

cognatus, Eurytrochus　3

COLEOIDEA　48



Colina　11

collinsoni, Trishoplita　47

Collisella　3

Collisellina　2

Collonista　6

Collopomella　5

Colsyrnola　37

Colubraria　27

COLUBRARIIDAE　27

Colubrellina　19

COLUMBARIIDAE　31

Columbarium　31

COLUMBELLIDAE　23

COLUMBELLINAE　23

columellaris, Decorihastula　35

columna, Cerithium　10

colus, Fusinus　28

comes, Euphaedusa　43

Comitas　32

commoda, Trishoplita　47

communis, Euhadra sandai　48

communisformis, Euhadra eoa　48

Compressidentalium　62

Comptopallium　52

comptus, Ischnochiton　1

compunctum, Vasticardium　55

comtenpta, Cyclosunetta　61

concatenata, Morula　21

concavospira, Oliva　29

concentrica, Ctenoides　53

CONCHIFERA　1

concinna, Notoacmea　3

concinna, Psephaea　30

concinna, Siphonalia　26

concinnus, Naticarius　17

concinnus, Zeuxis　24

concors, Iniforis　37

confusa, Saccella　49

congener, Gemmula　31

congener, Gemmula congener　31

congenita, Acar plicatum　49

congenita, Euhadra　48

conica, Littoraria　9

conica, Pyramidula　40

conica, Sabia　13

CONIDAE　33

Conoidacmea　3

CONOIDEA　31

Conomurex　13

conospira, Trishoplita　47

consanguinea, Pusia　30

consimilis, Paradrillia　32

conspersa, Siphonalia cassidariaeformis　26

constricta, Sinonovacula　58

contractus, Eragalatax　21

contractus, Ergalatax　21

contraria, Antiplanes　32

Conus　33

conus, Tectus　5

copitanellus, Rhizoconus　34

copitanellus, Rhizoconus copitanellus　34

Coralastele　3

coralia, Clypeomorus　11

Coralichlamys　52

corallina, Pusia　30

Coralliophila　23

CORALLIOPHILIDAE　23

Corbicula　59

CORBICULIDAE　59

Corbiculina　59

CORBICULINAE　59

CORBICULOIDEA　59

CORBULIDAE　61

Corculum　55

cordiformis, Semele　58

coreanica, Makiyamaia　32

coreanica, Makiyamaia coreanica　32

coreensis, Lunella coronata　6

coreensis, Megacardita　55

coreensis, Turcica　4

cornus, Drupella　21

cornuta, Cassis　18

cornutus, Turbo　5

corocinum, Calliodentalium　62

coronadoi, Echinophoria　18

coronata, Lunella　6

coronata, Pinaxia　22

coronatus, Nassarius　24

coronatus, Tectarius　9

coronatus, Virroconus　33

corone, Clithon　6

corrugata, Dosinella　60

corrugata, Psephaea concinna　30

coruscus, Mytilus　50

cosmoi, Gemmula congener　31

Costacallista　61

costata, Nerita　6

costata, Vallonia　40

costatum, Umbonium　5

Costellaria　30

COSTELLARIIDAE　29

costellata, Ovula　15

costellifere, Veremolpa　59

costifera, Stereophaedusa　43

costulosa, Collonista　6

Cranopsis　2

CRASSATELLIDAE　55

CRASSATELLINAE　55

CRASSATELLOIDEA　55

crassilabrum, Clathurella　32

crassiplicatus, Fusinus　28

Crassispira　32

CRASSISPIRINAE　32

Crassostrea　54

craticulatus, Latirulus　28

Crenocirce　59

Crenomytilus　50

Crenovolva　15

crenulata, Oxymeris　35

crenulata, Trochochlamys　44

crenulata, Trochochlamys crenulata　44

crenulata, Zeuxis　24

crenulatus, Phenacolepas　7

crenulifera, Dendostrea　54

Crepidula　13

CREPIDULINAE　13

crerifera, Scalptia　31

cretaceo, Trishoplita eumenes　47

Cribraria　14

cribraria, Cribraria　14

crispa, Turris　32

crispa, Turris crispa　32

cristagalli, Lopha　54

cristata, Satsuma　46

Crithe　31

crocata, Lambis　13

crocata, Lambis crocata　13

crocea, Tridacna　56

Cronia　21

cruentata, Lampadopsis　19

cruentus, Spondylus barbatus　53

crumpii, Ginebis　4

cryptodon, Pupilla　40

CRYPTOMYINAE　61

Cryptonatica　17

Cryptopecten　52

CRYPTOPLACIDAE　1

CRYPTOPLACINAE　1

Cryptoplax　1

Ctenocardia　55

Ctenoides　53

Cucullaea　50

CUCULLAEIDAE　50

CUCULLARINAE　50

CULTELLIDAE　58

cumingi, Colubraria　27

cumingi, Myurella　35

cumingi, Neptunea　26

cumingii, Echininus　9

cuneata, Latona　57

cuneata, Mactra　56

curtaus, Lithophaga　51

cuspidatum, Macroschisma　2

Cuspivolva　15

CYAMIOIDEA　55

Cyclina　61

CYCLININAE　61

CYCLOPHORIDAE　7

CYCLOPHORINAE　7

CYCLOPHOROIDEA　7

Cyclophorus　7

Cyclosunetta　61

Cyclotus　7

cylindrica, Erronea　14

cylindricum, Aliculastrum　38

Cylindromitra　29

CYLINDROMITRINAE　29

Cylindropalaina　8

CYMATIIDAE　18

CYMATIINAE　18

Cymatium　19

Cymatriton　19

cymbalum, Lamprohaminoea　38

Cypraecassis　18

CYPRAEIDAE　14

CYPRAEINAE　14

CYPRAEOIDEA　14

Cyrptopinna　51

CYSTIISCINAE　31

Cystiscus　31

D
daemonorum, Metazaptyx　41

daemonorum, Satsuma lewisii　45

daisenica, Euhadra sandai　48

daisianus, Mirus japonicus　40

dalli, Porterius　50

dalli, Tyrannophaedusa　42

danzyoensis, Satsuma　45

Daphnella　33

DAPHNELLINAE　33

Darioconus　34

Dauciconus　33

daviesi, Psephaea　30

Davila　56

DAVILINAE　56



deburghiae, Babelomurex　23

decapitata, Mundiphaedusa　42

Decatopecten　52

decipiens, Semisulcospira　10

decollata, Fissilabia　10

Decolliphaedusa　42

Decorihastula　35

dectylus, Pterygia　29

decurtata, Strigatella　29

decussata, Mundiphaedusa　42

decussata, Tugali　2

defilippi, Acanthochitona　1

degener, Aphanoconia verecunda　7

delicata, Saotomea　30

delphinus, Angaria　5

deminuta, Tyrannozaptyx　41

Dendostrea　54

denselamellosa, Ostrea　54

DENTALIIDAE　62

DENTALIINAE　62

DENTALIOIDA　62

Dentalium　62

Dentarene　3

dentatus, Canarium　12

denticulatus, Clanculus　5

Dentiovula　15

dentzenbergi, Lioconcha　60

Depressiscala　36

depressiusculus, Heliacus　36

deshayesi, Euplica　23

deshayesi, Gemmula　31

despecta, Acusta　47

despecta, Acusta despecta　47

Diala　11

DIALIDAE　11

DIASTOMATIDAE　11

didyma, Glossaulax　16

didyma, Glossaulax didyma　16

Diffalaba　11

difficilis, Bulla　38

digonoptyx, Euphaedusa　43

dilatata, Macroschisma　2

dilecta, Microcirce　59

Diloma　4

Diluvarca　50

Dimidacus　35

dimidiata, Subula　35

Diminovula　15

diminuta, Moellendorffia　46

Diniatys　38

Diodora　2

DIODORINAE　2

diphos, Hiatula　58

Diplommatina　8

DIPLOMMATINIDAE　8

DIPLOMMATININAE　8

Dischides　63

DISCIDAE　44

Discoconulus　44

Discors　55

discripans, Mundiphaedusa　42

Discus　44

discus, Nordotis　1

discus, Nordotis discus　1

dispar, Gafrarium　60

Dissona　15

distans, Virgiconus　34

Distellifer　6

DISTORSIINAE　19

Distorsio　19

distorta, Angaria　5

divaricata, Lajonkairia　61

divaricatum, Gafrarium　60

divaricatus, Solecurtus　58

divergens, Petricola　61

diversicolor, Sulculus　1

dixoni, Euhadra　48

dixoni, Euhadra dixoni　48

djadjariensis, Cerithidea　12

doenitzii, Urazirochlamys　45

Dolabella　38

DOLABELLINAE　38

dolabrata, Coelomactra　56

doliaris, Ringicula　38

dolichoptyx, Zaptyx　41

Dolichupsis　16

Dolomena　12

Domiporta　29

DONACIDAE　57

Donacilla　56

dorcas, Mundiphaedusa　42

dorsuosa, Collisella　3

dorsuosa, Dentiovula　15

Dosinella　60

DOSINIINAE　60

Dosinorbis　60

Doxander　12

Drapina　22

DRILLINAE　31

Drupa　22

Drupella　21

ducalis, Mundiphaedusa　42

Dulcerana　19

dunkeri, Bursa bufonia　19

dunkeri, Chama　54

dunkeri, Ranularia　19

Duplicaria　35

duplicata, Auriculastra　39

E
eastlakeana, Proreinia　44

ebraeus, Virroconus　33

eburneus, Lithoconus　33

echinata, Mancinella　22

echinatum, Cerithium　10

echinatus, Babelomurex　23

ECHININAE　9

Echininus　9

Echinolatiaxis　23

Echinophoria　18

echinus, Nipponotrophon　21

echippium, Isognomon　51

echo, Monoplex parthenopeum　18

Ecmanis　26

edgari, Trivirostra　16

eglantina, Mauritia　14

elachystoma, Inquister　31

ELASMOGNATHA　44

elatior, Buccinum　27

Electroma　51

elegans, Oliva　29

Elegantiscala　36

elegantissima, Aegista　46

elegantula, Fluviocingula　10

elegantula, Neptunea　25

Elegidion　2

Eleutherospondylos　53

elliscrossi, Chicoreus　20

ELLOBIIDAE　39

ELLOBIINAE　39

ELLOBIOIDEA　39

Ellobium　39

elongata, Psammotaea　58

elongatus, Marchia　20

Emarginula　2

EMARGINULINAE　2

emphaticus, Lussivoltopsius　25

Endemoconus　34

endermoris, Ceratostoma inornatus　21

endo, Trishoplita commoda　47

Endolium　17

ENGININAE　26

Enginopsis　26

engonia, Riuguhdrillia　32

Enida　4

ENIDAE　40

enissodus, Chicoreus　20

ENNEINAE　44

enode, Vasticardium　55

Ensisolen　58

Entalinopsis　63

ENTOMOTAENIATA　37

Enzinopsis　26

eoa, Euhadra　48

EPITONIIDAE　36

EPITONIINAE　36

Epitonium　36

EPITONOIDEA　36

erabuensis, Satsuma　46

Eragalatax　21

Eratoena　16

ERATOIDAE　16

erberi, Tyrannophaedusa aurantiaca　42

eremitarum, Phaeomitra　29

Ergaea　13

Ergalatax　21

ERGALATAXINAE　21

erinaceus, Casmaria　18

erithrinus, Canarium　12

erithrinus, Canarium erithrinus　12

erosa, Coralliophila　23

erosa, Erosaria　14

Erosaria　14

EROSARIINAE　14

Erronea　14

ERRONEINAE　14

errones, Erronea　14

ERVILINAE　56

erythrodon, Solidicorbula　61

esakii, Aegista　46

estuarina, Assiminea　10

Ethalia　5

Etrema　32

Etremopa　32

eucharista, Luchuena　40

eucharista, Moellendorffia　46

Eucheliclanculus　5

Euchelus　3

Eucithara　33

EUCONULINAE　44

Eucrassatella　55

Eufenella　11

euglypta, Paphia　60

euglypta, Protothaca　59

Euhadra　47

EUHADRINAE　47



eulimata, Neptunea　25

EULIMIDAE　20

EULIMOIDEA　20

eumenes, Trishoplita　47

eumenes, Trishoplita eumenes　47

Eunaticina　17

Euphaedusa　43

Euplica　23

Euprotomus　12

Eurytrochus　3

eusculpta, Cinctiscala　36

Euspira　16

Evenaria　14

exasperata, Arenimitra　30

exaspereatus, Clavus　31

excellens, Turbo　5

Excellichlamys　52

excisus, Septifer　50

exigua, Granulilittorina　9

exigua, Trivirostra　16

eximius, Allonassa　25

Exolaternula　62

expansilabris, Pinguiphaedusa　41

expolita, Waldemaria japonica　7

exquisita, Rimula　2

exutus, Onustus　14

Ezocallista　61

Ezohelix　47

Ezolittorina　9

F
fabreanus, Punctacteon　37

FAIRBANKIIDAE　10

falcatoides, Adula　51

fasciata, Natica　17

fasciata, Rhinoclavis　11

fasciatus, Melampus　39

FASCIOLARIIDAE　27

FASCIOLARIINAE　27

fastigiata, Lioconcha　60

fausta, Aegista　46

Favartia　21

felina, Melicerona　14

felina, Oxymeris　35

fenestrata, Cinguloterebra　35

ferceps, Fusinus　28

ferrea, Japeuthria　27

ferreri, Chlamys　52

ferreri, Chlamys ferreri　52

ferruginea, Diluvarca　50

ferruginea, Nebularia　29

ferruginea, Satsuma　45

ferruginosa, Megacardita　55

festiva, Reticunassa　25

FICIDAE　18

Ficus　18

figulinus, Cleobula　34

filamentosa, Pleuroploca　28

filatovae, Tridonta　55

filosa, Siphonalia spadicea　26

Fimbria　54

fimbriata, Fimbria　54

FIMBRIIDAE　54

firalis, Cancilla　29

Fissidentalis　62

Fissidentalium　62

Fissilabia　10

FISSURELLIDAE　2

FISSURELLINAE　2

FISSURELLOIDEA　2

flammiferum, Phalium　18

flammulata, Viriola　37

flava, Pyrene　23

flavidula, Inquister　31

flavidus, Virgiconus　34

flavum, Vasticardium　55

flemingianus, Polinices　16

flexibilis, Ezohelix gainesi　47

flexuosa, Patella　2

Flodacna　56

flumentum, Crenovolva　15

Fluviocingula　10

foliacea, Antisabia　13

foliata, Barbatia　49

folium, Dendostrea　54

forceps, Fusinus　28

formosula, Iniforis　37

formosum, Fissidentalium　62

fortilirata, Neohastator　12

fortunei, Clathroterebra　36

fortunei, Limnoperna　50

fournieri, Ceratostoma　21

fraga, Mitra　29

fragilim, Canarium　12

fragilis, Nipponochloritis　46

FRAGINAE　55

Fragum　55

fragum, Drupella　21

fragum, Fragum　55

fratercula, Reticunassa　25

frator, Neptunea　25

freycineti, Nucella　22

Frigidocardium　55

froridula, Nebularia aurora　29

fucata, Pinctada　51

fujitai, Parancistrolepis　25

fulgetrum, Virroconus　33

Fulgoraria　30

FULGORARIINAE　30

fulica, Achatina　44

fulmen, Chelyconus　33

fuluctuosum, Liocyma　61

Fulvia　56

funatoi, Pupinella　8

furukawai, Lussivoltopsius　25

fusca, Cronia　21

fusca, Satsuma　45

fuscoapicatus, Mitropifex　30

fuscoviridis, Notoacmea　3

FUSININAE　28

Fusinus　28

Fusitriton　18

fusoides, Siphonalia　26

Fustiaria　62

fusula, Phenacovolva　15

G
Gadilina　62

Gafrarium　59

gainesi, Ezohelix　47

Galba　39

galea, Fusitriton　18

Galeola　28

Galeolastraea　6

gargadia, Quadrans　57

Gari　58

Gastoridium　34

Gastrocopta　40

GASTROCOPTIDAE　40

GASTROCOPTINAE　40

Gastrodontella　44

GASTROPODA　1

Gaza　5

Gelagna　18

Gelecocorys　18

Geloina　59

gemmata, Acanthozostrea　1

gemmatum, Septa　19

Gemmula　31

gemmulifer, Clanculus　5

generalis, Leptoconus　33

Georissa　7

Gibberulus　13

gibberulus, Gibberulus　13

gibbosus, Gibberulus gibberulus　13

GIBBULINAE　3

Gibbulinopsis　40

gigantea, Nipponoclava　62

gigantea, Nordotis　1

giganteum, Umbonium　5

gigas, Crassostrea　54

gilberti, Kanekotrochus　4

Ginebis　4

girinum, Gyrineum　18

glabra, Pleuroploca　28

glabra, Stenothyra　10

Glabriscala　36

Glans　55

glans, Alectrion　24

glans, Alectrion glans　24

glans, Leporiconus　34

glareosa, Scaliola　12

glareosum, Bittium　11

glauca, Yoldia　49

glaucum, Phalium　18

globosa, Scapharca　50

globosus, Plicarcularia　24

gloriakiiensis, Endemoconus　34

gloriosa, Notoacmea schrenckii　3

Gloripallium　52

Glossaulax　16

GLOSSIDAE　59

GLOSSOIDEA　59

Glycydonta　59

GLYCYMERIDIDAE　50

GLYCYMERIDINAE　50

Glycymeris　50

GLYPHAEIDAE　54

goliath, Acesta　53

Gomphina　61

goniochila, Styliferina　11

goniopoma, Stereophaedusa　43

goodwini, Trishoplita　47

gordonis, Solen　58

gotoensis, Aegista kobensis　46

gouldi, Stereophaedusa　43

grabaui, Fusinus　28

gracilis, Ficus　18

gracilis, Phenacovolva　15

gracilispira, Mirus　40

gracilispira, Tyrannophaedusa　42

Grammatomya　58

grammatus, Ancistrolepis　25

Granata　3

grandimaculatum, Cymatium　19



grandis, Crepidula　13

grandis, Solen　58

granifera, Tarebia　10

granosa, Tegillarca　50

granularis, Colubrellina　19

granulata, Lunella　6

granulata, Tenguella　22

Granulifusus　28

Granulilittorina　9

Granuliterebra　35

granulosa, Cucullaea labiata　50

Graptacme　62

grata, Cellana　2

grata, Euhadra　48

gratoides, Euhadra grata　48

gravispinosus, Bostrycapulus　13

grayana, Lanceolaria　54

grayanus, Crenomytilus　50

grossularia, Drupa　22

GRYPHAEIDAE　54

guamesis, Ethalia　5

gueriniana, Vanikoro　13

guerinii, Truncatella　10

Guildfordia　6

gulicki, Euhadra eoa　48

guttata, Bolma　6

gutturnia, Ranularia　19

Gutturnium　19

GYRINEINAE　18

Gyrineum　18

Gyroscala　36

H
habei, Nipponaphera　31

Habesolatia　31

Habevolutopsius　25

Habuprinovolva　15

hachijoensis, Barbatia　49

hachijoensis, Cochlicopa lubrica　40

hachijoensis, Metazaptyx　41

hachijoensis, Trishoplita　47

hadari, Drupa ricinus　22

haematragum, Astralium　6

hahajimana, Mandarina　46

hakodadiense, Hemipoma　7

hakonensis, Japanochlamys　45

hakonensis, Pinguiphaedusa　41

hakusanus, Nipponochlamys　45

haliarchus, Calliostoma　3

HALIOTIDAE　1

Haliotis　1

Haloa　38

hamillei, Fulgoraria　30

HAMINOEIDAE　38

hannai, Nordotis discus　1

happopus, Hippopus　56

harimensis, Paganizaptyx stimpsoni　40

Harisazaea　6

Harpa　30

Harpago　13

HARPIDAE　30

HARPINAE　30

harpula, Pupisoma　40

Hastula　34

Hastulina　34

Haustellum　20

haustellum, Haustellum　20

havei, Volva volva　15

hayashii, Dosinorbis　60

hayashii, Granulifusus　28

hayashii, Psephaea kaneko　30

hectica, Impages　34

heimburgi, Astralium　6

HELIACIIDAE　36

Heliacus　36

HELICARIONIDAE　44

HELICARIONINAE　44

HELICARIONOIDEA　44

HELICINIDAE　7

HELICININAE　7

HELICINOIDEA　7

helicinoides, Nerita　6

Helicofusus　25

HELICOIDEA　46

helicoidea, Vanikoro　13

helicoides, Separatista　13

helvola, Erosaria　14

Hemifusus　27

hemihelvus, Satsuma　46

Hemilienardia　33

Heminerita　6

Hemipoma　7

HEMITOMINAE　2

Hemizaptyx　40

HENDERSONINAE　7

hepaticum, Septa　18

Herculea　30

herklotsi, Cyclophorus　7

herklotsi, Euhadra　47

herklotsi, Euhadra herklotsi　47

Hermes　34

heroldi, Collisella　3

HETERODONTA　54

HETEROGASTROPODA　36

Heterogen　9

heteroglypta, Satsuma japonica　45

Heteromacoma　58

HETEROPODA　16

hiantina, Katelysia　60

Hiatella　61

HIATELLIDAE　61

HIATELLOIDEA　61

Hiatula　58

hickonis, Vastina　43

hickonis, Vastina hickonis　43

hige, Pulsellum　63

hilaris, Cantharidus japonicus　4

hilaris, Tanea　17

hindsi, Chlamys islandicus　52

hinomotoensis, Baryspira　28

hippocastanum, Mancinella　22

HIPPONICIDAE　13

HIPPONICOIDEA　13

Hippopus　56

hiraseana, Vastina　43

hirasei, Chamalycaeus　8

hirasei, Cyclophorus　7

hirasei, Glans　55

hirasei, Gyrineum　18

hirasei, Habevolutopsius　25

hirasei, Haustellum　20

hirasei, Inversiunio reiniana　54

hirasei, Japelion　25

hirasei, Mandarina　46

hirasei, Musashia　30

hirasei, Onithochiton　1

hirasei, Phos　26

hirasei, Platyrhaphe　7

hirasei, Siphonalia　26

hirasei, Volachlamys　52

hirlgendorfi, Trishoplita　47

hiroshihorii, Bradybaena circulus　47

hirsuta, Laemodonta　39

hirsutum, Clinopegma　25

hirsutus, Trichomya　50

histrica, Sinotaia　9

histrio, Bonartemis　60

histrio, Bonartemis histrio　60

histrio, Omphalius　4

histrio, Omphalius histrio　4

holotrema, Pictophaedusa　44

Homalocantha　20

Homalopoma　6

HOMALOPOMATINAE　6

hondoana, Aforia　32

hordacea, Trivirostra　16

horiomphala, Videnoida　45

horrida, Distorsio　19

horrida, Plicatula　53

horticola, Neosuccinea　44

hosayaka, Mundiphaedusa　42

hoshiyamai, Cadella　57

hosoyai, Glossaulax didyma　16

humilis, Clypeomorus　11

hungerfordi, Fissidentalium　62

hungerfordiana, Pictophaedusa　44

Hybochelus　3

Hydatina　38

HYDATINIDAE　38

Hydatoria　38

HYDROBIIDAE　9

HYDROCENIDAE　7

HYDROCENOIDEA　7

hyotis, Hyotissa　54

Hyotissa　54

hyphalus, Simplicifusus　28

Hyphantosoma　60

HYRIOPSINAE　54

Hyriopsis　54

I
ibukicora, Euhadra senckenbergiana　48

Idiochila　30

ignea, Ecmanis　26

ignobilis, Pinguiphaedusa　41

ijimae, Vastina　43

ikebei, Tenuileda　49

IMBRICARIINAE　29

imbricata, Pretostrea　54

imbricatus, Serpulorbis　12

immersidens, Diplommatina　8

Impages　34

imperialis, Phaeomitra　29

imperialis, Virroconus　33

impressa, Strigatella　29

inabai, Bithynia　10

incarnata, Peristernia　28

incerta, Nerita　6

INCIRRATA　48

incise, Viriola　37

inclytum, Buccinum　27

incongrua, Macoma　58

inconspicua, Macoma balthica　58

inconstans, Paradrillia　32

incurva, Rapa　23



Indomitrella　23

Inella　37

inexpectata, Aegista　46

infausta, Pinguiphaedusa attrita　41

inflata, Arcopaginula　57

inflata, Coralliophila　23

infundibulum, Latirus　28

infuscatus, Kanekotrochus　4

INIFORINAE　37

Iniforis　37

inornata, Xenogalea　18

inornatus, Ceratostoma　21

inquinata, Vicimitra　29

Inquister　31

insculpta, Nerita　6

insignis, Ariadnaria　13

insoluta, Gadilina　62

instrictus, Euchelus　3

intercostata, Entalinopsis　63

interioris, Euhadra scaevola　48

intermedia, Circe　59

intermedia, Mancinella　22

interplicata, Arcopsis　50

intersculpta, Neptunea　25

interstriatus, Semivertagus　11

intuscostatum, Polyneamussium　52

Inversidens　54

Inversiunio　54

iostoma, Prodotia　26

iotaptyx, Tyrannophaedusa　42

iridella, Nitidotellina　58

iridescens, Moerella　57

irregularis, Chlamys　52

irrorata, Clypeomorus　11

Irus　61

irus, Heteromacoma　58

isabella, Cancilla　29

isaotakii, Buccinum　27

isaotakii, Siphonodentalium　63

Ischnocerithium　11

Ischnochiton　1

ISCHNOCHITONIDAE　1

ISCHNOCHITONINA　1

ISCHNOCHITONINAE　1

ishibashii, Ovula　15

ishikawai, Neophaedusa　42

ishimakiensis, Diplommatina kiiensis　8

islandicus, Chlamys　52

islandicus, Chlamys islandicus　52

Isognomon　51

ISOGNOMONIDAE　51

isognomum, Isognomon　51

Ithycythara　33

itoi, Aegista　47

itonis, Chamalycaeus　8

itonis, Chamalycaeus itonis　8

iwakawa, Sinoennea　44

iwakawai, Bonartemis　60

Iwakawatrochus　4

J
jabicki, Colubrellina granularis　19

jacnensis, Sanhaliotis　1

jacobiana, Stereophaedusa　43

jacobiella, Stereophaedusa　43

jacobii, Satsuma　45

Jactellina　57

janthostoma, Cryptonatica　17

janthostomoides, Cryptonatica　17

japanensis, Inversidens　54

Japanochlamys　45

Japelion　25

Japeuthria　27

JAPEUTHRIINAE　27

japonica, Arinia　8

japonica, Assiminea　10

japonica, Babylonia　27

japonica, Cassidula plecotrematoides　39

japonica, Chamalycaeus　8

japonica, Cincinna piscinalis　9

japonica, Cipangopaludina　9

japonica, Claudiconcha　61

japonica, Cocculina　7

japonica, Cocculina japonica　7

japonica, Corbicula　59

japonica, Cryptoplax　1

japonica, Enida　4

japonica, Eucrassatella　55

japonica, Haloa　38

japonica, Katelysia　60

japonica, Liolophura　1

japonica, Morula　22

japonica, Musculus　51

japonica, Nerita　6

japonica, Nuttallia　58

japonica, Olivella　28

japonica, Panopea　61

japonica, Placiphorella　1

japonica, Pomaulax　6

japonica, Pristiloma　45

japonica, Radix　39

japonica, Satsuma　45

japonica, Satsuma japonica　45

japonica, Scaphander　38

japonica, Semicassis bisulata　18

japonica, Siphonaria　39

japonica, Stereophaedusa　43

japonica, Stereophaedusa japonica　43

japonica, Waldemaria　7

japonica, Xenophora　13

japonicum, Amusium　52

japonicum, Pitar　60

japonicum, Sinum　17

japonicum, Spirostoma　8

japonicum, Spirostoma japonicum　8

japonicus, Aesops　24

japonicus, Babelomurex　23

japonicus, Cantharidus　4

japonicus, Chamalycaeus　8

japonicus, Chamalycaeus japonicus　8

japonicus, Cystiscus　31

japonicus, Dosinorbis　60

japonicus, Doxander vittatus　12

japonicus, Mirus　40

japonicus, Mirus japonicus　40

japonicus, Mitropifex　30

japonicus, Parafossarulus manchouricus　10

japonicus, Siphonochelus　21

javanicum, Allopeas　44

javanicum, Sinum　17

javenilis, Bonartemis　60

jedoensis, Moerella　57

jedoensis, Protothaca　59

jeffreysi, Propeamussium　52

jeffreysii, Inquister　31

johanni, Yoldia　49

jukesii, Polinices　16

K

kaderleyi, Comitas　32

kagaensis, Bekkochlamys　45

kamakurana, Comitas　32

kamoharai, Pinguiphaedusa　41

kanamarui, Satsuma　46

kandai, Epitonium　36

kandai, Latirus　28

kaneko, Psephaea　30

Kanekotrochus　4

Karaftohelix　47

Katayama　10

Katelysia　60

kawamurai, Ancistrolepis　25

kawamurai, Fissidentalium　62

kawamurai, Mundiphaedusa　42

kawamurai, Turriconus　34

kawasakii, Mundiphaedusa　42

keenae, Septifer　50

keenae, Tresus　56

Keenaea　55

Keenocardium　55

kegaki, Saccostrea　54

Kelletia　26

kennicotti, Beringion　25

Kermia　33

kieneri, Bistolida　14

kieneri, Gemmula　31

kiiense, Cabestanimorpha　19

kiiensis, Diplommatina　8

kikaiensis, Acusta despecta　47

kikaiensis, Clypeomorus trailli　11

kikaiensis, Zaptyx　41

kikaigashimana, Siphonalia　26

kikuchii, Bythinella nipponica　9

Kikukozara　3

kinoshitai, Parancistrolepis　25

kirai, Benthindsia magnifica　26

kirai, Chelyconus fulmen　33

kirai, Comitas　32

kirai, Punctacteon　37

kirana, Babylonia　27

kiusiuensis, Aegista　46

kiyonoi, Trisidos　49

kobelti, Cerithium　10

kobelti, Diplommatina　8

kobensis, Aegista　46

kobensis, Aegista kobensis　46

kochi, Rhinoclavis　11

Kogomea　31

Komaitrochus　4

konoi, Xenophora　13

koyanoi, Bekkochlamys　45

krusensterni, Solen　58

kubinaga, Pinguiphaedusa　41

KUPHINAE　62

Kuphus　62

kuramana, Euhadra sandai　48

kurodai, Mammila　16

kurodai, Rhyssoplax　1

kurodai, Semisulcospira　10

kurodai, Solen　58

kurodai, Trishoplita　47

Kurodina　30

kuroshio, Neptunea　25

Kurosioia　12

kurozuensis, Mundiphaedusa　42

kushiroensis, Buccinum　27



kyotoense, Allopeas clavulinum　44

kyotoensis, Mundiphaedusa　42

kyushuensis, Cardita　55

kyushuensis, Diplommatina tanegashimae　9

L
labiata, Cucullaea　50

labiatus, Canarium　12

labilis, Trochochlamys　44

labilis, Trochochlamys labilis　44

labio, Monodonta　4

labiosa, Diplommatina　8

labiosa, Diplommatina labiosa　8

labiosus, Turritriton　19

labrotincta, Natica　17

lacerata, Barbatia　49

laciniosa, Siphonaria　39

lacteus, Calpurnus　15

lacteus, Calpurnus lacteus　15

laculosa, Dentarene　3

Laemodonta　39

laeta, Cipangopaludina chinensis　9

Laeviacus　35

LAEVICARDIINAE　55

laevicostata, Veremolpa　59

LAEVIDENTALIIDAE　62

laevigaetus, Musculus　50

laevigata, Dimidacus　35

laevigatum, Homalopoma　6

laevilabris, Nerita helicinoides　6

Laeviscala　36

Laevistrombus　12

Lajonkairia　61

lamarcki, Bursa　20

lamarckii, Magilus　23

lamberti, Mastonia　37

Lambis　13

lambis, Lambis　13

LAMELLARIIDAE　16

lamellon, Neptunea　25

lamellosa, Aspella　21

laminata, Dosinorbis　60

Laminilabrum　13

Lampadopsis　19

lampanicola, Patelloida pygmaea　3

Lamprohaminoea　38

Lampusia　19

lanceata, Acuminia　34

Lanceolaria　54

langfordi, Collisella　3

lanx, Aegista vulgivaga　46

lanx, Patelloida saccharina　2

largillierti, Cerithidea　12

largillierti, Satsuma　46

larvata, Chlamys　52

lata, Mancinella　22

latericea, Assiminea　10

Laternula　62

LATERNULIDAE　62

Latiaxis　23

Latirulus　28

Latirus　28

latispira, Euhadra　47

latispira, Euhadra latispira　47

latissimus, Tricornis　12

latisulcta, Duplicaria　35

latizona, Trishoplita　47

Latona　57

Lavesopus　24

layardi, Philippia　36

lazarus, Chama　54

leana, Cardita　55

leana, Corbicula　59

legatus, Darioconus　34

legumen, Isognomon　51

Leiosolenus　51

lentiginosus, Lentigo　12

Lentigo　12

LEPETELLIDA　7

Lepidozona　1

Leporiconus　34

Leptoconus　33

Leptopoma　7

leucodoma, Gelecocorys　18

Leucozonia　28

lewisii, Satsuma　45

liberosissima, Bursa　20

libertina, Semisulcospira　10

lienardi, Pustularia cicercula　14

Lienardia　32

lifuana, Zafrona　24

Liloa　38

Lima　53

lima, Fissidentalium　62

lima, Terebra　35

Limaria　53

limatulum, Hyphantosoma　60

LIMIDAE　53

Limnoperna　50

LIMOIDEA　53

lineata, Bullina　38

lineata, Enzinopsis　26

lineata, Tanea　17

lineatum, Endolium　17

lintricula, Stomatella　5

Lioconcha　60

LIOCONCHINAE　60

Liocyma　61

liocyma, Anachis　24

Liolophura　1

LIOMESUSINAE　25

LIOTIIDAE　3

Liotina　3

Liotinaria　3

liratum, Trapezium　59

lischkeana, Duplicaria　35

lischkeanus, Babelomurex　23

lischkei, Benthindsia magnifica　26

lischkei, Chlorostoma　4

lischkei, Ctenoides　53

lischkei, Euchelus　3

lischkei, Indomitrella　23

lischkei, Kelletia　26

lischkei, Portlandia　49

Lissachatina　44

lissostoma, Tutufa　20

literatus, Tapes　60

Lithoconus　33

Lithophaga　51

LITHOPHAGINAE　51

LITIOPIDAE　11

litoglyphus, Dauciconus　33

litterata, Strigatella　29

litteratus, Lithoconus　33

Littoraria　9

Littorina　9

LITTORINIDAE　9

LITTORININAE　9

LITTORINOIDEA　9

livescens, Niotha　24

lividus, Virgiconus　34

longicaudus, Fusinus　28

Longichaeus　37

longirostata, Phenacovolva　15

longispira, Heterogen　9

loochooana, Liolophura　1

Lopha　54

LOPHINAE　54

Lophiotoma　32

loroisii, Turritriton labiosus　19

Lotoria　19

lotorium, Cymatium　19

loveni, Pteria　51

Loxoglypta　57

lubrica, Cadella　57

lubrica, Cochlicopa　40

luchuana, Collisella heroldi　3

luchuana, Luchuena eucharista　40

Luchuena　40

Luchuhadra　46

Luchuphaedusa　41

LUCINOIDEA　54

Luetzenia　20

luhuana, Mandarina　46

luhuanus, Conomurex　13

Lunella　6

lurida, Notocochilis　17

lusoria, Meretrix　61

Lussivoltopsius　25

lutea, Diplommatina shikokuensis　8

lutea, Philbertia　33

luteostoma, Thais　22

luteostoma, Tonna　17

luteus, Melampus　39

Lutraria　56

LUTRARIINAE　56

LYMNAEIDAE　39

LYMNAEOIDEA　39

Lyncina　14

lynx, Lyncina　14

LYONSIIDAE　62

lyrata, Granata　3

lyratum, Discors　55

Lyria　30

LYRIINAE　30

Lyrocardium　55

M
Machaeroplax　3

macilenta, Charonia sauliae　19

mackensii, Aegista　46

Macoma　58

MACOMINAE　58

Macridiscus　61

Macroschisma　2

macroschisma, Monia　53

macrostoma, Colina　11

Mactra　56

MACTRIDAE　56

MACTRINAE　56

MACTROIDEA　56

Mactromeris　56

maculata, Mactra　56

maculata, Oxymeris　35

maculata, Pinctada　51



maculatus, Trochus　4

maculifera, Mauritia　14

maculosa, Gari　58

Maculotriton　21

madaka, Nordotis　1

madreporara, Quoyula　23

maehirai, Buccinum　27

Magilus　23

magma, Nipponomelon　30

Magnavicula　51

magnifica, Amaea　36

magnifica, Benthindsia　26

magnificus, Darioconus　34

major, Harpa　30

Makiyamaia　32

Malea　17

MALLEIDAE　52

malleti, Lienardia　33

Malleus　52

malleus, Malleus　52

Malluvium　13

mammata, Bursa　20

mammata, Mammila　16

Mammila　16

manchouricus, Parafossarulus　10

Mancinella　22

mancinella, Mancinella　22

Mandarina　46

mandarina, Mandarina　46

mandschurica, Littorina　9

MANGELLINAE　33

Marchia　20

margarita, Pseudosimnia　15

margarita, Pustularia cicercula　14

margariticola, Cronia　21

margaritifera, Pinctada　51

margaritiferus, Zeuxis　24

margaritina, Merisca　57

MARGARITINAE　3

marginata, Aegista　47

marginata, Tonna　18

marginatus, Doxander　12

MARGINELLIDAE　31

Margovula　15

marica, Glycydonta　59

maricata, Colubraria　27

mariesi, Strioterebrum　35

marilina, Laternula　62

Marmarostoma　5

marmoreus, Conus　33

martensi, Indomitrella　23

martensi, Megalophaedusa　43

martensii, Pinctada fucata　51

marugaritarius, Clanculus　5

Mastonia　37

MASTONINAE　36

matheroniana, Hastula　34

Mauritia　14

mauritianum, Allopeas　44

MAURITINAE　14

maurus, Mammila　16

mawae, Latiaxis　23

maxima, Architectonica　36

maxima, Lutraria　56

maxima, Pinctada　51

maxima, Tridacna　56

mazatlandica, Cellana　2

mediocris, Pustularia bistrinotata　14

medipacifica, Hastulina　34

Megacardita　55

Megalophaedusa　43

Megangulus　57

megapica, Clavus　31

Megayoldia　49

meiacoshimensis, Psedobuliminus　47

Meiocardia　59

MELAMPODINAE　39

Melampus　39

melanacantha, Angaria delphinus　5

Melanoides　10

melanostomoides, Mammila　17

melanostomus, Mammila　16

Melicerona　14

Melographia　4

MELONGENIDAE　27

mendicaria, Pusiostoma　26

menkeana, Enzinopsis　26

menstrualis, Cyclosunetta　61

menthien, Psephaea　30

mercatoria, Satsuma　45

mercatoria, Satsuma mercatoria　45

Mercenaria　59

Merchia　20

MERETRICINAE　61

Meretrix　61

Merica　31

Merisca　57

Meropesta　56

mesimana, Euphaedusa aculus　43

Mesoclanculus　5

MESODESMATIDAE　56

MESODESMATINAE　56

MESOGASTROPODA　7

Mestasiphon　39

MESURETHRA　40

Metajapelion　25

Metanachis　24

Metazaptyx　41

metcalfi, Modiolus　50

micra, Veremolpa　59

Microcirce　59

microdon, Clanculus　5

Microfusus　26

micrograpta, Bekkochlamys　45

microphyllus, Chicoreus　20

microurceum, Canarium　12

Microvulina　31

middendorffi, Buccinum　27

mighelri, Lienardia　32

mikado, Tyrannophaedusa　42

Mikadotrochus　1

mikawa, Euhadra scaevola　48

mikawa, Vastina hickonis　43

mikuriyensis, Aegista proba　46

Milda　37

miles, Rhizoconus　33

miliaris, Erosaria　14

millecostata, Idiochila　30

millegrana, Granulilittorina　9

millegranosa, Bolma guttata　6

millepeda, Millepes　13

Millepes　13

millepunctata, Xenuloturris　32

mima, Luchuphaedusa　41

Mimechlamys　52

mimula, Aegista proba　46

mindanensis, Timoclea　59

Miniaceoliva　28

minima, Aegista　46

minimus, Dolomena　12

minitissimelirata, Clathurella　32

minoensis, Euhadra senckenbergiana　48

minoensisfromis, Euhadra senckenbergiana　48

Minolia　3

MINOLIINAE　3

minor, Plicifusus　25

minor, Vulsella　52

minuta, Punctolepeta　7

minuta, Turtonia　55

mirabilis, Nihonia　32

mirabilis, Thatcheria　33

Mirus　40

misera, Anachis　24

misera, Anachis misera　24

mitis, Irus　61

Mitra　29

mitrata, Leporiconus　34

Mitrella　23

MITRIDAE　29

mitriformis, Zafra　24

MITRINAE　29

Mitropifex　30

mitsukurii, Megalophaedusa　43

miyakoensis, Cyclophorus turgidus　7

miyatensis, Semelangulus　57

miyazakii, Assiminea latericea　10

Mizuhopecten　53

modesta, Bolma　6

modificata, Siphonalia　26

MODIOLINAE　50

Modiolus　50

Moellendorffia　46

moellendorffiana, Satsuma　45

Moerella　57

MOHNIINAE　25

moleculina, Metanachis　24

mollis, Pollia　26

molｔkiana, Meiocardia　59

moneta, Monetaria　14

Monetaria　14

Monia　53

monifera, Clypeomorus　11

Monilea　5

monilifera, Mastonia　37

monilifera, Torcula　12

Monodonta　4

monodonta, Diniatys　38

MONODONTINAE　4

Monoplex　18

monstrosa, Claudiconcha　61

Montfortista　2

Montfortula　2

monticola, Trochochlamys　44

MOPALIIDAE　1

morchii, Cerithidea rhizophorarum　12

mordax, Saccostrea　54

Moria　9

moriliferum, Umbonium　5

morisaki, Tyrannophaedusa aulacophora　42

moriyai, Vastina vasta　43

Mormula　37

Morula　22

Morum　30

morum, Drupa　22

morum, Drupa morum　22

MORUMINAE　30

multigyrata, Turbonilla　37



multispinosus, Muricopsis　21

munda, Favartia　21

Mundiphaedusa　42

mundum, Septa　18

munituｍ , Cerithium　10

Murex　20

Murexsul　21

muricata, Spiniplicatula　53

MURICIDAE　20

MURICINAE　20

muricinum, Gutturnium　19

Muricodrupa　21

MURICOIDEA　20

MURICOPSINAE　21

Muricopsis　21

muriculatus, Virgiconus　34

mus, Diodora　2

mus, Euspira　16

Musashia　30

Musculista　50

Musculus　50

musicus, Virroconus　33

musiva, Morula　22

mustelina, Oliva　29

Musteloliva　29

musterina, Cassidula　39

MUSUCULINAE　50

mutabilis, Canarium　12

mutica, Azumamorula　22

mutica, Fulvia　56

Mya　61

MYIDAE　61

MYINA　61

MYINAE　61

MYOIDA　61

MYOIDEA　61

myomphala, Satsuma　45

myomphala, Satsuma myomphala　45

Mystaponda　14

MYTILIDAE　50

MYTILINAE　50

Mytilisepta　50

MYTILOIDA　50

MYTILOIDEA　50

Mytilus　50

Myurella　35

N
NACELLINAE　2

nachicola, Euhadra　48

naganumana, Yoldia　49

naganumanus, Pecten albicans　53

nagasakiensis, Latirulus　28

nahaensis, Parakaliella　44

Nakadaella　7

nakadai, Spirostoma japonicum　8

nakasekoae, Semisulcospira　10

nana, Eucrassatella　55

nanaoensis, Crithe　31

nankaidoensis, Tyrannophaedusa　42

nankaidoensis, Tyrannophaedusa nankaidoensis　42

nanodes, Parasitala　44

nanus, Virroconus sponsalis　33

Naquetia　20

NARIINAE　14

Nassa　22

NASSARIIDAE　24

NASSARIINAE　24

Nassarius　24

nassatula, Peristernia　28

natator, Gyrineum　18

Natica　17

Naticarius　17

NATICIDAE　16

NATICINAE　17

NATICOIDEA　16

navicula, Agriodesma　62

navicularis, Arca　49

naviculoides, Agriodesma navicula　62

neastartoides, Gomphina　61

Nebularia　29

nebulosa, Decorihastula　35

neglecta, Angaria　5

Nemocardium　55

neniopsis, Phaedusa　44

Neoaegista　47

Neocancilla　29

NEOGASTROPODA　20

Neohastator　12

NEOLORICATA　1

Neomonodonta　4

Neophaedusa　42

Neophiphinoe　13

Neosuccinea　44

Neotapes　60

Neotrapezium　59

Neptunea　25

NEPTUNEINAE　25

Nerita　6

NERITIDAE　6

NERITIMORPHA　6

Neritina　6

NERITOIDEA　6

neritoides, Coralliophila　23

NERITOPSIDAE　6

Neritopsis　6

Neritrema　9

Nesiophaedusa　41

nesiothauma, Luchuphaedusa　41

nesioticus, Semivertagus　11

NESOPUPINAE　40

nicobarica, Meropesta　56

nicobaricum, Cymatriton　19

nicobaricus, Fusinus　28

nigrans, Notoacmea concinna　3

nigrolineata, Cellana　2

nigromaculata, Anachis misera　24

nigropunctatum, Vasticardium　55

nigru, Pinctada　51

Nihonia　32

nimbosa, Euhadra peliomphala　48

Niotha　24

nioyaka, Trishoplita commoda　47

nippona, Crassostrea　54

Nipponaphera　31

nipponense, Carychium　39

nipponensis, Alectrion glans　24

nipponensis, Casmaria ponderosa　18

nipponensis, Diplommatina　8

nipponensis, Natica　17

nipponica, Bythinella　9

nipponica, Cocculina　7

nipponica, Crithe　31

nipponica, Fustiaria　62

nipponica, Mactra　56

nipponica, Semisulcospira　10

nipponicus, Granulifusus　28

nipponkaiensis, Fulgoraria hamillei　30

Nipponochlamys　45

Nipponochloritis　46

Nipponoclava　62

Nipponocrassatella　55

Nipponomelon　30

Nipponotrophon　21

Nitidotellina　58

nitidula, Colubraria　27

nitidula, Nitidotellina　58

nitidum, Leptopoma　7

nitidus, Zonitoides　45

Niveotectura　3

Niveria　15

nobilis, Bullina　38

nobilis, Chlamys　52

nobilis, Daphnella　33

nodicostata, Morula　22

Nodilittorina　9

Nodularia　54

nodulifera, Habesolatia　31

noduliferum, Carychium　39

noguchii, Musashia　30

noguchii, Simplicifusus　28

Nordotis　1

noritoides, Monodonta　4

nosophora, Oncomelania　10

notata, Lophiotoma　32

Notoacmea　3

Notochione　59

Notocochilis　17

notoensis, Euhadra senckenbergiana　48

Notovola　53

noviluna, Selenoptyx　41

Novothaca　59

Nucella　22

Nucleolaria　14

nucleus, Isognomon　51

nucleus, Staphylaea　14

Nuculana　49

NUCULANIDAE　49

NUCULANINAE　49

NUCULANIOIDEA　49

NUCULANOIDEA　49

NUCULOIDA　49

nudvaricosus, Inquister　31

nugax, Stereophaedusa　43

nussatella, Hermes　34

Nuttallia　58

nuxshiia, Melampus　39

nyssonus, Machaeroplax　3

O
obesispira, Allopeas mauritianum　44

obliquatum, Pitar　60

obliquistriata, Jactellina　57

Obovalis　54

obscula, Nuttallia　58

obulinus, Rhizorus　38

ocellata, Alcyna　4

OCENEBRINAE　21

ochotense, Buccinum　27

ochrostoma, Pascula　21

Ocinebrellus　21

octangulatum, Dentalium　62

OCTOPODA　48

ODOSTOMIINAE　37

okamotoi, Astralium　6



okamotoi, Rhizoconus　34

okinoerabuensis, Nesiophaedusa praeclara　41

okinoerabuensis, Satsuma mercatoria　45

oldhamiana, Montfortista　2

olearium, Tonna　17

Oliva　28

Olivella　28

OLIVELLINAE　28

OLIVIDAE　28

OLIVINAE　28

omiensis, Aegista　46

omiensis, Pseudodon　54

Omniglypta　63

OMNIGLYPTIDAE　63

Omphalius　4

onca, Naticarius　17

onchia, Radix　40

Oncomelania　10

Onisidia　30

Onithochiton　1

Onustus　14

onyx, Crepidula　13

OOCORYTHIDAE　18

oonogai, Mya arenaria　61

ophidoon, Luchuphaedusa　41

opisoplectum, Buccinum　27

OPISTHOBRANCHIA　37

Oppenheimopecten　53

opportunatum, Auriculodes　39

optima, Patella　2

optima, Trishoplita　47

orbignyi, Asprella　34

Orectospira　11

ORECTOSPIRIDAE　11

oregonensis, Fusitriton　18

orientalis, Hiatella　61

orientalis, Hybochelus cancellatus　3

orientalis, Naticarius　17

Orinella　37

ORTHURETHRA　40

osagawai, Buccinum　27

osbeckii, Aegista　46

oshimae, Luchuphaedusa　41

oshimae, Luchuphaedusa oshimae　41

oshimae, Pupinella　8

oshimae, Satsuma　45

oshimana, Aegista kiusiuensis　46

oshimana, Luchuena eucharista　40

oshimanus, Chamalycaeus　8

oshimanus, Cyclophorus hirasei　7

Ostrea　54

OSTREIDAE　54

OSTREINA　54

OSTREINAE　54

OSTREOIDEA　54

osumiense, Aphanoconia　7

otohimeae, Malluvium　13

Otopleura　37

otukai, Pandorella　62

ovalis, Tellinides　57

ovata, Electroma　51

Ovatipsa　14

ovina, Ovinotis　1

Ovinotis　1

Ovula　15

OVULIDAE　15

OVULINAE　15

ovum, Ovula　15

Oxychilus　45

Oxymeris　35

Oxyperas　56

oxyrhyncha, Lanceolaria　54

oyama, Ithycythara　33

oyamai, Collisella　3

P
Paadentalium　62

pachyodon, Pythia　39

pachyspira, Mundiphaedusa　42

pacifica, Pedicularia　16

paeteli, Pleuroploca trapezium　27

Paganizaptyx　40

pagoda, Columbarium　31

pagoda, Columbarium pagoda　31

pagodula, Satsuma　46

pagodus, Babelomurex　23

PALAEOHETERODONTA　54

PALAEOTAXODONTA　49

Palaina　8

palatam, Quidnipagus　57

pallens, Stereophaedusa japonica　43

pallens, Trishoplita　47

pallida, Acmaea　3

pallida, Parasitala　44

pallidula, Xenophora　13

pallidus, Clanculus gemmulifer　5

pallium, Gloripallium　52

Palmadusta　14

palmarosae, Chicoreus　20

panama, Purpura　23

Pandorella　62

PANDORIDAE　62

PANDOROIDEA　62

panites, Mastonia　37

Panopea　61

Paphia　60

papilio, Neocancilla　29

papilla, Eunaticina　17

papillata, Mastonia　37

papillofprmis, Satsuma　46

papillosus, Alectrion　24

papua, Geloina　59

Papyriscala　36

Paracingulina　37

paradoxum, Chrysostoma　4

Paradrillia　32

Parafossarulus　10

Parakaliella　44

PARALLELODONTIDAE　50

Paramormula　37

Parancistrolepis　25

PARANCISTROLEPISINAE　25

Parasitala　44

parasitologica, Angustassiminea　10

Parazaptyx　41

parcedentata, Inversidens brandti　54

Parellisiphon　39

Parlicium　15

parthenopeum, Monoplex　18

Parviperna　51

Parviterebra　24

Pascula　21

Patella　2

PATELLIDAE　2

PATELLINA　2

PATELLINAE　2

Patelloida　2

Patinopecten　53

PATINOPECTINAE　53

patriarchalis, Pusia　30

pattalus, Metazaptyx　41

paulucciae, Dendostrea　54

pauper, Discus　44

paupercula, Strigatella　29

pauperculus, Stephanoconus　33

pauperus, Reticunassa　25

Peasiella　9

Pecten　53

PECTENINAE　53

pectinata, Atrina　51

pectinatum, Gafrarium　59

PECTINIDAE　52

PECTINOIDEA　52

Pedicularia　16

PEDICULARIIDAE　16

Pediculariona　16

PEDIPEDINAE　39

pelex, Cranopsis　2

peliomphala, Euhadra　48

peliomphala, Euhadra peliomphala　48

Pellasimnia　15

pellucida, Bradybaena　47

pellucida, Comitas　32

pellucida, Marchia　20

pellucidula, Trivirostra　16

pellucidum, Pitar　60

pelygonia, Brevimyurella　35

penchinati, Chicoreus　20

Penepatella　2

penguin, Pteria　51

pennaceus, Darioconus　34

peraffinis, Cyclotus taivanus　7

perca, Biplex　18

perdix, Tonna　17

perfragilis, Bekkochlamys　44

pericochlion, Japelion　25

Periglypta　59

perignobilis, Paganizaptyx stimpsoni　40

Perirhoe　35

Peristernia　28

PERISTERNIINAE　28

Perna　50

perna, Pharaonella　57

perne, Isognomon　51

pernula, Nuculana　49

pernuloides, Nuculana pernula　49

Perotrochus　1

perplexa, Gyroscala　36

perplexa, Monodonta　4

perplexe, Monodonta　4

perplexus, Fusinus　28

perri, Volutharpa ampullacea　27

persica, Purpura　23

perspectiva, Architectonica　36

pertenuis, Aegista kobensis　46

pertusa, Decorihastula　35

peselephanti, Polinices　16

pessimum, Carychium　39

petholatus, Turbo　5

Petricola　61

PETRICOLIDAE　61

Petricolirus　61

petrosus, Clypeomorus　11

peucivolvis, Parviterebra　24

pfeifferi, Allochroa　39

pfeifferi, Omphalius　4



pfeifferi, Omphalius pfeifferi　4

Phacosoma　60

Phaedusa　43

PHAEDUSINAE　40

phaeogramma, Phaeohelix　47

phaeogramma, Phaeohelix phaeogramma　47

Phaeohelix　47

Phaeomitra　29

PHALIINAE　18

Phalium　18

Phanozesta　19

Pharaonella　57

PHARELLIDAE　58

phasianella, Callista　61

PHENACOLEPADIDAE　7

Phenacolepas　7

Phenacovolva　15

Philbertia　33

Philippia　36

philippiana, Yoldiella　49

philippinarum, Phenacovolva　15

philippinarum, Ruditapes　60

philippinensis, Moerella　57

philoppiana, Mormula　37

phizophorarum, Cerithidea　12

PHOLADINA　62

PHOLADOIDEA　62

PHOLADOMYOIDA　62

Phos　26

PHOTINAE　26

Phyllonotus　20

phymotis, Stomatia　5

Physa　40

PHYSIDAE　40

physis, Hydatina　38

PHYSOIDEA　40

picta, Crenocirce　59

picta, Diffalaba　11

picta, Donacilla　56

picta, Montfortula　2

Pictodentalium　62

Pictodiloma　4

Pictophaedusa　44

pictus, Latirus　28

pigra, Pinguiphaedusa　41

pila, Semicassis bisulata　18

pileare, Lampusia　19

Pilosabia　13

pilsbryi, Callista　61

pilsbryi, Chamalycaeus　8

pilsbryi, Latiaxis　23

pilula, Niveria　15

Pinaxia　22

Pinctada　51

Pinguiphaedusa　41

pinguis, Pinguiphaedusa　41

pinguis, Pinguiphaedusa pinguis　41

pinguis, Pinguitellina　57

Pinguitellina　57

Pinna　51

PINNIDAE　51

PINNOIDEA　51

pintado, Littoraria　9

pinto, Hemizaptyx　40

PISANIINAE　26

piscinalis, Cincinna　9

Pistris　57

Pitar　60

Pitarina　60

PITARINAE　60

Placamen　59

Placiphorella　1

plana, Davila　56

PLANAXIDAE　10

plane, Tugalina　2

Planesiphon　39

planorbis, Dauciconus　33

planulatum, Sinum　17

platyauchen, Pinguiphaedusa pinguis　41

platydera, Pinguiphaedusa pinguis　41

Platyrhaphe　7

plecotrematoides, Cassidula　39

Plectotropis　46

Plesiotrochus　11

PLEUROCERIDAE　10

PLEUROCERINAE　10

Pleuroploca　27

PLEUROTOMARIIDAE　1

PLEUROTOMARIINA　1

PLEUROTOMARIOIDEA　1

Pleurotomitrella　24

pleurotomoides, Pleurotomitrella　24

Plicacesta　53

Plicarcularia　24

plicarium, Vexillum　29

plicata, Nerita　6

plicatilis, Velutina　16

Plicatula　53

PLICATULIDAE　53

plicatum, Acar　49

plicatus, Dolomena　12

plicidens, Bensonella　40

pliciferoides, Siratus　20

Plicifusus　25

plicilabris, Tyrannophaedusa　42

plicispira, Euspira　16

Plotiopsis　10

poecila, Iniforis　37

Polinices　16

POLINICINAE　16

polita, Nerita　6

politissima, Callista　61

Pollia　26

polygonus, Latirus　28

POLYMESODINAE　59

Polyneamussium　52

polynematicus, Beringion　25

polynyma, Anachis misera　24

polynympha, Spisula　56

POLYPLACOPHORA　1

polythalamia, Kuphus　62

POMATIOPSIDAE　10

Pomaulax　6

Pomiscala　36

pomum, Malea　17

Ponda　14

ponderosa, Casmaria　18

ponderosa, Casmaria ponderosa　18

ponderosa, Morum　30

poraria, Erosaria　14

porcellana, Liloa　38

porcellana, Septaria　6

Poromya　62

POROMYIDAE　62

POROMYOIDEA　62

Porterius　50

Portlandia　49

POTAMIDIDAE　12

POTAMIDINAE　12

praealta, Trochochlamys　44

praealta, Trochochlamys praealta　44

praeclara, Nesiophaedusa　41

praeclara, Nesiophaedusa praeclara　41

pressa, Aegista　46

prestantissima, Cancilla　29

Pretostrea　54

prevostiana, Nipponomelon　30

Prinovolva　15

Pristiloma　45

Pristiterebra　35

proba, Aegista　46

proba, Aegista proba　46

proba, Tyrannophaedusa　42

proba, Tyrannophaedusa proba　42

Procalpurnus　15

Procyclotus　7

Prodotia　26

Profundiconus　34

Pronodularia　54

PROPEAMUSSIIDAE　52

Propeamussium　52

propinquus, Siratus pliciferoides　20

Proreinia　44

Prosimnia　15

PROSOBRANCHIA　1

PROTOCARDIINAE　55

Protothaca　59

protundorum, Profundiconus　34

PSAMMOBIIDAE　58

PSAMMOBIINAE　58

Psammophila　56

Psammotaea　58

Psedobuliminus　47

Psephaea　30

Pseudocardium　56

Pseudodaphnella　33

pseudodiadema, Thais　22

Pseudodon　54

Pseudomphala　10

Pseudosimnia　15

Psilaxis　36

Pteria　51

PTERIIDAE　51

PTERIINA　51

PTERIOMORPHIA　49

PTERIOIDA　51

PTERIOIDEA　51

Pteropurpura　21

Pterygia　29

Pterynotus　20

ptychocyma, Hemizaptyx　41

pulchella, Tiberia　37

pulchellus, Dolomena plicatus　12

pulcher, Clivipollia　26

pulcher, Komaitrochus　4

pulcherrima, Coralastele　3

pulcherrima, Tellinella　57

pulicarius, Puncticulis　33

PULMONATA　39

Pulsellum　63

pumila, Philbertia　33

pumila, Zafra　24

Punctacteon　37

punctata, Emarginula　2

punctata, Pseudosimnia　15

punctata, Pyrene　23

puncticulata, Nebularia　29



puncticulatus, Pecten sinensis　53

Puncticulis　33

PUNCTOIDEA　44

Punctolepeta　7

punctoradiata, Cocculina　7

punctulata, Bulla　38

Pupa　38

Pupilla　40

PUPILLIDAE　40

PUPILLINAE　40

PUPILLOIDEA　40

Pupinella　8

PUPINELLINAE　8

PUPINIDAE　8

Pupinopsis　8

Pupisoma　40

pupoides, Eufenella　11

pura, Sulcerato　16

Purpura　23

purpurata, Saxidomus　61

Pusia　30

pusilla, Distorsio　19

pusilla, Palaina　8

pusilla, Palaina pusilla　8

pusillum, Gyrineum　18

pusio, Velutina　16

Pusiostoma　26

Pustularia　14

PUSTULARIINAE　14

pustulosa, Laeviacus　35

PYCNODONTEINAE　54

pygmaea, Patelloida　2

pyramidalis, Inella　37

pyramidalis, Nodilittorina　9

Pyramidella　37

PYRAMIDELLIDAE　37

PYRAMIDELLINAE　37

PYRAMIDELLOIDEA　37

Pyramidula　40

PYRAMIDULIDAE　40

Pyramidulops　40

pyramis, Tectus　4

Pyrene　23

Pyreneola　23

PYRENINAE　23

pyrgula, Allopeas　44

pyriformis, Endolium　17

pyriformis, Margovula　15

pyrum, Ranularia　19

Pyrunculus　38

pyryformis, Polinices　16

Pythia　39

Q
Quadrans　57

quadriradiata, Diodora　2

quaesita, Euhadra　48

quaesita, Euhadra quaesita　48

quercinus, Cleobula　34

Quidnipagus　57

Quimalea　17

Quoyula　23

R
radians, Cyclophorus turgidus　7

radiata, Cellana　2

radiata, Philippia　36

Radix　39

radula, Comptopallium　52

radula, Diloma　4

radula, Neritopsis　6

rana, Bufonaria　20

ranelloides, Tritonoranella　19

Ranularia　19

Rapa　23

rapa, Rapa　23

Rapana　23

RAPANINAE　23

raphanula, Duplicaria　35

rattus, Rhizoconus　34

Ravitrona　14

recticostata, Duplicaria　35

rectirostris, Haustellum　20

reeveanus, Telasco　24

reevei, Annachlamys　52

reevei, Turbo　5

Regiconus　34

regius, Spondylus　53

Regozara　55

reinhardti, Parasitala　44

Reinia　44

reiniana, Glossaulax　16

reiniana, Inversiunio　54

reinianus, Mirus　40

reinii, Waldemaria japonica　7

Reishia　22

Reticubuccinum　27

reticulata, Distorsio　19

reticulata, Eucithara　33

reticulata, Luchuena　40

reticulata, Periglypta　59

reticulata, Semisulcospira decipiens　10

Reticunassa　25

Reticutriton　19

Retifusus　25

retropictus, Clithon　6

retusa, Strigatella　29

RETUSIDAE　38

rex, Mundiphaedusa　42

Rexithaerus　58

rhabdotum, Striodentalium　62

Rhinoclavis　11

Rhizoconus　33

rhizophorarum, Cerithidea　12

Rhizorus　38

rhodia, Sandalia　15

rhodostoma, Astralium　6

rhodostoma, Lampadopsis　19

Rhysema　19

rhyssoides, Plitifusus　25

Rhyssoplax　1

Ricinella　22

ricinus, Drupa　22

ricinus, Drupa ricinus　22

Rimula　2

Ringicula　38

RINGICULIDAE　38

Ringiculina　38

RISSOIDEA　9

Ritena　6

Riuguhdrillia　32

robai, Nuculana　49

Robaia　49

robusta, Pinguitellina　57

robustus, Doxander marginatus　12

roepstorffiana, Peasiella　9

rosacea, Nebularia　29

rosea, Phenacovolva　15

rosea, Phenacovolva rosea　15

roseoapicalis, Euhadra brandtii　48

roseomaclatus, Solen　58

roseotincta, Lienardia　32

roseus, Gyrineum　18

rostrata, Pharaonella　57

rostratum, Ischnocerithium　11

rotellina, Camitia　5

Rotoria　19

rowlandi, Euphaedusa　43

royi, Etrema　32

rubecula, Septa　18

rubeta, Tutufa　20

rubiginosa, Baryspira　28

rubiginosa, Pollia　26

rubra, Mastonia　37

rubrolineatus, Acanthochitona　1

rubrotinctum, Propeamussium　52

rubusidaeus, Drupa　22

Ruditapes　60

rufa, Cypraecassis　18

rufa, Pupinella　8

rufocincta, Eufenella　11

rufopunctata, Hastula　34

rufovaricosa, Crassispira　32

rugosa, Elegantiscala　36

rugosa, Satsuma　45

rugosolabiata, Eucithara　33

rugosum, Vexillum　30

russa, Cryptonatica　17

rutialans, Zeuxis　24

rutila, Moerella　57

rutunda, Glycymeris　50

ryukyuensis, Liotina　3

S
Sabia　13

saccata, Auriculastra　39

Saccella　49

saccharina, Patelloida　2

Saccostrea　54

Sacculosiphonaria　39

sachalinensis, Pseudocardium　56

sadoensis, Chamalycaeus japonica　8

sagamiensis, Euspira　16

sagamiensis, Polinices　16

saginata, Diplommatina　9

sagittata, Tanea　17

sakhalinense, Buccinum　27

sakui, Bekkochlamys　45

sakuraii, Sassia semitorta　19

salebrosa, Nipponomelon　30

salenomphala, Ethalia guamesis　5

salisbury, Fusinus forceps　28

Salpingoma　40

Samacar　49

samarangae, Keenaea　55

sandai, Corbicula　59

sandai, Euhadra　48

sandai, Euhadra sandai　48

Sandalia　15

SANGUINOLARIINAE　58

Sanhaliotis　1

Saotomea　30

sapporo, Euhadra brandtii　48

sarcostomum, Ranularia　19



SAREPTIDAE　49

SAREPTINAE　49

sarissa, Zaptyx　41

Sassia　19

satowi, Scapharca　50

Satsuma　45

satsumanus, Chamalycaeus　8

sauliae, Charonia　19

sauliae, Charonia sauliae　19

saulii, Chicoreus　20

Savignyarca　49

savingti, Thais　22

Saxidomus　61

scabra, Littoraria　9

scabra, Littoraria scabra　9

scabra, Thiara　10

Scabricola　29

scaevola, Euhadra　48

scaevola, Euhadra scaevola　48

scalare, Epitonium　36

scalariformis, Scalptia　31

scalarina, Etrema　32

Scalina　36

Scaliola　12

SCALIOLIDAE　12

Scalptia　31

scapha, Anadara　49

Scaphander　38

SCAPHANDRIDAE　38

Scapharca　50

SCAPHOPODA　62

scepasma, Aegista　47

schlegeli, Hyriopsis　54

schmackeri, Pinguiphaedusa　41

schrenckii, Notoacmea　3

scissuratus, Plicifusus　25

scobinata, Scutarcopagia　57

scorpius, Millepes　13

scorpius, Millepes scorpius　13

scripta, Circe　59

scripta, Euplica　23

scrobiculata, Turbonilla　37

Scutarcopagia　57

scutulata, Strigatella　29

Scutus　2

sectior, Rexithaerus　58

selasia, Satsuma　45

Selenoptyx　41

Semelangulus　57

Semele　58

SEMELIDAE　58

Semicassis　18

semiclathratula, Liotina　3

semilunata, Diodora　2

semipellucida, Nipponaphera　31

semipicta, Pyreneola　23

semisculpta, Costellaria　30

semisulcatus, Niotha　24

Semisulcospira　10

semitorta, Sassia　19

Semivertagus　11

senatoria, Chlamys　52

senckenbergiana, Euhadra　48

senhousia, Musculus　51

senkenbergiana, Euhadra senckenbergiana　48

senticosus, Phos　26

Separatista　13

Septa　18

Septaria　6

SEPTARIIDAE　6

Septifer　50

Serepta　49

sericata, Gaza　5

sericea, Oliva　28

sericina, Mundiphaedusa　42

sericogazea, Amaea　36

serotina, Cinguloterebra　35

Serpulorbis　12

serrialis, Mancinella　21

serta, Nassa　22

Servatrina　51

setiger, Spondylus　53

shikamai, Bolma tamikoana　6

shikokuensis, Bekkochlamys　45

shikokuensis, Diplommatina　8

shikokuensis, Diplommatina shikokuensis　8

shikokuensis, Georissa　7

shikokuensis, Trishoplita　47

shimochii, Vertigo　40

siamensis, Laemodonta　39

Siberovalvata　9

sibiricum, Carychium　39

sibogai, Gari　58

sibogai, Propeamussium　52

sieboldi, Acteon　37

sieboldi, Diodora　2

sieboldi, Endemoconus　34

sieboldi, Smaragdinella　38

sieboldiana, Acusta despecta　47

sieboldii, Lutraria　56

sieboldii, Pharaonella　57

sieboldtii, Phaedusa　43

Sigmacharax　8

SIGMURETHRA　44

signa, Siphonalia　26

signata, Patelloida pygmaea　3

silicula, Botula　51

simaensis, Satsuma japonica　45

simiae, Mammila　16

simiae, Mammila simiae　16

similaris, Bradybaena　47

similis, Yoldia　49

simodae, Euhadra peliomphala　48

simplex, Plicatula　53

Simplicifusus　28

Sinalbinula　40

sinapidium, Discoconulus　44

sinense, Macroschisma　2

sinensis, Benthindsia　26

sinensis, Cyclina　61

sinensis, Cylindromitra　29

sinensis, Pecten　53

sinensis, Ranularia　19

sinensis, Rhinoclavis　11

sinensis, Scutus　2

sinensis, Spondylus　53

sinensis, Zafra　24

Sinica　8

SININAE　17

Sinoennea　44

Sinohyriopsis　54

Sinonovacula　58

Sinotaia　9

sinuatus, Tricornis　12

Sinum　17

Siphonalia　26

SIPHONALIINAE　26

Siphonaria　39

SIPHONARIIDAE　39

SIPHONAROIDEA　39

Siphonochelus　21

SIPHONODENTALIIDAE　63

SIPHONODENTALIOIDA　63

Siphonodentalium　63

siquijorensis, Siphonaria　39

siquijorensis, Zeuxis　24

Siratus　20

sirius, Siphonaria　39

Sitalina　44

sitkana, Neritrema　9

sloanii, Solen　58

Smaragdinella　38

SMARAGDINELLIDAE　38

smaragdula, Leucozonia　28

smithi, Acesta　53

smithi, Kurodina　30

smithi, Monilea　5

SOLECURTIDAE　58

Solecurtus　58

Solen　58

SOLENIDAE　58

SOLENOIDEA　58

solida, Hastulina　34

Solidicorbula　61

solidula, Liotina　3

solidula, Pupa　38

somperi, Prosimnia　15

sordidula, Rhinoclavis　11

sowerbyanus, Clithon　6

sowerbyi, Lima vulgaris　53

sp., Dosinorbis　60

sp., Tellinella　57

sp., Torinista　36

spadicea, Natica vitellus　17

spadicea, Siphonalia　26

speciosa, Iniforis　37

speciosa, Serepta　49

speciosum, Gloripallium　52

spectabilis, Excellichlamys　52

spectrum, Fusinus　28

spengleriana, Sydaphera　31

spiculum, Aesops　24

Spinidrupa　22

Spiniplicatula　53

spinosa, Morula　22

spinosa, Quadrans　57

spinosus, Spondylus　53

spinulosus, Echininus cumingii　9

Spirostoma　8

SPIROSTOMATIDAE　8

Spisula　56

splendidula, Niotha　24

SPONDYLIDAE　53

Spondylus　53

sponsalis, Virroconus　33

spreta, Olivella　28

squalida, Littorina　9

squamata, Chlamys　52

squamosa, Anomalocardia　59

squamosa, Grammatomya　58

squamosa, Thais　22

squamosa, Tridacna　56

squamosus, Spondylus　53

stainforthi, Vexillum　29

Staphylaea　14

STAPHYLAENINAE　14

staurella, Tellinella　57



stearnsii, Barbatia　49

stejinegeri, Synthopsis　20

stellata, Natica　17

stellata, Synaptocochlea　5

stellatus, Trochus　4

stenogyra, Gastrodontella　44

stenogyrum, Turbo　5

stenomphalus, Latirus　28

Stenoplax　1

Stenothyra　10

STENOTHYRIDAE　10

Stephanoconus　33

stereoma, Stereophaedusa　43

Stereophaedusa　43

stictica, Tiarella　29

stigmatica, Glabriscala　36

stimpsoni, Mercenaria　59

stimpsoni, Paganizaptyx　40

stimpsoni, Paganizaptyx stimpsoni　40

stimpsoni, Pteropurpura　21

stimsoni, Paganizaptyx　40

stolida, Bistolida　14

Stomatella　5

STOMATELLIDAE　5

Stomatia　5

strado, Samacar　49

stramineus, Heliacus　36

Stramonita　22

STREPTAXIDAE　44

STREPTAXOIDEA　44

STRIARCINAE　50

striata, Atactodea　56

striatissimum, Buccinum　27

striatula, Crenovolva　15

striatula, Crenovolva striatula　15

striatus, Decatopecten　52

striatus, Magilus　23

strictus, Solen　58

strigata, Littoraria scabra　9

Strigatella　29

strigilata, Hastula　34

STRIGILLINAE　58

strigmosum, Cerithium　10

Strigopupa　38

strigosa, Pupa　38

Striodentalium　62

Strioterebrum　35

STROMBIDAE　12

STROMBOIDEA　12

Styliferina　11

STYLOMMATOPHORA　40

suavis, Diloma　4

subaculus, Euphaedusa tau　43

subangulata, Minolia　3

subauriformis, Etrema　32

subbrevicula, Clypeomorus　11

subcrenata, Scapharca　50

subcrenulata, Trochochlamys　44

subcrenulata, Trochochlamys subcrenulata　44

subignobilis, Paganizaptyx　40

subintermedia, Ficus　18

submandarina, Phaeohelix　47

subnimbosa, Euhadra　48

subobliquatas, Tylotiella　31

subpellucida, Eufenella　11

subtextile, Strioterebrum　35

Subula　35

subula, Auriculastra　39

subulata, Terebra　35

SUBULINIDAE　44

SUBULININAE　44

succincta, Gelagna　18

succincta, Strioterebrum　35

succinea, Satsuma kanamarui　45

SUCCINEIDAE　44

SUCCINEINAE　44

SUCCINEOIDEA　44

Suchium　5

sufflatus, Telasco　24

sugimotonis, Tyrannophaedusa　42

sugimotonis, Tyrannophaedusa sugimotonis　42

sulcata, Pupa　38

sulcata, Pyramidella　37

sulcata, Terebralia　12

Sulcerato　16

sulcifera, Diala　11

sulcifera, Eratoena　16

Sulcilioconcha　60

sulcosa, Tonna　18

Sulculus　1

sulfureum, Pitar　60

SUNETTINAE　61

superbus, Anguipecten　52

suprapunicea, Diodora　2

surugonuom, Buccinum　27

suturala, Umbonium　5

swifti, Chlamys　52

Swiftopecten　52

swinhoei, Radix　39

Sydaphera　31

symmetrica, Arcopsis　50

Synaptocochlea　5

Synthopsis　20

Syrnola　37

T
taburalis, Notocochilis　17

tadai, Chamalycaeus　8

tadai, Satsuma　45

taeniatum, Vexillum　29

taeniolatus, Melampus　39

tairyujiensis, Diplommatina shikokuensis　8

taivanus, Cyclotus　7

takahashii, Nipponochlamys　45

Talparia　14

TALPARIINAE　14

tamikoae, Barbatia　49

tamikoana, Bolma　6

Tanea　17

tanegashimae, Diplommatina　9

tanegashimae, Satsuma　45

tantilla, Hemizaptyx　41

tantilla, Liotina　3

Tapes　60

TAPETINAE　60

Tarebia　10

tau, Euphaedusa　43

tayloriana, Phenacovolva　15

TECTARIINAE　9

Tectarius　9

tectiforme, Orectospira　11

Tectonatica　17

tectumsinensis, Cheilea　13

Tectus　4

Tegillarca　50

TEGULINAE　4

Telasco　24

Telemactra　56

Tellinella　57

TELLINIDAE　57

Tellinides　57

TELLININAE　57

TELLINOIDEA　57

Tenguella　22

Tenuileda　49

tenuiliratum, Reticutriton　19

tenuipicta, Tanea　17

tenuiplica, Diplommatina labiosa　8

tenuis, Mitrella　23

tenuis, Xenophora　14

tenuissimum, Buccinum　27

teramachii, Morum　30

teramachii, Notoacmea concinna　3

teramachii, Perotrochus africanus　1

Terebellum　12

terebellum, Terebellum　12

Terebra　35

terebra, Hermes　34

Terebralia　12

TEREBRIDAE　34

TEREDINIDAE　62

teres, Pyramidella　37

ternispina, Murex　20

tessulatus, Lithoconus　33

testudinaria, Cellana　2

testudinaria, Pyrene　23

tetragona, Meiocardia　59

textile, Darioconus　34

thaanumi, Satsuma moellendorffiana　45

Thais　22

Thaisella　22

Thatcheria　33

THATCHERIIDAE　33

thaumatopoma, Parazaptyx　41

Theliostyla　6

thermaecola, Stenothyra　10

thersites, Cabestanimorpha　19

thersites, Tricornis　12

Thiara　10

THIARIDAE　10

thielei, Amaea　36

throciaeformis, Megayoldia　49

tiara, Placamen　59

tiarata, Paracingulina　37

Tiarella　29

tibana, Antalis　62

Tiberia　37

Tigammona　59

tigrina, Tectonatica　17

Timoclea　59

tincta, Philbertia　33

tobulata, Cabestanimorpha　19

tokaiensis, Siphonalia trochula　26

tokii, Luetzenia　20

tokubei, Semelangulus　57

tokunoshimana, Pupinella oshimae　8

tokunoshimana, Satsuma　46

tokyoensis, Aegista　46

tokyoensis, Macoma　58

tomlini, Aeretica　58

tomlini, Sulcerato　16

TONICIINAE　1

Tonna　17

TONNIDAE　17

TONNOIDEA　17

Torcula　12



toreuma, Cellana　2

toreuma, Venus　59

Torinista　36

Tornatellides　40

TORNATELLIDINAE　40

torresi, Frigidocardium　55

torrida, Xenophora　14

tortilis, Cheilea　13

tortirostris, Pteria　51

tosaensis, Dissona　15

tosaensis, Tyrannophaedusa　42

tosanella, Diplommatina　8

tosanus, Babelomurex　23

Tosaphaedusa　42

toyamaensis, Portlandia　49

toyamaensis, Pyrunculus　38

TRACHYCARDIINAE　55

trailli, Clypeomorus　11

trailli, Clypeomorus trailli　11

transculpta, Loxoglypta　57

TRAPEZIIDAE　59

Trapezium　59

trapezium, Pleuroploca　27

trescotatum, Buccinum　27

Tresus　56

tricarinata, Montfortista　2

Trichelix　46

Trichomya　50

TRICHOTROPIDAE　13

Trichotropis　13

tricinta, Viriola　36

tricolor, Dimidacus　35

Tridacna　56

TRIDACNIDAE　56

TRIDACNOIDEA　56

Tridonta　55

trigona, Pilosabia　13

trimaclata, Lioconcha　60

TRIPHORIDAE　36

TRIPHOROIDEA　36

Triplostephanus　36

triptera, Merchia　20

triquetra, Naquetia　20

triserialis, Tectus　5

triseriata, Triplostephanus　36

Trishoplita　47

Trisidos　49

tritonis, Charonia　19

tritonoides, Ecmanis　26

Tritonoranella　19

triumphans, Guildfordia　6

TRIVIIDAE　15

Trivirostra　16

TROCHIDAE　3

TROCHINA　3

TROCHINAE　4

trochlearis, Architectonica　36

Trochochlamys　44

TROCHOIDEA　3

TROCHOMORPHIDAE　45

trochula, Aegista　47

trochula, Siphonalia　26

Trochus　4

TROPHONINAE　21

troscheli, Murex　20

troscheli, Scapharca　50

truncata, Venatomya　61

Truncatella　10

TRUNCATELLIDAE　10

truncatula, Galba　39

tryoni, Stereophaedusa　43

tsubai, Buccinum　27

tsukushiana, Diplommatina ultima　8

tsurugensis, Euhadra latispira　48

tsushimanus, Chamalycaeus　8

tuba, Hemifusus　27

tuberculatus, Melanoides　10

tuberosa, Brachytoma　31

tuberosa, Mancinella　22

tuberosissima, Bursa　20

tuberosus, Fusinus　28

Tugali　2

Tugalina　2

tulipa, Gastoridium　34

tumida, Aegista　46

tumidum, Gafrarium　60

tumidus, Polinices　16

turbinata, Chlorostoma　4

turbinellum, Vasum　31

TURBINIDAE　5

TURBININAE　5

turbinoides, Cronia　21

Turbo　5

Turbonilla　37

TURBONILLINAE　37

Turbovula　15

Turcica　4

TURCICINAE　4

turgidum, Casmaria　18

turgidus, Cyclophorus　7

turgidus, Cyclophorus turgidus　7

Turriconus　34

TURRICULINAE　32

TURRIDAE　31

Turridrupa　32

TURRINAE　31

Turris　32

turrita, Neritina　6

turrita, Psedobuliminus　47

TURRITELLIDAE　12

TURRITELLINAE　12

Turritriton　19

turritus, Latirulus　28

Turtonia　55

TURTONIIDAE　55

turturella, Laevistrombus canarium　12

turturina, Euplica　23

Tutufa　20

Tutufella　20

TUTUFINAE　20

Tylotiella　31

TYPHINAE　21

Tyrannophaedusa　42

Tyrannozaptyx　41

U
uchiyamai, Morum　30

ujiinsularis, Diplommatina　9

ultima, Diplommatina　8

umbonata, Monia　53

UMBONINAE　5

Umbonium　5

undata, Nerita　6

undatopicta, Fulvia　56

undosa, Pollia　26

undosa, Turris　32

undulata, Decorihastula　35

undulata, Littoraria　9

undulata, Paphia　60

unedo, Fragum　55

unedo, Gemmula　31

Unedogemmula　31

unguis, Scutus　2

unicarinata, Neophiphinoe　13

unicinata, Cocculina japonica　7

unicum, Clinopegma　25

unicum, Clinopegma unicum　25

Unio　54

UNIONIDAE　54

UNIONINAE　54

UNIONOIDA　54

UNIONOIDEA　54

urashima, Baryspira hinomotoensis　28

urashimanus, Endemoconus　34

Urazirochlamys　45

urbanus, Iwakawatrochus　4

urceus, Canarium　12

ursus, Scapharca globosa　50

Ustularca　49

usturata, Mastonia　37

uzenensis, Waldemaria japonica　7

V
Vaceuchelus　3

vaga, Proreinia eastlakeana　44

vaga, Yamatochlamys　44

vaga, Yamatochlamys vaga　44

Vallonia　40

VALLONIDAE　40

VALVATATIDAE　9

VALVATOIDEA　9

VANIKORIDAE　13

Vanikoro　13

varia, Diala　11

varia, Sanhaliotis　1

varia, Stomatella　5

varians, Euplica　23

variciferus, Varicinassa　24

Varicinassa　24

varicosus, Phos　26

variegata, Emarginula　2

variegata, Niotha　24

variegata, Reinia　44

variegatus, Heliacus　36

variegatus, Ruditapes　60

varius, Spondylus　53

VASIDAE　31

VASINAE　31

vasta, Vastina　43

vasta, Vastina vasta　43

Vasticardium　55

Vastina　43

Vasum　31

velatus, Telasco　24

Velutella　16

Velutina　16

VELUTININAE　16

Venatomya　61

VENERICARDIINAE　55

VENERIDAE　59

veneriformis, Mactra　56

VENERINAE　59

VENEROIDA　54

VENEROIDEA　59

venosa, Rapana　23



Ventricolaria　59

ventricosa, Pyramidella　37

Ventriphaedusa　42

venulosus, Megangulus　57

Venus　59

verecunda, Aphanoconia　7

Veremolpa　59

verkruzeni, Buccinum　27

VERMETIDAE　12

vermis, Aegista　46

vernedei, Fissidentalium　62

vernicosa, Bulla　38

vernicosa, Paphia　60

verrucosus, Calpurnus　15

vertagus, Rhinoclavis　11

VERTIGINIDAE　40

VERTIGININAE　40

Vertigo　40

verukruzeni, Habevolutopsius　25

vesicalis, Glossaulax　16

vespertilio, Pteropurpura　21

vestalioides, Angulus　57

vestitus, Polinices　16

Vexilla　22

Vexillum　29

vexillum, Atrina　51

vexillum, Rhizoconus　33

vexillum, Vexilla　22

Vicimitra　29

victor, Ctenocardia　55

Videnoida　45

Viduoliva　29

Vignadula　51

violacea, Natica　17

violasens, Asaphis　58

virescens, Barbatia　49

virgata, Tellinella　57

virgatus, Septifer　50

Virgiconus　34

virgo, Agatha　37

virgo, Virgiconus　34

viridiflava, Vastina　43

viridis, Perna　50

Viriola　36

Virroconus　33

vitellus, Natica　17

vitellus, Ponda　14

vitrea, Diffalaba picta　11

vitrea, Niveria　16

vittatus, Doxander　12

vittatus, Iwakawatrochus　4

Vittina　6

VIVIPARIDAE　9

VIVIPARINAE　9

VIVIPAROIDEA　9

Volachlamys　52

Volutharpa　27

VOLUTHARPINAE　27

VOLUTIDAE　30

VOLUTOIDEA　28

VOLUTOPSIINAE　25

Volutopsion　25

Volva　15

volva, Volva　15

volva, Volva volva　15

vomer, Euprotomus　13

vomer, Euprotomus vomer　13

vortex, Euhadra awaennsis　48

vosiculosus, Cryptopecten　52

vulgaris, Lima　53

vulgivaga, Aegista　46

vulgivaga, Aegista vulgivaga　46

vulpionis, Inquister　31

Vulsella　52

vulsella, Vulsella　52

VULSELLIDAE　52

W
Waldemaria　7

walshi, Ergaea　13

wardiana, Pandorella　62

wasioi, Diplommatina shikokuensis　8

weinkauff, Antalis　62

wiegmanniana, Satsuma　45

Wingenella　37

woldemarii, Zierliana　30

wyvillei, Echinophoria coronadoi　18

X
xanthostigma, Chlorostoma　4

Xenogalea　18

Xenophora　13

XENOPHORIDAE　13

XENOPHOROIDEA　13

Xenuloturris　32

Xenuroturris　32

xestra, Boreotrophon　21

Y
yaeyamensis, Aphanoconia　7

yaeyamensis, Platyrhaphe hirasei　7

yaeyamensis, Satsuma　45

yagurai, Euhadra latispira　48

yagurai, Scabricola　29

yakuensis, Discoconulus　44

yakushimae, Diplommatina　9

yamakawai, Cinctiscala　36

Yamatochlamys　44

yessoensis, Patinopecten　53

yoka, Guildfordia　6

yokoyamai, Euspira　16

yokoyamai, Fissidentalium　62

yokoyamai, Papyriscala　36

Yoldia　49

Yoldiella　49

YOLDIIDAE　49

YOLDIINAE　49

yonakunijimanus, Platyrhaphe hirasei　7

yoshidayukioi, Angustassiminea　10

Z
Zafra　24

Zafrona　24

Zaptychopsis　41

Zaptyx　41

zebrus, Semivertagus　11

zebuensis, Semele　58

Zeuxis　24

ziczac, Palmadusta　14

Zierliana　30

ziervogelii, Zierliana　30

zitteliana, Lithophaga　51

zonalis, Enginopsis　26

ZONITIDAE　45

Zonitoides　45

zushiiensis, Lima　53

zyonoensis, Megangulus　57



ア

アイスランドガイ超科　59

アオイガイ科　48

アオイガイ属　48

アオイガイ超科　48

アオガイ　3

アオガイ属　3

アオミオカタニシ　7

アオミオカタニシ亜属　7

アオミオカタニシ属　7

アオリガイ　51

アカイガレイシ亜属　22

アカイガレイシガイ　22

アカガイ　50

アカシマミナシガイ　33

アカニシ　23

アカマテガイ　58

アキヨシホラアナミジンニナ　9

アクキガイ　20

アクキガイ亜科　20

アクキガイ亜属　20

アクキガイ科　20

アクキガイ属　20

アクキガイ超科　20

アケガイ　60

アケボノイグチガイ　32

アゲマキガイ　58

アゲマギ属　58

アコメガイ　34

アコメガイ属　34

アコヤガイ　51

アコヤガイ属　51

アコヤザクラガイ　57

アコヤシタダミ亜科　3

アサゴロモガイ　31

アサゴロモ属　31

アサザルガイ　55

アサジガイ　58

アサジガイ科　58

アサジガイ属　58

アサテンガイガイ　2

アサノユキザルガイ　55

アサヒザルガイ　55

アサヒザル属　55

アザミツブリ亜属　21

アザミツブリ属　21

アザミツブリボラ　21

アサリ　60

アサリ属　60

アジアギセル亜科　40

アジアギセル属　43

アシガイ　58

アシヤエビス属　3

アシヤガイ　3

アシヤガイ属　3

アジロイモガイ　34

アジロイモ属　34

アジロダカラガイ　14

アズキイロメンガイ　53

アズキガイ　8

アズキガイ亜科　8

アズキガイ亜属　8

アズキガイ科　8

アズキガイ属　8

アズキカワザンショウ　10

アズキカワザンショウガイ亜属　10

アズマオトメマイマイ　47

アズマケボリガイ　15

アズマニシキ亜属　52

アズマニシキガイ　52

アダムスタマガイ　17

アツイソシジミ　58

アツキクスズメガイ　13

アツクチビルクチキレツブ　32

アツシラオガイ　59

アツソデガイ　12

アツタマキビガイ　9

アツブタガイ　7

アツブタガイ亜属　7

アツブタガイ属　7

アツブタムシオイガイ　8

アツブタムシオイ属　8

アツムシロガイ　24

アデヤカギリ属　35

アナカタマイマイ　46

アナナシマイマイ　46

アフリカマイマイ　44

アフリカマイマイ亜属　44

アフリカマイマイ科　44

アフリカマイマイ属　44

アフリカマイマイ超科　44

アベギセル　41

アベゴマガイ　8

アマオブネ亜属　6

蜑小舟亜目　6

アマオブネガイ　6

アマオブネガイ科　6

アマオブネ超科　6

アマガイ　6

アマガイ亜属　6

アマガイモドキ　6

アマガイモドキ科　6

アマガイモドキ属　6

アマサギガイ　58

アマサギガイ属　58

アミメケシカニモリ亜科　20

アミメケシカニモリガ科　20

アミメケシカニモリ超科　20

アミメザクラ属　57

アミメタガヤサンミナシガイ　34

アミメツクシ属　30

アミメミヤコドリガイ　7

アミメミヤコドリ属　7

アメイロギセル　43

アメガイ　18

アメフラシ科　38

アメフラシ目　38

アヤカラフデガイ　29

アヤツノマタガイモドキ　28

アヤヒザラガイ亜科　1

アヤボラ　18

アヤボラ亜科　18

アヤボラ属　18

アヤメダカラガイ　14

アライトマキナガニシ　28

アラカンカノコアサリ属　59

アラゴマフタマガイ　17

アラスカニシキガイ　52

アラスジアマガイ　6

アラスジケマンガイ　60

アラスジサラガイ　57

アラヌノメガイ　59

アラハダヒロベソマイマイ　46

アラフデガイ属　29

アラボリクダマキガイ　31

アラボリクチキレツブ属　32

アラボリミオツクシガイ　26

アラボリミクリガイ　26

アラボリモロハボラ　21

アラムシロガイ　25

アラレイモガイ　33

アラレガイ　24

アラレカニモリガイ　11

アラレキリオレ属　37

アラレタケノコシャジクガイ　31

アラレタマキビ　9

アラレツブリボラ　21

アラレナガニシ　28

アラレナガニシ属　28

アリソガイ　56

アリソガイ属　56

アワギセル　43

アワクリイロベッコウマイマイ　45

アワジウツミギセル　43

アワジオトメマイマイ　47

アワジギセル　41

アワジタケガイ　35

アワジチヒロガイ　52

アワマイマイ　48

アワムシオイ　8

アンボイナ属　34

アンボンクロザメガイ　33

アンボンクロザメ属　33

イ
イーストレーキコギセル属　44

イイジマギセル　43

イイジマフクロウニヤドリニナ　20

イオウハマグリ　60

イガイ　50

イガイ亜科　50

イガイ科　50

イガイ属　50

イガイ超科　50

イガイ目　50

イガカノコガイ　6

イガギンエビスガイ　4

イガザルガイ属　55

イガタマキビ亜科　9

イガタマキビガイ　9

イガタマキビ属　9

イグチガイ　32

イグチガイ属　32

イグチケボリガイ　15

イグチケボリ属　15

イグチモノアラガイ　39

イケチョウガイ　54

イケチョウガイ亜科　54

イケチョウガイ亜属　54

イケチョウガイ属　54

イササボラ　18

異歯亜綱　54

イシガイ亜科　54

イシガイ亜属　54

イシガイ科　54

イシガイ属　54

和 名 索 引



イシガイ超科　54

イシガイ目　54

イシガイモドキ　53

イシカゲガイ　55

イシカゲガイ亜属　55

イシカゲガイ属　55

イシカブラ属　23

イシカワギセル　42

イシカワギセル属　42

イジケチリメンニナ　36

イシダタミ亜科　4

イシダタミ亜属　4

イシダタミ属　4

イシバシウミウサギガイ　15

イシマキガイ　6

イシマキゴマガイ　8

イシマキ属　6

イシマテガイ　51

異靭帯亜綱　62

イセノナミマイマイ　48

イセヨウラクガイ　21

異足目　16

イソシジミ　58

イソシジミ属　58

イソニナ　27

イソニナ亜科　27

イソニナ属　27

イソバショウガイ　21

イソハマグリ　56

イソハマグリ属　56

イタボガキ　54

イタボガキ亜科　54

イタボガキ科　54

イタボガキ属　54

イタヤガイ　53

イタヤガイ亜科　53

イタヤガイ亜属　53

イタヤガイ科　52

イタヤガイ属　53

イタヤガイ超科　52

イチゴザルガイ属　55

イチジクガイ科　18

イチジクガイ属　18

イチョウガイ　20

イチョウガイ属　20

イチョウシラトリ亜科　57

イチョウシラトリ亜属　57

イチョウシラトリ属　57

イッポンバカイコガイ　38

イツマデガイ科　10

イトウケマイマイ　47

イトウムシオイ亜属　8

イトウムシオイガイ　8

イトカケガイ亜科　36

イトカケガイ科　36

イトカケガイ超科　36

イトカケギセル　43

イトカケギリ亜科　37

イトカケギリ属　37

イトカケコシボソクチキレツブ　32

イトカケシロネガイ　13

イトカケツクシ属　30

イトカケヘナタリガイ　12

イトカケホソクチキレ亜属　37

イトグルマ科　31

イトグルマガイ　31

イトグルマ属　31

イトココシロガイ　49

イトヒキサナギガイ科　40

イトマキアツブタガイ属　7

イトマキイモガイ　34

イトマキカミオボラ　25

イトマキカミオボラ属　25

イトマキナガニシ　28

イトマキハラブトシャジクガイ　32

イトマキハラブトシャジク属　32

イトマキヒタチオビ亜科　30

イトマキヒタチオビ属　30

イトマキフデ亜属　29

イトマキフデガイ　29

イトマキボラ　27

イトマキボラ亜科　27

イトマキボラ科　27

イトマキボラ属　27

イトマキミヤシロガイ　17

イトマンマイマイ　47

イナズマスダレ亜属　60

イナヅマタイコガイ　18

イナバマメタニシ　10

イナミガイ　60

イブキクロイワマイマイ　48

イブキゴマガイ　8

異腹足目　36

イボアナゴ　1

イボアナゴウ属　1

イボアヤカワニナ　10

イボアヤカワニナ属　10

イボカバイモガイ　34

イボキサゴ　5

イボシマイモガイ　34

イボソデガイ　12

イボソデガイ属　12

イボダカラ亜属　14

イボダカラガイ　14

イボタマキビガイ　9

イボタマキビ属　9

イボニシ　22

イボヒメシャジクガイ　32

イボヒメトクサガイ　35

イボヒメトクサ属　35

イボボラ　19

イボボラ亜属　19

イボヨフバイ　24

イモガイ科　33

イモガイ超科　31

イモフデガイ　29

イモフデガイ亜科　29

イモフデガイ属　29

イヤヤマキビガイ　44

イヨスダレ亜属　60

イヨスダレガイ　60

イレズミザルガイ　55

イロアセオトメマイマイ　47

イロガワリケボリ属　15

イロガワリマクラ亜属　29

イロタマキビガイ　9

イワガキ　54

イワカワウネボラ　19

イワカワウネボラ属　19

イワカワチグサガイ　4

イワカワチグサ属　4

イワカワトキワガイ　17

イワカワトキワガイ亜属　17

イワカワフデガイ　29

イワホリガイ　61

イワホリガイ科　61

イワホリガイ属　61

ウ

ウキダカラガイ　14

ウキダカラ属　14

ウグイスガイ　51

ウグイスガイ亜目　51

ウグイスガイ科　51

ウグイスガイ属　51

ウグイスガイ超科　51

ウグイスガイ目　51

ウコンハネガイ　53

ウジグントウゴマガイ　9

ウシノツノタケガイ　35

ウスイロコウシツブ　33

ウスイロシタラガイ　44

ウスイロナツモモガイ　5

ウスイロバイ　27

ウスイロミノムシガイ　30

ウスウラシマガイ　18

ウスカワハナヅト亜属　16

ウスカワマイマイ　47

ウスカワマイマイ属　47

ウスグチベッコウガイ　45

ウスグチベッコウ属　45

ウスクマサカガイ　14

ウスバグルマガイ　36

ウスバグルマ属　36

ウスハマグリ　60

ウスヒザラガイ　1

ウスヒザラガイ亜科　1

ウスヒザラガイ亜属　1

ウスヒザラガイ亜目　1

ウスヒザラガイ科　1

ウスヒザラガイ属　1

ウスヒタチオビガイ　30

ウスヒタチオビ属　30

ウスヒメアワビガイ　5

ウスベニギセル　42

ウズラガイ　17

ウズラタマキビガイ　9

ウズラタマキビ属　9

ウズラミヤシロガイ　17

ウゼンヤマキサゴ　7

ウチムラサキガイ　61

ウチムラサキ属　61

ウチヤマタマツバキガイ　16

ウニカセン亜属　23

ウニカセンガイ　23

ウニヒザラガイ亜科　1

ウニレイシガイ　22

ウネイトカケギリガイ　37

ウネウラシマガイ　18

ウネシロレイシガイダマシ　22

ウネダカモミジボラ　31

ウネナシトマヤガイ　59

ウネハナムシロガイ　24

ウネハナムシロ属　24

ウネボラ　18

ウネボラ亜科　18

ウネボラ属　18

ウネレイシガイダマシ　21

ウネレイシダマシ亜属　21

ウネレイシダマシ属　21

ウノアシ亜属　2

ウノアシガイ　2

ウノアシ属　2

ウバガイ　56

ウバガイ属　56

ウミウサギ亜科　15



ウミウサギ亜属　15

ウミウサギ科　15

ウミウサギガイ　15

ウミウサギ属　15

ウミギク亜属　53

ウミギク科　53

ウミギクガイ　53

ウミギク属　53

ウミクダマキ属　31

ウミタケモドキ目　62

ウミニナ亜科　12

ウミニナイトマキハラブトシャジクガ　32

ウミニナ科　12

ウラウズガイ　6

ウラウズガイ亜科　6

ウラウズガイ亜属　6

ウラウズガイ属　6

ウラウズカニモリガイ　11

ウラウズカニモリガイ科　11

ウラウズカニモリ属　11

ウラカガミガイ　60

ウラカガミ属　60

ウラキヒメザラガイ　57

ウラキヒメザラ属　57

ウラキヤマタカマイマイ　46

ウラシマイモガイ　34

ウラシマ属　18

ウラシマボタルガイ　28

ウラシマミミガイ　39

ウラジロチャイロサラサガイ　60

ウラジロベッコウ属　45

ウラジロベッコウマイマイ　45

ウラスジマイノソデガイ　13

エ
エガイ　49

エガイ亜属　49

エガイ属　49

エサキケマイマイ　46

エゾアワビ　1

エゾイガイ　50

エゾイガイ属　50

エゾイシカゲガイ　55

エゾエンザガイ　45

エゾエンザ属　45

エゾキリガイダマシ　12

エゾキリガイダマシ属　12

エゾギンチャク亜属　52

エゾキンチャクガイ　52

エゾケシガイ　39

エゾシラオガイ　55

エゾシラオガイ亜属　55

エゾシラオガイ科　55

エゾシラオガイ属　55

エゾシラオガイ超科　55

エゾシワバイ亜属　25

エゾソデガイ　49

エゾタマガイ　17

エゾタマキビ亜属　9

エゾタマキビガイ　9

エゾチジミボラ　22

エゾバイ　27

エゾバイ亜科　27

エゾバイ科　25

エゾバイ属　27

エゾバイ超科　23

エゾハマグリ　61

エゾハマグリ属　61

エゾヒタチオビガイ　30

エゾフネガイ　13

エゾフネガイ亜科　13

エゾフネガイ属　13

エゾボラ亜科　25

エゾボラ亜属　25

エゾボラ属　25

エゾボラモドキ　25

エゾマイマイ　47

エゾマイマイ属　47

エゾマテ亜属　58

エゾマテガイ　58

エゾマメタニシ科　10

エゾマメタニシ属　10

エゾヨウラクガイ　21

エゾワスレ亜属　61

エゾワスレガイ　61

エッチュウバイ　27

エナメルアマガイ　6

エビガイ　11

エビガイ属　11

エビスガイ亜科　3

エビスガイ属　3

エラブシュリマイマイ　45

エルベルギセル　42

エンジイモガイ　34

エンスイマイマイ　47

エンドウマイマイ　47

エントツガイ　62

エントツガイ亜科　62

エントツガイ属　62

エントツヨウラクガイ　21

エントツヨウラク属　21

オ
オーロラニシキガイ　52

オイノカガミガイ　60

オイノカガミ属　60

オウミガイ　40

オウミケマイマイ　46

オオイトカケガイ　36

オオイトカケ属　36

オオウエゴマガイ　8

オオウヨウラク亜科　21

オオウヨウラクガイ　21

オオウラウズガイ　6

オオウラウズガイ亜属　6

オオエゾシワバイ　25

オオエッチュウバイ　27

オオカサマイマイ　45

オオカラフトバイ　27

オオガンゼキボラ　20

オオギカノコアサリ　59

オオキジビキガイ　37

オオギセル　43

オオギセル属　43

オオキビガイ　44

オオクチキレガイ　37

オオクチキレ属　37

オオクロヅケガイ　4

オオケマイマイ　46

オオコゲチャタケノコガイ　35

オオコハクガイ　45

オオコハクガイ属　45

オオコベルトゴマガイ　8

オオシイノミガイ　37

オオシイノミガイ科　37

オオシイノミガイ属　37

オオシイノミガイ超科　37

オオシイノミクチキレ亜属　37

オオシイノミクチキレガイ　37

オオシマアズキガイ　8

オオシマカニモリガイ　11

オオシマギセル　41

オオシマキセルガイモドキ　40

オオシマケマイマイ　46

オオシマハネガイ　53

オオシマヒオウギガイ　52

オオシママイマイ　45

オオシマムシオイガイ　8

オオシマヤタテガイ　29

オオシマヤマタニシ　7

オオシャコ属　56

オオジュドウマクラガイ　28

オオスミヤマキサゴ　7

オオセスジヒザラガイ　1

オオゾウガイ　19

オオゾウガイ属　19

オオタキコギセル　43

オオタニシ　9

オオツカテンガイガイ　2

オオツタノハガイ　2

オオトゲウネガイ　57

オオトノサマギセル　42

オオトリガイ　56

オオトリガイ亜科　56

オオトリガイ亜属　56

オオトリガイ属　56

オオナデシコガイ　53

オオナルトボラ　20

オオナルトボラ亜科　20

オオナルトボラ亜属　20

オオナルトボラ属　20

オオネズミガイ　16

オオノガイ　61

オオノガイ亜科　61

オオノガイ亜属　61

オオノガイ亜目　61

オオノガイ科　61

オオノガイ属　61

オオノガイ超科　61

オオノガイ目　61

オオハナエガイ　49

オオハナムシロガイ　24

オオハネガイ　53

オオハネガイ亜属　53

オオハネガイ属　53

オオヒシガイ　55

オオヒシガイ亜科　55

オオヒシガイ属　55

オオヒタチオビガイ　30

オオビワガイ　18

オオベソスガイ　6

オオベソスガイ属　6

オオベソマイマイ　46

オオベソマイマイ亜科　46

オオベソマイマイ亜属　46

オオベソマイマイ属　46

オオベッコウキララガイ　49

オオベニシボリガイ　38

オオヘビガイ　12

オオヘビガイ亜属　12

オオヘビガイ属　12

オオマテガイ　58

オオマルアマオブネガイ　6

オオミノエガイ　49

オオミノガイ　53



オオミノムシガイ　29

オオミミガイ亜科　39

オオミミガイ属　39

オオミミガイ超科　39

オオヤマタニシ　7

オオユキミノガイ　53

オガイ　27

オガイ亜科　27

オガイ属　27

オカクチキレガイ亜科　44

オカクチキレガイ科　44

オガサワラガンゼキ亜属　20

オガタザラ亜科　58

オガタザラガイ　58

オガタザラ属　58

オカチョウジガイ　44

オカチョウジガイ属　44

オカミミガイ　39

オカミミガイ科　39

オカモトイモガイ　34

オカモトウズガイ　6

オカモノアラガイ亜科　44

オカモノアラガイ科　44

オカモノアラガイ超科　44

オキアサリ　61

オキアサリ亜属　61

オキギセル　43

オキシジミ　61

オキシジミ亜科　61

オキシジミ属　61

翁戎貝亜目　1

オキナエビスガイ　1

オキナエビスガイ科　1

オキナエビス属　1

オキナエビス超科　1

オキナガイ　62

オキナガイ亜属　62

オキナガイ科　62

オキナガイ属　62

オキナワイシダタミガイ　4

オキナワウスカワマイマイ　47

オキナワギセル亜属　43

オキナワギセル属　43

オキナワハナムシロガイ　24

オキナワミズゴマツボ　10

オキナワヤマキサゴ属　7

オキナワヤマタカマイマイ　46

オキナワヤマタカマイマイ亜属　46

オキナワヤマタニシ　7

オキニシ　19

オキニシ亜科　19

オキニシ科　19

オキニシ属　19

オキノエラブギセル　41

オキノエラブヤマタカマイマイ　46

オキノシマギセル　40

オクガタギセル　42

オサガワバイ　27

オゼマイマイ　48

オダマキガイ　36

オダマキ属　36

オトコタテボシ属　54

オトヒメサンゴヤドリガイ　23

オトヒメスズメガイ　13

オトヒメスズメ属　13

オトヒメハナエガイ　49

オトメイモガイ　34

オトメイモ属　34

オトメガサ亜属　2

オトメガサガイ　2

オトメガサ属　2

オトメマイマイ　47

オトメマイマイ属　47

オナジマイマイ　47

オナジマイマイ亜科　47

オナジマイマイ科　46

オナジマイマイ属　47
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