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目 科名 和名 学名

1 新ヒザラガイ目 サメハダヒザラガイ科 サメハダヒザラガイ Leptochiton hirasei (Is. & Iw.Taki,1929)

2 新ヒザラガイ目 ウスヒザラガイ科 ウスヒザラガイ Ischnochiton comptus (Gould,1859)

3 新ヒザラガイ目 ウスヒザラガイ科 ホソウスヒザラガイ Ischnochiton boninensis Bergenhayn,1933

4 新ヒザラガイ目 ウスヒザラガイ科 オオセスジヒザラガイ Stenoplax alata (Sowerby,1841)

5 新ヒザラガイ目 ウスヒザラガイ科 ヤスリヒザラガイ Lepidozona coreanica (Reeve,1847)

6 新ヒザラガイ目 ウスヒザラガイ科 セダカヤスリヒザラガイ Lepidozona iyoensis (Is. & Iw.Taki,1929)

7 新ヒザラガイ目 ウスヒザラガイ科 ミガキヤスリヒザラガイ Lepidozona reevei Kaas & Van Belle,1987

8 新ヒザラガイ目 ウスヒザラガイ科 ハチノスヒザラガイ Callochiton foveolatus (Is.Taki,1938)

9 新ヒザラガイ目 ウスヒザラガイ科 カブトヒザラガイ Callistochiton jacobaeus (Gould,1859)

10 新ヒザラガイ目 ヒゲヒザラガイ科 ヒゲヒザラガイ Mopalia retifera Thiele,1909

11 新ヒザラガイ目 ヒゲヒザラガイ科 ババガセ Placiphorella stimpsoni (Gould,1859)

12 新ヒザラガイ目 クサズリガイ科 クサズリガイ Rhyssoplax kurodai (Is. & Iw.Taki,1929)

13 新ヒザラガイ目 クサズリガイ科 オオクサズリガイ Rhyssoplax komaianus (Is. & Iw.Taki,1929)

14 新ヒザラガイ目 クサズリガイ科 ナミジワヒザラガイ Tegulaplax hululensis (Smith,1903)

15 新ヒザラガイ目 クサズリガイ科 アヤヒザラガイ Tonicia interplicata (Bergenhayn,1933)

16 新ヒザラガイ目 クサズリガイ科 ニシキヒザラガイ Onithochiton hirasei Pilsbry,1901

17 新ヒザラガイ目 クサズリガイ科 ゴトウニシキヒザラガイ Onithochiton gotoi Van Belle,1993

18 新ヒザラガイ目 クサズリガイ科 ヒザラガイ Acanthopleura japonica (Lischke,1873)

19 新ヒザラガイ目 ケハダヒザラガイ科 ケハダヒザラガイ Acanthochiton defilippii (Tapparone-Canefri,1874)

20 新ヒザラガイ目 ケハダヒザラガイ科 ヒメケハダヒザラガイ Acanthochiton rubrolineatus (Lischke,1873)

21 新ヒザラガイ目 ケハダヒザラガイ科 ミツカドヒザラガイ Craspedochiton pyramidalis (Is.Taki,1938)

22 新ヒザラガイ目 ケハダヒザラガイ科 フチドリヒザラガイ Craspedochiton laqueatus (Sowerby,1841)

23 新ヒザラガイ目 ケハダヒザラガイ科 ウスベニヒザラガイ Notoplax dalli Is. & Iw.Taki,1929

24 新ヒザラガイ目 ケハダヒザラガイ科 ウスコケヒザラガイ Notoplax hilgendorfi Thiele,1909

25 新ヒザラガイ目 ケハダヒザラガイ科 ヒトデヒザラガイ Notoplax conica Is. & Iw.Taki,1929

26 新ヒザラガイ目 ケムシヒザラガイ科 ケムシヒザラガイ Cryptoplax japonica Pilsbry,1901

27 カサガイ目 ツタノハ科 ツタノハ Scutellastra flexuosa (Quoy & Gaimard,1832)

28 カサガイ目 ヨメガカサ科 ベッコウガサ Cellana grata (Gould,1859)

29 カサガイ目 ヨメガカサ科 マツバガイ Cellana nigrolineata (Reeve,1839)

30 カサガイ目 ヨメガカサ科 ヨメガカサ Cellana toreuma (Reeve,1855)

31 カサガイ目 ユキノカサ科 ウノアシ Patelloida lanx (Reeve,1855)

32 カサガイ目 ユキノカサ科 ヒメコザラ Patelloida heroldi (Dunker,1861)

33 カサガイ目 ユキノカサ科 シボリガイ Patelloida pygmaea (Dunker,1860)

34 カサガイ目 ユキノカサ科 ツボミ Patelloida conulus (Dunker,1861)

35 カサガイ目 ユキノカサ科 シボリガイモドキ Patelloida signata (Pilsbry,1901)

36 カサガイ目 ユキノカサ科 カモガイ Lottia dorsuosa (Gould,1859)

37 カサガイ目 ユキノカサ科 ヤヨイハナガサ Yayoiacmea oyamai (Habe,1955)

38 カサガイ目 ユキノカサ科 コガモガイ Lottia kogamogai Sasaki & Okutani,1994

39 カサガイ目 ユキノカサ科 コモレビコガモガイ Lottia tenuisculpta Sasaki & Okutani,1994

40 カサガイ目 ユキノカサ科 オボロヅキコガモガイ Lottia lindbergi Sasaki & Okutani,1994

41 カサガイ目 ユキノカサ科 キクコザラ Lottia langfordi (Habe,1944)

42 カサガイ目 ユキノカサ科 アオガイ Nipponacmea schrenckii (Lischke,1868)

43 カサガイ目 ユキノカサ科 サクラアオガイ Nipponacmea gloriosa (Habe,1944)

44 カサガイ目 ユキノカサ科 クサイロアオガイ Nipponacmea fuscoviridis (Teramachi,1949)

45 カサガイ目 ユキノカサ科 コウダカアオガイ Nipponacmea concinna (Lischke,1870)

46 カサガイ目 ユキノカサ科 カスリアオガイ Nipponacmea radula (Kira,1961)

47 カサガイ目 ユキノカサ科 クモリアオガイ Nipponacmea nigrans (Kira,1961)

48 カサガイ目 ユキノカサ科 ホソスジアオガイ Nipponacmea teramachii (Kira,1961)

49 ワタゾコシロガサ目 オトヒメガサガイ科 アミメミヤコドリ Notocrater pustulosa (Thiele,1925)

50 ワタゾコシロガサ目 ワタゾコシロガサ科 ワタゾコホソシロガサ Cocculinella minutissima (Smith,1878)

51 ワタゾコシロガサ目 ワタゾコシロガサ科 ニッポンワタゾコシロガサ Cocculina nipponica Kuroda & Habe,1949

52 古腹足目 クチキレエビス科 コギククチキレエビス Scissurella coronata Watoson,1885

53 古腹足目 クチキレエビス科 クチキレエビス Scissurella staminea (A.Adams,1862)

54 古腹足目 クチキレエビス科 コデマリクチキレエビス Anatoma lamellata (A.Adams,1862)

55 古腹足目 クチキレエビス科 スカシエビス Sukashitrochus carinatus (A.Adams,1862)

56 古腹足目 クチキレエビス科 アラナミアナアキエビス Sinezona consulata Geiger & Sasaki,2009
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57 古腹足目 ミミガイ科 トコブシ
Haliotis (Sulculus) diversicolor supertexta

Lischke,1870

58 古腹足目 ミミガイ科 マダカアワビ
Haliotis (Nordotis) madaka (Habe in Kuroda &

Habe,1979)

59 古腹足目 ミミガイ科 メカイアワビ Haliotis (Nordotis) gigantea Gmelin,1791

60 古腹足目 ミミガイ科 クロアワビ Haliotis (Nordotis) discus discus Reeve,1846

61 古腹足目 ミミガイ科 イボアナゴ Haliotis (Sanhaliotis) varia Linnaeus,1758

62 古腹足目 ミミガイ科 ヒラアナゴ Haliotis (Sanhaliotis) stomatiaeformis Reeve,1846

63 古腹足目 ミミガイ科 チリメンアナゴ Haliotis (Sanhaliotis) crebrisculpta Sowerby,1914

64 古腹足目 スカシガイ科 コモンスソキレ Emarginula punctata A.Adams,1852

65 古腹足目 スカシガイ科 スソキレガイ Emarginula crassicostata (Sowerby,1863)

66 古腹足目 スカシガイ科 ハブタエスソキレ Emarginula fragilis Yokoyama,1920

67 古腹足目 スカシガイ科 テラマチスソキレ Emarginula teramachii Habe,1953

68 古腹足目 スカシガイ科 ダンダラスソキレ Emarginula maculata Sowerby,1863

69 古腹足目 スカシガイ科 キヌジスソキレ Emarginula concinna A.Adams,1852

70 古腹足目 スカシガイ科 サツマスソキレ Emarginula imaizumi Dall,1926

71 古腹足目 スカシガイ科 ゾウリスソキレ Emarginella incisura (A.Adams,1852)

72 古腹足目 スカシガイ科 フネスソキレガイ Zeidora calceolina A.Adams,1860

73 古腹足目 スカシガイ科 シロスソカケガイ Tugali decussata A.Adams,1852

74 古腹足目 スカシガイ科 ヒノデサルアワビ Tugalina radiata Habe,1953

75 古腹足目 スカシガイ科 オトメガサ Scutus sinensis (Blainville,1825)

76 古腹足目 スカシガイ科 マドアキガイ Rimula exquisita A.Adams,1853

77 古腹足目 スカシガイ科 セムシマドアキガイ Rimula cumingii A.Adams,1853

78 古腹足目 スカシガイ科 ヤブレガサ Cranopsis pelex A.Adams,1860

79 古腹足目 スカシガイ科 チドリガサ Montfortista oldhamiana (Nevill,1869)

80 古腹足目 スカシガイ科 ミカエリチドリガサ Montfortia kirana Habe,1963

81 古腹足目 スカシガイ科 スソカケガイ Montfortula pulchra (A.Adams,1852)

82 古腹足目 スカシガイ科 クズヤガイ Diodora sieboldii (Reeve,1850)

83 古腹足目 スカシガイ科 オオツカテンガイ Diodora suprapunicea Otuka,1937

84 古腹足目 スカシガイ科 アサテンガイ Diodora mus (Reeve,1850)

85 古腹足目 スカシガイ科 ミカヅキテンガイ Diodora semilunata Habe,1953

86 古腹足目 スカシガイ科 テンガイ Diodora quadriradiata (Reeve,1850)

87 古腹足目 スカシガイ科 スカシガイ Macroschisma sinensis (A.Adams,1855)

88 古腹足目 スカシガイ科 ヒラスカシガイ Macroschisma dilatata (A.Adams,1851)

89 古腹足目 ニシキウズ科 アシヤガイ Granata lyrata (Pilsbry,1890)

90 古腹足目 ニシキウズ科 オオアシヤガイ Granata sulcifera (Lamarck,1820)

91 古腹足目 ニシキウズ科 ヘソアキアシヤエビス Hybochelus cancellatus orientalis (Pilsbry,1904)

92 古腹足目 ニシキウズ科 サガミアシヤエビス Hybochelus sagamiensis Kuroda & Habe,1971

93 古腹足目 ニシキウズ科 カバサンショウガイモドキ Euchelus rubra (A.Adams,1853)

94 古腹足目 ニシキウズ科 サンショウガイモドキ Euchelus lischkei Pilsbry,1904

95 古腹足目 ニシキウズ科
ヒナカゴサンショウガイモ
ドキ

Euchelus clathratus (A.Adams,1850)

96 古腹足目 ニシキウズ科 イボサンショウガイモドキ Euchelus pauperculus (Lischke,1872)

97 古腹足目 ニシキウズ科 ヒラコマ Tristichotrochus haliarchus (Melvill,1889)

98 古腹足目 ニシキウズ科 トゲエビス Tristichotrochus aculeatus (Sowerby,1912)

99 古腹足目 ニシキウズ科 トウダカエビス Tristichotrochus shinagawaensis (Tokunaga,1906)

100 古腹足目 ニシキウズ科 コシタカエビス Tristichotrochus consors (Lischke,1872)

101 古腹足目 ニシキウズ科 ニシキエビス Tristichotrochus multilirata (Sowerby,1875)

102 古腹足目 ニシキウズ科 ニヨリエビス Tristichotrochus problematicus Kuroda & Habe,1971

103 古腹足目 ニシキウズ科 エビスガイ Tristichotrochus unicus (Dunker,1860)

104 古腹足目 ニシキウズ科 ハツカエビス Tristichotrochus simodense Ikebe,1942

105 古腹足目 ニシキウズ科 トウカエビス Tristichotrochus nakamigawai Sakurai,1994

106 古腹足目 ニシキウズ科 ミウラエビス Tristichotrochus sakashitai Sakurai,1994

107 古腹足目 ニシキウズ科 ヘソアキエビス Coralastele pulcherrima (Sowerby,1914)

108 古腹足目 ニシキウズ科 コシタカシタダミ Minolia punctata A.Adams,1860

109 古腹足目 ニシキウズ科 カドコシダカシタダミ Minolia subangulata Kuroda & Habe,1952

110 古腹足目 ニシキウズ科 クルマチグサ Eurytrochus cognatus (Pilsbry,1903)

111 古腹足目 ニシキウズ科 ハグルマシタダミ Enida japonica A.Adams,1860

112 古腹足目 ニシキウズ科 チビアシヤ Fossarina picta A.Adams,1867
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113 古腹足目 ニシキウズ科 チゴアシヤ Synaptocochlea pulchela (A.Adams,1850)

114 古腹足目 ニシキウズ科 マキアゲエビス Turcica coreensis Pease,1860

115 古腹足目 ニシキウズ科 ヒメマキアゲエビス Perrinia concinna (A.Adams,1863)

116 古腹足目 ニシキウズ科 ハリエビス Lischkeia alwinae (Lischke,1871)

117 古腹足目 ニシキウズ科 コガタハリエビス Adamsenida gemmulosa (A.Adams,1860)

118 古腹足目 ニシキウズ科 イシダタミ Monodonta labio (Linnaeus,1758)

119 古腹足目 ニシキウズ科 クロズケガイ Monodonta neritoides (Philippi,1850)

120 古腹足目 ニシキウズ科 クビレクロズケ Monodonta perplexa perplexa Pilsbry,1889

121 古腹足目 ニシキウズ科 メクラガイ Diloma suavus (Philippi,1849)

122 古腹足目 ニシキウズ科 クボガイ Chlorostoma lischkei (Tapparone-Canefri,1874)

123 古腹足目 ニシキウズ科 ヘソアキクボガイ Chlorostoma turbinata A.Adams,1853

124 古腹足目 ニシキウズ科 クマノコガイ Chlorostoma xanthostigma A.Adams,1853

125 古腹足目 ニシキウズ科 バテイラ Omphalius pfeifferi pfeifferi (Philippi,1846)

126 古腹足目 ニシキウズ科 コシダカガンガラ Omphalius rusticus rusticus (Gmelin,1791)

127 古腹足目 ニシキウズ科 ヒメクボガイ Omphalius nigerrimus (Gmelin,1791)

128 古腹足目 ニシキウズ科 カイドウチグサ Cantharidus hirasei Pilsbry,1901

129 古腹足目 ニシキウズ科 チグサガイ Cantharidus japonicus (A.Adams,1853)

130 古腹足目 ニシキウズ科 ハナチグサ Cantharidus callichroa (Pilsbry,1850)

131 古腹足目 ニシキウズ科 イワカワチグサ Iwakawatrochus urbanus (Gould,1861)

132 古腹足目 ニシキウズ科 コマイチグサ
Komaitrochus pulcher Kuroda & Iw.Taki in

Kuroda,1958
133 古腹足目 ニシキウズ科 カネコチグサ Kanekotrochus infuscatus (Gould,1861)

134 古腹足目 ニシキウズ科 オニノハ Tosatrochus attenuatus (Jonas,1845)

135 古腹足目 ニシキウズ科 キバベニバイ Alcyna ocellata A.Adams,1861

136 古腹足目 ニシキウズ科 アナアキウズ Trochus maculatus verrucosus Gmelin,1790

137 古腹足目 ニシキウズ科 ハクシャウズ Trochus histrio Reeve,1848

138 古腹足目 ニシキウズ科 ウズイチモンジ Trochus sacellum rota Dunker,1860

139 古腹足目 ニシキウズ科 ギンタカハマ Tectus pyramis (Born,1780)

140 古腹足目 ニシキウズ科 ベニシリダカ Tectus conus (Gmelin,1791)

141 古腹足目 ニシキウズ科 ナツモモ Clanculus margaritarius (Philippi,1846)

142 古腹足目 ニシキウズ科 ウスイロナツモモ Clanculus clanguloides (Wood,1828)

143 古腹足目 ニシキウズ科 シロナツモモ Clanculus gemmulifer pallidus Pilsbry,1903

144 古腹足目 ニシキウズ科 クロマキアゲエビス Clanculus microdon A.Adams,1853

145 古腹足目 ニシキウズ科 コマキアゲエビス Clanculus bronni (Dunker,1860)

146 古腹足目 ニシキウズ科 タイワンキサゴ Umbonium suturale (Lamarck,1822)

147 古腹足目 ニシキウズ科 イボキサゴ Umbonium moniliferum (Lamarck,1822)

148 古腹足目 ニシキウズ科 キサゴ Umbonium costatum (Kiener,1838)

149 古腹足目 ニシキウズ科 ダンベイキサゴ Umbonium giganteum (Lesson,1831)

150 古腹足目 ニシキウズ科 キサゴモドキ Ethalia guamensis (Quoy & Gaimard,1834)

151 古腹足目 ニシキウズ科 ハナゴショグルマ Ethaliella floccata (Sowerby,1903)

152 古腹足目 ニシキウズ科 キヌシタダミ Ethminolia stearnsii (Pilsbry,1895)

153 古腹足目 ニシキウズ科 オヨギシタダミ Ethminolia nektonica (Okutani,1961)

154 古腹足目 ニシキウズ科 ヒナシタダミ Conotalopia ornata (Sowerby,1903)

155 古腹足目 ニシキウズ科 アワジチグサ Conotalopia mustelina (Gould,1861)

156 古腹足目 ニシキウズ科 ケシツブシタダミ
Conotalopia minima (Galikov in Galikov &

Scarlato,1967)
157 古腹足目 ニシキウズ科 ノボリガイ Monilea smithi (Dunker,1882)

158 古腹足目 ニシキウズ科 ヘソワゴマ Monilea belcheri (Philippi,1850)

159 古腹足目 ニシキウズ科 コノボリガイ Rossiteria nuclea (Philippi,1850)

160 古腹足目 ニシキウズ科 ヒラヒメアワビ Stomatella planulata Lamarck,1816

161 古腹足目 ニシキウズ科 ヒメアワビ Stomatella impertusa (Burrow,1815)

162 古腹足目 ニシキウズ科 ウスヒメアワビ Stomatella lintricula (A.Adams,1850)

163 古腹足目 ニシキウズ科 ハナザラ Broderipia iridescens (Broderip,1834)

164 古腹足目 ニシキウズ科 アシヤガマ Stomatolina rubra (Lamarck,1822)

165 古腹足目 ニシキウズ科 クレナイアシヤガマ Stomatolina sanguinea (A.Adams,1850)

166 古腹足目 ニシキウズ科 シワアシヤガマ Stomatolina angulata (A.Adams,1850)

167 古腹足目 ニシキウズ科 フルヤガイ Stomatia phymotis Helbling,1779

168 古腹足目 ニシキウズ科 ヒラマキフルヤガイ Stomatia obscura Sowerby,1874

169 古腹足目 ワタゾコシタダミ科 オトギノスガイ Leucorhynchia caledonica Crosse,1867

170 古腹足目 ワタゾコシタダミ科 ヤサクロススガイ Crossea bellula A.Adams,1865
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171 古腹足目 ワタゾコシタダミ科 カネコスズカゴ Conradia doliaris A.Adams,1863

172 古腹足目 ワタゾコシタダミ科 Conradia pulchella A.Adams,1861

173 古腹足目 ワタゾコシタダミ科 ヒラマキクボタシタダミ Dillwynella planorbis Hasegawa,1997

174 古腹足目 ワタゾコシタダミ科 ワダチシタダミ Munditiella ammonoceras (A.Adams,1863)

175 古腹足目 サザエ科 ミジンイトカケシタダミ Pondorbis japonicus Ando & Habe,1980

176 古腹足目 サザエ科 ヒメカタベガイ Liotinaria semiclathratula (Schrenck,1861)

177 古腹足目 サザエ科 リュウキュウヒメカタベ Liotinaria ryukyuensis Habe,1991

178 古腹足目 サザエ科 カタベガイ Angaria neglecta Poppe & Goto,1993

179 古腹足目 サザエ科 タツマキサザエ Turbo reevei Philippi,1847

180 古腹足目 サザエ科 コシタカサザエ Turbo stenogyrum Fischer,1873

181 古腹足目 サザエ科 ニシキサザエ Callopomella excellence (Sowerby,1914)

182 古腹足目 サザエ科 サザエ Turbo cornutus Lightfoot,1786

183 古腹足目 サザエ科 スガイ Lunella coreensis (Recluz,1853)

184 古腹足目 サザエ科 ウラウズガイ Astralium haematragum (Menke,1829)

185 古腹足目 サザエ科 カサウラウズ Astralium heimburgi (Dunker,1882)

186 古腹足目 サザエ科 オカモトウズ Astralium okamotoi Kuroda & Habe in Habe,1961

187 古腹足目 サザエ科 ハリサザエ Bolma modesta (Reeve,1843)

188 古腹足目 サザエ科 リンボウガイ Guildfordia triumphans (Philippi,1841)

189 古腹足目 サザエ科 サンショウガイ Homalopoma nocturnum (Gould,1861)

190 古腹足目 サザエ科 チグササンショウ Homalopoma incarinatum (Pilsbry,1903)

191 古腹足目 サザエ科 ミガキザンショウ Homalopoma laevigatum (Sowerby,1914)

192 古腹足目 サザエ科 ベニツブザンショウ Leptothyra rubricincta (Mighels,1845)

193 古腹足目 サザエ科 コダマサンショウスガイ Collonista glareosa (Gould,1861)

194 古腹足目 サザエ科 シラタマサンショウスガイ Collonista amakusaensis Habe,1960

195 古腹足目 サザエ科 サンショウスガイ Neocollonia pilula (Dunker,1860)

196 古腹足目 サザエ科 サラサバイ Phasianella solida (Born,1778)

197 古腹足目 サザエ科 ベニバイ Toricolia variabilis (Pease,1861)

198 アマオブネ目 アマオブネ科 キバアマガイ Nerita plicata Linnaeus,1758

199 アマオブネ目 アマオブネ科 アマオブネ Nerita albicilla Linnaeus,1758

200 アマオブネ目 アマオブネ科 オオアマガイ Nerita ocellata Le Guillow,1841

201 アマオブネ目 アマオブネ科 リュウキュウアマガイ Nerita insculpta Recluz,1842

202 アマオブネ目 アマオブネ科 アマガイ Nerita japonica Dunker,1860

203 アマオブネ目 アマオブネ科 ウスベニツバサカノコ Neritina sp.

204 アマオブネ目 アマオブネ科 イシマキガイ Clithon retropictus (Martens,1879)

205 アマオブネ目 アマオブネ科 カノコガイ Clithon sowerbianus (Recluz,1842)

206 アマオブネ目 アマオブネ科 ヒメカノコ Clithon oualaniensis (Lesson,1831)

207 アマオブネ目 アマオブネ科 ハナガスミカノコ Clithon chlorostoma (Broderop & Sowerby,1832)

208 アマオブネ目 アマオブネ科 ウミヒメカノコ Smaragdia sp.

209 アマオブネ目 アマオブネ科 キンランカノコ Smaragdia souverbiana (Montrouzier,1863)

210 アマオブネ目 アマオブネ科 ニジカノコ Smaragdia abakionigraphis Drivas & Jay,1989

211 アマオブネ目 コハクカノコ科 ツバサコハクカノコ Neritilia mimotoi Kano,Sasaki & Ishikawa,2001

212 アマオブネ目 フネアマガイ科 フネアマガイ Septaria porcellana (Linnaeus,1758)

213 アマオブネ目 ユキスズメ科 オキナワミヤコドリ Phenacolepas galathea (Lamarck,1819)

214 アマオブネ目 ユキスズメ科 ツメナリミヤコドリ Phenacolepas unguiformis (Gould,1859)

215 アマオブネ目 ユキスズメ科 ヒナユキスズメ Phenacolepas sp.

216 アマオブネ目 ユキスズメ科 ヌノメミヤコドリ Phenacolepas tenuisculpta Thiele,1909

217 アマオブネ目 ユキスズメ科 ミヤコドリ Phenacolepas (Cinnalepeta) pulchella (Lischke,1871)

218 アマオブネ目 ユキスズメ科 カゴメミヤコドリ Plesiothyreus newtoni Sowerby,1894

219 アマオブネ目 ヤマキサゴ科 ヤマキサゴ Waldemaria japonica (A.Adams,1861)

220 アマオブネ目 ゴマオカタニシ科 ゴマオカタニシ Georissa japonica Pilsbry,1900

221 アマオブネ目 ゴマオカタニシ科 ベニゴマオカタニシ Georissa shikokuensis Amano,1939

222 盤足目 トウガタカワニナ科 タケノコカワニナ Stenomelania rufescens (Martens,1860)

223 盤足目 カワニナ科 カワニナ Semisulcospira libertina (Gould,1859)

224 盤足目 オニノツノガイ科 メオニノツノ Cerithium echinatum Lamarck,1822

225 盤足目 オニノツノガイ科 コオニノツノ Cerithium columna Sowerby,1834

226 盤足目 オニノツノガイ科 キイロカニモリ Cerithium citrinum Sowerby,1855

227 盤足目 オニノツノガイ科 コオロギ Cerithium dialeucum Philippi,1849

228 盤足目 オニノツノガイ科 ホソコオロギ Cerithium torresi Smith,1884
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229 盤足目 オニノツノガイ科 クリフカニモリ Cerithium stigmosum Gould,1861

230 盤足目 オニノツノガイ科 ホソシボリツノブエ Cerithium egenum Gould,1849

231 盤足目 オニノツノガイ科 コンシボリツノブエ
Cerithium atromarginatum Dautzenberg &

Bouge,1933
232 盤足目 オニノツノガイ科 ハシナガツノブエ Cerithium rostratum Sowerby,1855

233 盤足目 オニノツノガイ科 クリムシカニモリ Cerithium nesioticum Pilsbry & Vanatta,1906

234 盤足目 オニノツノガイ科 メオトスジカニモリ Cerithium iterstriatum Sowerby,1855

235 盤足目 オニノツノガイ科 ゴマフカニモリ Cerithium punctatum Bruguiere,1792

236 盤足目 オニノツノガイ科 ハナカニモリ Cerithium zebrum Kiener,1841

237 盤足目 オニノツノガイ科 ノミカニモリ Bittium glareosum Gould,1861

238 盤足目 オニノツノガイ科 ダンダラノミカニモリ Cerithium alutaceum (Gould,1861)

239 盤足目 オニノツノガイ科 マダラチビカニモリ Cerithium variegatum (Kuroda & Habe,1971)

240 盤足目 オニノツノガイ科 ウミニナチビカニモリ Bittium batillarium (Kuroda & Habe,1971)

241 盤足目 オニノツノガイ科 オオシマチグサカニモリ Ittibittium parcum (Gould,1861)

242 盤足目 オニノツノガイ科 タケノコチグサカニモリ Ittibittium nipponkaiensis (Habe & Masuda,1990)

243 盤足目 オニノツノガイ科 カヤノミカニモリ Clypeomorus bifasciata (Sowerby,1855)

244 盤足目 オニノツノガイ科 ヨロイツノブエ Cerithium lifuensis Melvill & Standen,1895

245 盤足目 オニノツノガイ科 コゲツノブエ Cerithium coralium Kiener,1841

246 盤足目 オニノツノガイ科 ヒメクワノミカニモリ Cerithium zonatum (Wood,1828)

247 盤足目 オニノツノガイ科 ナガタケノコカニモリ Rhinoclavis fasciata (Bruguiere,1792)

248 盤足目 オニノツノガイ科 フシカニモリ Rhinoclavis pilsbryi (Kuroda & Habe in Habe,1961)

249 盤足目 オニノツノガイ科 トウガタカニモリ Rhinoclavis sinensis (Gmelin,1791)

250 盤足目 オニノツノガイ科 ヒメカニモリ Rhinoclavis (Proclava) sordidula (Gould,1849)

251 盤足目 オニノツノガイ科 カニモリガイ Rhinoclavis (Proclava) kochi (Philippi,1848)

252 盤足目 オニノツノガイ科 クリンニナ Royella sinon (Bayle,1880)

253 盤足目 オニノツノガイ科 イゼキトゲニナ Argyropeza izekiana Kuroda,1949

254 盤足目 オニノツノガイ科 ヌノメモツボ Cerithidium fusca (A.Adams,1860)

255 盤足目 オニノツノガイ科 ケノモツボ Cerithidium perparvulum (Watson,1886)

256 盤足目 スズメハマツボ科 スズメハマツボ Diala semistriata (Philippi,1849)

257 盤足目 スズメハマツボ科 クリフハマツボ Diala albugo (Watson,1886)

258 盤足目 スズメハマツボ科 コキザミハマツボ Diala sulcifera A.Adams,1862

259 盤足目 ウキツボ科 ウキツボ Litiopa niponica Kuroda & Kawamoto,1956

260 盤足目 ウキツボ科 ハリウキツボ Alaba goniochila (A.Adams,1860)

261 盤足目 ウキツボ科 シマハマツボ Alaba picta (A.Adams,1861)

262 盤足目 ウキツボ科 ウネハマツボ Alaba hungerfordi Sowerby,1894

263 盤足目 キリガイダマシ科 ヒメキリガイダマシ Haustator (Kurosiola) cingulifera (Sowerby,1825)

264 盤足目 ミミズガイ科 ミミズガイ Tenagodus (Tenagodus) cumingii (Moerch,1860)

265 盤足目 ミミズガイ科 カラミミミズ Tenagodus (Tenagodus) trochlearis (Moerch,1860)

266 盤足目 ミミズガイ科 チャイロミミズ Tenagodus (Tenagodus) sp.

267 盤足目 ゴマフニナ科 ゴマフニナ Planaxis sulcatus (Born,1780)

268 盤足目 ゴマフニナ科 ケハダヨコスジニナ Hinea inepta (Gould,1861)

269 盤足目 ゴマフニナ科 ヨコスジタマキビモドキ Hinea fasciata (Pease,1868)

270 盤足目 ゴマフニナ科 トリデニナ Fossarus trochleris (A.Adams,1853)

271 盤足目 ゴマフニナ科 マルトリデニナ Fossarus multicostatus (Pease,1861)

272 盤足目 ウミニナ科 ウミニナ Batillaria multiformis (Lischke,1869)

273 盤足目 ウミニナ科 ホソウミニナ Batillaria cumingii (Crosse,1862)

274 盤足目 ウミニナ科 イボウミニナ Batillaria zonalis (Bruguiere,1792)

275 盤足目 フトヘナタリ科 フトヘナタリ Cerithidea rhizophorarum A.Adams,1855

276 盤足目 フトヘナタリ科 ヘナタリ Cerithideopsilla cingulata (Gmelin,1791)

277 盤足目 フトヘナタリ科 カワアイ Cerithideopsilla djadjariensis (Martin,1899)

278 盤足目 カタベダマシ科 カタベダマシ Modulus tectum (Gmelin,1792)

279 盤足目 スナモチツボ科 モツボ Finella pupoides A.Adams,1860

280 盤足目 スナモチツボ科 シマモツボ Finella purpureoapicata (Preston,1905)

281 盤足目 スナモチツボ科 ツヤモツボ Finella rufocincta (A.Adams,1861)

282 盤足目 スナモチツボ科 スナモチツボ Scaliola bella A.Adams,1860

283 盤足目 スナモチツボ科 ホソスナモチツボ Scaliola glacilis A.Adams,1862

284 盤足目 スナモチツボ科 チビスナモチツボ Scaliola glareosa A.Adams,1862

285 盤足目 チグサカニモリ科 チグサカニモリ Plesiotrochus acutangulus (Yokoyama,1924)

286 盤足目 チグサカニモリ科 ヒメチグサカニモリ Plesiotrochus souverbianus Fischer,1878
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287 盤足目 ヤマタニシ科 サドヤマトガイ Japonia sadoensis Pilsbry & Hirase,1903

288 盤足目 ヤマタニシ科 ヤマタニシ Cyclophorus herklotsi Martens,1861

289 盤足目 ヤマタニシ科 アツブタガイ Cyclotus campanulatus Martens,1865

290 盤足目 ヤマタニシ科 ミジンヤマタニシ Nakadaella micron (Pilsbry,1900)

291 盤足目 ヤマタニシ科 ニッポンノブエガイ Nobuea kurodai Minato & Tada,1978

292 盤足目 ヤマクルマ科 ヤマクルマ Spirostoma japonicum japonicum (A.Adams,1867)

293 盤足目 ムシオイガイ科 ハリマムシオイ Chamalycaeus harimensis (Pilsbry,1900)

294 盤足目 ムシオイガイ科 ピルスブリムシオイ Chamalycaeus pilsbryi (Kobelt,1902)

295 盤足目 ムシオイガイ科 ヒメピルスブリムシオイ Chamalycaeus sp.

296 盤足目 ムシオイガイ科 アワムシオイ
Chamalycaeus satsumanus awaensis (Pilsbry &

Hirase,1904)

297 盤足目 ムシオイガイ科 ミヤマムシオイ Chamalycaeus sp.

298 盤足目 ムシオイガイ科 フトクビムシオイ Chamalycaeus sp.

299 盤足目 ムシオイガイ科 イトウムシオイ Chamalycaeus itonis itonis Kuroda,1943

300 盤足目 ムシオイガイ科 タダアツブタムシオイ Awalycaeus akiratadai Minato,1982

301 盤足目 アズキガイ科 アズキガイ Pupinella rufa (Sowerby,1864)

302 盤足目 ゴマガイ科 ヒダリマキゴマガイ Palaina pusilla pusilla (Martens,1877)

303 盤足目 ゴマガイ科 シコクゴマガイ
Diplommatina shikokuensis Kuroda,Abe & Habe in

Habe,1961

304 盤足目 ゴマガイ科 コベルトゴマガイ Diplommatina kobelti Pilsbry,1901

305 盤足目 ゴマガイ科 ソコカドゴマガイ Diplommatina goniobasis Pilsbry & Hirase,1904

306 盤足目 ゴマガイ科 アベゴマガイ
Diplommatina tosanella abei Kuroda in Kuroda &

Abe,1980

307 盤足目 ゴマガイ科 ヒメトサゴマガイの一種 Diplommatina sp.

308 盤足目 ゴマガイ科 ゴマガイ Diplommatina cassa Pilsbry,1901

309 盤足目 ゴマガイ科 マルクチゴマガイ Diplommatina circumstomata Kuroda & Abe,1980

310 盤足目 ゴマガイ科 キュウシュウゴマガイ
Diplommatina tanegashimae kyushuensis Pilsbry &

Hirase,1904

311 盤足目 ゴマガイ科 タカシマゴマガイ Diplommatina takashimae Kuroda,MS.

312 盤足目 タニシ科 マルタニシ Cipangopaludina chinensis laeta (Martens,1860)

313 盤足目 タニシ科 オオタニシ Cipangopaludina japonica (Martens,1860)

314 盤足目 タニシ科 ヒメタニシ Sinotaia quadrata histrica (Gould,1859)

315 盤足目 タニシモドキ科 スクミリンゴガイ Pomacea canaliculata (Lamarck,1819)

316 盤足目 タマキビ科 モロハタマキビ Lacuna (Lacuna) carinifera A.Adams,1853

317 盤足目 タマキビ科 タマキビ Littorina brevicula (Philippi,1844)

318 盤足目 タマキビ科 タイワンタマキビ Granulilittorina vidua (Gould,1859)

319 盤足目 タマキビ科 マルアラレタマキビ Granulilittorina sp.

320 盤足目 タマキビ科 アラレタマキビ
Granulilittorina radiata (Souleyet in Eydoux &

Souleyet,1852)

321 盤足目 タマキビ科 イボタマキビ Nodilittorina trochoides (Gray,1839)

322 盤足目 タマキビ科 ホソスジウズラタマキビ Littoraria undulata (Gray,1839)

323 盤足目 タマキビ科 ヒメウズラタマキビ Littoraria intermedia (Philippi,1846)

324 盤足目 タマキビ科 マルウズラタマキビ Littoraria articulata (Philippi,1846)

325 盤足目 タマキビ科 コビトウラウズ Peasiella habei Reid & Mak,1998

326 盤足目 ハマケシツボ科 ハマケシツボ Pelycidion japonica (Habe,1961)

327 盤足目 チャツボ科 チャツボ Barleeia angustata (Pilsbry,1901)

328 盤足目 オチョボグチツボ科 オチョボグチツボ Amphithalamus fulcira (Laseron,1956)

329 盤足目 リソツボ科 トウキョウリソツボ Merelina tokyoensis (Pilsbry,1904)

330 盤足目 リソツボ科 マツシマツボ Lucidesta matusimana (Nomura,1940)

331 盤足目 リソツボ科 シロコツブ Lucidesta mundula (A.Adams,1860)

332 盤足目 リソツボ科 タニシツボ Voorwindia paludinoides (Yokoyama,1927)

333 盤足目 リソツボ科 タマツボ Alvania (Alvania) concinna A.Adams,1861

334 盤足目 リソツボ科 マキウネツボ Alvania (Alvania) circinata A.Adams,1861

335 盤足目 リソツボ科 オガサワラリソツボ Alvania (Alvania) ogasawarana (Pilsbry,1904)

336 盤足目 リソツボ科 トクナガツボ
Manzonia (Simlamerelina) tokunagai

(Yokoyama,1927)
337 盤足目 リソツボ科 ミジンイトカケチョウジガイ Parashiela ambulata Laseron,1956

338 盤足目 リソツボ科 コウシメミジンツボ Parashiela invisibilis (Hedley,1899)

339 盤足目 リソツボ科 ゴマツボ Stosicia (Stosicia) annulata (Dunker,1860)
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340 盤足目 リソツボ科 バライロチョウジガイ Rissoina (Rissoina) rosea Deshayes,1863

341 盤足目 リソツボ科 ハブタエチョウジガイ Rissoina (Rissoina) modesta Gould,1861

342 盤足目 リソツボ科 ハスメチョウジガイ
Schwartziella (Schwartziella) zeltnerioides

Yokoyama,1920

343 盤足目 リソツボ科 カワリボリチョウジガイ Rissoina (Moerchiella) okinawensis Sleurs,1993

344 盤足目 リソツボ科 ツムガタチョウジガイ
Rissoina (Moerchiella) artensis Montrouzier in

Souverbie & Montrouzier,1872

345 盤足目 リソツボ科 ホソスジチョウジガイ Rissoina (Rissoina) materinsula Pilsbry,1904

346 盤足目 リソツボ科 コシボソチョウジガイ Rissoina (Rissoina) sp.

347 盤足目 リソツボ科 マキスジチョウジガイ Rissoina (Rissoina) imbricata (Gould,1861)

348 盤足目 リソツボ科 キリコチョウジガイ Rissoina (Rissolina) obeliscus Recluz,1860

349 盤足目 リソツボ科 ガンコチョウジガイ Rissoina (Rissolina) turricula Pease,1861

350 盤足目 リソツボ科 スジウネリチョウジガイ Rissoina (Rissolina) costulata Dunker,1860

351 盤足目 リソツボ科 Costalynia pulchella Brazier,1877

352 盤足目 リソツボ科 ヌノメチョウジガイ Rissoina (Phosinella) pura (Gould,1861)

353 盤足目 リソツボ科 カセンヌノメチョウジガイ Rissoina (Phosinella) cf. caelata (Laseron,1956)

354 盤足目 リソツボ科 コウシボリチョウジガイ Rissoina (Phosinella) tornatilis Gould,1861

355 盤足目 リソツボ科 カゴメチョウジガイ
Rissoina (Phosinella) dunkeriana (Kuroda & Habe in

Habe,1961)

356 盤足目 リソツボ科 キンスジチョウジガイ Rissoina (Apataxia) cerithiformis Tryon,1887

357 盤足目 リソツボ科
ムシロクチキレチョウジガ
イ

Stosicia (Isselina) mirabilis (Weinkauff,1881)

358 盤足目 リソツボ科 ヒメクチキレチョウジガイ Stosicia (Isselina) incisa (Laseron,1956)

359 盤足目 リソツボ科 オトヒメチョウジガイ Rissoina (Rissoina) otohimeae Kosuge,1965

360 盤足目 リソツボ科 フトウネチョウジガイ Schwartziella (Schwartziella) triticea (Pease,1860)

361 盤足目 リソツボ科 ルリチョウジガイ Schwartziella (Pandalosia) subulata (Laseron,1956)

362 盤足目 リソツボ科 ヒナチョウジガイ Schwartziella (Pandalosia) ephamilla (Watson,1886)

363 盤足目 リソツボ科 ギヤマンチョウジガイ Schwartziella (Pandalosia) excelsis (Laseron,1956)

364 盤足目 リソツボ科 コンペイトウチョウジガイ Herewardia kesteveni (Hedley,1907)

365 盤足目 リソツボ科 オトヒメタマガイ Microstelma japonica (A.Adams,1860)

366 盤足目 リソツボ科 ミジンチョウジガイ Zebina (Takirissoina) japonica (Weinkauff,1886)

367 盤足目 リソツボ科 クリムシチョウジガイ Zebina (Zebina) tridentata (Michaud,1830)

368 盤足目 リソツボ科 ケボリクリムシチョウジガイ Zebina (Takirissoina) subulina Weinkauff,1881

369 盤足目 リソツボ科 ワタゾコチョウジガイ Rissoina (Rissoina) benthicola (Habe,1961)

370 盤足目 リソツボ科
Zebina acicula

Laseron
Zebina (Zebina) acicula Laseron,1956

371 盤足目 リソツボ科 ショウクリムシチョウジガイ Zebina (Zebina) isolata Laseron,1956

372 盤足目 ワカウラツボ科 ミジンゴマツボ Liroceratia sulcata (Boettger,1893)

373 盤足目 ワカウラツボ科 ゴマツボモドキ Iravadia (Pseudonoba) bella (A.Adams,1851)

374 盤足目 ワカウラツボ科 ウチノミツボ
Iravadia (Pseudonoba) sp. aff. densilabrum

(Melvill,1912)
375 盤足目 ワカウラツボ科 カワグチツボ Iravadia (Fluviocingula) elegantula (A.Adams,1862)

376 盤足目 ワカウラツボ科 イリエツボ Iravadia (Sinusicola) yendoi (Yokoyama,1927)

377 盤足目 ワカウラツボ科 ワカウラツボ
Iravadia (Fairbankia) sakaguchii (Kuroda &

Habe,1954)
378 盤足目 ワカウラツボ科 キツキツボ Nozeba lignicola Hasegawa,1997

379 盤足目 ミズツボ科 コウチミジンツボ Akiyoshia morimotoi Kuroda & Habe,1958

380 盤足目 ミズツボ科 ホラアナミジンニナ Bythinella nipponica Mori,1937

381 盤足目 ミズツボ科 コモチカワツボ Potamopyrgus antipodarum (Gray,1843)

382 盤足目 サザナミツボ科 サザナミツボ Nozeba ziczac (Fukuda & Ekawa,1997)

383 盤足目 マメタニシ科 ヒメマルマメタニシ Bithynia kiusiuensis S.Hirase,1927

384 盤足目 カワザンショウガイ科 オオウスイロヘソカドガイ Paludinellassiminea tanegashimae (Pilsbry,1924)

385 盤足目 カワザンショウガイ科 ヘソカドガイ Paludinellassiminea japonica (Pilsbry,1901)

386 盤足目 カワザンショウガイ科 ウスイロオカチグサ Paludinassiminea devilis (Gould,1859)

387 盤足目 カワザンショウガイ科 ヤマモトミジンチグサ Paracmella yamamotoensis Kuroda,MS.

388 盤足目 カワザンショウガイ科 ホラアナゴマオカチグサ Cavernacmella kuzuuensis (Suzuki,1937)

389 盤足目 カワザンショウガイ科 ツブカワザンショウ Assiminea estuarina Habe,1946

390 盤足目 カワザンショウガイ科
ヒナタムシヤドリカワザン
ショウ

Assiminea sp.

391 盤足目 カワザンショウガイ科 カワザンショウガイ Assiminea japonica Martens,1877

392 盤足目 カワザンショウガイ科 ヒラドカワザンショウ Assiminea hiradoensis Habe,1942

393 盤足目 カワザンショウガイ科 イヨカワザンショウ Assiminea iyoensis Pilsbry & Hirase,MS.
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394 盤足目 カワザンショウガイ科 クリイロカワザンショウ Angustassiminea castanea (Westerlund,1883)

395 盤足目 カワザンショウガイ科 キントンイロカワザンショウ Angustassiminea sp.

396 盤足目 カワザンショウガイ科 ヨシダカワザンショウ Angustassiminea yoshidayukioi (Kuroda,1959)

397 盤足目 カワザンショウガイ科 カハタレカワザンショウ Nanivitrea sp.

398 盤足目 クビキレガイ科 ヤマトクビキレガイ Truncatella pfeifferi Martens,1860

399 盤足目 ミズゴマツボ科 ミズゴマツボ Stenothyra japonica Kuroda,1962

400 盤足目 ミズゴマツボ科 ウミゴマツボ Stenothyra edogawensis (Yokoyama,1927)

401 盤足目 ミジンギリギリツツ科 マダラミジンギリギリツツ Caecum maculatum Habe,1963

402 盤足目 ミジンギリギリツツ科 ミジンツツガイ Caecum (Brochina) glabella (A.Adams,1868)

403 盤足目 ミジンギリギリツツ科 モヨウミジンツツ Caecum (Pictocaecum) japonicum (Habe,1978)

404 盤足目 イソコハクガイ科 ウミコハクガイ Teinostoma lucida (A.Adams,1864)

405 盤足目 イソコハクガイ科 イトコシタダミ Vitrinella sobrina (A.Adams,1861)

406 盤足目 イソコハクガイ科 ミジンカブトシタダミ Lophocochlias minutissima (Pilsbry,1921)

407 盤足目 イソコハクガイ科 ナギツボ Vitrinella sp.

408 盤足目 イソコハクガイ科 マンジュウシタダミ Woodringilla solida (Laseron,1954)

409 盤足目 イソコハクガイ科 ギボシノツブ Microthyca crenellifera (A.Adams,1862)

410 盤足目 イソコハクガイ科 シラギク Pseudoliotia pulchella (Dunker,1860)

411 盤足目 イソコハクガイ科 カタベシラギク
Pseudoliotia granulosa Kuroda & Habe in

Kuroda,Habe & Oyama,1971

412 盤足目 イソコハクガイ科 ヒメシラギク Pseudoliotia astericus (Gould,1859)

413 盤足目 イソコハクガイ科 キヌツヤイソコハク Vitrinella orbella (A.Adams,1861)

414 盤足目 イソコハクガイ科 イソマイマイ Sigareornus planus (A.Adams,1850)

415 盤足目 イソコハクガイ科 ウズマキウツブシガイ Uzumakiella japonica Habe,1958

416 盤足目 イソコハクガイ科 アラウズマキ Pygmaerota duplicata (Lischke,1872)

417 盤足目 イソコハクガイ科 カズウズマキ Circulus cingulifera (A.Adams,1850)

418 盤足目 イソコハクガイ科 ケボリカズウズマキ Circulus modesta (Gould,1859)

419 盤足目 イソコハクガイ科 ヒメウズマキ Circulus tornatus (A.Adams,1864)

420 盤足目 イソコハクガイ科 チョウシウズマキ Circulus choshiensis (Habe,1961)

421 盤足目 イソコハクガイ科 クルマウズマキ Circulus biporcata (A.Adams,1863)

422 盤足目 イソコハクガイ科 ソウヨウウズマキ Circulus soyoae (Habe,1961)

423 盤足目 ソデボラ科 スイショウガイ Strombus (Laevistrombus) turturella (Roeding,1798)

424 盤足目 ソデボラ科 ヒダトリガイ Strombus (Canarium) labiatum (Roeding,1798)

425 盤足目 ソデボラ科 ヤサガタムカシタモト Strombus (Canarium) microurceum (Kira,1959)

426 盤足目 ソデボラ科 ムカシタモト Strombus (Canarium) mutabilis Swainson,1821

427 盤足目 ソデボラ科 ミツユビガイ Strombus (Canarium) dentatum Linnaeus,1758

428 盤足目 ソデボラ科 ニヨリムカシタモト Strombus (Canarium) wilsoni Abbott,1967

429 盤足目 ソデボラ科 オハグロシドロ Strombus (Dolomena) plicatus (Roeding,1798)

430 盤足目 ソデボラ科 フドロ
Strombus (Doxsander) marginatus robustus

Sowerby,1874

431 盤足目 ソデボラ科 シドロ Strombus (Doxander) japonicus Reeve,1851

432 盤足目 ソデボラ科 マイノソデガイ Strombus (Euprotomus) aurisdianae Linnaeus,1758

433 盤足目 ソデボラ科 ベニソデガイ Strombus (Euprotomus) bulla (Roeding,1798)

434 盤足目 ソデボラ科 マガキガイ Strombus (Conomurex) luhuanus Linnaeus,1758

435 盤足目 ソデボラ科 サソリガイ Lambis crocata (Link,1807)

436 盤足目 ソデボラ科 フシデサソリ Lambis (Millepes) scorpius (Linnaeus,1758)

437 盤足目 ソデボラ科 スイジガイ Lambis (Harpago) chiraga (Linnaeus,1758)

438 盤足目 トンボガイ科 ウストンボガイ
Terebellum terebellum delicatum Kuroda &

Kawamoto,1956

439 盤足目 スズメガイ科 アツキクスズメ Hipponix acuta (Quoy & Gaimard,1835)

440 盤足目 スズメガイ科 キクスズメ Hipponix conica (Schumacher,1817)

441 盤足目 スズメガイ科 ウニヤドリキクスズメ Hipponix prinocidaricola (Habe & Kanazawa,1991)

442 盤足目 スズメガイ科 カワチドリ Hipponix (Antisabia) foliacea Quoy & Gaimard,1835

443 盤足目 スズメガイ科 スズメガイ Hipponix (Pilosabia) trigona (Gmelin,1791)

444 盤足目 スズメガイ科 フウリンチドリ Cheilea equestris (Linnaeus,1758)

445 盤足目 スズメガイ科 シワフウリンチドリ Cheilea tortilis (Reeve,1858)

446 盤足目 スズメガイ科 チリメンフウリンチドリ Cheilea cicatricosa (Reeve,1859)

447 盤足目 シロネズミガイ科 ヒナツボ Berthais egregia (A.Adams,1863)

448 盤足目 シロネズミガイ科 ハツカネズミガイ Macromphalus tornatilis (Gould,1859)
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449 盤足目 シロネズミガイ科 マルシロネズミ Vanikoro helicoidea (Le Guillou,1842)

450 盤足目 シロネズミガイ科 ヤグラシロネズミ Vanikoro fenestrata (A.Adams,1863)

451 盤足目 シロネズミガイ科 ナガエンドウガイ Halotapada okamotoi (Habe,1962)

452 盤足目 カツラガイ科 オトヒメスズメ Capulus otohimeae (Habe,1946)

453 盤足目 カツラガイ科 ネジヌキ Iphinoe unicarinata (Sowerby,1834)

454 盤足目 カツラガイ科 トウガタナワボラ Turritropis turrita Habe,1962

455 盤足目 カツラガイ科 サワラビ Separatista helicoides (Gmelin,1791)

456 盤足目 カツラガイ科 カセンチドリ Capulus batius Dunker,1882

457 盤足目 カリバガサ科 カリバガサ Calyptraea yokoyamai Kuroda,1929

458 盤足目 カリバガサ科 クリイロカリバガサ Calyptraea sakaguchii Kuroda & Habe in Habe,1961

459 盤足目 カリバガサ科 アワブネガイ Bostrycapulus gravispinosus (Kuroda & Habe,1950)

460 盤足目 カリバガサ科 シマメノウフネガイ Crepidula onyx Sowerby,1914

461 盤足目 カリバガサ科 ヒラフネガイ Ergaea walshi (Reeve,1859)

462 盤足目 クマサカガイ科 ホンクマサカ
Xenophola japonica Kuroda & Habe in Kuroda,Habe

& Oyama,1971

463 盤足目 クマサカガイ科 クマサカガイ Xenophola pallidula (Reeve,1843)

464 盤足目 クマサカガイ科 シワクマサカ Xenophola cerea (Reeve,1845)

465 盤足目 クマサカガイ科 オオクマサカ Xenophola chinensis (Philippi,1841)

466 盤足目 クマサカガイ科 キヌガサガイ Onustus exutum (Reeve,1842)

467 盤足目 ムカデガイ科 ムカデガイ Petaloconchus renisectus Carpenter,1857

468 盤足目 ムカデガイ科 クビタテヘビガイ Vermetus tokyoensis Pilsbry,1895

469 盤足目 ムカデガイ科 タツノコヘビガイ Dendropoma dragonella (Okutani,1975)

470 盤足目 ムカデガイ科 ソメワケヘビガイ Serpulorbis dentiferus (Lamarck,1818)

471 盤足目 ムカデガイ科 リュウグウカズラ Serpulorbis xenophorus Habe,1961

472 盤足目 ムカデガイ科 オオヘビガイ Serpulorbis imbricatus (Dunker,1860)

473 盤足目 ムカデガイ科 オレンジヘビガイ Serpulorbis daidai Scheuwimmer & Nishiwaki,1982

474 盤足目 ウミウサギ科 ユウナムギツブダカラ Pseudocypraea exquisita Petuch,1979

475 盤足目 ウミウサギ科 ヒナコダマウサギ Prinovolva aenigma Azuma & Cate,1971

476 盤足目 ウミウサギ科 チョウシコダマウサギ Prinovolva chosiensis (Cate,1973)

477 盤足目 ウミウサギ科 ムラクモコダマウサギ Prinovolva bulla (A.Adams & Reeve,1848)

478 盤足目 ウミウサギ科 キンスジケボリ Primovula dorsuosa (Hinds,1844)

479 盤足目 ウミウサギ科 コボレバケボリ Dentiovula colobica (Azuma & Cate,1971)

480 盤足目 ウミウサギ科 コダマケボリ Pseudosimnia (Globovula) margarita (Sowerby,1828)

481 盤足目 ウミウサギ科 テンロクケボリ Pseudosimnia (Diminovula) punctata (Duclos,1831)

482 盤足目 ウミウサギ科 ホソテンロクケボリ Pseudosimnia (Diminovula) alabaster (Reeve,1865)

483 盤足目 ウミウサギ科 コダマウサギ Pseudosimnia culmen Cate,1973

484 盤足目 ウミウサギ科 ウコンフクリンガイ Xandarovula xanthochila (Kuroda,1929)

485 盤足目 ウミウサギ科 トウガタフクリンガイ Xandarovula pagoda Cate,1973

486 盤足目 ウミウサギ科 オトメキヌハダヅツミ Primovula (Aperiovula) jeanae (Cate,1973)

487 盤足目 ウミウサギ科 ハナヤカケボリ Primovula roseomaculata (Schepman,1909)

488 盤足目 ウミウサギ科 ハナアヤメケボリ Primovula striatula (Sowerby,1828)

489 盤足目 ウミウサギ科 ツマニケボリ Primovula beckeri (Sowerby,1900)

490 盤足目 ウミウサギ科 ナナホシコボレバケボリ Primovula septemmacula (Azuma,1974)

491 盤足目 ウミウサギ科 ドレイパーケボリ Primovula draperi (Cate & Azuma in Cate,1973)

492 盤足目 ウミウサギ科 トラフケボリ Primovula tigris Yamamoto,1971

493 盤足目 ウミウサギ科 アズマケボリ Primovula azumai Cate,1970

494 盤足目 ウミウサギ科 カブトケボリ Primovula galearis (Cate,1973)

495 盤足目 ウミウサギ科 マメウサギガイ Calpurnus lacteus (Lamarck,1810)

496 盤足目 ウミウサギ科 ウミウサギ Ovula ovum (Linnaeus,1758)

497 盤足目 ウミウサギ科 チヂワケボリ Prosimnia semperi (Weinkauff,1881)

498 盤足目 ウミウサギ科 ツグチガイ Primovula rhodia (A.Adams,1854)

499 盤足目 ウミウサギ科 トサケボリ Primovula tosaensis Azuma & Cate,1971

500 盤足目 ウミウサギ科 ホリキヌヅツミ Phenacovolva coarctata (A.Adams & Reeve,1848)

501 盤足目 ウミウサギ科 ベニキヌヅツミ Phenacovolva rosea (A.Adams,1854)

502 盤足目 ウミウサギ科 テイラーキヌヅツミ Phenacovolva tayloriana Azuma & Cate,1971

503 盤足目 ウミウサギ科 キヌヅツミ Phenacovolva angasi (Reeve,1865)

504 盤足目 ウミウサギ科 ムラクモキヌヅツミ Phenacovolva gracilis (A.Adams & Reeve,1848)

505 盤足目 ウミウサギ科 ツリフネキヌヅツミ Phenacovolva longirostrata (Sowerby,1828)
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506 盤足目 ウミウサギ科 ヨシオキヌヅツミ Phenacovolva yoshioi Azuma & Cate,1971

507 盤足目 ウミウサギ科 ワカヤマキヌヅツミ
Phenacovolva wakayamaensis Cate & Azuma in

Cate,1973

508 盤足目 ウミウサギ科 ヒガイ Volva habei Oyama,1961

509 盤足目 タカラガイ科 サメダカラ Cypraea (Staphylaea) staphylaea Linnaeus,1758

510 盤足目 タカラガイ科 シボリダカラ Cypraea (Staphylaea) limacina Lamarck,1810

511 盤足目 タカラガイ科 タルダカラ Cypraea (Talparia) talpa Linnaeus,1758

512 盤足目 タカラガイ科 ヤナギシボリダカラ Cypraea (Luria) isabella Linnaeus,1758

513 盤足目 タカラガイ科 ナツメモドキ Cypraea (Erronea) errones Linnaeus,1758

514 盤足目 タカラガイ科 スソムラサキダカラ Cypraea (Erronea) chinensis Gmelin,1791

515 盤足目 タカラガイ科 エダカラ Cypraea (Blasicrura) teres Gmelin,1791

516 盤足目 タカラガイ科 サバダカラ Cypraea (Blasicrura) hirundo Linnaeus,1758

517 盤足目 タカラガイ科 クチグロキヌタ Cypraea (Erronea) onyx Linnaeus,1758

518 盤足目 タカラガイ科 ヒメハラダカラ Cypraea (Erronea) hungerfordi Sowerby,1888

519 盤足目 タカラガイ科 カミスジダカラ Cypraea (Palmadusta) clandestina Linnaeus,1758

520 盤足目 タカラガイ科 チャイロキヌタ Cypraea (Palmadusta) artuffeli Jousseaume,1876

521 盤足目 タカラガイ科 カバホシダカラ Cypraea (Palmadusta) lutea Gmelin,1791

522 盤足目 タカラガイ科 カノコダカラ Cypraea (Cribraria) cribraria Linnaeus,1758

523 盤足目 タカラガイ科 ウキダカラ Cypraea (Palmadusta) asellus Linnaeus,1758

524 盤足目 タカラガイ科 ツマムラサキメダカラ Cypraea (Purpuradusta) fimbriata Gmelin,1791

525 盤足目 タカラガイ科 ツマベニメダカラ Cypraea (Purpuradusta) minoridens Melvill,1901

526 盤足目 タカラガイ科 メダカラガイ Cypraea (Purpuradusta) gracilis Gaskoin,1848

527 盤足目 タカラガイ科 クロダカラ Cypraea (Erronea) listeri Gray,1824

528 盤足目 タカラガイ科 ハチジョウダカラ Cypraea (Mauritia) mauritiana Linnaeus,1758

529 盤足目 タカラガイ科 ヤクシマダカラ Cypraea (Mauritia) arabica Linnaeus,1758

530 盤足目 タカラガイ科 コモンダカラ Cypraea (Erosaria) erosa Linnaeus,1758

531 盤足目 タカラガイ科 ハツユキダカラ Cypraea (Erosaria) miliaris Gmelin,1825

532 盤足目 タカラガイ科 オミナエシダカラ Cypraea (Erosaria) boivini Kiener,1845

533 盤足目 タカラガイ科 ナシジダカラ Cypraea (Erosaria) labrolineata Gaskoin,1849

534 盤足目 タカラガイ科 カバフダカラ Cypraea (Erronea) caurica Linnaeus,1758

535 盤足目 タカラガイ科 アヤメダカラ Cypraea (Erosaria) poraria Linnaeus,1758

536 盤足目 タカラガイ科 カモンダカラ Cypraea (Erosaria) helvola Linnaeus,1758

537 盤足目 タカラガイ科 ハナマルユキ Cypraea (Erosaria) caputserpentis Linnaeus,1758

538 盤足目 タカラガイ科 キイロダカラ Cypraea (Erosaria) moneta Linnaeus,1758

539 盤足目 タカラガイ科 ハナビラダカラ Cypraea (Erosaria) annulus Linnaeus,1758

540 盤足目 タカラガイ科 ホシダカラ Cypraea (Cypraea) tigris Linnaeus,1758

541 盤足目 タカラガイ科 クチムラサキダカラ Cypraea (Lyncia) carneola Linnaeus,1758

542 盤足目 タカラガイ科 ホシキヌタ Cypraea (Lyncina) vitellus Linnaeus,1758

543 盤足目 シラタマガイ科 シラタマガイ Trivirostra oryza (Lamarck,1818)

544 盤足目 シラタマガイ科 ワスレシラタマ Trivirostra edgari (Shaw,1909)

545 盤足目 シラタマガイ科 ナガレボリシラタマ Trivirostra pellucidula (Reeve,1846)

546 盤足目 シラタマガイ科 コムギツブガイ Trivirostra hordacea (Kiener,1843)

547 盤足目 シラタマガイ科 サガミシラタマ
Pseudotrivia sagamiensis Kuroda & Habe in

Kuroda,Habe & Oyama,1971

548 盤足目 シラタマガイ科 ザクロガイ Erato (Lachryma) callosa A.Adams & Reeve,1850

549 盤足目 シラタマガイ科 マシロザクロ
Erato (Lachryma) pura (Kuroda & Habe in

Kuroda,Habe & Oyama,1971)

550 盤足目 シラタマガイ科 ザクロガイモドキ Erato (Eratoena) sulcifera Sowerby,1832

551 盤足目 マツワリダカラ科 マツワリダカラ Pedicularia pacifica Pease,1865

552 盤足目 ハナヅトガイ科 キシュウベッコウタマガイ Lamellaria kiiensis Habe,1944

553 盤足目 ハナヅトガイ科 セトベッコウタマガイ Coriocella setoensis (Habe,1944)

554 盤足目 ハナヅトガイ科 ハナヅトガイ Velutina pusio A.Adams,1860

555 盤足目 タマガイ科 サキグロタマツメタ Laguncula pulchella Benson,1842

556 盤足目 タマガイ科 オリイレシラタマ Sigatica bathyraphe (Pilsbry,1911)

557 盤足目 タマガイ科 マルタマツバキ Polinices jukesii (Reeve,1855)

558 盤足目 タマガイ科 コマンジュウガイ Polinices columnaris (Recluz,1851)

559 盤足目 タマガイ科 オオタマツバキ Polinices powisianana (Recluz,1844)

560 盤足目 タマガイ科 キヌカツギタマツバキ Polinices vestitus Kuroda,1961
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561 盤足目 タマガイ科 ウチヤマタマツバキ Polinices sagamiensis Pilsbry,1904

562 盤足目 タマガイ科 マンジュウガイ Polinices albumen (Linnaeus,1758)

563 盤足目 タマガイ科 シロヘソアキトミガイ Polinices vavaosi (Reeve,1855)

564 盤足目 タマガイ科 トミガイ Polinices mammillus (Linnaeus,1758)

565 盤足目 タマガイ科 ツメタガイ Glossaulax didyma didyma (Roeding,1798)

566 盤足目 タマガイ科 ホソヤツメタ Glossaulax didyma hosoyai (Kira,1959)

567 盤足目 タマガイ科 ハナツメタ Glossaulax reiniana (Dunker,1877)

568 盤足目 タマガイ科 ヒメツメタ Glossaulax vesicalis (Philippi,1848)

569 盤足目 タマガイ科 ヒロベソツメタ Glossaulax incisa (Philippi,1852)

570 盤足目 タマガイ科 オオネズミガイ Mammilla kurodai (Iw.Taki,1943)

571 盤足目 タマガイ科 ミカワネズミ Mammilla mikawaensis Azuma,1961

572 盤足目 タマガイ科 リスガイ Mammilla melanostoma (Gmelin,1791)

573 盤足目 タマガイ科 ネズミガイ Mammilla simiae (Deshayes,1838)

574 盤足目 タマガイ科 ヌノメリスガイ Mammilla mammata (Roeding,1798)

575 盤足目 タマガイ科 ユキネズミ Mammilla sebae (Recluz,1851)

576 盤足目 タマガイ科 ヒロクチリスガイ Mammilla melanostomoides (Quoy & Gaimard,1832)

577 盤足目 タマガイ科 ヒロトラダマ Natica spadicea (Gmelin,1791)

578 盤足目 タマガイ科 ニッポンタマガイ Natica nipponensis Kuroda,1961

579 盤足目 タマガイ科 フタスジタマガイ Natica sp.

580 盤足目 タマガイ科 カスミダマ Natica traillii Reeve,1855

581 盤足目 タマガイ科 カスミコダマ Natica buriasensis Recluz,1843

582 盤足目 タマガイ科 フロガイダマシ Naticarius concinnus (Dunker,1860)

583 盤足目 タマガイ科 ヒメフロガイ Naticarius execellens Azuma,1961

584 盤足目 タマガイ科 フロガイ Naticarius alapapilionis (Roeding,1798)

585 盤足目 タマガイ科 シシダマ Tanea tabularis (Kuroda,1961)

586 盤足目 タマガイ科 ホウシュノタマ Notocochilis gualterina Recluz,1844

587 盤足目 タマガイ科 ヒョウダマ Tanea hilaris (Sowerby,1914)

588 盤足目 タマガイ科 カンゼミズタマ Tanea tenuipicta (Kuroda,1961)

589 盤足目 タマガイ科 トサダマ Tanea tosaensis (Kuroda,1961)

590 盤足目 タマガイ科 ハギノツユ Notocochilis cernica (Jousseaume,1874)

591 盤足目 タマガイ科 エゾタマガイ Cryptonatica janthostomoides (Kuroda & Habe,1949)

592 盤足目 タマガイ科 アダムズタマガイ Cryptonatica adamsiana (Dunker,1860)

593 盤足目 タマガイ科 カノコダマ Natica venustula Philippi,1851

594 盤足目 タマガイ科 ゴマフダマ Paratectonatica tigrina (Roeding,1798)

595 盤足目 タマガイ科 フクロガイ Sinum (Sinum) javanicum (Griffith & Pidgeon,1834)

596 盤足目 タマガイ科 ヒメミミガイ Sinum (Sinum) japonicum (Lischke,1868)

597 盤足目 タマガイ科 ツガイ Sinum (Ectosinum) incisum (Sowerby,1864)

598 盤足目 タマガイ科 ツツミガイ Sinum (Ectosinum) planulatum (Recluz,1845)

599 盤足目 タマガイ科 ネコガイ Eunaticina papilla (Gmelin,1791)

600 盤足目 オキニシ科 イワカワウネボラ Bursa (Colubrellina) granularis (Roeding,1798)

601 盤足目 オキニシ科 オハグロオキニシ Bursa (Ranella) rhodostoma (Beck in Sowerby,1835)

602 盤足目 オキニシ科 シワオキニシ Bursa (Ranella) cruentata (Sowerby,1835)

603 盤足目 オキニシ科 オキニシ Bursa bufonia (Gmelin,1788)

604 盤足目 オキニシ科 コブオキニシ Bursa tuberosissima (Reeve,1844)

605 盤足目 オキニシ科 クチムラサキオキニシ Bursa rosea (Perry,1811)

606 盤足目 オキニシ科 ミヤコボラ Bufonaria rana (Linnaeus,1758)

607 盤足目 オキニシ科 オオナルトボラ Tutufa bufo (Roeding,1798)

608 盤足目 オキニシ科 シワクチナルトボラ Tutufa rubeta (Linnaeus,1758)

609 盤足目 トウカムリ科 カンコガイ Phalium glaucum (Linnaeus,1758)

610 盤足目 トウカムリ科 タイコガイ Phalium bandatum (Perry,1811)

611 盤足目 トウカムリ科 コダイコガイ Phalium areola (Linnaeus,1758)

612 盤足目 トウカムリ科 ナガカズラガイ Phalium flammiferum (Roeding,1798)

613 盤足目 トウカムリ科 ウネウラシマ Semicassis japonica (Reeve,1848)

614 盤足目 トウカムリ科 タマウラシマ Semicassis pila (Reeve,1848)

615 盤足目 トウカムリ科 マメシボリウラシマ Semicassis minor (Kuster,1857)

616 盤足目 トウカムリ科 ウラシマ Semicassis persimilis Kira,1959

617 盤足目 トウカムリ科 ウスウラシマ Semicassis bulla Kuroda in Habe,1961

618 盤足目 トウカムリ科 ヒメタイコガイ Semicassis (Xenogalea) inortata (Pilsbry,1895)
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619 盤足目 トウカムリ科 ヒナヅル Casmaria erinaceus (Linnaeus,1758)

620 盤足目 トウカムリ科 アメガイ Casmaria ponderosa (Gmelin,1791)

621 盤足目 トウカムリ科 レンジャクガイ Casmaria nipponensis Abbott,1968

622 盤足目 ビワガイ科 ビワガイ Ficus subintermedius (D'Orbigny,1852)

623 盤足目 ヤツシロガイ科 イワカワトキワガイ Malea pomum (Linnaeus,1758)

624 盤足目 ヤツシロガイ科 ウズラガイ Tonna perdix (Linnaeus,1758)

625 盤足目 ヤツシロガイ科 スクミウズラガイ Tonna cepa (Roeding,1798)

626 盤足目 ヤツシロガイ科 ヤツシロガイ Tonna luteostoma (Kuster,1857)

627 盤足目 ヤツシロガイ科 スジウズラガイ Tonna olearium (Linnaeus,1758)

628 盤足目 ヤツシロガイ科 ミフウズラガイ Tonna chinensis (Dillwyn,1817)

629 盤足目 ヤツシロガイ科 ウズラミヤシロガイ Tonna marginata (Philippi,1845)

630 盤足目 ヤツシロガイ科 トキワガイ Tonna allium (Dillwyn,1817)

631 盤足目 フジツガイ科 カブトアヤボラ Fusitriton galea Kuroda & Habe in Habe,1961

632 盤足目 フジツガイ科 ウネボラ Gyrineum natator (Roeding,1798)

633 盤足目 フジツガイ科 イササボラ Gyrineum lacunatum (Mighels,1845)

634 盤足目 フジツガイ科 シゲトウボラ Cymatium (Linatella) cingulatum (Lamarck,1822)

635 盤足目 フジツガイ科 トウマキ Cymatium (Gelagna) succincta (Linnaeus,1771)

636 盤足目 フジツガイ科 ジュセイラ Cymatium (Septa) hepaticum (Roeding,1798)

637 盤足目 フジツガイ科 ショウジョウラ Cymatium (Septa) rubeculum (Linnaeus,1758)

638 盤足目 フジツガイ科 ヒメジュセイラ Cymatium (Septa) occidentale (Morch,1877)

639 盤足目 フジツガイ科 カコボラ
Cymatium (Monoplex) perthenopeum (von Salis

Marschlins,1793)

640 盤足目 フジツガイ科 シロシノマキ Cymatium (Monoplex) mundum (Gould,1849)

641 盤足目 フジツガイ科 ホソジュセイラ Cymatium (Monoplex) gemmatum (Reeve,1844)

642 盤足目 フジツガイ科 シノマキ Cymatium (Monoplex) pileare (Linnaeus,1758)

643 盤足目 フジツガイ科 サツマボラ Cymatium (Monoplex) aquatile (Reeve,1844)

644 盤足目 フジツガイ科 ミツカドボラ Cymatium (Monoplex) nicobaricum (Roeding,1798)

645 盤足目 フジツガイ科 レイシボラ Cymatium (Monoplex) comptum (A.Adams,1855)

646 盤足目 フジツガイ科 ククリボラ Cymatium (Monoplex) exaratum (Reeve,1844)

647 盤足目 フジツガイ科 ハチボラ Cymatium (Monoplex) vespaceum (Lamarck,1818)

648 盤足目 フジツガイ科 ヒメミツカドボラ Cymatium (Turritriton) labiosum (Wood,1828)

649 盤足目 フジツガイ科 ナガスズカケボラ Cymatium (Monoplex) tenuiliratum (Lischke,1873)

650 盤足目 フジツガイ科 シオボラ Cymadium (Gutturnium) muricium (Roeding,1798)

651 盤足目 フジツガイ科 コシダカフジツ Cymatium (Ranularia) dunkeri (Lischke,1868)

652 盤足目 フジツガイ科 ハシナガボラ Cymatium (Ranularia) encausticum (Reeve,1844)

653 盤足目 フジツガイ科 オオゾウガイ Cymatium (Ranularia) pyrum (Linnaeus,1758)

654 盤足目 フジツガイ科 ゾウガイ Cymatium (Ranularia) sinense (Reeve,1844)

655 盤足目 フジツガイ科 フジツガイ Cymatium (Lotoria) lotorium (Linnaeus,1758)

656 盤足目 フジツガイ科 ホラガイ Charonia tritonis (Linnaeus,1758)

657 盤足目 フジツガイ科 ボウシュウボラ Charonia lampas sauliae (Reeve,1844)

658 盤足目 イボボラ科 イボボラ Distorsio reticularis (Linnaeus,1758)

659 盤足目 イボボラ科 カノコイボボラ Distorsio decipiense (Reeve,1844)

660 異足目 クチキレウキガイ科 クスミクチキレウキガイ Atlanta fusca Souleyet,1852

661 異足目 クチキレウキガイ科 ナカダカクチキレウキガイ Atlanta inflata Souleyet,1852

662 異足目 クチキレウキガイ科 クチキレウキガイ Atlanta peroni Lesueur,1817

663 異足目 ゾウクラゲ科 ゾウクラゲ Carinaria cristata (Linnaeus,1767)

664 異足目 ゾウクラゲ科 コノハゾウクラゲ Pterosoma planum Lesson,1831

665 異足目 ハダカゾウクラゲ科 ハダカゾウクラゲ Pterotrachea coronata Forskal,1775

666 翼舌目
クリイロケシカニモリ
科

カイメンケシカニモリ Cerithiopsis spongicola Habe,1960

667 翼舌目
クリイロケシカニモリ
科

ヒオコシケシカニモリ Jaculator marileutes (Melvill & Standen,1896)

668 翼舌目
クリイロケシカニモリ
科

ミジンサナギチビカニモリ Jaculator ovata Laseron,1956

669 翼舌目
クリイロケシカニモリ
科

ニレツサナギチビカニモリ Horologica bipartia Laseron,1955

670 翼舌目
クリイロケシカニモリ
科

ケシカニモリ Notoseila morishimai Habe,1970

671 翼舌目
クリイロケシカニモリ
科

ハラブトケシカニモリ Paraseila japonica Habe,1970

672 翼舌目
クリイロケシカニモリ
科

カタワカニモリ Ataxocerithium abnormale (Sowerby,1903)

673 翼舌目 ミツクチキリオレ科 キリオレ Viriola corrugata (Hinds,1843)

674 翼舌目 ミツクチキリオレ科 オネジオレ Euthymella pagoda (Hinds,1843)

675 翼舌目 ミツクチキリオレ科 マダラキリオレ Euthymella elegans (Hinds,1843)
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676 翼舌目 ミツクチキリオレ科 サビキリオレ Viriola incisa (Pease,1860)

677 翼舌目 ミツクチキリオレ科 トウマキキリオレ Viriola vulpina (Hinds,1843)

678 翼舌目 ミツクチキリオレ科 フカボリキリオレ Viriola intergranosa (Hervier,1897)

679 翼舌目 ミツクチキリオレ科 アミメキリオレ Subulophora sp.

680 翼舌目 ミツクチキリオレ科 トガリキリオレ Euthymella pyramidalis (A.Adams & Reeve,1850)

681 翼舌目 ミツクチキリオレ科 ツヅレキリオレ Latitriphora granicostata (Kosuge,1962)

682 翼舌目 ミツクチキリオレ科 コウシキリオレ Subulophora subfenestra (Kosuge,1962)

683 翼舌目 ミツクチキリオレ科 アラレキリオレ Inella alveolata (Adams & Reeve,1850)

684 翼舌目 ミツクチキリオレ科 コンボウキリオレ Litharium kurodai (Kosuge,1962)

685 翼舌目 ミツクチキリオレ科 ムラサキハラブトキリオレ Mastonia rubra (Hinds,1843)

686 翼舌目 ミツクチキリオレ科 ミケイロキリオレ Mesophora monilifera (Hinds,1843)

687 翼舌目 ミツクチキリオレ科 ミケイロハラブトキリオレ Mastonia lamberti (Hervier,1897)

688 翼舌目 ミツクチキリオレ科 クビマキキリオレ Mesophora ustulata (Hervier,1897)

689 翼舌目 ミツクチキリオレ科 シロイボキリオレ Mastonia papillata (Hervier,1897)

690 翼舌目 ミツクチキリオレ科 トクサキリオレ Mastonia squalida Kosuge,1962

691 翼舌目 ミツクチキリオレ科 ネズミキリオレ Nanaphora triticea (Pease,1861)

692 翼舌目 ミツクチキリオレ科 クリイロキリオレ Mesophora fusca (Dunker,1860)

693 翼舌目 ミツクチキリオレ科 クロクリイロキリオレ Mastonia xystica (Jousseaume,1884)

694 翼舌目 ミツクチキリオレ科 Mastonia gracilis (Pease,1871)

695 翼舌目 ミツクチキリオレ科 ホソヤカキリオレ Tetraphora iniqua (Jousseaume,1898)

696 翼舌目 ミツクチキリオレ科 チャマダラキリオレ Mastonia millepunctata (Kosuge,1962)

697 翼舌目 ミツクチキリオレ科 ヘリトリムラサキキリオレ Monophorus hervieri (Kosuge,1962)

698 翼舌目 ミツクチキリオレ科 ビクニキリオレ Monophorus monacha (Hervier,1897)

699 翼舌目 ミツクチキリオレ科 シロエリキリオレ Monophorus atrata (Kosuge,1962)

700 翼舌目 ミツクチキリオレ科 テンスジキリオレ Triphora tristoma (Blainville,1828)

701 翼舌目 ミツクチキリオレ科 サフランキリオレ Bouchetriphora conspersa (Smith,1875)

702 翼舌目 ミツクチキリオレ科 コモンキリオレ Obesula turricula (Hervier,1897)

703 翼舌目 ミツクチキリオレ科 コゲチャキリオレ Mastonia thetis (Hedley,1899)

704 翼舌目 ミツクチキリオレ科 カズマキキリオレ Latitriphora multigrata (Yokoyama,1922)

705 翼舌目 ミツクチキリオレ科 ホソアラレキリオレ Bouchetriphora cf. otsuensis (Yokoyama,1920)

706 翼舌目 ミツクチキリオレ科 サンゴキリオレ Opimaphora coralina Laseron,1958

707 翼舌目 ミツクチキリオレ科 イワカワアラレキリオレ Aclophora robusta Laseron,1958

708 翼舌目 ミツクチキリオレ科 フチヌイキリオレ Obesula rufotincta (Kosuge,1963)

709 翼舌目 ミツクチキリオレ科 コムラサキキリオレ Monophorus episcopalis (Hervier,1897)

710 翼舌目 ミツクチキリオレ科 モザイクキリオレ Monophorus tessellata (Kosuge,1963)

711 翼舌目 ミツクチキリオレ科 レンガマキキリオレ Monophorus testacea (Kosuge,1963)

712 翼舌目 ミツクチキリオレ科 ミガキキリオレ Monophorus nitidus (Kosuge,1963)

713 翼舌目 ミツクチキリオレ科 マギレキリオレ Bouchetriphora confusa (Kosuge,1963)

714 翼舌目 ミツクチキリオレ科 コツブキリオレ Obesula pusillus (Kosuge,1962)

715 翼舌目 ミツクチキリオレ科 エビイロミツクチキリオレ Mastonia undata (Kosuge,1962)

716 翼舌目 ミツクチキリオレ科 ナンバンキリオレ Mesophora sp. cf. hungerfordi (Sowerby,1914)

717 翼舌目 ミツクチキリオレ科 チャガスリキリオレ Aclophoropsis mcmichaeli (Kosuge,1962)

718 翼舌目 ミツクチキリオレ科 ヨコマドキリオレ Iniforis formosula (Hervier,1897)

719 翼舌目 ミツクチキリオレ科 ムラクモミツクチキリオレ Iniforis poecila (Hervier,1897)

720 翼舌目 ミツクチキリオレ科 シラクモミツクチキリオレ Mastoniaeforis jousseaumei (Hervier,1897)

721 翼舌目 ミツクチキリオレ科 シロキリオレ Euthymella concors (Hinds,1843)

722 翼舌目 ミツクチキリオレ科 シラボシミツクチキリオレ Iniforis albogranosa (Kosuge,1961)

723 翼舌目 ミツクチキリオレ科 フジイロミツクチキリオレ Iniforis fusiformis (Kosuge,1961)

724 翼舌目 ミツクチキリオレ科 カネツケミツクチキリオレ Iniforis ikukoae (Kosuge,1963)

725 翼舌目 アサガオガイ科 アサガオガイ Janthina janthina (Linnaeus,1758)

726 翼舌目 アサガオガイ科 ルリガイ Violetta globosa (Swainson,1822)

727 翼舌目 アサガオガイ科 ヒメルリガイ Iodina umbilicata (De Orbigny,1840)

728 翼舌目 アサガオガイ科 ヒルガオガイ Recluzia lutea (Bennett,1840)

729 翼舌目 センマイドウシ科 ホソセンマイドウシ Aclis crystallina A.Adams,1861

730 翼舌目 イトカケガイ科 コフシイトカケ Opalia (Nodiscala) matajiroi (Kuroda,1954)

731 翼舌目 イトカケガイ科 ネジガイ Gyroscala (Pomiscala) lamellosa (Lamarck,1822)

732 翼舌目 イトカケガイ科 ナガイトカケ Amaea magnifica (Sowerby,1844)

733 翼舌目 イトカケガイ科 チャイロコナガイトカケ Amaea foulisi Kilburn,1985
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734 翼舌目 イトカケガイ科 ツギノナガイトカケ Amaea  secunda Kuroda & Ito,1961

735 翼舌目 イトカケガイ科 クリンイトカケ Amaea  thielei (de Boury,1912)

736 翼舌目 イトカケガイ科 コガタクリンイトカケ Amaea ogaitoi Masahito & Habe,1975

737 翼舌目 イトカケガイ科 キヌジヌノメイトカケ Amaea oyasionensis (Ozaki,1958)

738 翼舌目 イトカケガイ科 アサブイトカケ Amaea mathildona (Masahito,Kuroda & Habe,1971)

739 翼舌目 イトカケガイ科 キヌイトカケ Amaea  immaculata (Sowerby,1844)

740 翼舌目 イトカケガイ科 ツヤオビハブタエイトカケ Amaea xenicima (Melvill & Standen,1903)

741 翼舌目 イトカケガイ科 チリメンイトカケ Epitonium undulatissima (Sowerby,1874)

742 翼舌目 イトカケガイ科 エドイトカケ Epitonium tokyoensis Kuroda,1930

743 翼舌目 イトカケガイ科 クワガタイトカケ Epitonium pallasii pallasii (Kiener,1834)

744 翼舌目 イトカケガイ科 コビトイトカケ Epitonium liliputanum (A.Adams,1861)

745 翼舌目 イトカケガイ科 コハスイトカケ Epitonium  alatum (Sowerby,1844)

746 翼舌目 イトカケガイ科 ツヅリシノブ Epitonium conjunctum (Yokoyama,1922)

747 翼舌目 イトカケガイ科 カエンイトカケ Epitonium fucatum (Pease,1861)

748 翼舌目 イトカケガイ科 トウガタイトカケ Epitonium pyramidale (Sowerby,1844)

749 翼舌目 イトカケガイ科 Epitonium gracile (Sowerby,1844)

750 翼舌目 イトカケガイ科 チャマダライトカケ Epitonium stigmaticum (Pilsbry,1911)

751 翼舌目 イトカケガイ科 ウスカワイトカケ Epitonium bullatum (Sowerby,1844)

752 翼舌目 イトカケガイ科 ササノハヒレイトカケ Epitonium sp.

753 翼舌目 イトカケガイ科 ウツクシイトカケ Epitonium aureomaculatum (Masahito & Habe,1973)

754 翼舌目 イトカケガイ科 トゲシノブガイ Epitonium aculeatum (Sowerby,1844)

755 翼舌目 イトカケガイ科 シノブガイ Epitonium angustum (Dunker,1861)

756 翼舌目 イトカケガイ科 ハタエイトカケ
Epitonium vigintifoliatum (Masahito,Kuroda &

Habe,1971)

757 翼舌目 イトカケガイ科 ヒメネジガイ Epitonium japonica (Dunker,1861)

758 翼舌目 イトカケガイ科 トゲヒメネジガイ Epitonium sp.

759 翼舌目 イトカケガイ科 ナガヒメネジガイ Epitonium castum (Sowerby,1873)

760 翼舌目 イトカケガイ科 タテヨコイトカケ Epitonium eusculpta (Sowerby,1903)

761 翼舌目 イトカケガイ科 サガミイトカケ Epitonium eximium (Adams & Reeve,1850)

762 翼舌目 イトカケガイ科 ホソサガミイトカケ Epitonium exmiella (Masahito,Kuroda & Habe,1971)

763 翼舌目 イトカケガイ科 オダマキ Epitonium auritum (Sowerby,1844)

764 翼舌目 イトカケガイ科 セキモリ Epitonium robillardi (Sowerby,1894)

765 翼舌目 イトカケガイ科 クレハガイ Epitonium clementinum  (Grateloup,1840)

766 翼舌目 イトカケガイ科 チャイロクレハガイ Epitonium imperiale (Sowerby,1844)

767 翼舌目 イトカケガイ科 クルイイトカケ Cycloscala hyalina (Sowerby,1844)

768 翼舌目 イトカケガイ科 マキトケイトカケ Cycloscala revoluta (Hedley,1899)

769 翼舌目 イトカケガイ科 タツノコイトカケ Cycloscala crenulata (Pease,1868)

770 翼舌目 イトカケガイ科 イボヤギヤドリイトカケ Alora aureum (A. & E.Gittenberger,2005)

771 翼舌目 イトカケガイ科 ミナベイトカケ
Kurodacirsa (Minabescala) littorinoides

(Nakayama,1994)

772 翼舌目 イトカケガイ科 イナザワハベガイ Alexania inazawai (Kuroda,1943)

773 翼舌目 ハナゴウナ科 レイシツボ Pyramidelloides miranda (A.Adams,1861)

774 翼舌目 ハナゴウナ科 ハナゴウナ Eulima bifascialis (A.Adams,1863)

775 翼舌目 ハナゴウナ科 シロバリゴウナ Eulima maria (A.Adams,1861)

776 翼舌目 ハナゴウナ科 クテンハナゴウナ Hemiliostrata distorta (Pease,1860)

777 翼舌目 ハナゴウナ科 シリオレセトモノガイ Melanella solidula (A.Adams & Reeve,1848)

778 翼舌目 ハナゴウナ科 オオクリムシ Melanella cumingii (A.Adams,1854)

779 翼舌目 ハナゴウナ科 イキオイクリムシ Melanella robusta (A.Adams,1861)

780 翼舌目 ハナゴウナ科 クロナマコヤドリニナ Melanella kuronamako (Habe,1952)

781 翼舌目 ハナゴウナ科 ヤマジクリムシ Melanella yamazii (Habe,1952)

782 翼舌目 ハナゴウナ科 カシパンヤドリニナ Hypermastus peronellicola (Kuroda & Habe,1950)

783 翼舌目 ハナゴウナ科 トクナガヤドリニナ Hypermastus tokunagai (Yokoyama,1922)

784 翼舌目 ハナゴウナ科 トゲモミジヒトデヤドリニナ Vitreobalcis astropectinicola (Kuroda & Habe,1950)

785 翼舌目 ハナゴウナ科 サンショウウニヤドリニナ Vitreobalcis temnopleuricola Fuzioka & Habe,1983

786 翼舌目 ハナゴウナ科 ムラサキウニヤドリニナ Vitreolina langfordi (Dall,1925)

787 翼舌目 ハナゴウナ科 アカウニヤドリニナ Vitreolina akauni (Habe,1952)

788 翼舌目 ハナゴウナ科 キンイロセトモノガイ Vitreolina aurata (S.Hirase,1920)

789 翼舌目 ハナゴウナ科 オカメブンブクヤドリニナ Vitreolina echinocardiophila (Habe,1976)
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790 翼舌目 ハナゴウナ科 ガンガゼヤドリニナ Echineulima robusta (Pease,1860)

791 翼舌目 ハナゴウナ科 クモヒトデツマミガイ Goodingia ophiuraphila (Habe,1974)

792 翼舌目 ハナゴウナ科 ダルマクリムシ Apicalis habei Waren,1981

793 翼舌目 ハナゴウナ科 ヒサゴクリムシ Apicalia gibba A.Adams,1862

794 翼舌目 ハナゴウナ科 ゴマフクリムシ Sticteeulima lentiginosa (A.Adams,1861)

795 翼舌目 ハナゴウナ科 ホソゴマフクリムシ Sticteeulima amamiensis (Habe,1961)

796 翼舌目 ハナゴウナ科 ヘソアキゴウナ Niso hizenensis Kuroda & Habe,1950

797 翼舌目 ハナゴウナ科 ヤセフタオビツマミガイ Mucronalia exilis A.Adams,1862

798 翼舌目 ハナゴウナ科 コガタツマミガイ Hypermastus subula (A.Adams,1863)

799 翼舌目 ハナゴウナ科
ヒモイカリナマコツマミガ
イ

Hypermastus lacteus (A.Adams,1863)

800 翼舌目 ハナゴウナ科 ヒリッピツマミガイ Hypermastus philippianus (Dunker,1860)

801 翼舌目 ハナゴウナ科
オオウミシダトウマキクリム
シ

Annulobalcis yamamotoi Habe,1974

802 翼舌目 ハナゴウナ科 アカヒトデヤドリニナ Stilifer akahitode Habe & Masuda,1990

803 翼舌目 ハナゴウナ科 アマクサヤドリニナ Stilifer ophidiastericola Habe,1951

804 翼舌目 ハナゴウナ科 ヤマモトヤドニリナ Pelseneeria yamamotoi (Habe,1952)

805 新腹足目 アッキガイ科 アッキガイ Murex troscheli Lischke,1868

806 新腹足目 アッキガイ科 ホネガイ Murex pecten Lightfoot,1786

807 新腹足目 アッキガイ科 ヒメホネガイ Haustellum rectirostris (Sowerby,1841)

808 新腹足目 アッキガイ科 オニサザエ Chicoreus asianus Kuroda,1942

809 新腹足目 アッキガイ科 コセンジュ Chicoreus aculeatus (Lamarck,1822)

810 新腹足目 アッキガイ科 ガンゼキボラ Chicoreus brunneus (Link,1807)

811 新腹足目 アッキガイ科 センジュガイ Chicoreus palmarosae (Lamarck,1822)

812 新腹足目 アッキガイ科 センジュモドキ Chicoreus carneolus (Roeding,1798)

813 新腹足目 アッキガイ科 カザリガンゼキ Chicomurex elliscrossi Fair,1974

814 新腹足目 アッキガイ科 ハッキガイ Siratus pliciferoides (Kuroda,1942)

815 新腹足目 アッキガイ科 イチョウガイ Homalocantha anatomica (Perry,1811)

816 新腹足目 アッキガイ科 モロハボラ Aspella anceps (Lamarck,1822)

817 新腹足目 アッキガイ科 アラボリモロハボラ Aspella lamellosa (Dunker,1870)

818 新腹足目 アッキガイ科 アザミツブリ Muricopsis (Murexsul) multispinosus (Sowerby,1904)

819 新腹足目 アッキガイ科 シマアザミツブリ Muricopsis (Murexsul) zonata Hayashi & Habe,1965

820 新腹足目 アッキガイ科 ヒナノカムリ Muricopsis (Murexsul) interserrata (Sowerby,1841)

821 新腹足目 アッキガイ科 ヒシヨウラク Favartia brevicula (Sowerby,1841)

822 新腹足目 アッキガイ科 ゴカクヨウラク Favartia munda (Reeve,1849)

823 新腹足目 アッキガイ科 モリサキヨウラク Favartia morisakii Kuroda & Habe in Habe,1961

824 新腹足目 アッキガイ科 バライロトゲヨウラク Favartia rosea Habe,1961

825 新腹足目 アッキガイ科 コムラサキヒシヨウラク Favartia cyclostoma (Sowerby,1841)

826 新腹足目 アッキガイ科 ツノオリイレガイ Boreotrophon candelabrum (Reeve,1848)

827 新腹足目 アッキガイ科 パイプヨウラク Typhis montfortii A.Adams,1863

828 新腹足目 アッキガイ科 エントツヨウラク Siphonochelus japonicus (A.Adams,1863)

829 新腹足目 アッキガイ科 イソバショウ Ceratostoma fournieri (Crosse,1861)

830 新腹足目 アッキガイ科 オウウヨウラク Ceratostoma inornatus (Recluz,1851)

831 新腹足目 アッキガイ科 タカノハヨウラク Pteropurpura plorator (Adams & Reeve,1850)

832 新腹足目 アッキガイ科 シキシマヨウラク Pteropurpura stimpsoni (A.Adams,1863)

833 新腹足目 アッキガイ科 ヨウラクガイ Pteropurpura falcata (Sowerby,1834)

834 新腹足目 アッキガイ科 ウネサンゴヤドリ Genkaimurex varicosa (Kuroda,1953)

835 新腹足目 アッキガイ科 オニカゴメガイ Lataxiena fimbriata (Hinds,1844)

836 新腹足目 アッキガイ科 イトマキカスリボラ Cytharomorula gray (Dall,1889)

837 新腹足目 アッキガイ科 カゴメガイ Bedevina birileffi (Lischke,1871)

838 新腹足目 アッキガイ科 ヒメヨウラク Ergalatax contractus (Reeve,1846)

839 新腹足目 アッキガイ科 トクガワヒメヨウラク Ergalatax tokugawai Kuroda & Habe,1971

840 新腹足目 アッキガイ科 ウネレイシダマシ Cronia margariticola (Broderip,1833)

841 新腹足目 アッキガイ科 アラレレイシダマシ Orania pacifica (Nakayama,1988)

842 新腹足目 アッキガイ科 コレイシダマシ Pascula lefevreiana (Tapparone-Canefri,1880)

843 新腹足目 アッキガイ科 キナフレイシダマシ Pascula ochrostoma (Blainville,1832)

844 新腹足目 アッキガイ科
マギレキナフレイシダマ
シ

Pascula muricata (Reeve,1846)

845 新腹足目 アッキガイ科 フリージアガイ Phrygiomurex sculptilis (Reeve,1844)

846 新腹足目 アッキガイ科 ゴマフヌカボラ
Maculotriton serriale (Deshayes in Laborde &

Linant,1834)
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847 新腹足目 アッキガイ科 ホソトゲレイシダマシ Spindrupa euracantha (A.Adams,1853)

848 新腹足目 アッキガイ科 クチベニレイシダマシ Drupella concatenata (Lamarck,1822)

849 新腹足目 アッキガイ科 ヒメシロレイシダマシ Drupella fragum (Blainville,1832)

850 新腹足目 アッキガイ科 コシロレイシダマシ Drupella minuta Fujioka,1984

851 新腹足目 アッキガイ科 シロレイシダマシ Drupella cornus (Roeding,1798)

852 新腹足目 アッキガイ科 ニセシロレイシダマシ Drupella eburnea (Kuster,1862)

853 新腹足目 アッキガイ科 レイシダマシ Morula granulata (Duclos,1832)

854 新腹足目 アッキガイ科 シマレイシダマシ Morula musiva (Kiener,1835)

855 新腹足目 アッキガイ科 ウネシロレイシダマシ Morula anaxares (Kiener,1834)

856 新腹足目 アッキガイ科 シロイボレイシダマシ Morula purpureocincta (Preston,1909)

857 新腹足目 アッキガイ科 ニッポンレイシダマシ Morula sp.

858 新腹足目 アッキガイ科 イトマキレイシダマシ Morula iostoma (Reeve,1846)

859 新腹足目 アッキガイ科 クロフレイシダマシ Morula funiculata (Reeve,1846)

860 新腹足目 アッキガイ科 トサレイシ Morula tosana (Pilsbry,1904)

861 新腹足目 アッキガイ科 ヒナレイシノシ Morula echinata (Reeve,1846)

862 新腹足目 アッキガイ科 トゲレイシダマシ Habromorula spinosa (H. & A.Adams,1853)

863 新腹足目 アッキガイ科 コムラサキレイシダマシ Habromorula biconica (Blainville,1832)

864 新腹足目 アッキガイ科 ハチジョウレイシダマシ Habromorula borealis (Pilsbry,1904)

865 新腹足目 アッキガイ科 ツマグロレイシダマシ Morula sp.

866 新腹足目 アッキガイ科 ハナワレイシ Nassa francolina (Bruguiere,1789)

867 新腹足目 アッキガイ科 ハタガイ Vexilla vexillaum (Gmelin,1791)

868 新腹足目 アッキガイ科 キマダライガレイシ Drupa ricinus ricinus (Linnaeus,1758)

869 新腹足目 アッキガイ科 シロイガレイシ Drupa ricinus hadari Emerson & Cernohorsky,1973

870 新腹足目 アッキガイ科 アカイガレイシ Drupa rubusidaeus Roeding,1798

871 新腹足目 アッキガイ科 キイロイガレイシ Drupa grossularia Roeding,1798

872 新腹足目 アッキガイ科 キナレイシ Mancinella mancinella (Linnaeus,1758)

873 新腹足目 アッキガイ科 シロレイシ Mancinella siro (Kuroda,1931)

874 新腹足目 アッキガイ科 タイワンレイシ Mancinella bufo (Lamarck,1822)

875 新腹足目 アッキガイ科 ウニレイシ Mancinella echinata (Blainville,1832)

876 新腹足目 アッキガイ科 ツノレイシ Mancinella tuberosa (Roeding,1798)

877 新腹足目 アッキガイ科 テツレイシモドキ Thais kochiana (Sowerby,1900)

878 新腹足目 アッキガイ科 レイシ Thais (Reishia) bronni (Dunker,1860)

879 新腹足目 アッキガイ科 イボニシ Thais (Reishia) clavigera (Kuster,1858)

880 新腹足目 アッキガイ科 クリフレイシ Thais (Reishia) kyteistina (Holten,1803)

881 新腹足目 アッキガイ科 オハグロレイシ Thais (Semiricinula) sp.

882 新腹足目 アッキガイ科 ミカンレイシ Pinaxia coronata A.Adams,1851

883 新腹足目 アッキガイ科 テツボラ Purpura panama (Roeding,1798)

884 新腹足目 アッキガイ科 チリメンボラ Rapana bezoar (Linnaeus,1758)

885 新腹足目 アッキガイ科 アカニシ Rapana venosa (Valenciennes,1846)

886 新腹足目 アッキガイ科 クチムラサキサンゴヤドリ Coralliophila neritoidea (Lamarck,1816)

887 新腹足目 アッキガイ科 トヨツガイ Coralliophila radula (A.Adams,1855)

888 新腹足目 アッキガイ科 ヒラセトヨツガイ Coralliophila bulbiformis (Conrad,1837)

889 新腹足目 アッキガイ科 スジサンゴヤドリ Coralliophila costularis (Lamarck,1816)

890 新腹足目 アッキガイ科 カブトサンゴヤドリ Coralliophila erosa (Roeding,1798)

891 新腹足目 アッキガイ科 ヒラドサンゴヤドリ Coralliophila jeffreysi Smith,1879

892 新腹足目 アッキガイ科 オトヒメサンゴヤドリ Coralliophila inflata (Dunker,1847)

893 新腹足目 アッキガイ科 イセカセン Coralliophila fearnleyi (Emarson & D'Attilio,1965)

894 新腹足目 アッキガイ科 カゴメサンゴヤドリ Coralliophila squamosissima (Smith,1876)

895 新腹足目 アッキガイ科 スギモトサンゴヤドリ Coralliophila clathrata (A.Adams,1854)

896 新腹足目 アッキガイ科 モリシマサンゴヤドリ
Coralliophila morishimai Kuroda & Shikama in

Shikama,1966

897 新腹足目 アッキガイ科 オオムラサンゴヤドリ Coralliophila ohmurai Kosuge,1985

898 新腹足目 アッキガイ科 ネコジタサンゴヤドリ Coralliophila caroleae D'Attilio,1984

899 新腹足目 アッキガイ科 ニクイロサンゴヤドリ Coralliophila carnosa Kosuge,1986

900 新腹足目 アッキガイ科 ナガニシサンゴヤドリ Coralliophila tokioi Kosuge,1985

901 新腹足目 アッキガイ科 チビサンゴヤドリ Coralliophila pulchella (A.Adams,1854)

902 新腹足目 アッキガイ科 フトウネサンゴヤドリ Coralliophila abnormis (Smith,1878)

903 新腹足目 アッキガイ科 ヒトハサンゴヤドリ Quoyula madreporara (Sowerby,1825)
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904 新腹足目 アッキガイ科 クチナシサンゴヤドリ Rhizochilus antipathum Steenstrup,1850

905 新腹足目 アッキガイ科 ミズスイ Latiaxis mawae (Griffith & Pidgeon,1834)

906 新腹足目 アッキガイ科 テンニョノカムリ Babelomurex japonicus (Dunker,1882)

907 新腹足目 アッキガイ科 シンゴカセン Babelomurex shingomarumai (Kosuge,1981)

908 新腹足目 アッキガイ科 キキョウニシ Babelomurex deburghiae (Reeve,1857)

909 新腹足目 アッキガイ科 カブラガイ Rapa rapa (Linnaeus,1758)

910 新腹足目 アッキガイ科 キイロカブラ Rapa incurva (Dunker,1853)

911 新腹足目 アッキガイ科 タカカブラ Rapa bulbiformis Sowerby,1870

912 新腹足目 アッキガイ科 イシカブラ Magilus antiquus Montfort,1810

913 新腹足目 アッキガイ科 ムロガイ Magilus striatus (Ruppell,1835)

914 新腹足目 アッキガイ科 ホソムロガイ Magilus lamarckii (Deshayes,1863)

915 新腹足目 アッキガイ科 ツヤムロガイ Magilus expolitis (Shikama,1963)

916 新腹足目 オニコブシ科 イトグルマ Columbarium pagoda (Lesson,1834)

917 新腹足目 フトコロガイ科 マルフトコロ Euplica turturina (Lamarck,1822)

918 新腹足目 フトコロガイ科 ヒメマルフトコロ Euplica borealis Pilsbry,1904

919 新腹足目 フトコロガイ科 ヘシャゲフトコロ Euplica deshayesi Crosse,1859

920 新腹足目 フトコロガイ科 チヂミフトコロ Euplica varians (Sowerby,1833)

921 新腹足目 フトコロガイ科 フトコロガイ Euplica scripta (Lamarck,1822)

922 新腹足目 フトコロガイ科 タモトガイ Pyrene punctata (Bruguiere,1789)

923 新腹足目 フトコロガイ科 ムシエビ Pyrene flava (Bruguiere,1789)

924 新腹足目 フトコロガイ科 マツムシ Pyrene testudinaria (Link,1807)

925 新腹足目 フトコロガイ科 アカマツムシ Pyrene marmorata (Gray in Beechey,1839)

926 新腹足目 フトコロガイ科 ムギガイ Mitrella bicincta (Gould,1860)

927 新腹足目 フトコロガイ科 コウダカマツムシ Mitrella burchardi (Dunker,1877)

928 新腹足目 フトコロガイ科 ウネマツムシ Mitrella anachisoides Nomura & Niino,1940

929 新腹足目 フトコロガイ科 ノムラムギガイ Mitrella nomurai Habe,1991

930 新腹足目 フトコロガイ科 カムロガイ Sundamitrella impolita (Sowerby,1844)

931 新腹足目 フトコロガイ科 シラゲガイ Mitrella (Indomitrella) lischkei (Smith,1879)

932 新腹足目 フトコロガイ科 スミスシラゲガイ Mitrella (Indomitrella) yabei (Nomura,1935)

933 新腹足目 フトコロガイ科 オキナワシラゲガイ Mitrella (Indomitrella) nympha (Kiener,1841)

934 新腹足目 フトコロガイ科 フクレシラゲガイ Mitrella (Indomitrella) conspersa (Gaskoin,1851)

935 新腹足目 フトコロガイ科 マルテンスマツムシ Mitrella (Indomitrella) martensi (Lischke,1871)

936 新腹足目 フトコロガイ科 フカミシラゲガイ Mitrella (Indomitrella) bella (Reeve,1859)

937 新腹足目 フトコロガイ科 ユメマツムシ Mitrella (Graphicomassa) inscripta (Brazier,1861)

938 新腹足目 フトコロガイ科 カゲロウマツムシ Pyreneola semiplicata (Sowerby,1894)

939 新腹足目 フトコロガイ科 クダマキマツムシ Pyreneola pleurotomoides (Pilsbry,1895)

940 新腹足目 フトコロガイ科 ヤセトガリムギガイ Pyreneola sp.

941 新腹足目 フトコロガイ科 ベニシワマツムシ Euplica ionida (Duclos,1840)

942 新腹足目 フトコロガイ科 ボサツガイ Anachis misera (Sowerby,1844)

943 新腹足目 フトコロガイ科 カゴメヌカボラ Clathranachia japonica (A.Adams,1860)

944 新腹足目 フトコロガイ科 ノミニナ Zafra (Zafra) pumila (Dunker,1860)

945 新腹足目 フトコロガイ科 ノミニナモドキ Zafra (Zafra) mitriformis A.Adams,1860

946 新腹足目 フトコロガイ科 サラサノミニナ Zafra (Zafra) sp.

947 新腹足目 フトコロガイ科 ハハジマノミニナ Zafra (Zafra) hahajimana (Pilsbry,1904)

948 新腹足目 フトコロガイ科 キリコノミニナ Zafra (Zafra) troglodytes (Souverbie,1866)

949 新腹足目 フトコロガイ科 ヒネリノミニナ Zafra (Zafra) succinea (Hervier,1899)

950 新腹足目 フトコロガイ科 ホソシワノミニナ
Zafra (Seminella) peasei (Martens &

Langkavel,1871)
951 新腹足目 フトコロガイ科 ウネナシノミニナ Zafra dautzenbergi (Hervier,1899)

952 新腹足目 フトコロガイ科 モクメノミニナ Mokumea divaricata (Pilsbry,1904)

953 新腹足目 フトコロガイ科 シロオビモクメマツムシ Mokumea albomarginata (Okamoto & Habe,1979)

954 新腹足目 フトコロガイ科 ヤサウネノミニナ Zafra (Zafra) minuscula (Gould,1860)

955 新腹足目 フトコロガイ科 サメハダムギガイ Zafrona lifuana (Hervier,1899)

956 新腹足目 フトコロガイ科 チビムギガイ Metanachis moleculina (Duclos,1840)

957 新腹足目 フトコロガイ科 コハナマツムシ Aesopus (Aesopus) japonicus Gould,1860

958 新腹足目 フトコロガイ科 タケノコモドキ Parviterebra paucivolvis Pilsbry,1904

959 新腹足目 ムシロガイ科 キンシバイ Alectrion glans (Linnaeus,1758)

960 新腹足目 ムシロガイ科 カニノテムシロ Plicarcularia bellula (A.Adams,1852)

961 新腹足目 ムシロガイ科 キングチムシロ Plicarcularia onerata (Deshayes,1863)
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962 新腹足目 ムシロガイ科 アラレガイ Niotha variegata (A.Adams,1852)

963 新腹足目 ムシロガイ科 アワムシロ Niotha albescens (Dunker,1846)

964 新腹足目 ムシロガイ科 キビムシロ Niotha splendidula (Dunker,1846)

965 新腹足目 ムシロガイ科 ムシロガイ Niotha livescens (Philippi,1849)

966 新腹足目 ムシロガイ科 キクチムシロ Niotha fretorum (Melvill & Standen,1899)

967 新腹足目 ムシロガイ科 ヒメヨフバイ Telasco gaudiosa (Hinds,1844)

968 新腹足目 ムシロガイ科 ミスジヨフバイ Telasco reeveana (Dunker,1847)

969 新腹足目 ムシロガイ科 ハイイロヨフバイ Telasco mustelina (Gould,1860)

970 新腹足目 ムシロガイ科 シイノミヨフバイ Telasco velatus (Gould,1850)

971 新腹足目 ムシロガイ科 ヨフバイモドキ Telasco limnaeiformis (Dunker,1847)

972 新腹足目 ムシロガイ科 ヨフバイ Terazeuxis sufflatus (Gould,1860)

973 新腹足目 ムシロガイ科 オオハナムシロ Zeuxis siquijorensis (A.Adams,1852)

974 新腹足目 ムシロガイ科 ハナムシロ Zeuxis castus (Gould,1850)

975 新腹足目 ムシロガイ科 チャイロヨフバイ Zeuxis micans (A.Adams,1852)

976 新腹足目 ムシロガイ科 ヒダトリムシロ Zeuxis subtranslucidus (Smith,1903)

977 新腹足目 ムシロガイ科 ヒロオビヨフバイ Zeuxis succinctus (A.Adams,1852)

978 新腹足目 ムシロガイ科 キイヨフバイ Zeuxis dorsatus (Roeding,1798)

979 新腹足目 ムシロガイ科 ミゴモリヒメムシロ Zeuxis tabescens (Marrat,1880)

980 新腹足目 ムシロガイ科 アラムシロ Reticunassa festiva (Powys,1833)

981 新腹足目 ムシロガイ科 ナミヒメムシロ Reticunassa pauperus (Gould,1850)

982 新腹足目 ムシロガイ科 フカボリヒメムシロ Reticunassa fuscolineata (E.A.Smith,1875)

983 新腹足目 ムシロガイ科 オマセムシロ
Reticunassa praematurata Kuroda & Habe in

Habe,1960
984 新腹足目 ムシロガイ科 キヌボラ Reticunassa tenuis (Smith,1875)

985 新腹足目 ムシロガイ科 クロスジムシロ Reticunassa fratercula (Dunker,1860)

986 新腹足目 ムシロガイ科 ウネムシロ Reticunassa hiradoensis (Pilsbry,1904)

987 新腹足目 ムシロガイ科 ヒメムシロ Reticunassa multigranosus (Dunker,1847)

988 新腹足目 ムシロガイ科 ムギヨフバイ Cyllene rubrolineata Sowerby,1870

989 新腹足目 ムシロガイ科 ホソムギヨフバイ Cyllene pulchella A.Adams,1850

990 新腹足目 エゾバイ科 ヒメエゾボラモドキ Neptunea kuroshio Oyama,1958

991 新腹足目 エゾバイ科 トクサバイ Phos senticosus (Linnaeus,1758)

992 新腹足目 エゾバイ科 ヒメトクサバイ Phos naucratoros Watson,1882

993 新腹足目 エゾバイ科 クロスジトクサバイ Phos nigroliratum Habe,1961

994 新腹足目 エゾバイ科 シロコトクサバイ Phos nodicostatum A.Adams,1851

995 新腹足目 エゾバイ科 ナサバイ Benthindsia magnifica (Lischke,1874)

996 新腹足目 エゾバイ科 ヒメニシ Microfusus acutispiratus (Sowerby,1913)

997 新腹足目 エゾバイ科 オナガミクリ Siphonofusus lubricus (Dall,1918)

998 新腹足目 エゾバイ科 ミクリガイ Siphonalia cassidariaeformis (Reeve,1846)

999 新腹足目 エゾバイ科 トウイト Siphonalia fusoides (Reeve,1846)

1000 新腹足目 エゾバイ科 ミカドミクリ Siphonalia concinna A.Adams,1863

1001 新腹足目 エゾバイ科 アラボリミクリ Siphonalia aspersa Kuroda & Habe in Habe,1961

1002 新腹足目 エゾバイ科 マユツクリ Siphonalia spadicea (Reeve,1846)

1003 新腹足目 エゾバイ科 セコボラ Siphonalia modificata (Reeve,1846)

1004 新腹足目 エゾバイ科 トウガタミクリ Siphonalia callizona Kuroda & Habe in Habe,1961

1005 新腹足目 エゾバイ科 ミガキボラ Kelletia lischkei Kuroda,1938

1006 新腹足目 エゾバイ科 ゴマフホラダマシ Enzinopsis menkeana (Dunker,1860)

1007 新腹足目 エゾバイ科 ノシメニナ Enzinopsis lineata (Reeve,1846)

1008 新腹足目 エゾバイ科 ホソノシガイ Enzinopsis zonalis (Lamarck,1822)

1009 新腹足目 エゾバイ科 チャガスリノシガイ Enzinopsis lanceolata Kuroda & Habe,1971

1010 新腹足目 エゾバイ科 テンスジノシガイ
Enzinopsis incarnata (Deshayes in Laborde &

Linant,1834)

1011 新腹足目 エゾバイ科 ゴママダラノシガイ Enzinopsis zepa (Duclos,1848)

1012 新腹足目 エゾバイ科 フイリノシガイ Enzinopsis sp.

1013 新腹足目 エゾバイ科 カゴメベッコウバイ Prodotia iostoma (Gray in Griffith & Pidgeon,1834)

1014 新腹足目 エゾバイ科 シワホラダマシ Cantharus mollis (Gould,1860)

1015 新腹足目 エゾバイ科 コホラダマシ Cantharus subrubiginosa (Smith,1879)

1016 新腹足目 エゾバイ科 クチベニホラダマシ Cantharus pulchra (Reeve,1846)

1017 新腹足目 エゾバイ科 マルベッコウバイ Ecmanis tritonoides (Reeve,1846)

1018 新腹足目 エゾバイ科 コゲイロホラダマシ Caducifer decapitata (Reeve,1844)
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1019 新腹足目 エゾバイ科 オガイ Cantharus cecillei (Philippi,1844)

1020 新腹足目 エゾバイ科 ノシガイダマシ Cantharus sp.

1021 新腹足目 エゾバイ科 シマベッコウバイ Japeuthria cingulata (Reeve,1847)

1022 新腹足目 エゾバイ科 イソニナ Japeuthria ferrea (Reeve,1847)

1023 新腹足目 エゾバイ科 バイ Babylonia japonica (Reeve,1843)

1024 新腹足目 セコバイ科 オボロセコバイ Colubraria sp.

1025 新腹足目 セコバイ科 ミガキセコバイ Colubraria nitidula (Sowerby,1833)

1026 新腹足目 テングニシ科 テングニシ Hemifusus tuba (Gmelin,1791)

1027 新腹足目 テングニシ科 オニニシ Hemifusus crassicaudus (Philippi,1849)

1028 新腹足目 イトマキボラ科 イトマキボラ Pleuroploca trapezium trapezium (Linnaeus,1758)

1029 新腹足目 イトマキボラ科 ヒメイトマキボラ Pleuroploca trapezium paeteli (Strebel,1912)

1030 新腹足目 イトマキボラ科 ツノキガイ Pleuroploca glabra (Dunker,1882)

1031 新腹足目 イトマキボラ科 ムラサキツノマタモドキ Peristernia nassatula (Lamarck,1822)

1032 新腹足目 イトマキボラ科 ハシグロツノマタモドキ peristernia ustulata (Reeve,1847)

1033 新腹足目 イトマキボラ科 クチベニツノマタモドキ Peristernia incarnata (Kiener,1840)

1034 新腹足目 イトマキボラ科 ベニマキ Benimakia fastigium (Reeve,1847)

1035 新腹足目 イトマキボラ科 キリツノマタ Dolicholatirus acus (Reeve,1847)

1036 新腹足目 イトマキボラ科 リュウキュウツノマタ Latirus polygonus (Gmelin,1791)

1037 新腹足目 イトマキボラ科 キンスジコツノマタ Latirus noumensis (Crosse,1870)

1038 新腹足目 イトマキボラ科 ナガサキニシキニナ Latirulus nagasakiensis (Smith,1880)

1039 新腹足目 イトマキボラ科 スジグロニシキニナ Latirulus turritus (Gmelin,1791)

1040 新腹足目 イトマキボラ科 ナガニシ Fusinus perplexus (A.Adams,1864)

1041 新腹足目 イトマキボラ科 コナガニシ Fusinus ferrugineus (Kuroda & Habe in Habe,1960)

1042 新腹足目 イトマキボラ科 カゴメナガニシ Fusinus gemmuliferus Kira,1959

1043 新腹足目 イトマキボラ科 ギボシナガニシ Fusinus akitai Kuroda & Habe in Habe,1961

1044 新腹足目 イトマキボラ科 イトマキナガニシ Fusinus salisburyi Fulton,1930

1045 新腹足目 イトマキボラ科 ミガキナガニシ Fusinus undatus (Gmelin,1791)

1046 新腹足目 イトマキボラ科 カドバリナガニシ Fusinus spectrum (A.Adams & Reeve,1848)

1047 新腹足目 イトマキボラ科 チトセボラ Fusinus nicobaricus (Roeding,1798)

1048 新腹足目 イトマキボラ科 ツノマタナガニシ Fusinus tuberosus (Reeve,1847)

1049 新腹足目 イトマキボラ科 ペニオンナガニシ Fusinus penioniformis Habe,1970

1050 新腹足目 イトマキボラ科 アラレナガニシ Granulifusus niponicus (Smith,1879)

1051 新腹足目 イトマキボラ科 ヌノメコナガニシ Granulifusus sp.

1052 新腹足目 ヒタチオビガイ科 スジボラ Lyria cassidula (Reeve,1849)

1053 新腹足目 ヒタチオビガイ科 イトマキヒタチオビ Fulgoraria rupestris hammillei (Crosse,1869)

1054 新腹足目 マクラガイ科 リュウグウボタル Amalda rubiginosa albocallosa (Lischke,1873)

1055 新腹足目 マクラガイ科 ウラシマボタル Amalda urashima (Kira,1959)

1056 新腹足目 マクラガイ科 ムシボタル Olivella fulgurata (A.Adams & Reeve,1850)

1057 新腹足目 マクラガイ科 ワタゾコボタル Olivella spretoides Yokoyama,1922

1058 新腹足目 マクラガイ科 コガネマキワタゾコボタル Olivella aureobalteata Kuroda & Habe,1971

1059 新腹足目 マクラガイ科 サツマビナ Oliva annulata (Gmelin,1789)

1060 新腹足目 マクラガイ科 タカサゴビナ Oliva intricata Dautzenberg,1927

1061 新腹足目 マクラガイ科 ジュドウマクラ Oliva miniacea (Roeding,1798)

1062 新腹足目 マクラガイ科 マクラガイ Oliva mustelina Lamarck,1811

1063 新腹足目 マクラガイ科 ハイイロマクラ Oliva oliva (Linnaeus,1758)

1064 新腹足目 ショクコウラ科 ベニオビショクコウラ Harpa harpa (Linnaeus,1758)

1065 新腹足目 ショクコウラ科 ショクコウラ Harpa major Roeding,1798

1066 新腹足目 ショクコウラ科 コエボシ Morum macandrewi (Sowerby,1888)

1067 新腹足目 フデガイ科 フデガイ Mitra inquinata Reeve,1844

1068 新腹足目 フデガイ科 マユフデ Nebularia chrysalis (Reeve,1844)

1069 新腹足目 フデガイ科 ハンレイフデ Nebularia avenacea (Reeve,1845)

1070 新腹足目 フデガイ科 オースチンフデ Nebularia atjehensis (Oostingh,1939)

1071 新腹足目 フデガイ科 オビフデ Nebularia aurantia (Gmelin,1791)

1072 新腹足目 フデガイ科 ユキフデ Nebularia lugubris (Swainson,1821)

1073 新腹足目 フデガイ科 フチヌイフデ Nebularia coronata (Lamarck,1811)

1074 新腹足目 フデガイ科 ムシロフデ Nebularia aurora floridula (Sowerby,1874)

1075 新腹足目 フデガイ科 ヒメクリイロヤタテ Nebularia luctuosa (A.Adams,1853)

1076 新腹足目 フデガイ科 ベニフデ Nebularia rosacea (Reeve,1845)
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1077 新腹足目 フデガイ科 ナガシマヤタテ Strigatella paupercula (Linnaeus,1758)

1078 新腹足目 フデガイ科 ミダレシマヤタテ Strigatella litterata (Lamarck,1811)

1079 新腹足目 フデガイ科 ヒメヤタテ Strigatella auriculoides (Reeve,1845)

1080 新腹足目 フデガイ科 ヤタテガイ Strigatella scutulata (Gmelin,1791)

1081 新腹足目 フデガイ科 キイロフデ Strigatella pellisserpentis (Reeve,1844)

1082 新腹足目 フデガイ科 チリメンイモフデ Pterygia crenulata (Gmelin,1791)

1083 新腹足目 フデガイ科 ヒメイモフデ Pterygia undulosa (Reeve,1844)

1084 新腹足目 フデガイ科 マルアラフデ Pterygia scabricula (Linnaeus,1758)

1085 新腹足目 フデガイ科 テラマチイモフデ Pterygia sinensis (Reeve,1844)

1086 新腹足目 フデガイ科 チョウチンフデ Imbricaria vanikorensis (Quoy & Gaimard,1833)

1087 新腹足目 フデガイ科 ツノイロチョウチンフデ Imbricaria punctata (Swainson,1821)

1088 新腹足目 フデガイ科 マクラフデ Imbricaria olivaeformis (Swainson,1821)

1089 新腹足目 フデガイ科 アラフデ Neocancilla granatina (Lamarck,1811)

1090 新腹足目 フデガイ科 クチベニアラフデ Neocancilla papilio (Link,1807)

1091 新腹足目 フデガイ科 イワカワフデ Neocancilla clathrus (Gmelin,1791)

1092 新腹足目 フデガイ科 ニクイロフデ Domiporta carnicolor (Reeve,1844)

1093 新腹足目 ツクシガイ科 トクサツクシ Costellaria spicata (Reeve,1845)

1094 新腹足目 ツクシガイ科 ハナカゴオトメフデ Costellaria unifasciatum (Wood,1828)

1095 新腹足目 ツクシガイ科 ベニオトメフデ Costellaria rustica (Reeve,1845)

1096 新腹足目 ツクシガイ科 ヒシオトメフデ Costellaria zelotypa (Reeve,1845)

1097 新腹足目 ツクシガイ科 オオツクシ Costellaria suluensis (Adams & Reeve,1850)

1098 新腹足目 ツクシガイ科 ツクシガイ Costellaria fuscoapicatus (Smith,1879)

1099 新腹足目 ツクシガイ科 ナガツクシ Costellaria japonicus (A.Adams,1864)

1100 新腹足目 ツクシガイ科 コリンソンミノムシ Costellaria collinsoni (A.Adams,1864)

1101 新腹足目 ツクシガイ科 ムシロオトメフデ Costellaria mutabile (Reeve,1844)

1102 新腹足目 ツクシガイ科 オダヤカツクシ Costellaria angustissimus (Smith,1903)

1103 新腹足目 ツクシガイ科 チヂミハマヅト Costellaria pacifica (Reeve,1844)

1104 新腹足目 ツクシガイ科 トゲハマヅト Costellaria cadaversa (Reeve,1844)

1105 新腹足目 ツクシガイ科 ナメラハマヅト Costellaria sp.

1106 新腹足目 ツクシガイ科 ミヨリオトメフデ Pusia consanguinea (Reeve,1845)

1107 新腹足目 ツクシガイ科 マメオトメフデ Pusia amabile (Reeve,1845)

1108 新腹足目 ツクシガイ科 ハデオトメフデ Pusia lauta (Reeve,1845)

1109 新腹足目 ツクシガイ科 アラレオトメフデ Pusia cancellarioides (Anton,1839)

1110 新腹足目 ツクシガイ科 ハナオトメフデ Pusia unifasciata (Lamarck,1811)

1111 新腹足目 ツクシガイ科 クチベニオトメフデ Pusia patriarchalis (Gmelin,1791)

1112 新腹足目 ツクシガイ科 ソメワケオトメフデ Pusia cavea (Reeve,1844)

1113 新腹足目 ツクシガイ科 クロオトメフデ Pusia microzonias (Lamarck,1811)

1114 新腹足目 ツクシガイ科 カスリオトメフデ Pusia tusa (Reeve,1844)

1115 新腹足目 ツクシガイ科 シマオトメフデ Pusia discoloria (Reeve,1845)

1116 新腹足目 ツクシガイ科 ハマオトメフデ Pusia sp.

1117 新腹足目 ツクシガイ科 ヒゼンツクシ Pusia inermis (Reeve,1845)

1118 新腹足目 ツクシガイ科 コビトマメオトメフデ Pusia chibaensis Salisbury & Rosenberg,1999

1119 新腹足目 ツクシガイ科 ヒナオトメフデ Pusia diutenerum (Hervier,1897)

1120 新腹足目 ツクシガイ科 サフランオトメフデ Pusia crocata (Lamarck,1811)

1121 新腹足目 ツクシガイ科 サガミツクシ Costellaria sagamiensis (Kuroda & Habe,1971)

1122 新腹足目 ツクシガイ科 シイノミツクシ Pusia aemula (Smith,1879)

1123 新腹足目 ツクシガイ科 シボリオトメフデ Pusia interrupta (Anton,1839)

1124 新腹足目 ツクシガイ科 ハレヤカオトメフデ Pusia festa (Reeve,1845)

1125 新腹足目 ツクシガイ科 ノミフデ Thala ogasawarana Pilsbry,1904

1126 新腹足目 ツクシガイ科 ハナガスミノミフデ Thala jaculanda (Gould,1860)

1127 新腹足目 ヘリトリガイ科 コハクコゴメガイ Hydroginella sagamiensis (Kuroda & Habe,1971)

1128 新腹足目 ヘリトリガイ科 フタスジコゴメガイ Dentimargo makiyamai (Habe,1951)

1129 新腹足目 ヘリトリガイ科 ミドリコゴメガイ Dentimargo kawamurai (Habe,1951)

1130 新腹足目 コゴメガイ科 コゴメガイ Gibberula sueziensis (Issel,1869)

1131 新腹足目 コゴメガイ科 ニセコゴメガイ Gibberula sandwicensis (Pease,1860)

1132 新腹足目 コゴメガイ科 ツユダマガイ Crithe huna Kay,1979

1133 新腹足目 コゴメガイ科 チビツユダマガイ Cystiscus nanaoensis (Habe,1951)

1134 新腹足目 コゴメガイ科 ヨワコゴメガイ Cystiscus angasi (Crosse,1870)
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1135 新腹足目 コゴメガイ科 タカラコゴメ Granulina cotamago (Yokoyama,1922)

1136 新腹足目 コロモガイ科 コンゴウボラ Cancellaria (Merica) asprella Lamarck,1822

1137 新腹足目 コロモガイ科 モモエボラ Cancellaria (Momoebora) sinensis Reeve,1856

1138 新腹足目 コロモガイ科 コロモガイ Cancellaria (Sydaphera) spengleriana Deshayes,1830

1139 新腹足目 コロモガイ科 ヘソアキオリイレボラ Trigonostoma crenifera (Sowerby,1833)

1140 新腹足目 コロモガイ科 オリイレボラ Trigonaphera scalariformis (Lamarck,1822)

1141 新腹足目 コロモガイ科 ホソオリイレボラ Trigonostoma amakusaensis (Petit,1974)

1142 新腹足目 コロモガイ科 ヘソアキホソオリイレボラ Trigonostoma stenomphala (Habe,1961)

1143 新腹足目 コロモガイ科 ソメワケオリイレボラ Trigonostoma bicolor (Hinds,1843)

1144 新腹足目 コロモガイ科 コビトゴロモ Microsveltia cancellata (Kobelt,1887)

1145 新腹足目 コロモガイ科 ヒモカケシリキレボラ Tritonoharpa antiquata (Hinds,1844)

1146 新腹足目 イモガイ科 カラクサイモ Lithoconus caracteristicus (Fischer,1807)

1147 新腹足目 イモガイ科 ハルシャガイ Lithoconus tessulatus (Born,1778)

1148 新腹足目 イモガイ科 クロザメモドキ Lithoconus eburneus (Hwass in Bruguiere,1792)

1149 新腹足目 イモガイ科 ミカドミナシ Rhombus imperialis (Linnaeus,1758)

1150 新腹足目 イモガイ科 マダライモ Virroconus ebraeus (Linnaeus,1758)

1151 新腹足目 イモガイ科 コマダライモ Virroconus chaldaeus (Roeding,1798)

1152 新腹足目 イモガイ科 ジュズカケサヤガタイモ Virroconus coronatus (Gmelin,1791)

1153 新腹足目 イモガイ科 カスミサヤガタイモ Virroconus miliaris (Hwass in Bruguiere,1792)

1154 新腹足目 イモガイ科 サヤガタイモ Virroconus fulgetrum (Sowerby,1834)

1155 新腹足目 イモガイ科 ハナワイモ Virroconus sponsalis (Hwass in Bruguiere,1792)

1156 新腹足目 イモガイ科 ガクフイモ Virroconus musicus (Hwass in Bruguiere,1792)

1157 新腹足目 イモガイ科 ゴマフイモ Puncticulus pulicarius (Hwass in Bruguiere,1792)

1158 新腹足目 イモガイ科 コモンイモ Puncticulus arenatus (Hwass in Bruguiere,1792)

1159 新腹足目 イモガイ科 ムラクモイモ Stephanoconus varius (Linnaeus,1758)

1160 新腹足目 イモガイ科 ベニイモ Stephanoconus pauperculus (Sowerby,1834)

1161 新腹足目 イモガイ科 ベッコウイモ Chelyconus fulmen (Reeve,1843)

1162 新腹足目 イモガイ科 アラレイモ Chelyconus catus (Hwass in Bruguiere,1972)

1163 新腹足目 イモガイ科 ヒラマキイモ Daucicinus planorbis (Born,1780)

1164 新腹足目 イモガイ科 ナガサラサミナシ Dauciconus litoglyphus (Hwass in Bruguiere,1792)

1165 新腹足目 イモガイ科 カバミナシ Rhizoconus vexillum (Gmelin,1792)

1166 新腹足目 イモガイ科 ヤナギシボリイモ Rhizoconus meles (Linnaeus,1758)

1167 新腹足目 イモガイ科 サラサミナシ Rhizoconus capitaneus (Linnaeus,1758)

1168 新腹足目 イモガイ科 ハイイロミナシ Rhizoconus rattus (Hwass in Bruguiere,1792)

1169 新腹足目 イモガイ科 バラフイモ Rhizoconus pertusus (Hwass in Bruguiere,1792)

1170 新腹足目 イモガイ科 キヌカツギイモ Virgiconus flavidus (Lamarck,1810)

1171 新腹足目 イモガイ科 オゴクダイモ Virgiconus moreleti (Crosse,1858)

1172 新腹足目 イモガイ科 ナガシマイモ Virgiconus muriculatus (Sowerby,1833)

1173 新腹足目 イモガイ科 イボシマイモ Virgiconus lividus (Hwass in Bruguiere,1792)

1174 新腹足目 イモガイ科 キキョウイモ Virgiconus biliosus (Roeding,1798)

1175 新腹足目 イモガイ科 ムラサキアンボイナ Gastridium obscurus (Sowerby,1833)

1176 新腹足目 イモガイ科 タガヤサンミナシ Darioconus textile (Linnaeus,1758)

1177 新腹足目 イモガイ科 ロウソクガイ Cleobula quercina (Solander,1786)

1178 新腹足目 イモガイ科 ニシキミナシ Striocnus striatus (Linnaeus,1758)

1179 新腹足目 イモガイ科 ナガイモ Asprella australis (Holten,1802)

1180 新腹足目 イモガイ科 オルビニイモ Asprella orbignyi (Andouin,1831)

1181 新腹足目 イモガイ科 ユメイモ Asprella comatosa (Pilsbry,1904)

1182 新腹足目 イモガイ科 ヒシイモ Conasprella cancellata (Hwass in Bruguiere,1792)

1183 新腹足目 イモガイ科 ワカヤマイモ Endemnoconus wakayamaensis (Kuroda,1956)

1184 新腹足目
ワタゾコクダマキガイ
科

マキモノシャジク Tomopleura nivea (Philippi,1851)

1185 新腹足目
ワタゾコクダマキガイ
科

コゲシャジク Tomopleura vallata (Gould,1869)

1186 新腹足目
コシボソクチキレツブ
科

トウガタコシボソクチキレ
ツブ

Etrema royi (Sowerby,1913)

1187 新腹足目
コシボソクチキレツブ
科

イトカケコシボソクチキレ
ツブ

Etremopa scalarina (Deshayes,1863)

1188 新腹足目
コシボソクチキレツブ
科

アミコシボソクチキレツブ Etremopa texta (Dunker,1860)

1189 新腹足目
コシボソクチキレツブ
科

チャイロフタナシシャジク Etremopa gainesi (Pilsbry,1895)
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1190 新腹足目
コシボソクチキレツブ
科

ヌノメシャジク Etremopa subauriformis (Smith,1879)

1191 新腹足目
コシボソクチキレツブ
科

ホソヌノメシャジク Etremopa streptonotus (Pilsbry,1904)

1192 新腹足目
コシボソクチキレツブ
科

ホソシャジク Pseudoetrema fortilirata (Smith,1879)

1193 新腹足目
コシボソクチキレツブ
科

バライロアラボリクチキレ
ツブ

Lienardia roseotincta (Montrouzier,1872)

1194 新腹足目
コシボソクチキレツブ
科

シラサギアラボリクチキレ
ツブ

Lienardia apiculata Montrouzier,1861

1195 新腹足目
コシボソクチキレツブ
科

リシケフタナシシャジク Lienardia lischkeana (Pilsbry,1904)

1196 新腹足目
コシボソクチキレツブ
科

ノシメアラボリクチキレツ
ブ

Lienardia mighelsi Iredale & Tomlin,1917

1197 新腹足目
コシボソクチキレツブ
科

シラサギツブ Lienardia thyridota (Melvill & Standen,1901)

1198 新腹足目
コシボソクチキレツブ
科

モモイロフタナシシャジク Lienardia malleti (Recluz,1852)

1199 新腹足目
コシボソクチキレツブ
科

ヒメモモイロフタナシシャ
ジク

Lienardia rubicunda (Gould,1860)

1200 新腹足目
コシボソクチキレツブ
科

アラレモモイロフタナシ
シャジク

Lienardia rhodacme (Melvill & Standen,1896)

1201 新腹足目 シズクニナ科 シズクニナ Mitromorpha metula (Hinds,1843)

1202 新腹足目 シズクニナ科 スミゾメシズクニナ Mitromorpha (Lovellona) atramentosa (Reeve,1849)

1203 新腹足目 シズクニナ科 トガリシズクニナ
Mitromorpha (Lovellona) stepheni (Melvil &

Standen,1897)

1204 新腹足目 マンジガイ科 サシコツブ Macteola interrupta (Reeve,1846)

1205 新腹足目 マンジガイ科 ヒトスジコトツブ Macteola theskela (Melvill & Standen,1896)

1206 新腹足目 マンジガイ科 ワタゾココトツブ Cytharopsis cancellata A.Adams,1865

1207 新腹足目 マンジガイ科 ヤスリコトツブ Cytharopsis radulina Kuroda & Oyama,1971

1208 新腹足目 マンジガイ科 ハッカクフタナシシャジク Hemicythara octangulata (Dunker,1860)

1209 新腹足目 マンジガイ科 ヤカタコトツブ Eucithara richardi (Crosse,1869)

1210 新腹足目 マンジガイ科 シロヌノメツブ Venustoma lacunosa (Gould,1860)

1211 新腹足目 マンジガイ科 スソチャマンジ Guraleus deshayesii (Dunker,1860)

1212 新腹足目 マンジガイ科 カタカドマンジ Guraleus semicarinata (Pilsbry,1904)

1213 新腹足目 マンジガイ科 カマクラマンジ Guraleus kamakurana (Pilsbry,1904)

1214 新腹足目 マンジガイ科 ヒメマンジ Guraleus himerodes (Melvill & Standen,1896)

1215 新腹足目 マンジガイ科 ヌノメツブ Paraclathrella gracilenta (Reeve,1843)

1216 新腹足目 マンジガイ科 ムカドケボリクチキレツブ Pseudorhaphitoma bipyramidata Hedley,1922

1217 新腹足目 マンジガイ科
ナナカドケボリクチキレツ
ブ

Pseudorhaphitoma hexagonalis (Reeve,1845)

1218 新腹足目 マンジガイ科 キバコトツブ Ithycythara oyuana (Yokoyama,1922)

1219 新腹足目 フデシャジク科 クリイロマンジ
Philbertia (Pseudodaphnella) leuckarti

(Dunker,1860)
1220 新腹足目 フデシャジク科 クロフコウシツブ Philbertia (Pseudodaphnella) tincta (Reeve,1846)

1221 新腹足目 フデシャジク科 トウキョウコウシツブ Kermia tokyoensis (Pilsbry,1895)

1222 新腹足目 フデシャジク科 チチジマコウシツブ Kermia bernardi (Brazier,1876)

1223 新腹足目 フデシャジク科 ヒロスジコウシツブ Kermia subcylindrica (Hervier,1896)

1224 新腹足目 フデシャジク科
スジウネリハラブトシャジ
ク

Tritonoturris macandrewi (E.A.Smith,1882)

1225 新腹足目 フデシャジク科 トゲコウシツブ Veprecula pungens (Gould,1860)

1226 新腹足目 フデシャジク科 ハリコウシツブ Veprecula arethusa (Dall,1918)

1227 新腹足目 フデシャジク科 ナガトゲコウシツブ Veprecula gracilispira (Smith,1879)

1228 新腹足目 フデシャジク科 ヌノメウネコウシツブ Eucyclotoma lactea (Reeve,1843)

1229 新腹足目 フデシャジク科 アミドコウシツブ Eucyclotoma hindsii (Reeve,1843)

1230 新腹足目 フデシャジク科 ウスオビフタナシシャジク Asperdaphne subzonata (Smith,1879)

1231 新腹足目 フデシャジク科 ツクシフタナシシャジク Kuroshiodaphne fuscobalteata (Smith,1879)

1232 新腹足目 フデシャジク科 カスリマンジ Kuroshiodaphne subula (Reeve,1845)

1233 新腹足目 フデシャジク科 フデシャジク Daphnella pilsbryi Kuroda,1947

1234 新腹足目 フデシャジク科 ウネフデシャジク Daphnella varicosa (Souverbie,1862)

1235 新腹足目 フデシャジク科 ホソウネフデシャジク Daphnella paucivaricosa Kuroda & Oyama,1971

1236 新腹足目 フデシャジク科 ナンヨウフデシャジク Daphnella sandwichensis Pease,1860

1237 新腹足目 フデシャジク科 コガネフデシャジク Daphnella aureola (Reeve,1845)

1238 新腹足目 フデシャジク科 ヒイラギシャジク Microdaphne trichodes (Dall,1919)

1239 新腹足目 テンジククダマキ科 ハシナガイグチ Nihonia mirabilis (Sowerby,1914)
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1240 新腹足目 ツノクダマキ科 ウネダカモミジボラ Brachytoma tuberosa (Smith,1875)

1241 新腹足目 ツノクダマキ科 ウミクダマキ Clavus (Tylotiella) obliquata (Reeve,1845)

1242 新腹足目 ツノクダマキ科 オハグロシャジク Clavus (Tylotiella) japonica (Lischke,1869)

1243 新腹足目 ツノクダマキ科 ツノクダマキ Clavus exaperatus (Reeve,1845)

1244 新腹足目 ツノクダマキ科 ヒトスジツノクダマキ Clavus unizonalis (Lamarck,1822)

1245 新腹足目 ツノクダマキ科 レンガマキシャジク Clavus lamberti (Montrouzier,1860)

1246 新腹足目 ツノクダマキ科 ノミクダマキ Clavus pusilla (Garrett,1872)

1247 新腹足目 ツノクダマキ科 サビクギシャジク Carinapex minutissima (Garrett,1873)

1248 新腹足目 ツノクダマキ科 ベンテンモミジボラ Elaeocyma benten (Yokoyama,1920)

1249 新腹足目 モミジボラ科 モミジボラ Inquisitor jeffreysii (Smith,1875)

1250 新腹足目 モミジボラ科 ミガキモミジボラ Inquisitor vulpionis Kuroda & Oyama,1971

1251 新腹足目 モミジボラ科 ケショウモミジボラ Inquisitor alabastes (Reeve,1843)

1252 新腹足目 モミジボラ科 タケノコシャジク Inquisitor flavidula (Lamarck,1822)

1253 新腹足目 モミジボラ科 アラレタケノコシャジク Inquisitor elachystoma (Martens,1901)

1254 新腹足目 モミジボラ科 ハシナガモミジボラ Inquisitor angustus Kuroda & Oyama,1971

1255 新腹足目 モミジボラ科 カマクライグチ Comitas kamakurana (Pilsbry,1895)

1256 新腹足目 モミジボラ科 シラボシシャジク Pilsbryspira albiguttata (Pilsbry,1904)

1257 新腹足目 モミジボラ科 カスリマキシャジク Epidirona sibogae (Schepman,1913)

1258 新腹足目 ツヤシャジク科 チビシャジク Haedropleura pygmaea (Dunker,1860)

1259 新腹足目 ツヤシャジク科 ツヤシャジク Horaiclavus splendidus (A.Adams,1867)

1260 新腹足目 ツヤシャジク科 ヒメシャジク Pleurotoma consimilis Smith,1879

1261 新腹足目 ツヤシャジク科 イボヒメシャジク Paradrillia inconstans (Smith,1875)

1262 新腹足目 ツヤシャジク科 ラクガンツブ Anacithara osumiensis (Sowerby,1913)

1263 新腹足目 クダマキガイ科 ユキフシクダマキ Kuroshioturris nipponica (Shuto,1961)

1264 新腹足目 クダマキガイ科 ニシキジュズカケクダマキ Gemmula pseudogranosa (Nomura,1940)

1265 新腹足目 クダマキガイ科 ホソジュズカケクダマキ Gemmula pulchella Shuto,1961

1266 新腹足目 クダマキガイ科 トビフクダマキ Gemmula rarimaculata Kuroda & Oyama,1971

1267 新腹足目 クダマキガイ科 メルビルクダマキ Gemmula cosmoi (Sykes,1930)

1268 新腹足目 クダマキガイ科 ジュズカケクダマキ Gemmula kieneri (Doumet,1840)

1269 新腹足目 クダマキガイ科 ホンカリガネ Gemmula unedo (Kiener,1839)

1270 新腹足目 クダマキガイ科 カリガネガイ Gemmula deshaysii (Doumet,1839)

1271 新腹足目 クダマキガイ科 クダマキガイ Lophioturris leucotropis (A.Adams & Reeve,1850)

1272 新腹足目 クダマキガイ科 マダラクダマキ Lophioturris indica (Roeding,1798)

1273 新腹足目 クダマキガイ科 シャジククダマキ Xenuroturris cingulifera (Lamarck,1822)

1274 新腹足目 クダマキガイ科 カスリクダマキ Xenuroturris millepunctata (Sowerby,1909)

1275 新腹足目 クダマキガイ科 ミノボラ Turris yeddoensis (Jousseaume,1883)

1276 新腹足目 クダマキガイ科 ゴマフクダマキ
Turris (Annulaturris) brevicanalis (Kuroda &

Oyama,1971)

1277 新腹足目 クダマキガイ科
ホンイトマキハラブトシャ
ジク

Turridrupa acutigemmata (Smith,1877)

1278 新腹足目 クダマキガイ科 イトマキハラブトシャジク Turridrupa cincta (Lamarck,1822)

1279 新腹足目 クダマキガイ科
クロイトマキハラブトシャジ
ク

Turridrupa bijubata (Reeve,1843)

1280 新腹足目 クダマキガイ科 ハラブトシャジク Turridrupa cerithina (Anton,1838)

1281 新腹足目 クダマキガイ科
カザリイトマキハラブト
シャジク

Turridrupa astricta consobrina Powell,1967

1282 新腹足目 クダマキガイ科 Turridrupa deceptrix Hedley,1922

1283 新腹足目 クダマキガイ科 シャジクガイ Micantapex luehdorfi (Lischke,1872)

1284 新腹足目 タケノコガイ科 チビタケノコガイ Terenolla pygmaea (Hinds,1844)

1285 新腹足目 タケノコガイ科 シチクモドキ Hastula strigilata (Linnaeus,1758)

1286 新腹足目 タケノコガイ科 ホソシチクモドキ Hastula matheroniana (Deshayes,1859)

1287 新腹足目 タケノコガイ科 ミガキタケ Hastulina albula (Menke,1843)

1288 新腹足目 タケノコガイ科 ヒロトクサモドキ Impages anomala (Gray,1834)

1289 新腹足目 タケノコガイ科 キラトクサ Duplicaria kirai (Oyama,1962)

1290 新腹足目 タケノコガイ科 スグウネトクサ Duplicaria recticostata (Yokoyama,1920)

1291 新腹足目 タケノコガイ科 ヒロウネトクサ Duplicaria latisulcata (Yokoyama,1922)

1292 新腹足目 タケノコガイ科 シラネタケ Hastulopsis melanacme (Smith,1875)

1293 新腹足目 タケノコガイ科 ゴトウタケ Hastulopsis gotoensis (Smith,1879)

1294 新腹足目 タケノコガイ科 スクナビコナトクサ Pristiterebra pumilio (Smith,1873)

1295 新腹足目 タケノコガイ科 シラタケ Strioterebrum subtextilis (Smith,1879)
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1296 新腹足目 タケノコガイ科 ツクシタケ Strioterebrum mariesi (Smith,1880)

1297 新腹足目 タケノコガイ科 シロコニクタケ Cinguloterebrum adamsii (Smith,1873)

1298 新腹足目 タケノコガイ科 ヤスリギリ Cinguloterebrum fenestrata (Hinds,1844)

1299 新腹足目 タケノコガイ科 コンゴウトクサ Decorihastula undulata (Gray,1834)

1300 新腹足目 タケノコガイ科 タイワントクサ Decorihastula livida (Reeve,1860)

1301 新腹足目 タケノコガイ科 キタケノコ Decorihastula pertusa (Born,1778)

1302 新腹足目 タケノコガイ科 ハヤテギリ Decorihastula amoena (Deshayes,1859)

1303 新腹足目 タケノコガイ科 カスリコンゴウトクサ Decorihastula kilburni (Burch,1965)

1304 新腹足目 タケノコガイ科 シロフタスジギリ Decorihastula columellaris (Hinds,1844)

1305 新腹足目 タケノコガイ科 シュマダラギリ Decorihastula nebulosa (Sowerby,1825)

1306 新腹足目 タケノコガイ科 ムシロタケ Decorihastula affinis (Gray,1834)

1307 新腹足目 タケノコガイ科 ヒメコンゴウトクサ Decorihastula paucistriata (Smith,1873)

1308 新腹足目 タケノコガイ科 フタスジコンゴウトクサ Decorihastula flavofasciata (Pilsbry,1921)

1309 新腹足目 タケノコガイ科 パーキンソンタケ
Decorihastula parkinsoni (Cernohorsky &

Bratdher,1976)
1310 新腹足目 タケノコガイ科 ベニタケ Subula dimidiata (Linnaeus,1758)

1311 新腹足目 タケノコガイ科 ウシノツノガイ Subula areolata (Link,1807)

1312 新腹足目 タケノコガイ科 タケノコガイ Terebra subulata (Linnaeus,1767)

1313 新腹足目 タケノコガイ科 キャンベリギリ Terebra campbelli Burch,1965

1314 新腹足目 タケノコガイ科 ニクタケ Dimidacus cingulifera (Lamarck,1822)

1315 新腹足目 タケノコガイ科 ホソニクタケ Dimidacus laevigata (Gray,1834)

1316 新腹足目 タケノコガイ科 イトマキニクタケ Dimidacus funiculata (Hinds,1844)

1317 新腹足目 タケノコガイ科 シロイボニクタケ
Dimidacus quoygaimardi (Cernohorsky &

Bratcher,1976)
1318 新腹足目 タケノコガイ科 コニクタケ Dimidacus amanda (Hinds,1844)

1319 新腹足目 タケノコガイ科 ヘリトリニクタケ Dimidacus albomarginata (Deshayes,1859)

1320 新腹足目 タケノコガイ科 コハクタケ Dimidacus succinea (Hinds,1844)

1321 新腹足目 タケノコガイ科 オウナタケ Dimidacus anilis (Roeding,1798)

1322 新腹足目 タケノコガイ科 トクサガイ Brevimyurella japonica (Smith,1873)

1323 新腹足目 タケノコガイ科 アワジタケ Brevimyurella awajiensis (Pilsbry,1904)

1324 新腹足目 タケノコガイ科 イボヒメトクサ Granuliterebra bathyraphe (Smith,1875)

1325 新腹足目 タケノコガイ科 キリガイ Triplostephanus triseriata (Gray,1857)

1326 新腹足目 タケノコガイ科 ジュニングタケ Triplostephanus jenningsi (Burch,1965)

1327 新腹足目 タケノコガイ科 ヒメフトギリ Triplostephanus lima (Deshayes,1857)

1328 異旋目
ミジンハグルマガイ
科

ミジンハグルマガイ Orbitestella decorata Laseron,1954

1329 異旋目
ミジンハグルマガイ
科

ヨワミジンハグルマガイ Orbitestella bermudezi (Aguayo & Borro,1946)

1330 異旋目
ミジンハグルマガイ
科

ヒトハミジンハグルマガイ Orbitestella eloiseae Moolenbeek,1994

1331 異旋目 タクミニナ科 タクミニナ Mathilda sinensis Fischer,1867

1332 異旋目 クルマガイ科 クロスジグルマ Architectonica perspectiva (Linneaeus,1758)

1333 異旋目 クルマガイ科 マキミゾグルマ Architectonica maxima (Philippi,1849)

1334 異旋目 クルマガイ科 フカミゾグルマ Architectonica gualtierii Bieler,1993

1335 異旋目 クルマガイ科 シロスジグルマ Architectonica modesta (Philippi,1849)

1336 異旋目 クルマガイ科 スダレグルマ Psilaxis oxytropis (A.Adams,1855)

1337 異旋目 クルマガイ科 コグルマ Psilaxis radiatus (Roeding,1798)

1338 異旋目 クルマガイ科 コシダカナワメグルマ Heliacus (H.) areola (Gmelin,1791)

1339 異旋目 クルマガイ科 ヒクナワメグルマ Heliacus (H.) variegatus (Gmelin,1791)

1340 異旋目 クルマガイ科 ナワメグルマ Heliacus (Torinista) enoshimensis (Melvill,1891)

1341 異旋目 クルマガイ科 クリイロナワメグルマ Heliacus (Torinista) implexus (Mighels,1845)

1342 異旋目 クルマガイ科 ヒラマキナワメグルマ
Heliacus (Teretropoma) infundibuliformis

(Gmelin,1791)
1343 異旋目 クルマガイ科 ネンジュナワメグルマ Pseudotorinia gemmulata (Thiele,1925)

1344 異旋目 ミジンワダチガイ科 ミジンワダチガイ Ammonicera japonica Habe,1972

1345 異旋目 ミジンワダチガイ科 スベリワダチガイ Ammonicera atomus (Philippi,1841)

1346 異旋目 トウガタガイ科 イソチドリ Trichamathina tricarinata (Linnaeus,1767)

1347 異旋目 トウガタガイ科 マキモノガイ Leucotina dianae (A.Adams in H.etA.Adams,1853)

1348 異旋目 トウガタガイ科 シロヒメゴウナ Leucotina adamsi Kuroda & Habe,1971

1349 異旋目 トウガタガイ科 ササクレマキモノガイ Leucotina digitalis (Dall & Bartsch,1906)

1350 異旋目 トウガタガイ科 タケノコクチキレ Longchaeus acus (Gmelin,1791)

1351 異旋目 トウガタガイ科 オオクチキレ
Longchaeus sulcatus (A.Adams in H. &

A.Adams,1853)
1352 異旋目 トウガタガイ科 マキミゾクチキレ Longchaeus canaliculatus (Sowerby,1873)

1353 異旋目 トウガタガイ科 カズマキクチキレ Longchaeus teres (A.Adams in H. & A.Adams,1854)
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1354 異旋目 トウガタガイ科 シイノミクチキレ Otopleura mitralis (A.Adams in H. & A.Adams,1854)

1355 異旋目 トウガタガイ科 クチキレガイ Orinella pulchella (A.Adams in h. & A.Adams,1854)

1356 異旋目 トウガタガイ科 オビクチキレ Orinella dunkeri (Dall & Bartsch,1906)

1357 異旋目 トウガタガイ科 クチヒダクチキレ Tiberia pusilla (A.Adams in H.Adams,1853)

1358 異旋目 トウガタガイ科 クチキレモドキ Odostomia desimana Dall & Bartsch,1906

1359 異旋目 トウガタガイ科 アワジクチキレモドキ Brachystomia omaensis (Nomura,1938)

1360 異旋目 トウガタガイ科 イオウクチキレモドキ
Sinuatodostoma nomurai Corgan & van

Aartsen,1996
1361 異旋目 トウガタガイ科 オリイレクチキレモドキ

Odostomia (Marginodostomia) hilgendorfi

Clessin,1900
1362 異旋目 トウガタガイ科 カキウラクチキレモドキ Brachystomia bipyramidata (Nomura,1936)

1363 異旋目 トウガタガイ科 ヌカルミクチキレ Sayella sp.

1364 異旋目 トウガタガイ科 イモガイクチキレモドキ Boonea okamurai Hori & Okutani,1996

1365 異旋目 トウガタガイ科
イボキサゴナカセクチキ
レモドキ

Boonea umboniocola Hori & Okutani,1995

1366 異旋目 トウガタガイ科 スオウクチキレ Boonea suoana Hori & Nakamura,1999

1367 異旋目 トウガタガイ科 Chrysallida dux (Dall & Bartsch,1906)

1368 異旋目 トウガタガイ科 タツマキクチキレ Egilina mariella (A.Adams,1860)

1369 異旋目 トウガタガイ科 ムシロイトカケクチキレ Pyrgulina pseudalveata (Nomura,1936)

1370 異旋目 トウガタガイ科 ヨコスジギリ Parthenina affectuosa (Yokoyama,1927)

1371 異旋目 トウガタガイ科 ヤベクサズリクチキレ Chrysallida (Egilina) yabei Nomura,1936

1372 異旋目 トウガタガイ科
Chrysallida (Egilina) yabei permariella

Nomura,1938
1373 異旋目 トウガタガイ科 オーロラクチキレ Egilina mariellaeformis (Nomura,1938)

1374 異旋目 トウガタガイ科 アミメクチキレ Linopyrga tantilla (A.Adams,1863)

1375 異旋目 トウガタガイ科 サナギイトカケクチキレ Pyrgulina pupula (A.Adams,1861)

1376 異旋目 トウガタガイ科 Pyrgulina ovumformis (Nomura,1938)

1377 異旋目 トウガタガイ科 オトギクチキレ Pyrgulina pulchella (A.Adams,1860)

1378 異旋目 トウガタガイ科 アラレクチキレ Myralda diadema (A.Adams,1860)

1379 異旋目 トウガタガイ科 ホソアラレクチキレ Myralda gemma (A.Adams,1861)

1380 異旋目 トウガタガイ科 オオレールマキクチキレ Odetta tenpeii (Nomura,1937)

1381 異旋目 トウガタガイ科 クサズリクチキレ Chrysallida caelatior (Dall & Bartsch,1906)

1382 異旋目 トウガタガイ科 ハチマキクチキレ Iolaea scitula (A.Adams,1860)

1383 異旋目 トウガタガイ科 イトマキクチキレモドキ Miralda circinata (A.Adams,1867)

1384 異旋目 トウガタガイ科 ヨコイトカケクチキレ Oscilla tricordata (Nomura,1938)

1385 異旋目 トウガタガイ科 イトマキクチキレ Oscilla lirata (A.Adams,1860)

1386 異旋目 トウガタガイ科 レールマキクチキレ Odetta bosyuensis (Nomura,1938)

1387 異旋目 トウガタガイ科 ネジマキクチキレ Oscilla perfelix (Nomura,1938)

1388 異旋目 トウガタガイ科 ホソクチキレ Syrnola cinctella A.Adams,1860

1389 異旋目 トウガタガイ科 コホソクチキレ Syrnola subcinctella Nomura,1936

1390 異旋目 トウガタガイ科 コゲチャチビクチキレ Tibersyrnola cinnamomea (A.Adams,1863)

1391 異旋目 トウガタガイ科 ウチマキクチキレ Puposyrnola inturbida (Yokoyama,1927)

1392 異旋目 トウガタガイ科 ヌノメホソクチキレ Iphiana tenuisculpta (Lischke,1873)

1393 異旋目 トウガタガイ科 チャイロクチキレ Colsyrnola brunnea (A.Adams,1854)

1394 異旋目 トウガタガイ科 タケノコクリムシクチキレ Puposyrnola terebroides (Kuroda & Kawamoto,1956)

1395 異旋目 トウガタガイ科 スジイリクリムシクチキレ Styloptygma taeniata A.Adams,1863

1396 異旋目 トウガタガイ科 ヤセクチキレ Tibersyrnola serotina (A.Adams,1863)

1397 異旋目 トウガタガイ科 ミガキクチキレ Agatha virgo A.Adams,1860

1398 異旋目 トウガタガイ科 イトカケゴウナ Bacteridium vittatum (A.Adams,1861)

1399 異旋目 トウガタガイ科 ウスズミイトカケギリ Turbonilla (Chemnitzia) cura Nomura,1937

1400 異旋目 トウガタガイ科 ユウガイトカケギリ Zaphella elegantula (A.Adams,1860)

1401 異旋目 トウガタガイ科 シロイトカケギリ Turbonilla multigyrata Dunker,1882

1402 異旋目 トウガタガイ科 フタオビイトカケギリ Pyrgolampros fulvizonata (Nomura,1938)

1403 異旋目 トウガタガイ科 ナガイトカケギリ
Turbonilla (Chemnitzia) abseida Dall &

Bartsch,1906
1404 異旋目 トウガタガイ科 エドイトカケギリ Turbonilla (Turbonilla) edoensis Yokoyama,1927

1405 異旋目 トウガタガイ科 シロサナギイトカケギリ Pyrgiscus microscopica (Laseron,1959)

1406 異旋目 トウガタガイ科 イソイトカケギリ Pyrgiscus yoritomoi (Nomura,1938)

1407 異旋目 トウガタガイ科 ホソイトカケギリ Pyrgolampros hiradoensis (Pilsbry,1904)

1408 異旋目 トウガタガイ科 チャイロイトカケギリ Paramormula aulica (Dall & Bartsch,1906)

1409 異旋目 トウガタガイ科 ウネイトカケギリ Paramormula scrobiculata (Yokoyama,1922)

1410 異旋目 トウガタガイ科 マキミゾイトカケギリ Parthenina monocycla (A.Adams,1860)
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1411 異旋目 トウガタガイ科 カゴメイトカケギリ
Turbonilla (Dunkeria) candidissima Dall &

Bartsch,1906
1412 異旋目 トウガタガイ科 シゲヤスイトカケギリ Pyrgulina shigeyasui (Yokoyama,1927)

1413 異旋目 トウガタガイ科 カタヒジイトカケギリ Zaphella metula (A.Adams,1860)

1414 異旋目 トウガタガイ科 カントウタテヒダギリ Parthenina quantoana (Nomura,1937)

1415 異旋目 トウガタガイ科 ヨシシゲイトカケギリ Yoshishigea choshuana Hori & Fukuda,1999

1416 異旋目 トウガタガイ科 オオチリメンギリ Lancella bella (Dall & Bartsch,1906)

1417 異旋目 トウガタガイ科 チョウジガイ Mormula philippiana (Dunker,1860)

1418 異旋目 トウガタガイ科 キンスジハブタエチョウジ Pyrgiscus aureocincta (Kuroda & Habe,1971)

1419 異旋目 トウガタガイ科 ヨコイトカケギリ Cingulina cingulata (Dunker,1860)

1420 異旋目 トウガタガイ科 ヒロヨコイトカケギリ Cingulina laticingula (Dall & Bartsch,1906)

1421 異旋目 トウガタガイ科 モメンイトカケギリ Cingulina circinata A.Adams,1860

1422 異旋目 トウガタガイ科 ミスジヨコイトカケギリ Paracingulina triarata (Pilsbry,1904)

1423 異旋目 トウガタガイ科 ヨコイトカケギリダマシ Paracingulina terebra (Dunker,1860)

1424 異旋目 トウガタガイ科 アダムズヨコイトカケギリ Paracingulina inequicingulata (Nomura,1938)

1425 異旋目 トウガタガイ科 エンジサナギクチキレ Odostmella opaca (Hedley,1906)

1426 異旋目 トウガタガイ科 ヒガタヨコイトカケギリ Paracingulina sp.

1427 異旋目 トウガタガイ科 チリメンクチキレ Kleinella sulcata A.Adams,1862

1428 異旋目 トウガタガイ科 ハオリクチキレ Iolaea amicalis (Yokoyama,1927)

1429 異旋目 トウガタガイ科 トウダカチリメンクチキレ Iolaea neofelixoides (Nomura,1936)

1430 異旋目 トウガタガイ科 ヒメゴウナ Monotygma eximia (Lischke,1872)

1431 異旋目 トウガタガイ科 ホソマキギヌ Monotygma lauta (A.Adams,1851)

1432 異旋目 トウガタガイ科 アラボリホソマキギヌ Monotygma pareximia (Nomura,1936)

1433 異旋目 トウガタガイ科 ミヤビマキギヌ Monotygma amoena (A.Adams,1853)

1434 異旋目 トウガタガイ科 クリイロヒダクチキレ Tropaes castaneus (A.Adams,1863)

1435 異旋目 トウガタガイ科 Angustispira spengeli Pelseneer,1912

1436 異旋目 トウガタガイ科 カサガタガイ Pramidellidae gen. & sp.

1437 異旋目 ガクバンゴウナ科 イリエゴウナ Ebala sp.

1438 頭楯目 オオシイノミガイ科 オオシイノミガイ Acteon siebaldii (Reeve,1842)

1439 頭楯目 オオシイノミガイ科 キジビキガイ Punctacteon fabreanus (Crosse,1873)

1440 頭楯目 オオシイノミガイ科 アカフキジビキガイ Punctacteon flammeus (Gmelin,1791)

1441 頭楯目 オオシイノミガイ科 ムラクモキジビキガイ Japanacteon nipponensis (Yamakawa,1911)

1442 頭楯目 オオシイノミガイ科 アサグモキジビキガイ Japanacteon sp.

1443 頭楯目 オオシイノミガイ科 タイワンカヤノミガイ Pupa solidula (Linnaeus,1758)

1444 頭楯目 オオシイノミガイ科 コシイノミガイ Solidula strigosa (Gould,1859)

1445 頭楯目 ベニシボリ科 ベニシボリ Bullina lineata (Gray,1825)

1446 頭楯目 ベニシボリ科 オオベニシボリ Bullina nobilis Habe,1950

1447 頭楯目 ベニシボリ科 ヤカタシボリ Bullina virgo Habe,1950

1448 頭楯目 ミスガイ科 ミスガイ Hydatina physis (Linnaeus,1758)

1449 頭楯目 ミスガイ科 ヤカタガイ Hydatina albocincta (Hoeven,1811)

1450 頭楯目 ミスガイ科 ヒメヤカタガイ Hydatina zonata (Lightfoot,1796)

1451 頭楯目 ミスガイ科 ベニヤカタガイ Hydatina amplustre (Linnaeus,1758)

1452 頭楯目 マメウラシマ科 ニイノマメウラシマ Ringicula niinoi Nomura,1939

1453 頭楯目 マメウラシマ科 マメウラシマ Ringiculina doliaris (Gould,1860)

1454 頭楯目 マメウラシマ科 クロダマメウラシマ Ringiculina kurodai (Takeyama,1935)

1455 頭楯目 アワツブガイ科 トンプソンアワツブガイ Colpodaspis thompsoni Brown,1979

1456 頭楯目 スイフガイ科 スイフガイ Nipponoscaphander japonica (A.Adams,1862)

1457 頭楯目 スイフガイ科 クダタマガイ Adamnestia japonica (A.Adams,1862)

1458 頭楯目 スイフガイ科 キザミコダマガイ Roxania punctulata (A.Adams,1862)

1459 頭楯目 スイフガイ科 セキヒツクダタマガイ Eocylichna musashiensis (Tokunaga,1906)

1460 頭楯目 スイフガイ科 ツマベニクダタマガイ Eocylichna braunsi (Yokoyama,1920)

1461 頭楯目 スイフガイ科 ソウヨウクダタマガイ Eocylichna venustula (A.Adams,1862)

1462 頭楯目 スイフガイ科 コメツブツララガイ Didontoglossa decoratoides Habe,1955

1463 頭楯目 スイフガイ科 ヤセコメツブガイ Acteocina (A.) gracilis (A.Adams,1850)

1464 頭楯目 スイフガイ科 オオヤマコメツブガイ Truncacteocina oyamai (Kuroda & Habe,1954)

1465 頭楯目 スイフガイ科 ヨワコメツブガイ Acteocina exilis (Dunker,1860)

1466 頭楯目 スイフガイ科 ゴルドンコメツブガイ Acteocina gordonis (Yokoyama,1927)

1467 頭楯目 スイフガイ科 ツララガイ Acteocina decorata (Pilsbry,1904)

1468 頭楯目 スイフガイ科 ツムガタコメツブガイ Acteocina fusiformis (Adams,1850)
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1469 頭楯目 スイフガイ科 カミスジカイコガイダマシ Cylichnatys angustus (Gould,1859)

1470 頭楯目 ヘコミツララガイ科 コメツブガイ Decorifer insignis (Pilsbry,1904)

1471 頭楯目 ヘコミツララガイ科 マツシマコメツブガイ Decorifer matusimana (Nomura,1940)

1472 頭楯目 ヘコミツララガイ科 ドングリコメツブガイ Decorifer globosus (Yamakawa,1911)

1473 頭楯目 ヘコミツララガイ科 クビマキコメツブガイ Decorifer longispirata (Yamakawa,1911)

1474 頭楯目 ヘコミツララガイ科 シワコメツブガイ Decorifer yamakawai (Yokoyama,1926)

1475 頭楯目 ヘコミツララガイ科 Decorifer tohokuensis (Nomura,1939)

1476 頭楯目 ヘコミツララガイ科 ブドウノタネガイ Pyrunculus pyriformis obesus Habe,1950

1477 頭楯目 ヘコミツララガイ科 シリブトカイコガイ Pyrunculus phialus (A.Adams,1862)

1478 頭楯目 ヘコミツララガイ科
トウキョウシリブトカイコガ
イ

Pyrunculus tokyoensis Habe,1950

1479 頭楯目 ヘコミツララガイ科 ヘコミツララガイ Coleophysis succincta (A.Adams,1862)

1480 頭楯目 ヘコミツララガイ科 ハナカゴコメツブガイ Coleophysis waughiana (Hedley,1899)

1481 頭楯目 ヘコミツララガイ科 コウシボリコメツブガイ Coleophysis concentrica (A.Adams,1850)

1482 頭楯目 ヘコミツララガイ科 ヒメコメツブガイ Coleophysis minima (Yamakawa,1911)

1483 頭楯目 ヘコミツララガイ科 マメヒガイ Rhizorus artiaperta (Yamakawa,1911)

1484 頭楯目 ヘコミツララガイ科 Rhizorus eburneus (A.Adams,1850)

1485 頭楯目 ヘコミツララガイ科 タマゴマメヒガイ Rhizorus ovulinus (A.Adams,1862)

1486 頭楯目 ヘコミツララガイ科 トクナガマメヒガイ Rhizorus tokunagai (Makiyama,1927)

1487 頭楯目 ヘコミツララガイ科 アオモリマメヒガイ Rhizorus radiolus (A.Adams,1862)

1488 頭楯目 キセワタ科 キセワタ Philine argentata Gould,1859

1489 頭楯目 キセワタ科 クロダキセワタ Philine kurodai Habe,1946

1490 頭楯目 キセワタ科 ウスキセワタ Philine vitrea Gould,1859

1491 頭楯目 キセワタ科 モンガラキセワタ Philine orca Gosliner,1988

1492 頭楯目 キセワタ科 アカキセワタ Philine rubrata Gosliner,1988

1493 頭楯目 キセワタ科 ヨコヤマキセワタ Yokoyamaia ornatissima (Yokoyama,1927)

1494 頭楯目 キセワタ科 クサリキセワタ Choshiphiline pygmaea (Yokoyama,1922)

1495 頭楯目 カノコキセワタ科 カノコキセワタ Philinopsis gigliolii (Tapparone-Caneferi,1874)

1496 頭楯目 カノコキセワタ科 カラスキセワタ Philinopsis speciosa Pease,1860

1497 頭楯目 カノコキセワタ科 ヨコジマキセワタ Philinopsis lineolata (H. & A.Adams,1854)

1498 頭楯目 カノコキセワタ科 ヤミヨキセワタ Aglaja? sp.

1499 頭楯目 カノコキセワタ科 ニシキツバメガイ Chelidonura hirundinina (Quoy & Gaimard,1832)

1500 頭楯目 カノコキセワタ科 アカボシツバメガイ Chelidonura fulvipunctata Baba,1938

1501 頭楯目 カノコキセワタ科 コナユキツバメガイ Chelidonura amoena Bergh,1905

1502 頭楯目 カノコキセワタ科 ヒョウモンツバメガイ Chelidonura sandrana Rudman,1973

1503 頭楯目 カノコキセワタ科 ウズマキキセワタ Nakamigawaia spiralis Kuroda & Habe in Habe,1961

1504 頭楯目 ウミコチョウ科 アマクサウミコチョウ Gastropteron bicornutum Baba & Tokioka,1965

1505 頭楯目 ブドウガイ科 カイコガイ Aliculastrum cylindricum (Helbling,1779)

1506 頭楯目 ブドウガイ科 ホソタマゴガイ Limulatys ooformis Habe,1952

1507 頭楯目 ブドウガイ科 トックリタマゴガイ Limulatys okamotoi Habe,1952

1508 頭楯目 ブドウガイ科 クビレタマゴガイ Limulatys constrictus Habe,1952

1509 頭楯目 ブドウガイ科 ミドリタマゴガイ Limulatys muscarius (Gould,1859)

1510 頭楯目 ブドウガイ科 キバカイコガイ Diniatys dentifer (A.Adams,1850)

1511 頭楯目 ブドウガイ科 イッポンバカイコガイ Diniatys monodonta (A.Adams,1850)

1512 頭楯目 ブドウガイ科 ブドウガイ Haloa japonica (Pilsbry,1895)

1513 頭楯目 ブドウガイ科 チャイロブドウガイ Haloa nigropunctata (Pease,1868)

1514 頭楯目 ブドウガイ科 カイコガイダマシ Liloa porcellana (Gould,1859)

1515 頭楯目 ミドリガイ科 タテジワミドリガイ Smaragdinella sieboldi A.Adams,1864

1516 頭楯目 ナツメガイ科 ナツメガイ Bulla vernicosa Gould,1859

1517 頭楯目 ナツメガイ科 タイワンナツメガイ Bulla ampulla Linnaeus,1758

1518 頭楯目 ナツメガイ科 コナツメ Bulla punctulata A.Adams,1850

1519 嚢舌目 ウスカワブドウギヌ科 ウスカワブドウギヌ
Volvatella vigourouxi (Montrouzier in Souverbie &

Montrouzier,1861)

1520 嚢舌目 ナギサノツユ科 ナギサノツユ Oxynoe viridis (Pease,1861)

1521 嚢舌目 ナギサノツユ科 フリソデミドリガイ Lobiger souverbii Fischer,1856

1522 嚢舌目 ユリヤガイ科 ユリヤガイ Julia japonica Kuroda & Habe,1951

1523 嚢舌目 ユリヤガイ科 ミシマユリヤガイ Julia mishimaensis Kawaguti & Yamasu,1982

1524 嚢舌目 タマノミドリガイ科 タマノミドリガイ Berthelinia limax (Kawaguti & Baba,1959)

1525 嚢舌目
ミドリアマモウミウシ
科

ミドリアマモウミウシ Placida dendritica (Alder & Hancock,1843)
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1526 嚢舌目
ミドリアマモウミウシ
科

アリモウミウシ Ercolania boodleae (Baba,1938)

1527 嚢舌目 ゴクラクミドリガイ科 アズキウミウシ Elysia amakusana Baba,1955

1528 嚢舌目 ゴクラクミドリガイ科 オトメミドリガイ Elysia obtusa Baba,1938

1529 嚢舌目 ゴクラクミドリガイ科 ヒラミルミドリガイ Elysia trsinuata Baba,1949

1530 嚢舌目 ゴクラクミドリガイ科 ハナミドリガイ Thuridilla splenens (Baba,1949)

1531 嚢舌目 ゴクラクミドリガイ科 クロミドリガイ Elysia atroviridus Baba,1955

1532 嚢舌目 ゴクラクミドリガイ科 クシモトミドリガイ Elysia rufescens (Pease,1871)

1533 嚢舌目 ゴクラクミドリガイ科 コノハミドリガイ Elysia ornata (Swainson,1840)

1534 嚢舌目 ゴクラクミドリガイ科 ヨゾラミドリガイ Thuridilla vatae (Risbec,1928)

1535 アメフラシ目 ウツセミガイ科 ウツセミガイ Akera soluta (Gmelin,1791)

1536 アメフラシ目 アメフラシ科 アマクサアメフラシ Aplysia (Aplysia) juliana Quoy & Gaimard,1832

1537 アメフラシ目 アメフラシ科 アメフラシ Aplysia (Varria) kurodai (Baba,1937)

1538 アメフラシ目 アメフラシ科 ミドリアメフラシ Aplysia (Varria) oculifera Adams & Reeve,1850

1539 アメフラシ目 アメフラシ科 ジャノメアメフラシ Aplysia (Varria) dactylomela Rang,1828

1540 アメフラシ目 アメフラシ科 クロヘリアメフラシ
Aplysia (Pruvotaplysia) parvula Guilding &

Morch,1863
1541 アメフラシ目 アメフラシ科 ゾウアメフラシ Aplysia gigantea Sowerby, 1869

1542 アメフラシ目 アメフラシ科 クサモチアメフラシ Syphonata geographica (A.Adams & Reeve,1848)

1543 アメフラシ目 アメフラシ科 タツナミガイ Dolabella auricularia (Lightfoot,1786)

1544 アメフラシ目 アメフラシ科 ビワガタナメクジ Dolabrifera dolabrifera (Rang,1928)

1545 アメフラシ目 アメフラシ科 ウミナメクジ Petalifera punctulata (Tapparone-Canefri,1874)

1546 アメフラシ目 アメフラシ科 クロスジアメフラシ Stylocheilus longicaudus (Quoy & Gaimard,1824)

1547 アメフラシ目 アメフラシ科 トゲアメフラシ Bursatella leachii Blainvile,1817

1548 側鰓目 ウミフクロウ科 ウミフクロウ Pleurobranchaea maculata (Quoy & Gaimard,1832)

1549 側鰓目
カメノコフシエラガイ
科

カメノコフシエラガイ Pleurobranchus peroni (Cuvier,1804)

1550 側鰓目
カメノコフシエラガイ
科

ゼニガタフシエラガイ Pleurobranchus forskalii (Ruppel & Leuckart,1828)

1551 側鰓目
カメノコフシエラガイ
科

チギレフシエラガイ Berthella martensi (Pilsbry,1896)

1552 側鰓目
カメノコフシエラガイ
科

ホウズキフシエラガイ Berthellina citrina (Ruppell & Leuckart,1831)

1553 側鰓目
カメノコフシエラガイ
科

シロフシエラガイ Berthellina pellucida (Pease,1861)

1554 傘殻目 ヒトエガイ科 ヒトエガイ Umbraculum umbraculum Lightfoot,1786

1555 有殻翼足目 ミジンウキマイマイ科 ヒラウキマイマイ Limacina inflata (D'Orbigny,1826)

1556 有殻翼足目 ミジンウキマイマイ科 セイタカウキマイマイ Limacina bulimoides (D'Orbigny,1826)

1557 有殻翼足目 カメガイ科 クリイロカメガイ Cavolinia uncinata (Rang,1829)

1558 有殻翼足目 カメガイ科 マルカメガイ Cavolinia globulosa (Rang,1829)

1559 有殻翼足目 カメガイ科 シロカメガイ Cavolinia gibbosa (D'Orbigny,1836)

1560 有殻翼足目 カメガイ科 ササノツユ Diacavolinia longirostris (Blainville,1821)

1561 有殻翼足目 カメガイ科 クビレササノツユ Diacavolinia vanutrechti (van der Spoel,1993)

1562 有殻翼足目 カメガイ科 マサコカメガイ Cavolinia inflexa (Lesueur,1813)

1563 有殻翼足目 カメガイ科 ヒラカメガイ Diacria trispinosa (Blainville,1821)

1564 有殻翼足目 カメガイ科 キヨコカメガイ Diacria quadridentata (Blainville,1821)

1565 有殻翼足目 ウキビシガイ科 ウキビシガイ Clio pyramidata Linnaeus,1758

1566 有殻翼足目 ウキビシガイ科 ウキヅノガイ Creseis acicula (Rang,1827)

1567 有殻翼足目 ウキビシガイ科 スジウキヅノガイ Styliola subula (Quoy & Gaimard,1832)

1568 有殻翼足目 ウキヅツガイ科 ウキヅツガイ Cuvierina columnella (Rang,1827)

1569 裸鰓目 ネコジタウミウシ科 コネコウミウシ Goniodoris joubini Risbec,1928

1570 裸鰓目 ネコジタウミウシ科 ヒロウミウシ Hopkinsia hiroi Baba,1938

1571 裸鰓目 ハナサキウミウシ科 ヒカリウミウシ Plocamopherus tilesei Bergh,1877

1572 裸鰓目 ハナサキウミウシ科 ハナデンシャ Kalinga ornata Alder & Hancock,1864

1573 裸鰓目 センヒメウミウシ科 キュウバンウミウシ Aegires citrinus Pruvot-Fol,1930

1574 裸鰓目 フジタウミウシ科 エダウミウシ Kaloplocamus ramosus (Cantraine,1835)

1575 裸鰓目 キヌハダウミウシ科 キヌハダウミウシ Gymnodoris inornata (Bergh,1880)

1576 裸鰓目 キヌハダウミウシ科 キヌハダモドキ Gymnodoris bicolor (Alder & Hancock,1864)

1577 裸鰓目 キヌハダウミウシ科 アカボシウミウシ Gymnodoris alba (Bergh,1877)

1578 裸鰓目 キヌハダウミウシ科 キンセンウミウシ Analogium amakusaensis Baba,1996

1579 裸鰓目 トゲウミウシ科 ミツイラメリウミウシ Diaphodoris mitsuii (Baba,1938)

1580 裸鰓目 オカダウミウシ科 オカダウミウシ Vayssiera elegans (Baba,1930)

1581 裸鰓目 ミカドウミウシ科 ミカドウミウシ
Hexabranchus sanguiensis (Ruppell &

Leuckart,1931)
1582 裸鰓目 イロウミウシ科 コモンウミウシ Chromodoris aureopurpurea Collingwood,1881

1583 裸鰓目 イロウミウシ科 シロウミウシ Chromodoris orientalis Rudmann,1983
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1584 裸鰓目 イロウミウシ科 Chromodoris preciosa (Kelaart,1858)

1585 裸鰓目 イロウミウシ科 シラヒメウミウシ Chromodoris sinensis Rudman,1985

1586 裸鰓目 イロウミウシ科 シラライロウミウシ Chromodoris tumilifera (Collinwood,1881)

1587 裸鰓目 イロウミウシ科 サラサウミウシ Chromodoris tinctoria (Ruppell & Leuckart,1828)

1588 裸鰓目 イロウミウシ科 アカネコモンウミウシ Chromodoris collingwoodi Rudman,1987

1589 裸鰓目 イロウミウシ科 セトイロウミウシ Chromodoris decora (Pease,1860)

1590 裸鰓目 イロウミウシ科 フジナミウミウシ Chromodoris fidelis (Kelaart,1858)

1591 裸鰓目 イロウミウシ科 キイロウミウシ Glossodoris atromarginata (Cuvier,1804)

1592 裸鰓目 イロウミウシ科 クチナシイロウミウシ Hypselodoris whitei (Adams & Reeve,1850)

1593 裸鰓目 イロウミウシ科 リュウモンイロウミウシ Hypselodoris maritima (Baba,1949)

1594 裸鰓目 イロウミウシ科 サガミイロウミウシ Hypselodoris sagamiensis (Baba,1949)

1595 裸鰓目 イロウミウシ科 アオウミウシ Hypselodoris festiva (A.Adams,1861)

1596 裸鰓目 イロウミウシ科 センテンイロウミウシ Hypselodoris maculosa (Pease,1871)

1597 裸鰓目 イロウミウシ科 シラユキウミウシ Noumea nivalis Baba,1937

1598 裸鰓目 イロウミウシ科 フジイロウミウシ Noumea purpurea Baba,1949

1599 裸鰓目 イロウミウシ科 シラユキモドキ Noumea subnivalis Baba,1987

1600 裸鰓目 イロウミウシ科 ニシキウミウシ
Ceratosoma cornigerum (Adams & Reeve in

Adams,1850)
1601 裸鰓目 イロウミウシ科 レンゲウミウシ Mexichromis multituberculata (Baba,1953)

1602 裸鰓目 アマクサウミウシ科 アマクサウミウシ Actinocyclus japonicus (Eliot,1913)

1603 裸鰓目 アマクサウミウシ科 ハラックサウミウシ Hallaxa indecora (Berg,1905)

1604 裸鰓目 ドーリス科 チシオウミウシ Aldisa cooperi Robilliard & Baba,1972

1605 裸鰓目 ドーリス科 イソウミウシ Rostanga orientalis Rudman & Avern,1989

1606 裸鰓目 ドーリス科 クロイソウミウシ Rostanga risbeci Baba,1991

1607 裸鰓目 ドーリス科 シロサメハダウミウシ Rostanga sp.

1608 裸鰓目 ドーリス科 キイロクシエラウミウシ Doriopsis granulosa Pease,1860

1609 裸鰓目 ドーリス科 カイメンウミウシ Atagema intecta (Kelaart,1858)

1610 裸鰓目 ドーリス科 スポンジウミウシ Atagema spongiosa (Kelaart,1858)

1611 裸鰓目 ドーリス科 ヤマトウミウシ Homoiodoria japonica Bergh,1881

1612 裸鰓目 ドーリス科 マンリョウウミウシ Hoplodoris armata (Baba,1993)

1613 裸鰓目 ドーリス科 ツヅレウミウシ Discodoris lilacina (Gould,1852)

1614 裸鰓目 ドーリス科 オブラートウミウシ Sclerodoris sp.

1615 裸鰓目 ドーリス科 Sclerodoris apiculata (Alder & Hancock,1864)

1616 裸鰓目 ドーリス科 サンシキウミウシ Archidoris tricolor (Baba,1938)

1617 裸鰓目 ドーリス科 ヒオドシウミウシ Halgerda rubicunda Baba,1949

1618 裸鰓目 ドーリス科 クモガタウミウシ Platydoris speciosa (Abraham,1877)

1619 裸鰓目 ドーリス科 ネズミウミウシ Platydoris tabulata (Abraham,1877)

1620 裸鰓目 ドーリス科 サンカクウミウシ Siraius nucleola (Pease,1860)

1621 裸鰓目 イボウミウシ科 タテヒダイボウミウシ Phyllidia varicosa Lamarck,1801

1622 裸鰓目 イボウミウシ科 キイロイボウミウシ Phyllidia ocellata Cuvier,1804

1623 裸鰓目 イボウミウシ科 コイボウミウシ Phyllidia pustulosa Cuvier,1804

1624 裸鰓目 イボウミウシ科 ソライロイボウミウシ Phyllidia coelestis Bergh,1905

1625 裸鰓目 イボウミウシ科 ボンジイボウミウシ Phyllidia exquisita Brunckhorst,1993

1626 裸鰓目 イボウミウシ科 フリエリイボウミウシ Fryeria menindie Brunckhorst,1993

1627 裸鰓目 イボウミウシ科 アンナイボウミウシ Phyllidiopsis annae Brunckhorst,1993

1628 裸鰓目
クロシタナシウミウシ
科

クロシタナシウミウシ Dendrodoris fumata (Rueppell & Leuckart,1831)

1629 裸鰓目
クロシタナシウミウシ
科

ホンクロシタナシウミウシ Dendrodoris nigra (Stimpson,1855)

1630 裸鰓目
クロシタナシウミウシ
科

ミヤコウミウシ Dendrodoris denisoni (Angas,1864)

1631 裸鰓目
クロシタナシウミウシ
科

イシガキウミウシ Dendrodoris tuberculosa (Quoy & Gaimard,1832)

1632 裸鰓目
クロシタナシウミウシ
科

マダラウミウシ Dendrodoris rubra Kelaart,1858

1633 裸鰓目
クロシタナシウミウシ
科

ヒメマダラウミウシ Dendrodoris guttata (Odhner,1917)

1634 裸鰓目
クロシタナシウミウシ
科

ダイダイウミウシ Doriopsilla miniata (Alder & Hancock,1864)

1635 裸鰓目 ホクヨウウミウシ科 シロハナガサウミウシ Tritonopsis elegans (Andouin,1826)

1636 裸鰓目 ホクヨウウミウシ科 Marionia rubra (Ruppell & Leuckart,1831)

1637 裸鰓目 オキウミウシ科 ツメウミウシ Notobryon clavigerum Baba,1937

1638 裸鰓目 メリベウミウシ科 メリベウミウシ Melibe papiliosa (de Filippi,1867)

1639 裸鰓目 ユビウミウシ科 ユビウミウシ Bornella stellifer (Adams & Reeve in Reeve,1848)

1640 裸鰓目 コノハウミウシ科 コノハウミウシ Phylliroe bucephala Peron & Lesueur,1810

1641 裸鰓目 タテジマウミウシ科 タテジマウミウシ Armina japonica (Eliot,1913)
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1642 裸鰓目 タテジマウミウシ科 ダイオウタテジマウミウシ Armina major Baba,1949

1643 裸鰓目 タテジマウミウシ科 ハスエラタテジマウミウシ Armina magna Baba,1955

1644 裸鰓目 タテジマウミウシ科 アカタテジマウミウシ Armina apendicula Baba,1949

1645 裸鰓目 タテジマウミウシ科 サメハダシタウミウシ Armina variolosa (Bergh,1904)

1646 裸鰓目 タテジマウミウシ科 オトメウミウシ Dermatobranchus otome Baba,1992

1647 裸鰓目 タテジマウミウシ科 ハナオトメウミウシ Dermatobranchus ornatus (Bergh,1874)

1648 裸鰓目
ショウジョウウミウシ
科

ハナショウジョウウミウシ Madrella gloriosa Baba,1949

1649 裸鰓目
サキシマミノウミウシ
科

サキシマミノウミウシ Flabellina bicolor (Kelaart,1858)

1650 裸鰓目 オショロミノウミウシ科 ダンズミノウミウシ Cuthona sp.

1651 裸鰓目 オショロミノウミウシ科 イボヤギミノウミウシ Phestilla melanobranchia Bergh,1874

1652 裸鰓目 オオミノウミウシ科 ミノウミウシ Aeolidiella indica (Bergh,1888)

1653 裸鰓目 オオミノウミウシ科 カスミミノウミウシ Cerberilla asamusiensis Baba,1940

1654 裸鰓目 オオミノウミウシ科
ハンミョウカスミミノウミウ
シ

Cerberilla albopunctata Baba,1976

1655 裸鰓目 オオミノウミウシ科 イロミノウミウシ Spurilla neapolitana Delle Chiaje,1841

1656 裸鰓目 オオミノウミウシ科 スミゾメミノウミウシ Protoaeolidiella atrata Baba,1955

1657 裸鰓目 アオミノウミウシ科 アカエラミノウミウシ Sakuraeolis enosimensis (Baba,1930)

1658 裸鰓目 アオミノウミウシ科 サクラミノウミウシ Sakuraeolis sakuracea Hirano,1999

1659 裸鰓目 アオミノウミウシ科 Phyllodesmium crypticum Rudman,1981

1660 裸鰓目 アオミノウミウシ科 アオミノウミウシ Grancus atlanticus Forster,1777

1661 収柄眼目 イソアワモチ科 ドロアワモチ Onchidium cf. hongkongense Britton,1985

1662 収柄眼目 イソアワモチ科 ヒメアワモチ Onchidella kurodai (Iw.Taki,1935)

1663 収柄眼目
ホソアシヒダナメクジ
科

イボイボナメクジ Granulilimax fuscicornis Minato,1989

1664 基眼目 カラマツガイ科 テリカラマツ Williamia radiata (Pease,1860)

1665 基眼目 カラマツガイ科 カラマツガイ Siphonaria japonica (Donovan,1825)

1666 基眼目 カラマツガイ科 シロカラマツ Siphonaria acmaeoides Pilsbry,1894

1667 基眼目 カラマツガイ科 キクノハナガイ Siphonaria sirius (Pilsbry,1894)

1668 基眼目 オカミミガイ科 オカミミガイ Ellobium chinense (Pfeiffer,1955)

1669 基眼目 オカミミガイ科 シイノミミミガイ Cassidula plecotrematoides Moellendorff,1901

1670 基眼目 オカミミガイ科 ナラビオカミミガイ Auriculastra duplicata (Pfeiffer,1855)

1671 基眼目 オカミミガイ科 ハマシイノミガイ Melampus nuxeastaneus Kuroda,1949

1672 基眼目 オカミミガイ科
キヌカツギハマシイノミガ
イ

Melampus sincaporensis Pfeiffer,1855

1673 基眼目 オカミミガイ科 マキスジコミミガイ Laemodonta monilifera (H. & A.Adams,1853)

1674 基眼目 オカミミガイ科 クリイロコミミガイ Laemodonta siamensis (Morelet,1875)

1675 基眼目 オカミミガイ科 ウスコミミガイ Laemodonta exaratoides Kawabe,1992

1676 基眼目 オカミミガイ科 シュジュコミミガイ Laemodonta sp.

1677 基眼目 オカミミガイ科 ナギサノシタタリ Microtralia alba (Gassies,1865)

1678 基眼目 ケシガイ科 スジケシガイ Carychium noduliferum Reinhardt,1877

1679 基眼目 ケシガイ科 ケシガイ Carychium pessimum Pilsbry,1902

1680 基眼目 ケシガイ科 ニホンケシガイ Carychium nipponense Pilsbry & Hirase,1904

1681 鰓肺目 モノアラガイ科 ヒメモノアラガイ Austropeplea viridis (Quoy & Gaimard,1833)

1682 鰓肺目 モノアラガイ科 コシダカヒメモノアラガイ Fossaria truncatula (Muller,1774)

1683 鰓肺目 モノアラガイ科 ハブタエモノアラガイ Pseudosuccinea columella (Say,1819)

1684 鰓肺目 モノアラガイ科 モノアラガイ Radix auricularia (Linnaeus,1758)

1685 鰓肺目 サカマキガイ科 サカマキガイ Physa acuta Draparnaud,1805

1686 鰓肺目 ヒラマキガイ科 トウキョウヒラマキガイ Gyraulus tokyoensis (Mori,1938)

1687 鰓肺目 ヒラマキガイ科 ヒラマキミズマイマイ Gyraulus chinensis spirillus Gould,1859

1688 鰓肺目 ヒラマキガイ科 ヒラマキモドキ Polypylis hemisphaerula (Benson,1842)

1689 鰓肺目 ヒラマキガイ科 クルマヒラマキガイ Hippeutis cantori (Benson,1850)

1690 鰓肺目 カワコザラ科 カワコザラ Laevapex nipponicus (Kuroda in Is.Taki,1960)

1691 柄眼目 ノミガイ科 ノミガイ Tornatellides boeningi (Schmacker & Boettger,1891)

1692 柄眼目 サナギガイ科 サナギガイ Pupilla cryptodon (Heude,1882)

1693 柄眼目 ミジンマイマイ科 ミジンマイマイ Vallonia pulchellula (Heude,1882)

1694 柄眼目 マキゾメガイ科 ヒラドマルナタネ Pupisoma harpula (Reinhardt,1886)

1695 柄眼目 マキゾメガイ科 マルナタネ Parazoogenetes orcula (Benson,1850)

1696 柄眼目 キバサナギガイ科 ナタネキバサナギガイ Vertigo eogea Pilsbry,1919

1697 柄眼目 キバサナギガイ科 ヤマトキバサナギガイ Vertigo japonica Pilsbry & Hirase,1904

1698 柄眼目 キバサナギガイ科 スナガイ Gastrocopta armigerella (Reinhardt,1877)

1699 柄眼目 キバサナギガイ科 チョウセンスナガイ Gastrocopta coreana Pilsbry,1916
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1700 柄眼目 キバサナギガイ科 クチマガリスナガイ Bensonella plicidens (Benson,1849)

1701 柄眼目 キセルモドキ科 キセルモドキ Mirus reinianus (Kobelt,1875)

1702 柄眼目 キセルモドキ科 フトキセルモドキ Mirus japonicus (Moellendorff,1885)

1703 柄眼目 キセルモドキ科 ホソキセルモドキ Mirus rugulosus (Moellendorff,1900)

1704 柄眼目 オカモノアラガイ科 ヒメオカモノアラガイ Succinea lyrata Gould,1859

1705 柄眼目 オカモノアラガイ科 ナガオカモノアラガイ Oxyloma hirasei (Pilsbry,1901)

1706 柄眼目 キセルガイ科 スグヒダギセル Paganizaptyx stimpsoni subgibbera (Boettger,1877)

1707 柄眼目 キセルガイ科 ツムガタギセル Pinguiphaedusa pinguis platydera (Martens,1876)

1708 柄眼目 キセルガイ科 シマケルギセル Pinguiphaedusa schmackeri (Sykes,1895)

1709 柄眼目 キセルガイ科 イヨギセル Pinguiphaedusa iyoensis (Minato & Tada,1977)

1710 柄眼目 キセルガイ科 タキギセル Pinguiphaedusa hemileuca takii (Kuroda,1936)

1711 柄眼目 キセルガイ科 トサギセル Pinguiphaedusa tosana  (Pilsbry,1901)

1712 柄眼目 キセルガイ科 カモハラギセル Pinguiphaedusa kamoharai (Kuroda,1936)

1713 柄眼目 キセルガイ科 シコクギセル Pinguiphaedusa awajiensis (Pilsbry,1900)

1714 柄眼目 キセルガイ科 ウスベニギセル Tyrannophaedusa aurantiaca (Boettger,1877)

1715 柄眼目 キセルガイ科 コシボソギセル
Tyrannophaedusa nankaidoensis nankaidoensis

Kuroda,1955

1716 柄眼目 キセルガイ科 シリオレギセル Tyrannophaedusa bilabrata (Smith,1876)

1717 柄眼目 キセルガイ科 トサシリボソギセル Tyrannophaedusa tosaensis (Pilsbry,1903)

1718 柄眼目 キセルガイ科 ミヤザキギセル近似種 Tyrannophaedusa cf. miyazakii Minato & Tada,1977

1719 柄眼目 キセルガイ科 スギモトギセル
Tyrannophaedusa sugimotonis sugimotonis Minato

& Tada,1978

1720 柄眼目 キセルガイ科 ミサキギセル
Tyrannophaedusa sugimotonis misaki Minato &

Tada,1978

1721 柄眼目 キセルガイ科 ホソヒメギセル Tyrannophaedusa gracilispira (Moellendorff,1882)

1722 柄眼目 キセルガイ科 シタヅキギセル Tyrannophaedusa platyderula (Pilsbry,1903)

1723 柄眼目 キセルガイ科 シンチュウギセル Vitriphaedusa aenea (Pilsbry,1903)

1724 柄眼目 キセルガイ科 シロハダギセル Neophaedusa akiratadai Minato,1978

1725 柄眼目 キセルガイ科 オオギセル Megalophaedusa martensi (Martens,1860)

1726 柄眼目 キセルガイ科 オキギセル Vastina vasta vasta (Boettger,1877)

1727 柄眼目 キセルガイ科 モリヤギセル Vastina vasta moriyai Kuroda & Taki,1944

1728 柄眼目 キセルガイ科 コンボウギセル Mesophaedusa hickonis (Boettger,1877)

1729 柄眼目 キセルガイ科 アメイロギセル Mesophaedusa viridiflava (Boettger,1877)

1730 柄眼目 キセルガイ科 ホウヨギセル Mesophaedusa hooyoensis Minato & Tada,1987

1731 柄眼目 キセルガイ科 シコクタケノコギセル Mesophaedusa affinis Minato & Tada,1987

1732 柄眼目 キセルガイ科 ナミギセル Stereophaedusa japonica japonica (Crosse,1871)

1733 柄眼目 キセルガイ科 ナミコギセル Euphaedusa tau tau (Boettger,1877)

1734 柄眼目 キセルガイ科 シーボルトコギセル Phaedusa sieboldtii (Kuster,1847)

1735 柄眼目 キセルガイ科 アズママルクチコギセル Pictophaedusa masaoi (Habe,1940)

1736 柄眼目 キセルガイ科 ヒロクチコギセル Reinia variegata (A.Adams,1868)

1737 柄眼目 オカクチキレガイ科 トクサオカチョウジガイ Paropeas achatinaceum (Pfeiffer,1846)

1738 柄眼目 オカクチキレガイ科 ホソオカチョウジガイ Allopeas pyrgula (Schmacker & Boettiger,1891)

1739 柄眼目 オカクチキレガイ科 マルオカチョウジガイ Allopeas brevispira (Pilsbry & Hirase,1904)

1740 柄眼目 オカクチキレガイ科 オカチョウジガイ
Allopeas clavulinum kyotoensis (Pilsbry &

Hirase,1904)
1741 柄眼目 オカクチキレガイ科 サツマオカチョウジガイ Allopeas satsumense (Pilsbry,1906)

1742 柄眼目 オカクチキレガイ科 ユウドウオカチョウジガイ Allopeas cf. heudei Pilsbry,1906

1743 柄眼目 ナタネガイ科 ナタネガイ Punctum amblygonum (Reinhardt,1877)

1744 柄眼目 ナタネガイ科 ヒメナタネ Punctum pretiosum (Gude,1900)

1745 柄眼目 ナタネガイ科 ハリマナタネ Punctum japonicum Pilsbry,1900

1746 柄眼目 ナタネガイ科 ミジンナタネ Punctum atomus Pilsbry & Hirase,1904

1747 柄眼目 オオコウラナメクジ科 クロツノナメクジ Nipponolimax sp.

1748 柄眼目 オオコウラナメクジ科 オオコウラナメクジ Nipponarion carinatus Yamaguchi & Habe,1955

1749 柄眼目 ナメクジ科 ナメクジ Meghimatium bilineatum (Benson,1842)

1750 柄眼目 ナメクジ科 ヤマナメクジ Meghimatium fruhstorferi (Collinge,1901)

1751 柄眼目 コウラナメクジ科 チャコウラナメクジ Lehmannia valentiana (Ferussac,1822)

1752 柄眼目 コウラナメクジ科 ノハラナメクジ Deroceras laeve (Muller,1774)

1753 柄眼目 タワラガイ科 タワラガイ Sinoennea iwakawa (Pilsbry,1900)

1754 柄眼目 コハクガイ科 ヒメコハクガイ Hawaiia minuscula (Binney,1840)
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1755 柄眼目 コハクガイ科 コハクガイ Zonitoides arboreus (Say,1816)

1756 柄眼目 ベッコウマイマイ科 カサキビ Trochochlamys crenulata crenulata (Gude,1900)

1757 柄眼目 ベッコウマイマイ科 ヒメカサキビ
Trochochlamys subcrenulata subcrenulata

(Pilsbry,1901)
1758 柄眼目 ベッコウマイマイ科 トサキビ Trochochlamys sororcula (Pilsbry & Hirase,1904)

1759 柄眼目 ベッコウマイマイ科 オオウエキビ Trochochlamys fraterna (Pilsbry,1900)

1760 柄眼目 ベッコウマイマイ科 ハリマキビ Parakaliella harimensis (Pilsbry,1901)

1761 柄眼目 ベッコウマイマイ科 ヒメハリマキビ Parakaliella pagoduloides (Gude,1900)

1762 柄眼目 ベッコウマイマイ科 ヒゼンキビ Parakaliella hizenensis (Pilsbry,1902)

1763 柄眼目 ベッコウマイマイ科 キビガイ Gastrodontella stenogyra (A.Adams,1868)

1764 柄眼目 ベッコウマイマイ科 ヒメベッコウガイ Discoconulus sinapidium (Reinhardt,1877)

1765 柄眼目 ベッコウマイマイ科 ヤクヒメベッコウ Discoconulus yakuensis (Pilsbry,1902)

1766 柄眼目 ベッコウマイマイ科 シロハダベッコウ Discoconulus sp.

1767 柄眼目 ベッコウマイマイ科 コシタカシタラガイ Sitalina circumcincta (Reinhardt,1883)

1768 柄眼目 ベッコウマイマイ科 カサネシタラガイ Sitalina insignis (Pilsbry & Hirase,1904)

1769 柄眼目 ベッコウマイマイ科 ヒラシタラガイ Sitalina latissima (Pilsbry,1902)

1770 柄眼目 ベッコウマイマイ科 ウメムラシタラガイ Sitalina japonica Habe,1964

1771 柄眼目 ベッコウマイマイ科 マルシタラガイ Parasitala reinhardti (Pilsbry,1900)

1772 柄眼目 ベッコウマイマイ科 ウスイロシタラガイ Parasitala pallida (Pilsbry,1902)

1773 柄眼目 ベッコウマイマイ科 ナミヒメベッコウ Yamatochlamys vaga vaga (Pilsbry & Hirase,1904)

1774 柄眼目 ベッコウマイマイ科
ハチジョウヒメベッコウの
一種

Yamatochlamys sp. cf. circumdata (Pilsbry,1902)

1775 柄眼目 ベッコウマイマイ科 オオクラヒメベッコウ Yamatochlamys lampra (Pilsbry & Hirase,1904)

1776 柄眼目 ベッコウマイマイ科 ツノイロヒメベッコウ Ceratochlamys ceratodes (Gude,1900)

1777 柄眼目 ベッコウマイマイ科 シコクベッコウ Bekkochlamys shikokuensis (Pilsbry & Hirase,1903)

1778 柄眼目 ベッコウマイマイ科 ヒラベッコウ Bekkochlamys micrograpta (Pilsbry,1900)

1779 柄眼目 ベッコウマイマイ科 ウラジロベッコウ Urazirochalamys doenitzii (Reinhardt,1877)

1780 柄眼目 ベッコウマイマイ科 キヌツヤベッコウ Nipponochlamys semisericata (Pilsbry,1902)

1781 柄眼目 ベッコウマイマイ科 ハクサンベッコウ
Nipponochlamys hakusanus (Pilsbry & Hirase in

Hirase,1907)

1782 柄眼目 ベッコウマイマイ科 アワクリイロベッコウ Japanochlamys awaensis (Pilsbry,1902)

1783 柄眼目 ベッコウマイマイ科
アワクリイロベッコウの一
種

Japanochlamys sp.

1784 柄眼目 ニッポンマイマイ科 コベソマイマイ Satsuma myomphala myomphala (Martens,1865)

1785 柄眼目 ニッポンマイマイ科 シメクチマイマイ Satsuma ferruginea (Pilsbry,1900)

1786 柄眼目 ニッポンマイマイ科 オオツヤマイマイ Satsuma textilis (Pilsbry & Hirase,1904)

1787 柄眼目 ニッポンマイマイ科 ツルギサンマイマイ Satsuma tsurugisanica Kuroda & Abe,1980

1788 柄眼目 ニッポンマイマイ科 コニホンマイマイ Satsuma japonica heteroglypta (Pilsbry,1900)

1789 柄眼目 ニッポンマイマイ科 シコクビロウドマイマイ Nipponochloritis tosanus (Pilsbry & Hirase,1903)

1790 柄眼目 オナジマイマイ科 ジタロウマイマイ Aegista awajiensis (Gude,1900)

1791 柄眼目 オナジマイマイ科 コウベマイマイ
Aegista kobensis kobensis (Schmacker &

Boettger,1890)
1792 柄眼目 オナジマイマイ科 トサマイマイ Aegista kobensis pertenuis (Pilsbry & Hirase,1904)

1793 柄眼目 オナジマイマイ科 フリーデルマイマイ Aegista friedeliana friedeliana (Martens,1864)

1794 柄眼目 オナジマイマイ科 コオオベソマイマイ Aegista proba minuta (Pilsbry,1901)

1795 柄眼目 オナジマイマイ科 ミヤマオオベソマイマイ Aegista proba goniosomoides Kuroda & Abe,1980

1796 柄眼目 オナジマイマイ科 イトヒキオオベソマイマイ Aegista tadai Minato,1983

1797 柄眼目 オナジマイマイ科 オオケマイマイ
Aegista vulgivaga vulgivaga (Schmacker &

Boettger,1890)
1798 柄眼目 オナジマイマイ科 チクヤケマイマイ Aegista aemula (Gude,1900)

1799 柄眼目 オナジマイマイ科 シロマイマイ Trishoplita pallens Jacobi,1898

1800 柄眼目 オナジマイマイ科 キュウシュウシロマイマイ Trishoplita eumenes eumenes (Westerlund,1883)

1801 柄眼目 オナジマイマイ科 コウダカシロマイマイ Trishoplita eumenes cretacea Gude,1900

1802 柄眼目 オナジマイマイ科 マメマイマイ Trishoplita commoda commoda (A.Adams,1868)

1803 柄眼目 オナジマイマイ科 シコクオトメマイマイ Trishoplita shikokuensis Pilsbry & Hirase,1903

1804 柄眼目 オナジマイマイ科 クマドリオトメマイマイ Trishoplita dacosta tosana (Gude,1900)

1805 柄眼目 オナジマイマイ科 オキノシマシロマイマイ Trishoplita okinoshimae Pilsbry,1902

1806 柄眼目 オナジマイマイ科 オナジマイマイ Bradybaena similaris (Ferussac,1831)

1807 柄眼目 オナジマイマイ科 コハクオナジマイマイ Bradybaena pellucida Kuroda & Habe in Habe,1953

1808 柄眼目 オナジマイマイ科 ウスカワマイマイ Acusta despecta sieboldiana (Pfeiffer,1850)

1809 柄眼目 オナジマイマイ科 ツクシマイマイ Euhadra herklotsi (Martens,1860)

1810 柄眼目 オナジマイマイ科 アワマイマイ Euhadra awaensis awaensis (Pilsbry,1902)
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1811 柄眼目 オナジマイマイ科 ナミマイマイ Euhadra sandai communis Pilsbry,1928

1812 柄眼目 オナジマイマイ科 ヤマガマイマイ Euhadra dixoni montivaga (Pilsbry & Hirase,1904)

1813 柄眼目 オナジマイマイ科 セトウチマイマイ Euhadra subnimbosa (Kobelt,1894)

1814 ツノガイ目 ゾウゲツノガイ科 ヤカドツノガイ Dentalium octangulatum Donovan,1804

1815 ツノガイ目 ゾウゲツノガイ科 ニシキツノガイ Fissidentalium formosum (Adams & Reeve,1850)

1816 ツノガイ目 ゾウゲツノガイ科 カスリツノガイ Lentigodentalium variabile (Deshayes,1825)

1817 ツノガイ目 ゾウゲツノガイ科 ミガキマルツノガイ Antalis tibanum (Nomura,1940)

1818 ツノガイ目 ゾウゲツノガイ科 ツノガイ Antalis weinkauffi (Dunker,1877)

1819 ツノガイ目 ゾウゲツノガイ科 ヒメナガツノガイ Graptacme buccinula (Gould,1859)

1820 ツノガイ目 サケツノガイ科 サケツノガイ Fustiaria nipponica (Yokoyama,1922)

1821 ツノガイ目 シラサヤツノガイ科 ロウソクツノガイ Episiphon yamakawai (Yokoyama,1927)

1822 クチキレツノガイ目 ミカドツノガイ科 ユキツノガイ Entalinopsis intercostatus (Boissevain,1906)

1823 クチキレツノガイ目 ミカドツノガイ科 ハブタエツノガイ Entalinopsis habutae (Kuroda & Kikuchi,1933)

1824 クチキレツノガイ目 ヒゲツノガイ科 ヒゲツノガイ Pulsellum hige Habe,1963

1825 クチキレツノガイ目 クチキレツノガイ科 ニッポンクチキレツノガイ Siphonodentalium japonicum Habe,1960

1826 クチキレツノガイ目 クチキレツノガイ科 フタマタツノガイ Dischides belcheri (Pilsbry & Sharp,1897)

1827 キヌタレガイ目 キヌタレガイ科 キヌタレガイ Petrasma pusilla (Gould,1861)

1828 キヌタレガイ目 キヌタレガイ科 アサヒキヌタレガイ Acharax japonicus (Dunker,1882)

1829 キヌタレガイ目 クルミガイモドキ科 キビガラガイ Huxleyia sulcata A.Adams,1860

1830 クルミガイ目 クルミガイ科 マメクルミガイ Nucula paulula A.Adams,1856

1831 クルミガイ目 クルミガイ科 カネコクルミガイ Nucula (Lamellinucula) kanekoi Mimoto,2011

1832 クルミガイ目 クルミガイ科 オオキララガイ Acila divaricata divaricata (Hinds,1843)

1833 クルミガイ目 ロウバイ科 アラボリロウバイ Nuculana yokoyamai yokoyamai Kuroda,1934

1834 クルミガイ目 ロウバイ科 アラスジソデガイ
Jupiteria (Saccella) sematensis (Suzuki &

Ishizuka,1943)
1835 クルミガイ目 ロウバイ科 ベッコウキララ Portlandia japonica (A.Adams & Reeve,1850)

1836 フネガイ目 フネガイ科 ワシノハ Arca navicularis Bruguiere,1789

1837 フネガイ目 フネガイ科 オオタカノハ Arca ventricosa Lamarck,1819

1838 フネガイ目 フネガイ科 フネガイ Arca avellana Lamarck,1819

1839 フネガイ目 フネガイ科 コベルトフネガイ Arca boucardi Jousseaume,1894

1840 フネガイ目 フネガイ科 エガイ Barbatia lima (Reeve,1844)

1841 フネガイ目 フネガイ科 カリガネエガイ Barbatia virescens (Reeve,1844)

1842 フネガイ目 フネガイ科 トマヤエガイ Barbatia cometa (Reeve,1844)

1843 フネガイ目 フネガイ科 ベニエガイ Barbatia amygdaloumtostum (Roeding,1798)

1844 フネガイ目 フネガイ科 ハナエガイ Barbatia stearnsii (Pilsbry,1895)

1845 フネガイ目 フネガイ科 オオハナエガイ Barbatia hachijoensis Hatai,Niino & Kotaka,1952

1846 フネガイ目 フネガイ科 ハブタエエガイ Barbarca tenella (Reeve,1843)

1847 フネガイ目 フネガイ科 コシロガイ Acar plicatum Dillwyn,1817

1848 フネガイ目 フネガイ科 ビョウブガイ Trisidos kiyonoi (Makiyama in Kuroda,1929)

1849 フネガイ目 フネガイ科 オトギノワシノハ Hawaiarca uwaensis (Yokoyama,1928)

1850 フネガイ目 フネガイ科 ヒメエガイ Nipponarca bistrigata (Dunker,1866)

1851 フネガイ目 フネガイ科 チゴワシノハ Mimarcaria matsumotoi Habe,1958

1852 フネガイ目 フネガイ科 ワタゾコエガイ Bathyarca anaclima (Melvill,1906)

1853 フネガイ目 フネガイ科 ミノエガイ Samacar pacifica (Nomura & Zinbo,1934)

1854 フネガイ目 フネガイ科 アカガイ Scapharca broughtonii (Schrenck,1867)

1855 フネガイ目 フネガイ科 サトウガイ Scapharca satowi Dunker,1882

1856 フネガイ目 フネガイ科 クイチガイサルボウ Scapharca inaequivalvis (Bruguiere,1789)

1857 フネガイ目 フネガイ科 サルボウ Scapharca kagoshimensis (Tokunaga,1906)

1858 フネガイ目 フネガイ科 タイワンサルボウ Scapharca cornea (Reeve,1844)

1859 フネガイ目 フネガイ科 ヒメアカガイ Scapharca troscheli (Dunker,1882)

1860 フネガイ目 フネガイ科 ハゴロモガイ Diluvarca ferruginea (Reeve,1844)

1861 フネガイ目 フネガイ科 イラカサルボウ Imparilarca craticulata (Nyst,1848)

1862 フネガイ目 フネガイ科 ハイガイ Tegillarca granosa (Linnaeus,1758)

1863 フネガイ目 フネガイ科 ミミエガイ Arcopsis symmetrica (Reeve,1844)

1864 フネガイ目 フネガイ科 ヨコヤマミミエガイ Arcopsis interplicata (Grabau & King,1928)

1865 フネガイ目 フネガイ科 チョビヒゲミミエガイ Arcopsis minabensis Habe in Koyama et al.,1981

1866 フネガイ目 フネガイ科 モエシマミミエガイ Spinearca fausta (Habe,1951)

1867 フネガイ目 フネガイ科 マルミミエガイ Didimacar tenebrica (Reeve,1844)

1868 フネガイ目 フネガイ科 ソウヨウミミエガイ Didimacar soyoae (Habe,1958)
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1869 フネガイ目 シコロエガイ科 シコロエガイ Porterius dalli (Smith,1885)

1870 フネガイ目 ヌノメアカガイ科 ヌノメアカガイ Cucullaea labiata granulosa Jonas,1846

1871 フネガイ目 シラスナガイ科 オオシラスナガイ Limopsis belcheri Adamsta & Reeve,1850

1872 フネガイ目 シラスナガイ科 オリイレシラスナガイ Empleconia cumingii (A.Adams,1863)

1873 フネガイ目 シラスナガイ科 ナミジワシラスナガイ Crenulilimopsis oblonga (A.Adams,1860)

1874 フネガイ目 シラスナガイ科 シラスナガイ Oblimopa japonica (A.Adams,1863)

1875 フネガイ目 シラスナガイ科 マメシラスナガイ Nipponolimopsis decussata (A.Adams,1862)

1876 フネガイ目 シラスナガイ科 Nipponolimopsis littoralis Sasaki & Haga,2006

1877 フネガイ目 タマキガイ科 タマキガイ Glycymeris aspersa (A.Adams & Reeve,1850)

1878 フネガイ目 タマキガイ科 ベニグリ Glycymeris rotunda (Dunker,1882)

1879 フネガイ目 タマキガイ科 ソメワケグリ Glycymeris reevei (Mayer,1868)

1880 フネガイ目 タマキガイ科 ビロウドタマキ Tucetilla pilsbryi (Yokoyama,1920)

1881 フネガイ目 タマキガイ科 コギツネガイ Tucetonella munda (Sowerby,1903)

1882 イガイ目 イガイ科 ムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis Lamarck,1819

1883 イガイ目 イガイ科 イガイ Mytilus coruscus Gould,1861

1884 イガイ目 イガイ科 ミドリイガイ Perna viridis (Linnaeus,1758)

1885 イガイ目 イガイ科 クジャクガイ Septifer bilocularis (Linnaeus,1758)

1886 イガイ目 イガイ科 シロインコ Septifer excisus (Wiegmann,1837)

1887 イガイ目 イガイ科 Septifer bryanae (Pilsbry,1921)

1888 イガイ目 イガイ科 ムラサキインコ Septifer virgatus (Wiegmann,1837)

1889 イガイ目 イガイ科 ヒメイガイ Septifer keenae Nomura,1936

1890 イガイ目 イガイ科 ケガイ Trichomya hirsuta (Lamarck,1819)

1891 イガイ目 イガイ科 ヒバリガイ Modiolus nipponicus (Oyama,1950)

1892 イガイ目 イガイ科 ビロウドマクラ Modiolus comptus (Sowerby,1915)

1893 イガイ目 イガイ科 マメヒバリガイ Modiolus margaritaceus (Nomura & Hatai,1940)

1894 イガイ目 イガイ科 コケガラス Modiolus metcalfei (Hanley,1843)

1895 イガイ目 イガイ科 サザナミマクラ Modiolus flavidus (Dunker,1856)

1896 イガイ目 イガイ科 コガラスマクラ Modiolus corvula Oyama MS.

1897 イガイ目 イガイ科 ツグミノマクラ Modiolus oyamai Habe in Koyama et al.,1981

1898 イガイ目 イガイ科 ツヤガラス Modiolus elongatus (Swainson,1821)

1899 イガイ目 イガイ科 ヒバリガイモドキ Hormomya mutabilis (Gould,1861)

1900 イガイ目 イガイ科 チヂミタマエガイ Gregariella coralliophaga (Gmelin,1791)

1901 イガイ目 イガイ科 スジタマエガイ Trichomusculus semigranatus (Reeve,1858)

1902 イガイ目 イガイ科 チビタマエガイ Musculus pusio (A.Adams,1862)

1903 イガイ目 イガイ科 インコタマエガイ Musculus viridulus (H.Adams,1870)

1904 イガイ目 イガイ科 タマエガイ Musculus cupreus (Gould,1861)

1905 イガイ目 イガイ科 ヒナタマエガイ Musculus nanus (Dunker,1857)

1906 イガイ目 イガイ科 ベニバトタマエガイ Musculus nipponicus Okutani,2005

1907 イガイ目 イガイ科 ホトトギスガイ Musculista senhousia (Benson,1842)

1908 イガイ目 イガイ科 ヤマホトトギス Musculista japonica (Dunker,1857)

1909 イガイ目 イガイ科 ノジホトトギス Musculista sp.

1910 イガイ目 イガイ科 ヌリツヤホトトギス Amygdalum watsoni (Smith,1885)

1911 イガイ目 イガイ科 ドウクツヒバリガイ Dacrydium zebra Hayami & Kase,1993

1912 イガイ目 イガイ科 クログチ Xenostrobus atratus (Lischke,1871)

1913 イガイ目 イガイ科 コウロエンカワヒバリ Xenostrobus securis (Lamarck,1819)

1914 イガイ目 イガイ科 イトマユイガイ Adipicola iwaotakii (Habe,1958)

1915 イガイ目 イガイ科 シギノハシ Lithophaga zitteliana Dunker,1882

1916 イガイ目 イガイ科 ワライロシギノハシ Lithophaga striminea Reeve,1857

1917 イガイ目 イガイ科 クロシギノハシ Lithophaga teres (Philippi,1846)

1918 イガイ目 イガイ科 イシマテ Lithophaga curta (Lischke,1874)

1919 イガイ目 イガイ科 マクライシマテ Lithophaga sp.

1920 イガイ目 イガイ科 セキトリイシマテ Lithophaga obesa (Philippi,1847)

1921 イガイ目 イガイ科 カクレイシマテ Lithophaga erimitica Kuroda & Habe,1971

1922 イガイ目 イガイ科 マラッカイシマテ Lithophaga malaccana (Reeve,1865)

1923 イガイ目 イガイ科 イワカワシギノハシ Lithophaga lima (Lamy,1919)

1924 ウグイスガイ目 ウグイスガイ科 ウグイスガイ Pteria brevialata (Dunker,1872)

1925 ウグイスガイ目 ウグイスガイ科 ツバメガイ Pteria avicular (Holten,1802)

1926 ウグイスガイ目 ウグイスガイ科 フクラスズメ Pteria loveni (Dunker,1872)
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1927 ウグイスガイ目 ウグイスガイ科 モンウグイス Pteria conturnix (Dunker,1880)

1928 ウグイスガイ目 ウグイスガイ科 コウライウグイス Pteria tortirostris (Dunker,1872)

1929 ウグイスガイ目 ウグイスガイ科 トゲトサカノウグイス Pteria dendronephthya Habe,1960

1930 ウグイスガイ目 ウグイスガイ科 マベ Pteria penguin (Roeding,1798)

1931 ウグイスガイ目 ウグイスガイ科 シロチョウウグイス Pterelectroma zebra (Reeve,1857)

1932 ウグイスガイ目 ウグイスガイ科 クロチョウガイ Pinctada margaritifera (Linnaeus,1758)

1933 ウグイスガイ目 ウグイスガイ科 アコヤガイ Pinctada fucata (Gould,1850)

1934 ウグイスガイ目 ウグイスガイ科 ミドリアオリ Pinctada maculata (Gould,1850)

1935 ウグイスガイ目 ウグイスガイ科 シマウグイス Electroma ovata (Quoy & Gaimard,1834)

1936 ウグイスガイ目 ホウオウガイ科 ホウオウガイ Vulsella vulsella (Linnaeus,1758)

1937 ウグイスガイ目 シュモクガイ科 シュモクガイ Malleus albus Lamarck,1819

1938 ウグイスガイ目 シュモクガイ科 ヒリョウガイ Malleus irregularis (Jousseaume,1894)

1939 ウグイスガイ目 ハボウキガイ科 イワカワハゴロモ Pinna muricata Linnaeus,1758

1940 ウグイスガイ目 ハボウキガイ科 ハボウキガイ Pinna attenuata Reeve,1858

1941 ウグイスガイ目 ハボウキガイ科 クロタイラギ Atrina vexillum (Born,1778)

1942 ウグイスガイ目 ハボウキガイ科 Atrina hystrix (Hanley,1858)

1943 ウグイスガイ目 ハボウキガイ科 タイラギ Atrina pectinata (Linnaeus,1758)

1944 ウグイスガイ目 ハボウキガイ科 リシケタイラギ Atrina lischkeana (Clessin,1891)

1945 ウグイスガイ目 ハボウキガイ科 ハネタイラギ Atrina penna (Reeve,1858)

1946 ウグイスガイ目 ハボウキガイ科 カゲロウガイ Streptopinna saccata (Linnaeus,1758)

1947 ウグイスガイ目 マクガイ科 マクガイ Isognomon ephippium (Linnaeus,1758)

1948 ウグイスガイ目 マクガイ科 シロアオリ Isognomon legumen (Gmelin,1791)

1949 ウグイスガイ目 マクガイ科 アオリガイ Isognomon perna (Linnaeus,1758)

1950 ウグイスガイ目 マクガイ科 ヘリトリアオリ Isognomon nucleus (Lamarck,1819)

1951 ミノガイ目 ミノガイ科 ミノガイ Lima vulgaris (Link,1807)

1952 ミノガイ目 ミノガイ科 モクハチミノガイ Lima zushiensis Yokoyama,1920

1953 ミノガイ目 ミノガイ科 オオシマハネガイ Ctenoides concentrica (Sowerby,1888)

1954 ミノガイ目 ミノガイ科 ハネガイ Ctenoides lischkei (Lamy,1930)

1955 ミノガイ目 ミノガイ科 タキハネガイ Divarilima iwaotakii (Habe,1961)

1956 ミノガイ目 ミノガイ科 ユキミノガイ Limaria sp.

1957 ミノガイ目 ミノガイ科 フクレユキミノ Limaria basilanica (A.Adams & Reeve,1850)

1958 ミノガイ目 ミノガイ科 ウスユキミノ Limaria hirasei (Pilsbry,1901)

1959 ミノガイ目 ミノガイ科 ヒラユキミノ Limaria fragilis (Gmelin,1791)

1960 ミノガイ目 ミノガイ科 アマクサユキミノ Limaria amakusaensis (Habe,1960)

1961 ミノガイ目 ミノガイ科 コナユキバネ Limatula nippona Habe,1960

1962 ミノガイ目 ミノガイ科 クロダユキバネ Limatula kurodai Oyama,1943

1963 ミノガイ目 ミノガイ科 オオユキバネ Limatula bullata (Born,1778)

1964 カキ目 イタヤガイ科 ツキヒガイ Amusium japonicum (Gmelin,1791)

1965 カキ目 イタヤガイ科 ナデシコガイ Chlamys brettinghami (Dijkstra,1998)

1966 カキ目 イタヤガイ科 ミソノナデシコ Chlamys empressae Kuroda & Habe,1971

1967 カキ目 イタヤガイ科 ツヅレナデシコ Chlamys princessae Kuroda & Habe,1971

1968 カキ目 イタヤガイ科 ヒオウギ Mimachlamys nobilis (Reeve,1852)

1969 カキ目 イタヤガイ科 ヒナノヒオウギ
Mimachlamys pelseneeri (Dautzenberg &

Bavay,1921)
1970 カキ目 イタヤガイ科 アズマニシキ Chlamys farreri (Jones & Preston,1904)

1971 カキ目 イタヤガイ科 ニシキガイ Chlamys squamata (Gmelin,1791)

1972 カキ目 イタヤガイ科 ワタゾコナデシコ Chlamys lemniscata (Reeve,1853)

1973 カキ目 イタヤガイ科 ツヅレノニシキ Semipallium fulvicostatum (Adams & Reeve,1850)

1974 カキ目 イタヤガイ科 タジマニシキ Bractaechlamys quadrilirata (Lischke,1870)

1975 カキ目 イタヤガイ科 ヤガスリヒヨク Bractaechlamys coruscans (Hinds,1845)

1976 カキ目 イタヤガイ科 ヒヨクガイ Cryptopecten vesiculosus (Dunker,1877)

1977 カキ目 イタヤガイ科 イササヒヨク Cryptopecten bernardi (Philippi,1853)

1978 カキ目 イタヤガイ科 ウラジロヒヨク Cryptopecten inaequivalvis (Sowerby,1842)

1979 カキ目 イタヤガイ科 キンチャクガイ Decatopecten striatus (Schumacher,1817)

1980 カキ目 イタヤガイ科 ヤミノニシキ Volachalamys hirasei (Bavay,1904)

1981 カキ目 イタヤガイ科 チヒロガイ Excellichlamys spectabilis (Reeve,1853)

1982 カキ目 イタヤガイ科 ハナイタヤ Pecten sinensis puncticulatus Dunker,1877

1983 カキ目 イタヤガイ科 イタヤガイ Pecten albicans (Schroeter,1802)

1984 カキ目 ワタゾコツキヒ科 クマドリツキヒ Propeamussium scitulum (Smith,1885)
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1985 カキ目 ワタゾコツキヒ科 コモチハリナデシコ Chlamydella incubata Hayami & Kase,1993

1986 カキ目 ウミギク科 オオナデシコ Spondylus occidens Sowerby,1903

1987 カキ目 ウミギク科 ミヒカリメンガイ Spondylus nicobaricus Schreibers,1793

1988 カキ目 ウミギク科 ウミギク Spondylus balbatus Reeve,1856

1989 カキ目 ウミギク科 チリボタン Spondylus cruentus Lischke,1868

1990 カキ目 ウミギク科 カバトゲウミギク Spondylus butleri Reeve,1856

1991 カキ目 ウミギク科 ショウジョウガイ Spondylus regius Linnaeus,1758

1992 カキ目 ウミギク科 ショウキウミギク Spondylus reesianus Sowerby,1903

1993 カキ目 ウミギク科 チイロメンガイ Spondylus anacanthus Mawe,1823

1994 カキ目 ナミマガシワ科 ナミマガシワ Anomia chinensis Philippi,1849

1995 カキ目 ナミマガシワ科 シマナミマガシワモドキ Monia umbonata (Gould,1861)

1996 カキ目 ネズミノテ科 ネズミノテ Plicatula simplex Gould,1861

1997 カキ目 ネズミノテ科 カスリイシガキモドキ Plicatula australis Lamarck,1819

1998 カキ目 ネズミノテ科 モグラノテ Spiniplicatula  muricata (Sowerby,1873)

1999 カキ目 イシガキ科 イシガキ Dimya filipina Bartsch,1913

2000 カキ目 イシガキ科 ギンパクイシガキ Dimya japonica Habe,1971

2001 カキ目 ベッコウガキ科 ベッコウガキ Neopycnodonte cochlear (Poli,1795)

2002 カキ目 ベッコウガキ科 カキツバタ Parahyotissa imbricata (Lamarck,1819)

2003 カキ目 ベッコウガキ科 ベニガキ Parahyotissa quercinus (Sowerby,1871)

2004 カキ目 ベッコウガキ科 ヒラガキ Parahyotissa numisma (Lamarck,1819)

2005 カキ目 イタボガキ科 マガキ Crassostrea gigas (Thunberg,1793)

2006 カキ目 イタボガキ科 イワガキ Crassostrea nippona (Seki,1934)

2007 カキ目 イタボガキ科 オハグロガキ Saccostrea mordax (Gould,1850)

2008 カキ目 イタボガキ科 ケガキ Saccostrea kegaki Torigoe & Inaba,1981

2009 カキ目 イタボガキ科 イタボガキ Ostrea denselamellosa Lischke,1869

2010 カキ目 イタボガキ科 クロヒメガキ Ostrea futamiensis Seki,1929

2011 カキ目 イタボガキ科 コケゴロモ Ostrea circumpicta Pilsbry,1904

2012 カキ目 イタボガキ科 チャワンガキ Ostrea subucula Lamy,1925

2013 カキ目 イタボガキ科 カモノアシガキ Planotrea pestigris (Hanley,1846)

2014 カキ目 イタボガキ科 ワニガキ Dendostrea folium (Linnaeus,1758)

2015 カキ目 イタボガキ科 ノコギリガキ Dendostrea sandvichensis (Sowerby,1871)

2016 カキ目 イタボガキ科 カノコガキ Dendostrea rosacea (Deshayes,1836)

2017 イシガイ目 イシガイ科 イシガイ Unio douglasiae nipponensis Martens,1877

2018 イシガイ目 イシガイ科 マツカサガイ Pronodularia japanensis (Lea,1859)

2019 イシガイ目 イシガイ科 タガイ Anodonta japonica Clessin,1874

2020 イシガイ目 イシガイ科 ヌマガイ Anodonta lauta Martens,1877

2021 マルスダレガイ目 ツキガイ科 ツキガイ Codakia tigerna (Linnaeus,1758)

2022 マルスダレガイ目 ツキガイ科 オボロヅキ Monitilora (Prophetilora) simplex (Reeve,1850)

2023 マルスダレガイ目 ツキガイ科 ヒメツキガイ Epicodakia bella (Conrad,1837)

2024 マルスダレガイ目 ツキガイ科 ウミアサ Epicodakia delicatula (Pilsbry,1904)

2025 マルスダレガイ目 ツキガイ科 ホソスジヒメツキガイ Epicodakia sweeti (Hedley,1899)

2026 マルスダレガイ目 ツキガイ科 ウメノハナガイ Pillucina pisidium (Dunker,1860)

2027 マルスダレガイ目 ツキガイ科 コボレウメ Pillucina neglecta Habe,1960

2028 マルスダレガイ目 ツキガイ科 アラウメノハナ Cardita yamakawai (Yokoyama,1920)

2029 マルスダレガイ目 ツキガイ科 チヂミウメノハナ Wallucina striata (Tokunaga,1906)

2030 マルスダレガイ目 ツキガイ科 ツキガイモドキ Lucinoma acutilineatum (Conrad,1849)

2031 マルスダレガイ目 ツキガイ科 イセシラガイ
Anodontia stearnsiana (Oyama in Taki &

Oyama,1954)
2032 マルスダレガイ目 ハナシガイ科 オトギノハナシガイ Thyasira cumingii Fischer,1861

2033 マルスダレガイ目 ハナシガイ科 マルハナシガイ Leptaxinus oyamai Habe,1962

2034 マルスダレガイ目 フタバシラガイ科 シオガマガイ Cycladicama sp.

2035 マルスダレガイ目 フタバシラガイ科 ノムラシオガマ Cycladicama nomurai (Habe,1960)

2036 マルスダレガイ目 フタバシラガイ科 マンゲツシオガマ Cycladicama lunaris (Yokoyama,1927)

2037 マルスダレガイ目 フタバシラガイ科 アツシオガマ Cycladicama tsuchii (Yamamoto & Habe,1959)

2038 マルスダレガイ目 フタバシラガイ科 ウメノハナモドキ Felaniella sowerbyi Kuroda & Habe,1951

2039 マルスダレガイ目 フタバシラガイ科 ヤエウメ Phlyctiderma japonicum (Pilsbry,1895)

2040 マルスダレガイ目 ウロコガイ科 ウロコガイ Lepirodes takii (Kuroda,1945)

2041 マルスダレガイ目 ウロコガイ科 オウギウロコガイ Galeommella utinomii Habe,1958

2042 マルスダレガイ目 ウロコガイ科 ウスモノウロコガイ Ephippodontina murakamii (Kuroda,1945)
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2043 マルスダレガイ目 ウロコガイ科 オオツヤウロコガイ Ephippodonta gigas Kubo,1996

2044 マルスダレガイ目 ウロコガイ科 メノカワガイ Pseudogaleomma sakashitai Habe,1977

2045 マルスダレガイ目 ウロコガイ科 ヤマモトウロコガイ Yamamotolepida semicircura Habe,1976

2046 マルスダレガイ目 ウロコガイ科 イナズママメアゲマキ Scintilla violescens Kuroda & Taki,1961

2047 マルスダレガイ目 ウロコガイ科 ツヤマメアゲマキ Scintilla nitidella Habe,1962

2048 マルスダレガイ目 ウロコガイ科 オオブンブクヤドリガイ Scintillona stigmatica (Pilsbry,1921)

2049 マルスダレガイ目 ウロコガイ科 マゴコロガイ Peregrinamor ohshimai Shoji,1938

2050 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 チリハギガイ Lasaea undulata (Gould,1861)

2051 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 コフジガイ Squillaconcha subsinuata (Lischke,1871)

2052 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 サガミコフジガイ Squillaconcha sagamiensis (Habe,1961)

2053 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 ドブシジミモドキ Kellia japonica Pilsbry,1895

2054 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 コハクノツユガイ Kellia porculus Pilsbry,1904

2055 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 ツジタコハクノツユ Kellia tsujitai Habe,1959

2056 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 ヒヨワガイ Hyalokellia polita Habe,1960

2057 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 セワケガイ Byssobornia adamsi (Yokoyama,1924)

2058 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 マツモトウロコガイ Paraborniola matsumotoi Habe,1958

2059 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 ツルマルケボリガイ Borniopsis tsurumaru Habe,1959

2060 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 チチノシタタリ Radobornia bryani (Pilsbry,1921)

2061 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 ミガキシタタリ Nesobornia bulla (Gould,1861)

2062 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 キザミシタタリ Lionelita denticulata (Deshayes,1856)

2063 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 シラツユガイ Sagamikellia gibbosa Kuroda & Habe,1971

2064 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 ソバノミガイ Kamekia pisiformis Kuroda & Habe,1971

2065 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 オキナノエガオ Platymysia rugata Habe,1951

2066 マルスダレガイ目 チリハギガイ科 ハチミツガイ Melliteryx puncticulus (Yokoyama,1924)

2067 マルスダレガイ目 チリハギガイ科
スジホシムシモドキヤドリ
ガイ

Nipponomysella subtruncata (Yokoyama,1927)

2068 マルスダレガイ目 ブンブクヤドリガイ科 オカメブンブクヤドリガイ Montacuta echinocardiophila Habe,1964

2069 マルスダレガイ目 ブンブクヤドリガイ科 マルヤドリガイ Montacutona japonica (Yokoyama,1922)

2070 マルスダレガイ目 ブンブクヤドリガイ科 コデマリガイ Eolepton crassa (Yokoyama,1927)

2071 マルスダレガイ目 ブンブクヤドリガイ科 ハナビラガイ Fronsella ohshimai Habe,1958

2072 マルスダレガイ目 ブンブクヤドリガイ科 フジタニコハクノツユ Fronsella fujitaniana (Yokoyama,1927)

2073 マルスダレガイ目 ブンブクヤドリガイ科 マルヘノジガイ Nipponomysella oblongata (Yokoyama,1922)

2074 マルスダレガイ目 ブンブクヤドリガイ科 タナベヤドリガイ Nipponomysella tanabensis Habe,1960

2075 マルスダレガイ目 ブンブクヤドリガイ科 アケボノガイ Barrimysia cumingii (A.Adams,1856)

2076 マルスダレガイ目 ブンブクヤドリガイ科 マツイガイ Callomysia matsuii Habe,1951

2077 マルスダレガイ目 ブンブクヤドリガイ科 イソギンチャクヤドリガイ
Nipponomontacuta actinariophila Yamamoto &

Habe,1961

2078 マルスダレガイ目 ブンブクヤドリガイ科 ヘノジガイ Curvemysella paula (A.Adams,1856)

2079 マルスダレガイ目 ブンブクヤドリガイ科 ヒナノズキン Devonia semperi (Ohshima,1930)

2080 マルスダレガイ目 ガンヅキ科 ガンヅキ Arthritica japonica Lutzen & Takahashi,2003

2081 マルスダレガイ目 ガンヅキ科 ガタヅキ Arthritica reikoae (Suzuki & Kosuge,2010)

2082 マルスダレガイ目 イソカゼガイ科 イソカゼガイ Basterotia gouldi (A.Adams,1864)

2083 マルスダレガイ目 イソカゼガイ科 ハイヌミカゼガイ Basterotia carinata Goto,Hamamura & Kato 2011

2084 マルスダレガイ目 イソカゼガイ科 ソヨカゼガイ Basterotia stimpsoni (A.Adams,1864)

2085 マルスダレガイ目 イソカゼガイ科 ハマカゼガイ Paramya recluzii (A.Adams,1864)

2086 マルスダレガイ目 イソカゼガイ科 ケヅメガイ Anisodonta sp.

2087 マルスダレガイ目 トマヤガイ科 トマヤガイ Cardita leana Dunker,1860

2088 マルスダレガイ目 トマヤガイ科 モモイロトマヤ Cardita nodulosa Lamarck,1819

2089 マルスダレガイ目 トマヤガイ科 フミガイ Megacardita ferruginosa (A.Adams & Reeve,1850)

2090 マルスダレガイ目 トマヤガイ科 ヒラセフミガイ Glans hirasei (Dall,1918)

2091 マルスダレガイ目 トマヤガイ科 シカクフミガイ Glans quadriangulata (Nomura & Zinbo,1934)

2092 マルスダレガイ目 トマヤガイ科 ヒナフミガイ Pleuromeris pygmaea (Kuroda & Habe,1951)

2093 マルスダレガイ目 トマヤガイ科 ケシフミガイ Carditellopsis toneana (Yokoyama,1922)

2094 マルスダレガイ目 キクザル科 ヒトエギク Chama ambigua Lischke,1870

2095 マルスダレガイ目 キクザル科 シシガシラキクザル Chama plinthota Cox,1927

2096 マルスダレガイ目 キクザル科 ケイトウガイ Chama dunkeri Lischke,1870

2097 マルスダレガイ目 キクザル科 シロキクザル Chama brassica Reeve,1846

2098 マルスダレガイ目 キクザル科 キクザル Chama japonica Lamarck,1819
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2099 マルスダレガイ目 キクザル科 イチゴキクザル Chama cerinorhodon Hamada & Matsukuma,2005

2100 マルスダレガイ目 キクザル科 ソメワケガシラ Chama semipurpurata Lischke,1870

2101 マルスダレガイ目 キクザル科 サルノカシラ Pseudochama retroversa (Lischke,1870)

2102 マルスダレガイ目 モシオガイ科 スダレモシオ Nipponocrassatella nana (A.Adams & Reeve,1850)

2103 マルスダレガイ目 モシオガイ科 モシオガイ Nipponocrassatella japonica (Dunker,1882)

2104 マルスダレガイ目 ザルガイ科 ザルガイ Trachycardium burchardi (Dunker,1877)

2105 マルスダレガイ目 ザルガイ科 ナガザル Trachycardium elongatum (Bruguiere,1789)

2106 マルスダレガイ目 ザルガイ科 キヌザル Trachycardium arenicola (Reeve,1845)

2107 マルスダレガイ目 ザルガイ科 Acrosterigma dianthinum (Melvill & Standen,1899)

2108 マルスダレガイ目 ザルガイ科 ヒシガイ Fragum bannoi (Otuka,1937)

2109 マルスダレガイ目 ザルガイ科 モクハチアオイ Lunulicardia retusa (Linnaeus,1758)

2110 マルスダレガイ目 ザルガイ科 ハートガイ Lunulicardia hemicardium (Linnaeus,1758)

2111 マルスダレガイ目 ザルガイ科 ベニバトガイ Afrocardium carditaeforme (Reeve,1845)

2112 マルスダレガイ目 ザルガイ科 アサヒザル Frigidocardium torresi (Smith,1885)

2113 マルスダレガイ目 ザルガイ科 シモオキザル Frigidocardium exasperatum (Sowerby,1841)

2114 マルスダレガイ目 ザルガイ科 キンギョガイ Nemocardium bechei (Reeve,1847)

2115 マルスダレガイ目 ザルガイ科 ギンギョガイ Lyrocardium lyratum (Sowerby,1841)

2116 マルスダレガイ目 ザルガイ科 シマキンギョガイ Keenaea samarangae (Makiyama,1934)

2117 マルスダレガイ目 ザルガイ科 イシカゲガイ Clinocardium buellowi (Rolle,1896)

2118 マルスダレガイ目 ザルガイ科 トリガイ Fulvia mutica (Reeve,1844)

2119 マルスダレガイ目 ザルガイ科 エマイボタン Fulvia aperata (Bruguiere,1789)

2120 マルスダレガイ目 ザルガイ科 ボタンガイ Fulvia australis (Sowerby,1841)

2121 マルスダレガイ目 ザルガイ科 チゴトリガイ Fulvia hungerfordi (Sowerby,1901)

2122 マルスダレガイ目 ザルガイ科 マダラチゴトリガイ Laevicardium undatopictum (Pilsbry,1904)

2123 マルスダレガイ目 バカガイ科 バカガイ Mactra chinensis Philippi,1846

2124 マルスダレガイ目 バカガイ科 シオフキ Mactra veneriformis Reeve,1854

2125 マルスダレガイ目 バカガイ科 ベニハマグリ Mactra achatina Holten,1802

2126 マルスダレガイ目 バカガイ科 リュウキュウバカガイ Mactra maculata Gmelin,1771

2127 マルスダレガイ目 バカガイ科 チゴバカガイ Mactra nipponica Kuroda & Habe,1971

2128 マルスダレガイ目 バカガイ科 アリソガイ Coelomactra antiquata (Spengler,1802)

2129 マルスダレガイ目 バカガイ科 ヒナミルガイ Mactrotoma depressa (Spengler,1802)

2130 マルスダレガイ目 バカガイ科 ワカミルガイ Micromactra angulifera (Reeve,1854)

2131 マルスダレガイ目 バカガイ科 ホクロガイ Oxyperas bernardi (Philippi,1904)

2132 マルスダレガイ目 バカガイ科 オオシマホクロガイ Oxyperas aspersa (Sowerby,1825)

2133 マルスダレガイ目 バカガイ科 オオトリガイ Lutraria maxima Jonas,1844

2134 マルスダレガイ目 バカガイ科 ヒラカモジガイ Lutraria sieboldii Reeve,1854

2135 マルスダレガイ目 バカガイ科 カモジガイ Lutraria arcuata (Reeve,1854)

2136 マルスダレガイ目 バカガイ科 ミルクイ Tresus keenae (Kuroda & Habe,1950)

2137 マルスダレガイ目 バカガイ科 ユキガイ Meropesta nicobarica (Gmelin,1791)

2138 マルスダレガイ目 バカガイ科 ヤチヨノハナガイ Raeta pellicula (Deshayes,1854)

2139 マルスダレガイ目 バカガイ科 チヨノハナガイ Raetellops pulchella (Adams & Reeve,1850)

2140 マルスダレガイ目 チドリマスオ科 イソハマグリ Atactodea striata (Gmelin,1791)

2141 マルスダレガイ目 チドリマスオ科 チドリマスオ Donacilla picta Dunker,1877

2142 マルスダレガイ目 チドリマスオ科 クチバガイ Coecella chinensis Deshayes,1855

2143 マルスダレガイ目 チドリマスオ科 ハマチドリ Spondervilia bisculpta (Gould,1861)

2144 マルスダレガイ目 チドリマスオ科 ハコベノハナガイ Rocheforitina sandwichensis (Smith,1885)

2145 マルスダレガイ目 キサガイ科 キサガイ Cardilia semisulcata (Lamarck,1819)

2146 マルスダレガイ目 フジノハナガイ科 フジノハナガイ Chion semigranosus (Dunker,1877)

2147 マルスダレガイ目 フジノハナガイ科 キュウシュウナミノコ Tentidonax kiusiuensis (Pilsbry,1901)

2148 マルスダレガイ目 フジノハナガイ科 ナミノコガイ Latona cuneata (Linnaeus,1758)

2149 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 コニッコウガイ Tellinella radians (Deshayes,1855)

2150 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 コダイミョウガイ Tellinella verrucosa (Hanley,1844)

2151 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 トンガリベニガイ Pharaonella rostrata (Linnaeus,1758)

2152 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ベニガイ Pharaonella sieboldii (Deshayes,1855)

2153 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ダイミョウガイ Pharaonella perna (Spengler,1798)

2154 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ヒラザクラ Tellinides ovalis Sowerby,1825

2155 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 クモリザクラ Angulus vestalioides (Yokoyama,1920)

2156 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 クサビザクラ Omala hyalina (Gmelin,1791)
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2157 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ヒラセザクラ Clathrotellina carnicolor (Hanley,1846)

2158 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 アミメザクラ Clathrotellina pretium (Salisbury,1955)

2159 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 イチョウシラトリ Serratina diaphana (Deshayes,1855)

2160 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 アコヤザクラ Pistris margaritina (Lamarck,1818)

2161 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ユウヒザクラ Pistris subtruncata (Hanley,1844)

2162 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ゴイシザラ Arcopaginula inflata (Gmelin,1791)

2163 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 マルクサビザラ Cadella narutoensis Habe,1960

2164 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 クサビザラ Cadella delta (Yokoyama,1922)

2165 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ナミノコザラ Cadella semen (Hanley,1845)

2166 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 トゲウネガイ Quadrans parvitas Iredale,1931

2167 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 サツマヒメザラ Pinguitellina nux (Hanley,1844)

2168 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ゴシキヒメザラ Punipagia radiatolineata (Yokoyama,1924)

2169 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ゴシキザクラ Jactellina obliquistriata (Sowerby,1868)

2170 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 シボリザクラ Loxoglypta clathrata (Deshayes,1835)

2171 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ミクニシボリザクラ Loxoglypta compta (Gould,1850)

2172 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 Loxoglypta balansae (Bertin,1878)

2173 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 チヂミヒメザラ Elliptotellina euglypta (Gould,1861)

2174 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 キカイヒメザラ Elliptotellina kikaijimana (Nomura & Zinbo,1934)

2175 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 コメザクラ Exotica tokubeii (Habe,1961)

2176 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ニクイロザクラ Exotica miyatensis (Yokoyama,1920)

2177 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ニシムラザクラ Exotica nishimurai (Kuroda & Habe,1958)

2178 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 モモノハナガイ Moerella jedoensis (Lischke,1872)

2179 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ユウシオガイ Moerella rutila (Dunker,1860)

2180 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 トガリユウシオガイ Moerella culter (Hanley,1844)

2181 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ワダツミザクラ
Bathytellina citrocarnea Kuroda & Habe in

Habe,1958
2182 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 サクラガイ Nitidotellina hokkaidoensis (Habe,1961)

2183 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ウズザクラ Nitidotellina minuta (Lischke,1872)

2184 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 カバザクラ Nitidotellina iridella (Martens,1865)

2185 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 オガタザラ Aeretica tomlini (Smith,1915)

2186 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 シラトリモドキ Heteromacoma irus (Hanley,1845)

2187 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 オオモモノハナ Macoma praetexta (Martens,1865)

2188 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ゴイサギ Macoma tokyoensis Makiyama,1927

2189 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 ヒメシラトリ Macoma incongrua (Martens,1865)

2190 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 サビシラトリ Macoma contabulata (Deshayes,1854)

2191 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 アワジチガイ Macoma awajiensis Sowerby,1914

2192 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 サギガイ Macoma sectior Oyama,1950

2193 マルスダレガイ目 ニッコウガイ科 アオサギ Psammotreta praerupta (Salisbury,1934)

2194 マルスダレガイ目 アサジガイ科 アサジガイ Semele zebuensis (Hanley,1844)

2195 マルスダレガイ目 アサジガイ科 サメザラモドキ Semele carnicolor (Hanley,1845)

2196 マルスダレガイ目 アサジガイ科 フルイガイ Semele cordiformis (Holten,1803)

2197 マルスダレガイ目 アサジガイ科 シワサメザラ Semele obscura (Deshayes,1863)

2198 マルスダレガイ目 アサジガイ科 ヨセギザクラ Iarca japonica A.Adams,1864

2199 マルスダレガイ目 アサジガイ科 コチョウシャクシ Leptomya cuspidariaeformis Habe,1952

2200 マルスダレガイ目 アサジガイ科 ミジンコチョウシャクシ Leptomya minuta Habe,1960

2201 マルスダレガイ目 アサジガイ科 チビコチョウシャクシ Leptomyaria trigona Habe,1960

2202 マルスダレガイ目 アサジガイ科 シズクガイ Theora fragilis (A.Adams,1855)

2203 マルスダレガイ目 アサジガイ科 シロバトガイ Abrina lunella (Gould,1861)

2204 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 シオサザナミ Gari truncata (Linnaeus,1767)

2205 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 アシガイ Gari maculosa (Lamarck,1818)

2206 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 ウスベニマスオ Gari anomala (Deshayes,1855)

2207 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 ヒノデアシガイ Gari hosoyai Habe,1958

2208 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 ホソアシガイ Gari sibogai Prashad,1932

2209 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 ヨセナミアシガイ Gari pennata (Deshayes,1855)

2210 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 サカライマスオ Grammatomya pulcherrima (Deshayes,1855)

2211 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 ミヒカリマスオ Psammobia radiata Dunker,1844

2212 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 オチバガイ Psammotaea virescens (Deshsyes,1855)

2213 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 ハザクラ Psammotaea minor (Deshsyes,1855)

2214 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 アシベマスオ Soletellina petalina (Deshsyes,1855)

39



目 科名 和名 学名

2215 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 ウチトミガイ Heteroglypta contraria (Deshayes,1863)

2216 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 ムラサキガイ Soletellina adamsii Reeve,1857

2217 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 アケボノキヌタ Soletellina atrata Reeve,1857

2218 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 フジナミガイ Soletellina boeddinghausi Lischke,1870

2219 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 イソシジミ Nuttallia japonica (Reeve,1857)

2220 マルスダレガイ目 シオサザナミ科 ワスレイソシジミ Nuttallia obscurata (Reeve,1857)

2221 マルスダレガイ目 キヌタアゲマキ科 キヌタアゲマキ Solecurtus divaricatus (Lischke,1869)

2222 マルスダレガイ目 キヌタアゲマキ科 ツヤキヌタアゲマキ Solecurtus consimilis Kuroda & Habe in Habe,1961

2223 マルスダレガイ目 キヌタアゲマキ科 ウスキヌタアゲマキ Solecurtus wilsoni Tryon,1870

2224 マルスダレガイ目 キヌタアゲマキ科 シロキヌタアゲマキ Solecurtus rhombus (Spengler,1802)

2225 マルスダレガイ目 キヌタアゲマキ科 ズングリアゲマキ Azorinus abbreviatus (Gould,1861)

2226 マルスダレガイ目 マテガイ科 マテガイ Solen strictus Gould,1861

2227 マルスダレガイ目 マテガイ科 アカマテガイ Solen gordonis Yokoyama,1920

2228 マルスダレガイ目 マテガイ科 リュウキュウマテガイ Solen sloanii Hanley,1843

2229 マルスダレガイ目 マテガイ科 オオマテガイ Solen grandis Dunker,1861

2230 マルスダレガイ目 マテガイ科 エゾマテガイ Solen krusensterni Schrenck,1867

2231 マルスダレガイ目 マテガイ科 バラフマテガイ Solen roseomaculatus Pilsbry,1901

2232 マルスダレガイ目 マテガイ科 ヒナマテガイ Solen cf. canaliculatus Tchang & Hwang,1964

2233 マルスダレガイ目 マテガイ科 チゴマテガイ Solen kikuchii Cosel,2002

2234 マルスダレガイ目 ユキノアシタ科 ミゾガイ Siliqua pulchella (Dunker,1852)

2235 マルスダレガイ目 ユキノアシタ科 タカノハ Ensiculus cultellus (Linnaeus,1758)

2236 マルスダレガイ目 ユキノアシタ科 ユキノアシタ Cultellus attenuatus Dunker,1862

2237 マルスダレガイ目 ケシハマグリ科 ケシトリガイ Alvenius ojianus (Yokoyama,1927)

2238 マルスダレガイ目 フナガタガイ科 フナガタガイ Trapezium bicarinatum (Schumacher,1817)

2239 マルスダレガイ目 フナガタガイ科 タガソデモドキ Trapezium sublaevigatum (Lamarck,1819)

2240 マルスダレガイ目 フナガタガイ科 ウネナシトマヤ Trapezium liratum (Reeve,1843)

2241 マルスダレガイ目 フナガタガイ科 タガソデガイ Coralliophaga coralliophaga (Gmelin,1791)

2242 マルスダレガイ目 コウホネガイ科 カノコシボリコウホネ Meiocardia sanguineomaculata (Dunker,1882)

2243 マルスダレガイ目 コウホネガイ科 コウホネガイ Meiocardia samarangiae Bernard,Cai & Morton,1993

2244 マルスダレガイ目 シジミ科 ヤマトシジミ Corbicula japonica Prime,1864

2245 マルスダレガイ目 シジミ科 マシジミ Corbiculina leana Prime,1864

2246 マルスダレガイ目 シジミ科 タイワンシジミ Colbicula fluminea (Muller,1774)

2247 マルスダレガイ目 マメシジミ科 チビマメシジミ Pisidium parvum Mori,1938

2248 マルスダレガイ目 マメシジミ科 ドブシジミ Sphaerium japonicum (Westerlund,1883)

2249 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 マルスダレガイ Venus toreuma Gould,1851

2250 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ビノスガイモドキ Ventricolaria foveolata (Sowerby,1853)

2251 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 サツマアサリ Antigona lamellaris Schumacher,1817

2252 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 オオヌノメガイ Periglypta clathrata (Deshayes,1854)

2253 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 アラヌノメガイ Periglypta reticulata (Linnaeus,1758)

2254 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ヒガノコヌノメガイ Periglypta langfordi (Kuroda,1945)

2255 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 シオヤガイ Anomalocardia squamosa (Linnaeus,1758)

2256 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ハナガイ Placamen tiara (Dillwyn,1817)

2257 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 カノコアサリ Glycydonta marica (Linnaeus,1758)

2258 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ヒメカノコアサリ Veremolpa micra (Pilsbry,1904)

2259 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 チリメンカノコアサリ Veremolpa costellifera (Adams & Reeve,1850)

2260 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 アデヤカヒメカノコアサリ Veremolpa mindanensis (Smith,1885)

2261 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 オウギカノコアサリ Veremolpa laevicostata (Kuroda,1960)

2262 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 オニアサリ Protothaca jedoensis (Lischke,1874)

2263 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 シラオガイ Circe scripta (Linnaeus,1758)

2264 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 アツシラオガイ Circe intermedia Reeve,1863

2265 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 トモシラオガイ Circe sulcata Gray,1838

2266 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ミジンシラオガイ Microcirce dilecta (Gould,1861)

2267 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 コキザミシラオガイ Crenocirce picta (Habe,1960)

2268 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 チゴシラオガイ Dorisca nana (Melvill,1898)

2269 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 イナミガイ Gafrarium dispar (Dillwyn,1817)

2270 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ケマンガイ Gafrarium divaricatum (Gmelin,1791)

2271 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 オミナエシ Pitar pellucidum (Lamarck,1818)

2272 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ムラクモハマグリ Pitar affine (Gmelin,1791)
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2273 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 イオウハマグリ Pitar sulfureum Pilsbry,1904

2274 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ガンギハマグリ Pitar lineolatum (Sowerby,1854)

2275 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 シロウスハマグリ Pitar noguchii Habe,1958

2276 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ウスハマグリ Pitar kurodai Matsubara,2007

2277 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 チヂミマメハマグリ Costellipitar chordatum (Romer,1876)

2278 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 サラサガイ Lioconcha fastigiata (Sowerby,1851)

2279 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ムラヤマサラサ Lioconcha ornata (Dillwyn,1817)

2280 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ヒナガイ Dosinorbis bilunulatus (Gray,1938)

2281 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 カガミガイ Phacosoma japonicum (Reeve,1850)

2282 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 マルヒナガイ Phacosoma sp.

2283 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ヒメカガミ Phacosoma pubescens (Philippi,1847)

2284 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ヒナカガミ Phacosoma caerulea (Reeve,1850)

2285 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ウラカガミ Dosinella corrugata (Reeve,1850)

2286 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 タマカガミ Dosinella subalata (Smith,1916)

2287 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ウスカガミ Pardosinia amphidesmoides (Reeve,1850)

2288 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 クチベニカガミ Pardosinia radiata (Reeve,1850)

2289 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 サザメガイ
Bonartemis histrio iwakawai (Oyama & Habe in

Habe,1961)

2290 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ワカカガミ Bonartemis juvenilis (Gmelin,1791)

2291 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 スリガハマ Tapes platyptycha Pilsbry,1901

2292 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 アサリ Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve,1850)

2293 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ヒメアサリ Ruditapes variegata (Sowerby,1852)

2294 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 スダレガイ Paphia lischkei Fischer-Piette & Metivier,1971

2295 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 オオスダレガイ Paphia schnelliana (Dunker,1866)

2296 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 サツマアカガイ Paphia amabilis (Philippi,1847)

2297 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 アケガイ Paphia vernicosa (Gould,1861)

2298 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ヒメスダレガイ Paphia exarata (Philippi,1846)

2299 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 イヨスダレ Paphia undulata (Born,1778)

2300 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 スダレハマグリ Katelysia japonica (Gmelin,1791)

2301 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 オキアサリ Gomphina aequilatera (Sowerby,1825)

2302 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 マツカゼガイ Irus mitis (Deshayes,1854)

2303 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 オキナマツカゼ Irus ishibashianus Kuroda & Habe,1952

2304 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ハネマツカゼ Irus macrophyllus (Deshayes,1853)

2305 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 マツヤマワスレ Callista chinensis (Holten,1803)

2306 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 コマツヤマワスレ Callista pilsbryi Habe,1960

2307 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ウチムラサキ Saxidomus purpurata (Sowerby,1852)

2308 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ワスレガイ Cyclosunetta menstrualis (Menke,1843)

2309 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 シマワスレ Sunetta (Sunemeroe) kirai Huber,2010

2310 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ベニワスレ Sunettina solanderii (Gray,1825)

2311 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 ハマグリ Meretrix lusoria (Roeding,1798)

2312 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 チョウセンハマグリ Meretrix lamarckii Deshayes,1853

2313 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 シナハマグリ Meretrix petechialis Lamarck,1818

2314 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 オキシジミ Cyclina sinensis (Gmelin,1791)

2315 マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 フスマガイ Clementia vatheleti Mabille,1901

2316 マルスダレガイ目 イワホリガイ科 イワホリガイ Petricola divergens (Gmelin,1791)

2317 マルスダレガイ目 イワホリガイ科 ウスカラシオツガイ Petricola sp.

2318 マルスダレガイ目 イワホリガイ科 セミアサリ Claudiconcha japonica (Dunker,1882)

2319 マルスダレガイ目 イワホリガイ科 シオツガイ Petricolirus aequistriatus (Sowerby,1874)

2320 マルスダレガイ目 イワホリガイ科 チヂミイワホリガイ Petricola (Petricola) habei Huber,2010

2321 マルスダレガイ目 イワホリガイ科 チヂミガイ Lajonkairia divaricata (Lischke,1872)

2322 オオノガイ目 オオノガイ科 オオノガイ Mya arenaria oonogai Makiyama,1935

2323 オオノガイ目 オオノガイ科 ヒメマスオ Cryptomya busoensis Yokoyama,1922

2324 オオノガイ目 オオノガイ科 クシケマスオ Venatomya truncata (Gould,1861)

2325 オオノガイ目 オオノガイ科 オフクマスオ Distugonia decurvata (A.Adams,1851)

2326 オオノガイ目 オオノガイ科 イジケガイ Sphaenia coreanica Habe,1951

2327 オオノガイ目 クチベニガイ科 ツマベニガイ Anisocorbula scaphoides (Hinds,1843)

2328 オオノガイ目 クチベニガイ科 クモリクチベニ Anisocorbula tosana (Yokoyama,1929)

2329 オオノガイ目 クチベニガイ科 ヒナクチベニ Anisocorbula modesta (Reeve,1843)
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2330 オオノガイ目 クチベニガイ科 イナカクチベニ Anisocorbula nipponica Habe,1961

2331 オオノガイ目 クチベニガイ科 クチベニデ Anisocorbula venusta (Gould,1861)

2332 オオノガイ目 クチベニガイ科 チビクチベニ Minicorbula minutissima (Habe,1949)

2333 オオノガイ目 クチベニガイ科 コダキガイ Varicorbula rotalis (Hinds,1843)

2334 オオノガイ目 クチベニガイ科 マメクチベニ Varicorbula yokoyamai Habe,1949

2335 オオノガイ目 クチベニガイ科 クチベニガイ Solidcorbula erythrodon (Lamarck,1818)

2336 オオノガイ目 キヌマトイガイ科 キヌマトイガイ Hiatella orientalis (Yokoyama,1920)

2337 オオノガイ目 キヌマトイガイ科 ナミガイ Panopea japonica (A.Adams,1850)

2338 オオノガイ目 ツクエガイ科 ツクエガイ Gastrochaena cuneiformis Spengler,1783

2339 オオノガイ目 ツクエガイ科 チビツクエガイ Gastrochaena cymbium Spengler,1783

2340 オオノガイ目 ツクエガイ科 サヤガイ Spengleria mytiloides (Lamarck,1818)

2341 オオノガイ目 ツクエガイ科 コヅツガイ Eufistulana grandis (Deshayes,1854)

2342 オオノガイ目 ニオガイ科 ニオガイ Barnea manilensis (Philippi,1847)

2343 オオノガイ目 ニオガイ科 ウミタケ Barnea dilatata (Souleyet,1843)

2344 オオノガイ目 ニオガイ科 チビニオガイ Nipponopholas satoi Okamoto & Habe,1987

2345 オオノガイ目 ニオガイ科 ニオガイモドキ Zirfaea subconstricta (Yokoyama,1924)

2346 オオノガイ目 ニオガイ科 カモメガイモドキ Martesia striata (Linnaeus,1758)

2347 オオノガイ目 ニオガイ科 カモメガイ Penitella kamakurensis (Yokoyama,1922)

2348 オオノガイ目 ニオガイ科 モモガイ Parapholas quadrizonata (Spengler,1792)

2349 オオノガイ目 ニオガイ科 ヨコヤマスズガイ Nettastomella japonica (Yokoyama,1920)

2350 オオノガイ目 ニオガイ科 スズガイ Jouannetia cumingii (Sowerby,1849)

2351 オオノガイ目 キクイガイ科 キクイガイ Neoxylophaga rikuzenica (Iw.Taki & Habe,1945)

2352 オオノガイ目 フナクイムシ科 フナクイムシ Teredo navalis Linnaeus,1758

2353 オオノガイ目 フナクイムシ科 グンバイフナクイムシ Teredothyra smithi (Bartsch,1927)

2354 オオノガイ目 フナクイムシ科 ヤセオオフナクイムシ Bankia carinata (Gray,1827)

2355 オオノガイ目 フナクイムシ科 ネムグリガイ Zachsia zenkewitschi Bulatoff & Rjabtschikoff,1933

2356 ウミタケモドキ目 サザナミガイ科 サザナミガイ Lyonsia ventricosa Gould,1861

2357 ウミタケモドキ目 サザナミガイ科 カワムラサザナミガイ Lyonsia kawamurai Habe,1952

2358 ウミタケモドキ目 サザナミガイ科 オビクイ Agriodesma navicula (A.Adams & Reeve,1850)

2359 ウミタケモドキ目 ネリガイ科 ネリガイ Pandorella otukai (Habe,1952)

2360 ウミタケモドキ目 ネリガイ科 ウスネリガイ Pandorella pseudobilirata (Nomura & Hatai,1940)

2361 ウミタケモドキ目
ミツカドカタビラガイ
科

ミツカドカタビラガイ Myadora fluctuosa Gould,1861

2362 ウミタケモドキ目
ミツカドカタビラガイ
科

コカタビラガイ Myadora reeveana Smith,1880

2363 ウミタケモドキ目
ミツカドカタビラガイ
科

トゲヤマザキスエモノガイ Myadoropsis brevispinosa Habe,1962

2364 ウミタケモドキ目 オキナガイ科 オキナガイ Laternula anatina (Linnaeus,1758)

2365 ウミタケモドキ目 オキナガイ科 コオキナガイ Laternula boschasina (Reeve,1863)

2366 ウミタケモドキ目 オキナガイ科 ソトオリガイ Laternula marilina (Reeve,1863)

2367 ウミタケモドキ目 スエモノガイ科 スナゴスエモノガイ Cyathodonta granulosa (A.Adams & Reeve,1850)

2368 ウミタケモドキ目 スエモノガイ科 シナヤカスエモノガイ Eximiothracia concinna (Gould,1861)

2369 ウミタケモドキ目 スエモノガイ科 ノムラスエモノガイ Trigonothracia pusilla (Gould,1861)

2370 ウミタケモドキ目 スエモノガイ科 セマタスエモノガイ Asthenothaerus sematana (Yokoyama,1922)

2371 ウミタケモドキ目 ハマユウガイ科 ツツガキ Humphreyia (Nipponoclava) gigantia (Sowerby,1888)

2372 ウミタケモドキ目 オトヒメゴコロガイ科 ウズマキゴコロガイ Verticordia deshayesiana Fischer,1862

2373 ウミタケモドキ目 オトヒメゴコロガイ科 ヒシオトヒメゴコロガイ Haliris makiyamai (Habe in Kuroda,1952)

2374 ウミタケモドキ目 スナメガイ科 スナメガイ Poromya flexuosa Yokoyama,1922

2375 ウミタケモドキ目 シャクシガイ科 オオシャクシガイ Cuspidaria nobilis (A.Adams,1864)

2376 ウミタケモドキ目 シャクシガイ科 ツギノシャクシ Cuspidaria hindsiana (A.Adams,1864)

2377 ウミタケモドキ目 シャクシガイ科 タナベシャクシダマシ Leiomya tanabensis (Habe,1960)

2378 ウミタケモドキ目 シャクシガイ科 シャクシガイモドキ Pseudoneaera semipellucida (Kuroda,1948)

2379 ウミタケモドキ目 シャクシガイ科 ヒメシャクシ Cardiomya gouldiana (Hinds,1843)

2380 ウミタケモドキ目 シャクシガイ科 トサヒメシャクシ Cardiomya tosaensis (Kuroda,1948)

2381 ウミタケモドキ目 シャクシガイ科 ヒナノシャクシ Plectodon ligulus (Yokoyama,1922)
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