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種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名

アマオブネガイ アマオブネガイ イシマキガイ Clithon retropictus  (Martens,1879)
アマオブネガイ アマオブネガイ フネアマガイ Septaria porcellana  (Linnaeus,1758)
アマオブネガイ ゴマオカタニシ ゴマオカタニシ Georissa japonica  Pilsbry,1900
アマオブネガイ ゴマオカタニシ ベニゴマオカタニシ Georissa shikokuensis  Amano,1939
アマオブネガイ ヤマキサゴ ヤマキサゴ Waldemaria japonica  (A.Adams,1864)
盤足 ヤマタニシ サドヤマトガイ Japonia sadoensis  Pilsbry & Hirase,1903
盤足 ヤマタニシ トウカイヤマトガイ Japonia katorii  Minato,1985
盤足 ヤマタニシ ヤマタニシ Cyclophorus herklotsi  Martens,1860
盤足 ヤマタニシ ミジンヤマタニシ Nakadaella micron  (Pilsbry,1980)
盤足 ムシオイガイ ムシオイガイ Chamalycaeus nipponensis  (Reinhardt,1877)
盤足 ゴマガイ ヒダリマキゴマガイ Palaina pusilla  (Martens,1877)
盤足 ゴマガイ イブキゴマガイ Diplommatina labiosa  Martens,1877
盤足 ゴマガイ キイゴマガイ Diplommatina kiiensis  Pilsbry,1902
盤足 ゴマガイ ヤマトゴマガイ Diplommatina nipponensis Möllendorff,1885
盤足 ゴマガイ ゴマガイ Diplommatina cassa  Pilsbry,1901
盤足 ゴマガイ ベニゴマガイ Diplommatina pudica  Pilsbry,1902
盤足 タニシ マルタニシ Cipangopaludina chinensis laeta  (Martens,1860)
盤足 タニシ オオタニシ Cipangopaludina japonica  (Martens,1860)
盤足 タニシ ヒメタニシ Sinotaia quadrata histrica  (Gould,1859)
盤足 リンゴガイ スクミリンゴガイ Pomacea canaliculata  (Lamarck,1819) ●

盤足 クビキレガイ ヤマトクビキレガイ Truncatella pfeifferi  Martens,1860
盤足 イツマデガイ ヤママメタニシ Blanfordia integra  Pilsbry,1924
盤足 イツマデガイ カタヤマガイ Oncomelania hupensis nosophora  (Robson,1915)
盤足 ミズツボ カワネミジンツボ Saganoa kawanensis  Habe,in Masuda & Habe,1989
盤足 ミズツボ コモチカワツボ Potamopyrgus antipodarum  (Gray,1843) ●

盤足 エゾマメタニシ マメタニシ Parafossarulus monchouricus japonicus  (Pilsbry,1901)
盤足 カワザンショウガイ クリイロカワザンショウガイ Angustassiminea castanea  (Westerlund,1883)
盤足 カワザンショウガイ サツマクリイロカワザンショウ Angustassiminea satumana  (Habe,1942)
盤足 カワザンショウガイ カワザンショウガイ Assiminea lutea japonica  Martens,1877
盤足 カワザンショウガイ ムシヤドリカワザンショウガイ Assiminea parasitologica  Kuroda,1958
盤足 カワザンショウガイ ヨシダカワザンショウガイ Assiminea yoshidayukioi  (Kuroda,1959)
盤足 カワザンショウガイ ヘソカドガイ Paludinella japonica  (Pilsbry,1901)
盤足 カワザンショウガイ ウスイロヘソカドガイ Paludinella stricta  (Gould,1859)
盤足 カワザンショウガイ ホラアナゴマオカチグサ Paludinella kuzuuensis  Suzuki,1937
盤足 トウガタカワニナ タケノコカワニナ Stenomelania costellaris rufescens  (Martens,1860)
盤足 カワニナ カワニナ Semisulcospira libertina libertina  (Gould,1859)
盤足 カワニナ チリメンカワニナ Semisulcospira libertina reiniana  (Brot,1877)
盤足 カワニナ ヒタチチリメンカワニナ Semisulcospira libertina trachea  Westerlund,1833
盤足 カワニナ クロダカワニナ Semisulcospira kurodai  Kajiyama & Habe,1961
収柄眼 ホソアシヒダナメクジイボイボナメクジ Granulilimax fuscicornis  Minato,1987
基眼 オカミミガイ ハマシイノミガイ Melampus castaneus  (Muhlfeld,1816)
基眼 オカミミガイ シイノミミミガイ Cassidula plecotrematoides japonica Möllendorff,1901
基眼 オカミミガイ マキスジコミミガイ Laemodonta manilifera  (H. & A.Adams,1854)
基眼 オカミミガイ シュジュコミミガイ Laemodonta minuta  Möllendorff,1885
基眼 オカミミガイ ウスコミミガイ Laemodonta exaratoides  Kuroda,1957
基眼 オカミミガイ オカミミガイ Ellobium chinense  (Pfeiffer,1854)
基眼 オカミミガイ ナギサノシタタリ Microtaralia alba  (Gassies,1865)
基眼 ケシガイ スジケシガイ Carychium noduliferum  Reinhardt,1877
基眼 ケシガイ ケシガイ Carychium pessimum  Pilsbry,1902
基眼 ケシガイ ニホンケシガイ Carychium nipponense  Pilsbry & Hirase,1904
基眼 サカマキガイ サカマキガイ Physa acuta  Draparnaud,1805 ●

基眼 モノアラガイ ヒメモノアラガイ Austropeplea ollula  (Gould,1859)
基眼 モノアラガイ コシタカヒメモノアラガイ Fossaria truncatula  (Müller,1774) ●

基眼 モノアラガイ ハブタエモノアラガイ Pseudsuccinea columella  (SAY, 1817) ●

基眼 モノアラガイ モノアラガイ Radix auricularia japonica  (Jay,1857)
基眼 モノアラガイ モノアラガイ属の一種 Radix sp. ●

基眼 ヒラマキガイ ヒラマキガイモドキ Polypylis hemisphaerula  (Benson,1842)
基眼 ヒラマキガイ ヒラマキミズマイマイ Gyraulus chinensis spirillus  Gould,1859
基眼 ヒラマキガイ トウキョウヒラマキガイ Gyraulus tokyoensis  (Mori,1938)

備考目　　名 科　　名

　対象種は陸産貝類と淡水産貝類としたが、海岸や河口付近に生息する貝については、便宜上クビキレガ
イ科、カワザンショウガイ科、トゲカワニナ科、オカミミガイ科に属する種はすべて対象とした。一方、
それらとしばしば同所的に見られるタマキビ科、ユキスズメガイ科、カワグチツボ科などに属する種は対
象から外した。
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基眼 ヒラマキガイ ミズコハク Gyraulus soritai  Habe,1976
基眼 ヒラマキガイ クルマヒラマキガイ Ghippeutis cantori  (Benson,1850) ●

基眼 ヒラマキガイ インドヒラマキガイ Indoplanorbis exustus  (Deshayes,1832) ●

基眼 ヒラマキガイ ヒダリマキモノアラガイ Calmenella rezvoji  Lindholm,1927
基眼 カワコザラガイ カワコザラガイ Pettancylus nipponicus  (Kuroda,1947)
基眼 カワコザラガイ コビトノボウシザラガイ Gundlachia japonica  Burch,1965 ●

柄眼 ノミガイ ノミガイ Lamellidea boeningi  (Schmacker & Boettger,1891)
柄眼 キバサナギガイ ナガナタネガイ Columella edentula  (Draparnaud,1805)
柄眼 キバサナギガイ ナタネキバサナギガイ Vertigo eogea  Pilsbry,1919
柄眼 キバサナギガイ キバサナギガイ Vertigo hirasei  Pilsbry,1901
柄眼 キバサナギガイ ヤマトキバサナギガイ Vertigo japonica  Pilsbry & Hirase,1904
柄眼 スナガイ スナガイ Gastrocopta armigerella  (Reinhardt,1877)
柄眼 ラッパガイ クチマガリスナガイ Bensonella plicidens  (Benson,1849)

柄眼 クチミゾガイ ナニワクチミゾガイ
Eostrobilops nipponica
　 reikoae Matsumura & Minato,1998

柄眼 ミジンマイマイ ミジンマイマイ Vallonia costata  (Muller,1774)
柄眼 マキミゾガイ ヒラドマルナタネガイ Pupisoma harpula  Reinhardt,1886
柄眼 マキミゾガイ マルナタネガイ Parazoogenetes orcula  (Benson,1850)
柄眼 ナタネガイモドキ ナタネガイモドキ Pyramidula conica  Pilsbry & Hirase,1902
柄眼 キセルガイモドキ キセルガイモドキ Mirus reinianus  (Kobelt,1875)
柄眼 キセルガイ ヒカリギセル Zaptychopsis buschi  (Pfeiffer,1846)
柄眼 キセルガイ ツムガタギセル Pinguiphaedusa pinguis platydera  (Martens,1876)
柄眼 キセルガイ ハコネギセル Pinguiphaedusa hakonensis  (Pilsbry,1900)
柄眼 キセルガイ チビギセル Pinguiphaedusa expansilabris  (Boettger,1877)
柄眼 キセルガイ エルベリギセル Tyrannophaedusa aurantiaca erberi (Möllendorff,1885)
柄眼 キセルガイ スルガギセル Tyrannophaedusa surugensis  (Pilsbry,1902)
柄眼 キセルガイ オオトノサマギセル Mundiphaedusa rex  (Pilsbry,1905)
柄眼 キセルガイ オクガタギセル Mundiphaedusa dorcas  (Pilsbry,1902)
柄眼 キセルガイ チュウゼンジギセル Mundiphaedusa sercina (Möllendorff,1882)
柄眼 キセルガイ ツメギセル Mundiphaedusa rhopalia  (Pilsbry,1902)
柄眼 キセルガイ ハチノコギセル Mundiphaedusa kawasakii  (Kuroda,1936)
柄眼 キセルガイ ホソヤカギセル Mundiphaedusa hosoyaka  (Pilsbry,1905)
柄眼 キセルガイ ツバクロイワギセル Mundiphaedusa iijimakuniakii  Minato & Habe,1983
柄眼 キセルガイ ヒメギセル Vitriphaedusa micropeas (Möllendorff,1882)
柄眼 キセルガイ オオギセル Megalophaedusa martensi  (Martens,1860)
柄眼 キセルガイ コンボウギセル Vastina hickonis  (Boettger,1877)
柄眼 キセルガイ ミカワギセル Vastina hickonis mikawa  (Pilsbry,1905)
柄眼 キセルガイ ホウライジギセル Vastina ikenoi  (Minato,1980)
柄眼 キセルガイ ナミギセル Stereophaedusa japonica  (Crosse,1871)
柄眼 キセルガイ ウツミギセル Stereophaedusa oostoma (Möllendorff,1882)
柄眼 キセルガイ ヒクギセル Stereophaedusa gouldi  (Adams,1868)
柄眼 キセルガイ ナミコギセル Euphedusa tau  (Boettger,1877)
柄眼 キセルガイ シイボルトコギセル Phaedusa sieboldtii  (Pfeiffer,1846)
柄眼 キセルガイ ハナコギセル Pictophaedusa euholostoma  (Pilsbry,1901)
柄眼 キセルガイ ヒロクチコギセル Reinia variegata  (A.Adams,1868)
柄眼 オカクチキレガイ トクサオカチョウジ Allopeas javanicum  (Reeve,1849) ●

柄眼 オカクチキレガイ ホソオカチョウジ Allopeas pyrgula  (Schmacker & Boettger,1891)
柄眼 オカクチキレガイ マルオカチョウジ Allopeas brevispira  (Pilsbry & Hirase,1904)
柄眼 オカクチキレガイ オカチョウジ Allopeas clavulinum kyotoense  (Pilsbry & Hirase,1904)
柄眼 オカクチキレガイ サツマオカチョウジ Allopeas satsumense  (Pilsbry,1906)
柄眼 ネジレガイ タワラガイ Sinoennea iwakawa  (Pilsbry,1900)
柄眼 ナタネガイ ナタネガイ Punctum amblygonum amblygonum  (Reinhardt,1877)
柄眼 ナタネガイ ヒメナタネ Punctum amblygonum pretiosum  (Gude,1900)
柄眼 ナタネガイ ミジンナタネ Punctum atomus  Pilsbry & Hirase,1904
柄眼 ナタネガイ ハリマナタネガイ Punctum japonicum  Pilsbry,1900
柄眼 ナタネガイ クルマナタネガイ Punctum rota  Pilsbry & Hirase,1904
柄眼 パツラマイマイ パツラマイマイ Discus pauper  (Gould,1859)
柄眼 ナメクジ ナメクジ Meghimatium bilineatum  (Benson,1842)
柄眼 ナメクジ ヤマナメクジ Meghimatium fruhstorferi  (Collinge,1901)
柄眼 オカモノアラガイ ナガオカモノアラガイ Oxyloma hirasei  (Pilsbry,1901)
柄眼 オカモノアラガイ ヒメオカモノアラガイ Neosuccinea horticola  (Reinhardt,1877)
柄眼 ベッコウマイマイ カサキビ Trochochlamys crenulata  (Gude,1900)
柄眼 ベッコウマイマイ タカキビ Trochochlamys praealta  (Pilsbry,1902)

柄眼 ベッコウマイマイ ヒメオオタキキビ
Trochochlamys lioconus
　 goniozana (Pilsbry & Hirase,1905)

柄眼 ベッコウマイマイ ヒメカサキビ Trochochlamys subcrenulata  (Pilsbry,1901)
柄眼 ベッコウマイマイ オオウエキビ Trochochlamys fraterna  (Pilsbry,1900)
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備考目　　名 科　　名

柄眼 ベッコウマイマイ ハリマキビ Parakaliella harimensis  (Pilsbry,1901)
柄眼 ベッコウマイマイ ヒメハリマキビ Parakaliella pagoduloides  (Gude,1900)
柄眼 ベッコウマイマイ スジキビ Parakaliella ruida  (Pilsbry,1901)
柄眼 ベッコウマイマイ キビガイ Gastrodontella stenogyra  (A. Adams,1868)
柄眼 ベッコウマイマイ ヒメベッコウ Discoconulus sinapidium  (Reinhardt,1877)
柄眼 ベッコウマイマイ ヤクシマヒメベッコウ Discoconulus yakuensis  (Pilsbry,1902)
柄眼 ベッコウマイマイ コシタカシタラガイ Sitalina circumcincta  (Reinhardt,1883)
柄眼 ベッコウマイマイ カサネシタラガイ Sitalina insignis  (Pilsbry & Hirase,1904)
柄眼 ベッコウマイマイ ウメムラシタラガイ Sitalina japonica  Habe,1964
柄眼 ベッコウマイマイ マルシタラガイ Parasitala reinhardti  (Pilsbry,1900)
柄眼 ベッコウマイマイ ハナレシタラガイ Parasitala libertina  Kuroda & Abe,1980
柄眼 ベッコウマイマイ ナミヒメベッコウ Yamatochlamys vaga  (Pilsbry & Hirase,1904)
柄眼 ベッコウマイマイ ハチジョウヒメベッコウ Yamatochlamys circumdata  (Pilsbry ,1902)
柄眼 ベッコウマイマイ オオクラヒメベッコウ Yamatochlamys lampra  (Pilsbry & Hirase,1904)
柄眼 ベッコウマイマイ ツノイロヒメベッコウ Ceratochlamys ceratodes  (Gude,1900)
柄眼 ベッコウマイマイ カントウベッコウ Bekkochlamys septentrionalis  (Jacobi,1898)
柄眼 ベッコウマイマイ ウラジロベッコウ Urazirochlamys doenizii  (Reinhardt,1877)
柄眼 ベッコウマイマイ キヌツヤベッコウ Nipponochlamys semisericata  (Pilsbry,1902)

柄眼 ベッコウマイマイ ハクサンベッコウ
Nipponochlamys hakusanus
　(Pilsbry & Hirase,in Hirase,1907)

柄眼 ベッコウマイマイ レンズガイ Otesiopsis japonica (Möllendorff,1885)
柄眼 ベッコウマイマイ クリイロベッコウ Japanochlamys cerasina  (Pilsbry,1902)
柄眼 ベッコウマイマイ ハコネヒメベッコウ Japanochlamys hakonensis  (Pilsbry & Hirase,1905)
柄眼 コハクガイ ヒメコハクガイ Hawaiia minuscula  (Binney,1840) ●

柄眼 コハクガイ オオコハクガイ Zonitoides nitidus  (Muller,1774)
柄眼 コハクガイ コハクガイ Zonitoides arboreus  (Say,1816) ●

柄眼 コウラナメクジ コウラナメクジ Limax flavus  Linnaeus,1758 ●

柄眼 コウラナメクジ チャコウラナメクジ Limax maruginatus  Muller,1774 ●

柄眼 コウラナメクジ ヤマコウラナメクジ Nipponolimax monticola  Yamaguchi & Habe,1955
柄眼 コウラナメクジ オオコウラナメクジ Nipponarion carinatus  Yamaguchi & Habe,1955
柄眼 コウラナメクジ ノナメクジ Deroceras varians  (A.Adams,1868) ●

柄眼 コウラナメクジ ノハラナメクジ Deroceras reticulatum  Muller,(1774) ●

柄眼 ナンバンマイマイ コベソマイマイ Satsuma myomphala  Martens,(1865)
柄眼 ナンバンマイマイ メルレンドルフマイマイ Satsuma moellendorffiana  (Pilsbry & Hirase,1903)
柄眼 ナンバンマイマイ ミノブマイマイ Satsuma moellendorffiana thaanumi  (Pilsbry,1924)
柄眼 ナンバンマイマイ シメクチマイマイ Satsuma ferruginea  (Pilsbry,1900)
柄眼 ナンバンマイマイ ニッポンマイマイ Satsuma japonica  (Pfeiffer,1847)
柄眼 ナンバンマイマイ カドバリニッポンマイマイ Satsuma japonica carinata  (Pilsbry & Gulick,1902)
柄眼 ナンバンマイマイ ヤセアナナシマイマイ Satsuma fausta  (Pilsbry,1902)
柄眼 ナンバンマイマイ ミニビロウドマイマイ Nipponochloritis takedai  Minato,1984
柄眼 ナンバンマイマイ ケハダビロウドマイマイ Nipponochloritis fragilis  (Gude,1900)
柄眼 ナンバンマイマイ トウカイビロウドマイマイ Nipponochloritis oscitans  (Martens,1881)
柄眼 ナンバンマイマイ キヌビロウドマイマイ Nipponochloritis pumila  (Gude,1902)
柄眼 ナンバンマイマイ カントウビロウドマイマイ Nipponochloritis pumila kantoensis  Sorita,1986
柄眼 ナンバンマイマイ ヒメビロウドマイマイ Nipponochloritis perpunctatus  (Pilsbry,1902)
柄眼 オナジマイマイ コオオベソマイマイ Aegista proba minula  (Pirsbry,1901)
柄眼 オナジマイマイ カドコオオベソマイマイ Aegista proba goniosoma  (Pirsbry & Hirase,1904)
柄眼 オナジマイマイ コケラマイマイ Aegista proba mikuriyensis  (Pirsbry,1902)
柄眼 オナジマイマイ ニッコウコオオベソマイマイ Aegista proba nikkoensis  Kuroda,in Azuma,1982
柄眼 オナジマイマイ オオケマイマイ Aegista vulgivaga  (Schmacker & Boettger,1890)
柄眼 オナジマイマイ オモイガケナマイマイ Aegista inexpectata  Kuroda & Minato,1977
柄眼 オナジマイマイ カタマメマイマイ Lepidopisum verrucosum  (Reinhardt,1877)
柄眼 オナジマイマイ エンスイマイマイ Trishoplita conospira  (Pfeiffer,1851)
柄眼 オナジマイマイ イシマキシロマイマイ Trishoplita calcicola  Kuroda,in Masuda & Habe,1989
柄眼 オナジマイマイ クロイワマイマイ Euhadra senckenbergiana  (Kobelt,1875)
柄眼 オナジマイマイ ヒラマイマイ Euhadra eoa eoa  (Crosse,1868)
柄眼 オナジマイマイ イセノナミマイマイ Euhadra eoa communisiformis  Kanamaru,1940
柄眼 オナジマイマイ ミスジマイマイ Euhadra peliomphala peliomphala  (Pfeiffer,1850)
柄眼 オナジマイマイ シモダマイマイ Euhadra peliomphala simodae  (Jay,1856)

柄眼 オナジマイマイ クノウマイマイ
Euhadra peliomphala
　 kunoensis Kuroda,in Masuda & Habe,1989

柄眼 オナジマイマイ ハコネマイマイ Euhadra callizona  (Crosse,1871)
柄眼 オナジマイマイ クチベニマイマイ Euhadra amaliae  (Kobelt,1875)
柄眼 オナジマイマイ ヒダリマキマイマイ Euhadra quaesita  (Deshayes,1850)
柄眼 オナジマイマイ ミヤマヒダリマキマイマイ Euhadra scaevola scaevola  (Martens,1877)
柄眼 オナジマイマイ ミカワマイマイ Euhadra scaevola mikawa  Amano,1939
柄眼 オナジマイマイ オナジマイマイ Bradybaena similaris  (Ferussac,1831)
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種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名
備考目　　名 科　　名

柄眼 オナジマイマイ コハクオナジマイマイ Bradybaena pellucida  Kuroda & Habe,in Habe,1953 ●

柄眼 オナジマイマイ ミヤケチャイロマイマイ Phaeohelix miyakejimana  (Pirsbry & Hirase,1903)
柄眼 オナジマイマイ ウスカワマイマイ Acusta despecta sieboldiana  (Pfeiffer,1850)
イシガイ イシガイ イシガイ Unio douglasiae nipponensis　Martens,1877
イシガイ イシガイ マツカサガイ Inversidens japanensis  (Lea,1859)
イシガイ イシガイ ドブガイ Andonta woodiana  (Lea,1834)
マルスダレガイ シジミ ヤマトシジミ Corbicula japonica  Prime,1864
マルスダレガイ シジミ マシジミ Corbicula leana  Prime,1860
マルスダレガイ シジミ タイワンシジミ Corbicula fluminea  (Müller,1774) ●

マルスダレガイ マメシジミ マメシジミ　類 Pisidium spp.
マルスダレガイ ドブシジミ ドブシジミ Sphaerium japonicum  Westerlund,1883

　　備考欄：●は外来種または移入種
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