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1 トウカムリガイ科 ウラシマガイ Semicassis bisulcata persimilis Kira,1959 津屋崎

2 エゾバイ科 バイ Balylonia japonica(Reeve,1842) 津屋崎

3 タマガイ科 フロガイ Naticarius alapapionis 鐘崎

4 ニシキウズガイ科 キサゴ Umbonium costatum 津屋崎

5 ニシキウズガイ科 ヒメクボガイ Omphalius nigerrimus(Gmelin,1791) 津屋崎

6 ニシキウズガイ科 コシダカエビス Tristichotrochus consors 津屋崎

7 スズメガイ科 スズメガイ Pilosabia trigona 津屋崎

8 キサガイ科 キサガイ Cardilia semisulcata 津屋崎

9 ミミガイ科 フクトコブシ Haliotis(Sulculus)diversicolor diversicolor Reeve,1846 鐘崎

10 スカシガイ科 オオツカテンガイ Diodora suprapunicea 津屋崎

11 スカシガイ科 テンガイ Diodora Quadriradiata 津屋崎

12 ツタノハガイ科 ツタノハ Patella flexuosa 津屋崎

13 スカシガイ科 クズヤガイ Diodora sieboldii 津屋崎

14 カリバガサガイ科 アワブネガイ Bostorycapulus gravispinous 津屋崎

15 アマオブネ科 アマガイ Nerita japonica 津屋崎

16 キセワタガイ科 キセワタ Philine argentata 津屋崎

17 ツノガイ科 マルツノガイ Fissidentalium vernedei 津屋崎

18 イシガイ科 ドブガイ Anodonta woodiana(Lea) 大川

19 フネガイ科 アカガイ Scapharca broughtonii 柳川

20 イシガイ科 マツカサガイ Inversidens japanensis 柳川三柱神社

21 イガイ科 コケガラス Modiolus metcalfei 柳川
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22 イタボガキ科 スミノエガキ Crassostrea ariakesis (Fujita,1913) 柳川

23 シジミ科 マシジミ Corbicula leana Prime 柳川

24 ハナグモリガイ科 ハナグモリ Glauconomya chinensis 柳川

25 ニッコウガイ科 ヒメシラトリ Macoma incongrua 柳川

26 ニオガイ科 ウミタケ Barnea (Umitakea)dilatata 柳川

27 フネガイ科 サルボウガイ Scapharca kagoshimensis 柳川

28 フネガイ科 ハイガイ Tegillarca granosa (Linnaeus,1758) 柳川

29 バカガイ科 シオフキガイ Mactra veneriformis 柳川

30 ニッコウガイ科 ゴイサギガイ Macoma tokyoensis 柳川

31 ニッコウガイ科 イチョウシラトリ Arcopagia capsoides 柳川

32 ニッコウガイ科 テリザクラ Moerella iridescens 柳川

33 フナガタガイ科 ウネナシトヤマ Trapezium liratam 柳川

34 アッキガイ科 アカニシ Rapana venosa (Valenciennes,1846) 柳川

35 アッキガイ科 チリメンボラ Papana bezoar 柳川

36 イトマキボラ科 ツノマタナガニシ Fusinus tuberosus nigrirostratus 柳川

37 コロモガイ科 コロモガイ Sydaphera spengleriana 柳川

38 ウミニナ科 カワアイガイ Cerithideopsilla 柳川

39 アッキガイ科 ヒメヨウラク Ergalatax contractus 柳川

40 アッキガイ科 ウネサンゴヤドリ Genkaimurex varicosa Kuroda,1953 柳川

41 ウミニナ科 シマヘナタリ Cerithidea ornate 柳川

42 タモトガイ科 マルテンマツムシガイ Mitrella martensi 柳川
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43 タニシ科 マルタニシ Cipangopaludina chinensis laeta (Martens) 柳川

44 タマガイ科 エゾタマガイ Cryptonatica andoi 柳川

45 タマガイ科 トラダマガイ Natica vitellus 柳川

46 タマガイ科 ゴマフダマガイ Tectonatica tigrina 柳川

47 タマガイ科 サキグロタマツメタ Euspira fortunei 柳川

48 オカミミガイ科 オカミミガイ Ellobium chinense reniana 柳川

49 カワニナ科 カワニナ Semisulcospina libertina (Gould) 柳川

50 アマオブネガイ科 ヒロクチカノコ Dostia violacea 柳川

51 タマガイ科 ツメタガイ Glossaulax didyma 津屋崎

52 トウカムリガイ科 カズラガイ Phalium flammiferum 津屋崎

53 タカラガイ科 クチグロキヌタ Adusta onyx 津屋崎

54 ニシキウズガイ科 クマノコガイ Chlorostoma lischkei 津屋崎

55 ニシキウズガイ科 エビスガイ Tristichitrochus unicus 津屋崎

56 ニシキウズガイ科 アシヤガイ Granata lyrata (Pilsbry,1890) 津屋崎

57 コロモガイ科 トカシオリイレ Habesilatia nodulifera 津屋崎

58 ソデボラ科 シドロガイ Strombus (Doxander)japonicus 津屋崎

59 コロモガイ科 コンゴウボラ Merica asprella 津屋崎

60 ニシキウズガイ科　 ヘソアキクボガイ Chlorostoma turbinatum 津屋崎

61 オニノツノガイ科 カニモリガイ Proclava kochi 津屋崎

62 ミツクチキリオレガイ科 キスガイ(ヒメゴウナ） Actaeopyramis eximia(Lischke) 津屋崎

63 ムカデガイ科 オオヘビガイ Serpulorbis imbricatus (Dunker,1860) 津屋崎



少年科学文化会館の什器・備品等リスト（貝類標本）

番号 科名 和名 学名 採集場所 採集年月日
継続使用
の指定

64 イトマキボラ科　 コナガニシ Fusinus perplexus 津屋崎

65 アクキガイ科 イセヨウラク Pteropurpura adunca 津屋崎

66 ムシロガイ科 アラレガイ Niotha variegata(A.Adams,1852) 津屋崎

67 クダマキガイ科 マダラクダマキ Lophiotoma(Lophioturris)indicum(Roding,1789) 津屋崎

68 クダマキガイ科 ウネダカモミヂボラ Inquisitor tuberosus(Smith) 津屋崎

69 イタヤガイ科 ツキヒガイ Amusium japonicum japonicum 津屋崎

70 タマキガイ科 ベンケイガイ Glycymeris albolineata 津屋崎

71 イタヤガイ科 イタヤガイ Patinopecten albicans 津屋崎

72 マルスダレガイ科 オキシジミ Cyclina sinensis 津屋崎

73 イガイ科 ハンレイヒバリ Modiolus hanleyi 津屋崎

74 マテガイ科 オオマテガイ Solen grandis 津屋崎

75 マルスダレガイ科 ウスハマグリ Pitar japonicum 津屋崎

76 イガイ科 ヒバリガイ Modiolus nipponicus 津屋崎

77 ニオガイ科 ニオガイ Barnea (Anchomasa) manilensis (Philippi,1847) 津屋崎

78 フタバシラガイ科 マンゲツシオガマ Cyclodicama lunaris 津屋崎

79 スカシガイ科 オトメガサ Scutus sinensis 津屋崎

80 ニッコウガイ科 ユウシオガイ Moerella rutila 津屋崎

81 ユキノシタガイ科 ミゾガイ Siliqua pulchella 津屋崎

82 マルスダレガイ科 ハネマツカゼ Irus macrophyllus 津屋崎

83 ユキノシタガイ科 タカノハガイ Ensiculus cultellus 津屋崎

84 フジノハナガイ科 ナミノコガイ Latona cuneata 津屋崎
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85 フタバシラガイ科 ヤエウメノハナガイ Phyctiderma japonicum 津屋崎

86 エボシガイ科 エボシガイ Lepas anatifera 津屋崎

87 マルスダレガイ科 ベニワスレ Sunetta subquadrata 津屋崎

88 マルスダレガイ科 イヨスダレガイ Paphia undulata (Born,1778) 津屋崎

89 サザナミガイ科 サザナミガイ Lyonsia ventricosa 津屋崎

90 アクキガイ科 オニサザエ Chicoreus asianus Kuroda 玄海島

91 サザエ科 コシダガサザエ Turbo(Marmarostoma)sterogyrus,Fischer,1873 玄海島

92 サザエ科 スガイ Turbo cornatus coreensis 玄海島

93 サザエ科 ウラウズガイ Astralium haematragum 玄海島

94 ウミニナ科 ウミニナ Batillaria multiformis 玄海島

95 アッキガイ科 ヒメヨウラク Ergalatax contractus 玄海島

96 ニシキウズガイ科 イシダタミ Monodonta labio form confusa 玄海島

97 ヨメガサガイ科 マツバガイ Cellana nigrolineata 玄海島

98 ヨメガサガイ科 ベッコウガサ Cellana testudinaria 玄海島

99 ヨメガサガイ科　 ヨメガカサガイ Cellana toreuma 玄海島

100 ユキノカサガイ科 ウノアシガイ Patelloida saccharina 玄海島

101 タマキビ科 タマキビ Littorina (Littorina) brevicula (Philippi,1844) 玄海島

102 フネガイ科 コベルトフネガイ Arca boucardi 玄海島

103 フネガイ科 エガイ Barbatia lima 玄海島

104 イワホリガイ科 セミアサリ Claudiconcha japonica 玄海島

105 カラマツガイ科 カラマツガイ Siphonaria japonica 玄海島
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106 ニシキウズガイ科 クビレクロツゲガイ Monodonta perpkexa 玄海島

107 マルスダレガイ科 カガミガイ Phacosoma japonicum 小戸

108 シオサザナミ科 イソシジミ Nattallia japonica 百道

109 イシガイ科 イシガイ Unio douglasiae nipponensis Martens 室見川

110 ツノガイ科 ヤカドツノガイ Dentalium octangulatum 百道

111 ツノガイ科 ヒメナガツノ Graptacme buccinulum 百道

112 ツキガイ科 イセシラガイ Anodontia stearnsiana 小戸

113 イタボガキ科 ケガキ Saccostrea kegaki 小戸

114 オリイレヨフバイ科 ムシロガイ Niotha liverscens 百道

115 アクキガイ科 カゴメガイ Bedevina birileffi 西公園

116 オオノガイ科 オオノガイ Mya arenaria oonogai 和白

117 マルスダレガイ科 シオツガイ Petricolirus aequistriatus(Sowerby) 志賀島

118 ニシキウズガイ科 クボガイ Chlorostoma lischkei 和白

119 ニシキウズガイ科 コシダカガンガラ Omphalius rusticus 和白

120 クチベニガイ科 クチベニガイ Solidicorbula erythrodon(Lamarck) 西戸崎

121 オナジマイマイ科 ツクシマイマイ Euhadra herklotsi harklotsi(Martens) 舞鶴

122 オナジマイマイ科 フリイデルマイマイ Aogista friedeliane(Marteens,1864) 福岡城

123 ムシオイガイ科 シリオレギセル Tyrannophaedusa(Decolliphaedusa)bilabrata(Smith) 福岡城

124 キセルガイ科 ナミギセル Stereophaedusa japonica(Crosse,1871) 福岡城

125 オナジマイマイ科 ウスカワマイマイ Acusta despecta sieboldeana(Pfeiffer) 屋形原

126 ヤマタニシ科 ヤマタニシ Cyclophorus herklotsi Martens 若杉山
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127 サザエ科 サザエ Turbo cornutus 金山

128 エゾバイ科 ミクリガイ Siphonalia cassidariaeformis 寺山

129 ミミガイ科 クロアワビ Haliotis (Nordotis) discus discus Reeve,186 寺山

130 ミミガイ科 トコブシ Haliotis diversicolor aquatilis 寺山

131 ハボウキガイ科 タイラギ Atrina pectinata japonica 寺山

132 ハボウキガイ科 ハボウキガイ Pinna bicolor 寺山

133 イタボガキ科 イタボガキ Ostrea denselamellosa denselamellosa 寺山

134 ウミギクガイ科 チリボタン Spondy baebatus cruentus 寺山

135 テングニシ科 テングニシ Hemifusus tuba 寺山

136 ショクコウラ科 コエボシガイ Morum macandrewi 姫島

137 タマガイ科 ウチヤマタマツバキガイ Polinices sagamiensis 寺山

138 ニシキウズガイ科 オオコシダカガンガラ Omphalius pfeifferi carpenteri 寺山

139 アッキガイ科 イソバショウガイ Ceratostoma fournieri 寺山

140 イタボガキ科 ベッコウガキ neopycnodonte musashiana 福吉

141 ナミマガシワガイ科 ナミマガシワ Anomia chinensis 寺山

142 ネズミノテガイ科 ネズミノテガイ Plicatula simplex 寺山

143 サザエ科 ハリサザエ Bolma modesa(Reeve,1843) 福吉

144 アッキガイ科 レイシガイ Thais bronni 寺山

145 ムシロガイ科 マクラガイ Oliva mustelina Lamarck,1811 寺山

146 オカミミガイ科 オキヒラシイノミ Pythia cecillei 今津

147 オリイレヨウバイ科 キンシバイ Alectrion glans nipponensis 姫島
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148 クダマキガイ科 マダラクダマキ Lophiotoma(Lophioturris)indicum(Roding,1789) 福吉

149 アクキガイ科 ヒメホネガイ Murex rectiostris 福吉

150 カリバガサガイ科　 ヒラフネガイ Ergaea walshi (Reeve,1819) 寺山

151 イタヤガイ科 ナデシコ Chlamys irregularis 寺山

152 フナガタガイ科 ウネナシトマヤ Trapezium liratum 小富士

153 イガイ科 ホトトギス Musculista senhousia 寺山

154 ユキノカサガイ科 コウダカアオガイ Notoacmea concinna concinna 寺山

155 ムシロガイ科 ハナムシロガイ Zeuxis mitralis 寺山

156 アマオブネガイ科 イシマキガイ Clithon retropictus 福吉

157 イタヤガイ科 ヒオウギガイ Mimachlamys nobilis 福吉

158 イガイ科 ムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis 寺山

159 マルスダレガイ科 マツヤマワスレ Callista chinensis(Holten,1803) 寺山

160 ウグイスガイ科 アコヤガイ Pinctada martensii 寺山

161 シジミ科 マシジミ Corbicula leana Prime 寺山

162 シジミ科 ヤマトシジミ Corbicula japonica 寺山

163 マルスダレガイ科 オニアサリ Protothaca jedoensis 寺山

164 トマヤガイ科 フミガイ Megacardita ferruginosa 寺山

165 ザルガイ科 ミルクイガイ Tresus keenae Kuroda & Habe in Habe & Ito,1965 寺山

166 フネガイ科 ビョウブガイ Trisidos kiyonoi 寺山

167 マルスダレガイ科 アケガイ Paphia vernicosa 寺山

168 マルスダレガイ科 ハマグリ Meretrix lusoria 加布里
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169 タテスジホウズキガイ 福吉

170 フルイガイ科 フルイガイ Semele cordiformis 寺山

171 マルスダレガイ科 シラオガイ Cice (Cice) scripta (Linnaeus,1758) 寺山

172 フネガイ科 カリガネエガイ Barbatia (Abarbaitia) lima (Reeve,1844) 寺山

173 マルスダレガイ科 ウチムラサキガイ Saxidomus purpurata 寺山

174 イタヤガイ科 アズマニシキ Chlamys farreri japponensis 寺山

175 ベッコウガキ科 カキツバタ Hyotissa imbricata (Lamark,1819) 寺山

176 マルスダレガイ科 サツマアサリ Antigona lamellaris 寺山

177 マルスダレガイ科 マルヒナガイ Dosinorbis troscheli 寺山

178 マテガイ科 マテガイ Solen strictus 今宿

179 ニッコウガイ科 シラトリガイモドキ Heteromacoma irus 寺山

180 イタヤガイ科 キンチャクガイ Decatopecten striatus 寺山

181 キクザルガイ科 サルノカシラ Pseudochama retroversa 福吉

182 マルスダレガイ科 シオヤガイ Anomalocardia squamosa 辺田　寺山

183 ニッコウガイ科 ユウシオガイ Morerella rutila 寺山

184 キクザルガイ科 キクザルガイ Chama japonica 寺山

185 フネガイ科 クマサルボウガイ Scapharca globosa ursus 津屋崎

186 マルスダレガイ科 サツマアカガイ Paphia amabilis(Philippi,1847) 津屋崎

187 ザルガイ科 バカガイ Mactra chinensis 津屋崎

188 フネガイ科 ワシノハガイ Arca navicularis 津屋崎

189 モシオガイ科 スダレモシオ Nipponocrassatella nana 津屋崎
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190 バカガイ科 カモジガイ Lutraria arcuata 津屋崎

191 チドリマスオガイ科 クチバガイ Coecella chinensis 津屋崎

192 オキナガイ科 オキナガイ Laternula anatina (Linnaeus,1758) 津屋崎

193 イタヤガイ科 ナデシコ Chlamys irregularis 津屋崎

194 ニッコウガイ科 ヒメシラトリ Macoma incongrua 津屋崎

195 フネガイ科 ベニエガイ Barbatia (Abarbaitia) lima (Reeve,1844) 津屋崎

196 ニッコウガイ科 カバザクラ Nitidotellina iridella 津屋崎

197 リュウキュウマスオガイ科 オチバガイ Psammotaea virescens 津屋崎

198 イガイ科 イガイ Mytilus coruscus 鐘崎

199 ザルガイ科 ザルガイ Vasticardium burchardi 津屋崎

200 フネガイ科 クイチガイサルボウ Anadara inaequivalvis 津屋崎

201 バカガイ科 オオトリガイ Lutraria maxima 津屋崎

202 イタヤガイ科 ニシキガイ Chlamys(Azumapecten)squamata 津屋崎

203 ニッコウガイ科 オオモモノハナガイ Macoma praetexta 津屋崎

204 バカガイ科 ワカミルガイ Mactra angulifera 津屋崎

205 ザルガイ科 トリガイ Fulvia mutica 福間

206 タマキガイ科 タマキガイ Glycymeris vestit 福間

207 キヌタアゲマキ科 キヌタアゲマキ Solecurtus divaricatus(Lischke,1869) 福間

208 マルスダレガイ科 アサリ Ruditapes philippinarum 福間

209 シオサザナミ科 ミヒカリマスオ Pesemmobia radiata 福間

210 タマガイ科 ツツミガイ（ツガイ） Sinum planulatum 福間
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211 ユキノカサガイ科 シボリガイモドキ Patelloida signata 小戸 1983.7.10

212 ユキノカサガイ科 キクコザラ Collisella langjordi 福間 1983.8.21

213 スカシガイ科 スカシガイ Macroschisma sinese 津屋崎 1982.8.14

214 ニシキウズガイ科 チグサガイ Cantharidus japonicus japonicus 津屋崎 1982.8.14

215 ニシキウズガイ科 カネコチグサ Kanekotrochus infuscatus 津屋崎 1983.3.20

216 ニシキウズガイ科 コマイチグサ Komaitrochus infuscatus 鐘崎 1983.3.27

217 ニシキウズガイ科 メクラガイ Diloma suavis 鐘崎 1983.5.8

218 リュウテンサザエ科 サンショウスガイ Neocollonia pilula 玄海 1983.5.8

219 ニシキウズガイ科 サンショウガイモドキ Euchelus lischkei 福間 1983.8.21

220 タマキビガイ科 アラレタマキビ Granulilittirina exigua 福間 1983.8.28

221 スカシガイ科 チドリガサガイ Montfortula oldhamiana 芥屋 1986.5.8

222 ユキノカサガイ科 シボリガイ Patelloida pygmaea signata 芥屋 1987.11.3

223 ユキノカサガイ科 ヒメコザラ Patelloida pygmaea pygmaea 津屋崎 1982.1.31

224 カワグチツボ科 カワグチツボ Fluviocingula nipponica 柳川 1974.10.10

225 タモトガイ科 カムロガイ Sundamitrella impolita 津屋崎 1982.1.31

226 タモトガイ科 シラゲガイ Mitrella lischkei 津屋崎 1982.8.14

227 タモトガイ科 マツムシガイ Pyrene testudinaria 津屋崎 1982.1.31

228 タモトガイ科 ボサツガイ Anachis misera misera 津屋崎 1983.3.20

229 オリイレヨフバイ科 クロスジムシロ Reticunassa fratercula 百道 1982.11.21

230 ムシロガイ科 アラムシロ Reticunassa festiba 津屋崎 1982.8.14

231 コロモガイ科 オリイレボラ Scalotia scalariformis 津屋崎 1981.9.6
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232 ムシロガイ科 キヌヨウバイ Telasco sufflatus 津屋崎 1981.9.6

233 オニノツノガイ科 エビガイ Colina macrostoma 津屋崎 1982.1.31

234 ハナゴウナ科 シロバリゴウナ Eulima maria 津屋崎 1982.1.2

235 オリイレヨフバイ科 キヌボラ Reticunassa japonica 津屋崎 1982.1.31

236 タケノコガイ科 シチクガイ Hastula strigilla 津屋崎 1982.1.31

237 タケノコガイ科 シラネタケ Hastulopsis melanacme 津屋崎 1981.9.6

238 アクキガイ科 ツクシカゴメ Ergalatay purpureus 福吉 1982.10.11

239 フトコロガイ科 フトコロガイ Euplica scripta 津屋崎 1982.1.31

240 ザクロガイ科 ザクロガイ Sulcerato callosa 福吉 1981.11.8

241 オリイレヨフバイ科 ヒメムシロ Ｒｅｔｉｃｕｎａｓｓａ　ｍｕｌｔｉｇｒａｓｏｓａ 西公園 1979.5.5

242 フトコロガイ科 カゴメヌカボラ Zafrona japonica 岐志 1982.1.11

243 ムシロガイ科 ヨウバイ Telasco sufflatus 和白 1983.4.3

244 タモトガイ科 ムギガイ Pyrene punctata 津屋崎 1983.8.14

245 マメウラシマガイ科 マメウラシマ Ringicula doliaris Gould 西公園 1979.5.5

246 ニシキウズガイ科 イボキサゴ Umbonium moniliferum 津屋崎 1982.1.31

247 マクラガイ科 ムシボタル Olivella fulgurata 西公園 1980.5.5

248 シラタマガイ科 シラタマ Trivirostra oryza 福間 1983.8.24

249 ヒメカタベガイ科 ヒメカタベ Liotina semiclathratula 津屋崎 1983.8.14

250 ニシキウズガイ科 コノボリガイ Monilea nuclea 福間 1983.8.28

251 オニノツノガイ科 ヒメカニモリ Proclava pfefferi 津屋崎 1982.1.2

252 ヒゲマキナワボラ科 サワラビ Trichotropis bicarinata 津屋崎 1981.9.6
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253 ハナゴウナ科 ヘソアキゴウナ Niso hizenensis 津屋崎 1982.1.31

254 イトカケガイ科 セキモリ Papyriscala yokoyamai 津屋崎 1981.8.14

255 イトカケガイ科 クレハガイ Papyriscala latifasciata 津屋崎 1979.2.11

256 イトカケガイ科 ネジガイ Gyroscala perplexa 津屋崎 1982.1.31

257 イトカケガイ科 ヒメネジガイ Spiniscala japonica 津屋崎 1981.9.6

258 イトカケガイ科 オダマキ Depressiscala aurita 津屋崎 1982.1.31

259 タマゴガイ科 カイコガイ Aloculastrum cylindricum 津屋崎 1982.1.31

260 タマゴガイ科 ブドウガイ Haloa japonica 小戸 1984.7.31

261 スイフガイ科 クダタマガイ Adamnestia japonica 津屋崎 1979.5.5

262 クダマキガイ科 モミジボラ Inquisitor jeffreysii(Smith,1875) 津屋崎 1983.3.20

263 トウガタガイ科 クチキレガイ Tiberia pulchella 津屋崎 1982.1.31

264 トウガタガイ科 チャイロクチキレ Colsyrnola brunnea 福吉 1982.10.11

265 タケノコガイ科 イボヒメトクサ Granuliterebra bathyraphe 西公園 1979.5.5

266 タケノコガイ科 イワカケトクサ Noditerebra evoluta 津屋崎 1982.8.14

267 クダマキガイ科 イボヒメシャジク Paradrillia inconstans 西公園 1980.5.5

268 クダマキガイ科 ホソヌノメシャジク Etremopa streptonotus 津屋崎 1982.1.31

269 ツノガイ科 マルツノガイ Fissidentalium vernedei 福間 1979.2.4

270 フタマイマイ科 ウミマイマイ Salinator takii Kuroda 柳川 1979.10.10

271 キリガイダマシ科 ヒメキリガイダマシ Haustator cingulata 芥屋 1987.11.3

272 マクラガイ科 ムシボタル Olivella fulgurata 芥屋 1987.11.3

273 オニノツノガイ科 コオロギ(ｺﾍﾞﾙﾄｶﾆﾓﾘ) Cerithium kobelti Dunker 寺山 1973.6.8
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274 タマガイ科 リスガイ Mammilla opaca 芥屋 1987.11.3

275 オオシイノミガイ科 コシイノミ Strigopupa strigosa 芥屋 1987.11.3

276 カワザンショウガイ科 クリイロカワザンショウ Angustassiminea castanea 釣川 1973.10.10

277 カワザンショウガイ科 カワザンショウガイ Assiminea japonica v.Martens 釣川 1973.4.3

278 オカミミガイ科 ハマシイノミ Melampus nuxcastaneus 今津 1983.4.24

279 サカマキガイ科 サカマキガイ Physa acuta Draparnaud 屋形原 1983.5.2

280 モノアラガイ科 モノアラガイ Radix japonica 平和台 1981.6.10

281 モノアラガイ科 ヒメモノアラガイ Austropeplea ollula 東花畑 1983.6.8

282 ヤマタニシ科 ヤマクルマ Sprirostoma japonicum 若杉山 1983.7.30

283 クビキレガイ科 キュウシュウクビキレ Truncatella pfeifferi 能古 1979.8.19

284 フネガイ科 マルミミエガイ Striarca tenebrica 津屋崎 1983.1.2

285 イガイ科 タマエガイ Musculus cupreus 寺山 1973.6.3

286 フネガイ科 チゴワシノハ Mimarcaria bisculpta 姫島 1982.8.19

287 フルイガイ科 シズクガイ Theora fragilis 柳川 1978.9.3

288 マルスダレガイ科 ヒメカノコアサリ Veremolpa micra 津屋崎 1982.8.14

289 チドリマスオガイ科 ハマチドリ Spondervilia bisculpta 津屋崎 1980.2.11

290 ヘノジガイ科 ヘノジガイ Curvemysella paula 津屋崎 1982.1.2

291 ニオガイ科 カモメガイモドキ Martesia striata 深江 1975.11.9

292 バカガイ科 チヨノハナガイ Raeta pulchellus 福吉 1980.2.17

293 ニッコウガイ科 ニクイロザクラ Semelangulus miyatensis 津屋崎 1981.9.6

294 イガイ科 イシマテ Lithophaga curta 鐘崎 1983.3.27
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295 イガイ科 クジャクガイ Septifer bilocularis 芥屋 1987.11.3

296 イガイ科 ヒバリガイモドキ Hormomya mutabilis 芥屋 1987.11.3

297 イガイ科 ホソスジヒバリ Modiolus philippinarum 芥屋 1987.11.3

298 イガイ科 ムラサキインコ Septifer virgatus 芥屋 1987.11.3

299 フネガイ科 マルミミエガイ Striarca tenebrica 芥屋 1987.11.3

300 フネガイ科 コシロガイ Acar plicatum 芥屋 1987.11.3

301 フナガタガイ科 フナガタガイ Trapezium bicarinatum 福吉 1977.6.5

302 ヌノメアカガイ科 ヌノメアカガイ Cucullaea labiata 福吉 1973.5.28

303 マルスダレガイ科 ヒメアサリ Ruditapes variegatus 芥屋 1987.11.3

304 マルスダレガイ科　 オキアサリ Gomphinasemicancellata (Phillipi,1843) 芥屋 1987.11.3

305 マルスダレガイ科 キタノフキアゲアサリ Gomphina neastartoides 志賀島 1989.6.18

306 フジノハナガイ科 キュウシュウナミノコ Chion kiusiuensis 津屋崎 1981.9.6

307 トマヤガイ科 ハタウネフミガイ Mebacardita coreensis 寺山 1973.6.3

308 トマヤガイ科 トマヤガイ Cardita leana 芥屋 1987.11.3

309 ミノガイ科 フクレユキミノ Limaria hakodatensis 芥屋 1987.11.3

310 ミノガイ科 ユキミノガイ Limaria basilanica 福吉 1980.10.10

311 キヌトマヤガイ科 キヌトマヤガイ Hiatella orientalis 芥屋 1987.11.3

312 リュウキュウマスオガイ科 オチバガイ Psammotaea virescens 柳川 1974.10.10

313 キヌタアゲマキガイ科 キヌタアゲマキ Solecurtus divaricatus divaricatus 志賀島 1989.6.18

314 フジツボ科 シロスジフジツボ Balanus albicostatus Pilsbry 芥屋 1987.11.3

315 クロフジツボ科 クロ(スジ)フジツボ Tetraclita squamosa japonica Pilsbry 岐志 1982.1.15
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316 フジツボ科 アカフジツボ Balarus roseus Pilsbry 岐志 1982.11.15

317 クロフジツボ科 ヨツカドヒラフジツボ Tetradetella daruwini 芥屋 1987.11.3

318 ウスヒザラガイ科 ウスヒザラ Ischnichiton comptus comptus 福吉 1977.6.5
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319 ミミガイ科 ミミガイ Haliotis asinisa 沖縄宮古

320 ミミガイ科 クロアワビ Haliotis (Nordotis) discus discus Reeve,186 津屋崎

321 ミミガイ科 マダカアワビ Haliotis madaka 津屋崎

322 ミミガイ科 トコブシ Haliotis diversicolor aquatilis 津屋崎

323 スカシガイ科 オトメガサ Scutus sinensis 鹿児島　奄美

324 スカシガイ科 オオツカテンガイ Diodora suprapunicea 芥屋

325 スカシガイ科 クズヤガイ Diodora sieboldii 芥屋

326 スカシガイ科 スカシガイ Macroschisma sinense 福間

327 ツタノハガイ科 ツタノハガイ Patella flexuosa 熊本　牛深

328 ツタノハガイ科 ヨメガカサガイ Cellana toreuma 芥屋

329 ツタノハガイ科 ベッコウガサガイ Cellana testudinaria 芥屋

330 ツタノハガイ科 マツバガイ Cellana nigrolineata 芥屋

331 ユキノカサガイ科 ヒメコザラガイ Patelloida pygmaea pygmaea 福吉

332 ユキノカサガイ科 コウダカアオガイ Notoacmea concinna concinna 福吉

333 ユキノカサガイ科 アオガイ Motoacmea schreckii 芥屋

334 ユキノカサガイ科 ウノアシガイ Patelloida saccharina 芥屋

335 ニシキウズガイ科 チグサガイ Cantharidus japonicus japonicus 芥屋

336 ニシキウズガイ科 ハナチグサガイ Cantharidus callichroa (Philippi,1849) 芥屋

337 ニシキウズガイ科 アシヤガイ Granata lyrata 福吉

338 ニシキウズガイ科 エビスガイ Calliostoma unicum 福吉

339 ニシキウズガイ科 ヒメクボガイ Omphalius nigerrimus(Gmelin,1791) 福吉
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340 ニシキウズガイ科 クボガイ Chlorostoma lischkei 福吉

341 ニシキウズガイ科 クマノコガイ Chlorostoma lischkei 福吉

342 ニシキウズガイ科 バテイラ Omphalius pfeifferi pfeifferi 今津

343 ニシキウズガイ科 ウズイチモンジガイ Trochus rota Dunker,1860 鹿児島　奄美

344 ニシキウズガイ科 ニシキウズガイ Trochus maculatus maculatus 沖縄

345 ニシキウズガイ科 ギンタカハマガイ Tectus pyramis 熊本　牛深

346 ニシキウズガイ科 ベニシリダカ Tectus conus 沖縄

347 ニシキウズガイ科 サンショウガイモドキ Euchelus lischkei 芥屋

348 ニシキウズガイ科 ナツモモガイ Clanculus margaritarius 芥屋

349 ニシキウズガイ科 ノボリガイ Monilea smithi 柳川

350 ニシキウズガイ科 クロヅケガイ Monodonata neritoides 志賀島

351 ニシキウズガイ科 イシダタミ Monodonta labio form confusa 福間

352 ニシキウズガイ科 キサゴ Umbonium costatum 福間

353 ニシキウズガイ科 イボキサゴ Umbonium moniliferum 福間

354 ニシキウズガイ科 ダンベイキサゴ Umbonium giganteum 熊本　牛深

355 フルヤガイ科 フルヤガイ Stomatia phymotis 芥屋

356 カタベガイ科 カタベガイ TAngaria neglecta Poppe & Goto,1993 沖縄　奄美

357 リュウテンサザエ科 ハリナガリンボウ Guildfordia yoka 熊本　牛深

358 リュウテンサザエ科 リンボウガイ Guildfordia triumphans(Philippi,1841) 熊本　牛深

359 リュウテンサザエ科 ヤコウガイ Turbo marmoratus 鹿児島　屋久島

360 リュウテンサザエ科 ハリサザエ Bolma modesa(Reeve,1843) 福吉
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361 リュウテンサザエ科 タツマキサザエ Turbo reevei 鹿児島　奄美

362 リュウテンサザエ科 サザエ Batillus cornutus 岐志

363 サラサバイ科 サラサバイ Phasianella soldio 芥屋

364 リュウテンサザエ科 サンショウスガイ Neocollonia pilula 福間

365 リュウテンサザエ科 ウラウズガイ Astralium haematragum 熊本　牛深

366 リュウテンサザエ科 スガイ Turbo cornatus coreensis 芥屋

367 リュウテンサザエ科 コシダカサザエ Marmarostoma stenogyrus 熊本　牛深

368 アマオブネガイ科 アマオブネガイ Nerita albicilla 鹿児島　奄美

369 アマオブネガイ科 アマガイ Nerita japonica 熊本　牛深

370 ヤマキサゴ科 ヤマキサゴ Waldemaria japonica japonica 鹿児島　奄美

371 ヤマタニシ科 ヤマタニシ Cyclophorus herklotsi 熊本　牛深

372 クビキレガイ科 キュウシュウクビキレ Truncatella pfeifferi 熊本　牛深

373 タニシ科 マルタニシ Cipangopaludina chinensis laeta (Martens) 屋形原

374 タニシ科 ヒメタニシ Sinotaia quadrata histrica(Gould) 芥屋

375 ナワニナ科 タケノコカワニナ Stenomelania loebbeckii 深江

376 カワニナ科 カワニナ Semisulcospina libertina (Gould) 福吉

377 タマキビガイ科 タマキビ Littorina (Littorina) brevicula (Philippi,1844) 福吉

378 タマキビガイ科 アラレタマキビ Nodilittorina radiata (Souleyet in Eydoux & Souleyet,1852) 福吉

379 タマキビガイ科 ウズラタマキビ Littoraria scabra 熊本　牛深

380 ミミズガイ科 ミミズガイ Siliquaria cumongii 福吉

381 ムカデガイ科 オオヘビガイ Serpulorbis imbricatus (Dunker,1860) 柳川
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382 ウミニナ科 カワアイ Cerithideopsilla djadjariensis 柳川

383 ウミニナ科 ヘナタリ Cerithidea cingulata (Gmelin,1791) 寺山

384 ウミニナ科 ウミニナ Batillaria multiformis 寺山

385 ウミニナ科 イボウミニナ Batillaria zonalis 芥屋

386 オニノツノガイ科 エビガイ Colina macrostoma 芥屋

387 オニノツノガイ科 カニモリガイ Proclava kochi 芥屋

388 カリバガサガイ科 アワブネガイ Bostorycapulus gravispinosus 岐志

389 カリバガサガイ科 ヒラフネガイ Ergaea walshi (Reeve,1819) 岐志

390 スズメガイ科 キクスズメ Hipponix conica (Schumacher,1817) 熊本　牛深

391 クマサカガイ科 キヌガサガイ Stellaria(Onustus)exutus(Reeve,1842) 熊本　牛深

392 クマサカガイ科 クマサカガイ Xenophora pallodula 鹿児島　奄美

393 ソデガイ科 マガキガイ Crassostrea gigas 寺山

394 ソデガイ科 シドロガイ Strombus (Doxander)japonicus 寺山

395 タマガイ科 リスガイ Mammilla opaca

396 タマガイ科 ネコガイ Eunaticina papilla(Gmelin,1791)

397 タマガイ科 フクロガイ Sinum javanicum

398 タマガイ科 ゴマフダマガイ Tectonatica tigriua 柳川

399 タマガイ科 ツメタガイ Glossaulax didyma 岐志

400 ソデガイ科 フドロガイ Strombus (Dolomena)marginatus 岐志

401 ザクロガイ科 ザクロガイ Sulcerato callosa 芥屋

402 タカラガイ科 メダカラガイ Cypraea (Purpuradusta) gracilis Gaskoin,1848 芥屋
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403 タカラガイ科 クチグロキヌタ Adusta onyx 岐志

404 タカラガイ科 ハナビラダカラ Cypraea (Erosaria) annulis Linnaeus,1758 沖縄

405 タカラガイ科 ヤクシマダカラ Arabica arabica 沖縄

406 タカラガイ科 ハナマルユキガイ Cypraea (Erosaria) caputserpentis caputserpentis Linneaus,1758 沖縄

407 トウカムリガイ科 ヒナヅルガイ Casmaria erinacea

408 トウカムリガイ科 ウラシマガイ Semicassis bisulcata persimilis Kira,1959

409 トウカムリガイ科 カンコガイ Phalium glaucum

410 トウカムリガイ科 タマウラシマ Semicassis bisulcata pila(Reeve,1848)

411 フジツガイ科 アヤボラ Fusitriton oregonensis 北海道

412 フジツガイ科 カコボラ Cymatium(Monoplex) parthenopeum (Salis Marschlins,1793)

413 フジツガイ科 ホラガイ Charonia tritonis

414 フジツガイ科 ホウシュウボラ Charonia lampas sauliae (Reeve,1844)

415 フジツガイ科 マツカワガイ Biplex perca Perry ,1811 熊本　牛深

416 オキニシ科 ミヤコボラ Bufonaria rana(Linnaeus,1758) 柳川

417 ヤツシロガイ科 ミヤシロガイ Tonna sulcosa (Born.1778) 熊本　牛深

418 ヤツシロガイ科 ヤツシロガイ Tonna luteostoma 熊本　牛深

419 ヤツシロガイ科 ウズラガイ Astralium haematragum 鹿児島　奄美

420 ヤツシロガイ科 イワカワトキワ Malea pomum 鹿児島　奄美

421 ヤツシロガイ科 スクミウズラガイ Tonna cepa 沖縄

422 アクキガイ科 オニサザエ Chicoreus asianus 岐志

423 アクキガイ科 アカニシ Rapana venosa (Valenciennes,1846) 柳川
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424 ビワガイ科 ビワガイ Ficus gracilis (Sowerby,1892) 岐志

425 アクキガイ科 イボニシ Thais clavigena 岐志

426 アクキガイ科 レイシガイ Thais bronni 岐志

427 アクキガイ科 イセヨウラク Pteropurpura adunca 寺山

428 タモトガイ科 ムシエビガイ Pyrene flava 寺山

429 タモトガイ科 マツムシガイ Pyrene testudinaria 熊本　牛深

430 タモトガイ科 ボサツガイ Anachis misera misera 芥屋

431 タモトガイ科 ムギガイ Mitrella bicincta 芥屋

432 タモトガイ科 フトコロガイ Euplica scripta 芥屋

433 オリイレヨフバイ科 ヒメムシロガイ Reticunassa multigranosa 芥屋

434 オリイレヨフバイ科 キヌボラ Reticunassa japonica 芥屋

435 オリイレヨフバイ科 ムシロガイ Niotha livescens 芥屋

436 オリイレヨフバイ科 アラレガイ Niotha variegata(A.Adams,1852) 芥屋

437 エゾバイ科 エッチュウバイ Buccinum striatissimum Sowerby,1899 北海道

438 エゾバイ科 エゾボラ Neptunea polycostata 北海道

439 エゾバイ科 エゾボラモドキ Neptunea intersculpta 北海道

440 エゾバイ科 シライトマキバイ Buccinum isaotakii 北海道

441 アクキガイ科 ヒメヨウラク Ergalatax contractus 寺山

442 エゾバイ科 オガイ Cantharus cecillei 岐志

443 エゾバイ科 イソニナ Japeuthria ferrea 岐志

444 エゾバイ科 ミクリガイ Siphonalia cassidariaeformis 柳川
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445 エゾバイ科 ミガキボラ Kelletia lischkei 柳川

446 エゾバイ科 バイ Balylonia japonica(Reeve,1842) 岐志

447 イトマキボラ科 コナガニシ Fusinus perplexus ferrugineus 福吉

448 イトマキボラ科 ナガニシ Fusinus perplexus 福吉

449 イトグルマガイ科 イトグルマガイ Columbarium pagoda 熊本　牛深

450 テングニシ科 テングニシ Hemifusus tuba 岐志

451 ヒタチオビ科 イトマキヒタチオビ Fulgoraria fuqestris hammillei 熊本　牛深

452 マクラガイ科 ムシボタル Olivella fulgurata

453 マクラガイ科 ホタルガイ Olivella japonica

454 マクラガイ科 リュウグウボタル Baryspira rubiginosa albocallosa 鹿児島　奄美

455 マクラガイ科 マクラガイ Oliva mustelina Lamarck,1811 岐志

456 フデガイ科 ヤタテガイ Strigatella scutula(Dmelin,1791) 鹿児島　奄美

457 コロモガイ科 コロモガイ Cancellaria(Sydaphera)spengleriana Deshayes,1830 沖縄

458 コロモガイ科 トカシオリイレボラ Habesolatia nodulifera 熊本　牛深

459 イモガイ科 マダライモ Virroconus ebraeus 鹿児島　奄美

460 イモガイ科 ベッコウイモ Chelyconus flmen fulmen 沖縄

461 クダマキガイ科 ホンカリガネガイ Unedogemmula unedo 沖縄

462 タケノコガイ科 トクサガイ Brevimyurella japonica 鹿児島　奄美

463 クルマガイ科 クルマガイ Architectonica trochlearis 鹿児島　奄美

464 ナツメガイ科 ナツメガイ Bulla vernicosa 沖縄

465 カイコガイ科 カイコガイ Aliculastrum cylindricum 芥屋
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466 トウガタガイ科 クチキレガイ Tiberia pulchella 芥屋

467 オカミミガイ科 オカミミガイ Ellobium chinense reiniana 柳川

468 コウダカカラマツ科 コウダカカラマツ Siphonaria laciniosa 芥屋

469 コウダカカラマツ科 カラマツガイ Siphonaria japonica 芥屋

470 モノアラガイ科 ヒメモノアラガイ Austropeplea ollula 寺山

471 キセルガイ科 ナミコギセルガイ Euphaedusa tau

472 オナジマイマイ科 ウスカワマイマイ Acusta despecta siedoldiana

473 オナジマイマイ科 ツクシマイマイ Euhadra herklotsi 前原

474 フネガイ科 カリガネエガイ Barbatia (Abarbaitia) lima (Reeve,1844) 寺山

475 フネガイ科 ワシノハガイ Arca navicularis 寺山

476 フネガイ科 ハイガイ Tegillarca granosa (Linnaeus,1758) 柳川

477 フネガイ科 クイチガイサルボウ Scapharca inaequivalvis 岐志

478 フネガイ科 クマサルボウ Scapharca globosa ursus 柳川

479 フネガイ科 サルボウガイ Scapharca kagoshimensis 柳川

480 タマキガイ科 タマキガイ Glycymeris vestit 福間

481 イガイ科 ホトトギスガイ Musculista senhousia 寺山

482 イガイ科 ヒバリガイ Modiolus nipponicus 寺山

483 イガイ科 クジャクガイ Septifer bilocularis 福間

484 イガイ科 ムラサキインコガイ Septifer virgatus 福間

485 イガイ科 ムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis 寺山

486 ウグイスガイ科 アコヤガイ Pinctada martensii 岐志
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487 ハボウキガイ科 タイラギ Atrina (Servatrina) pectinata (Linnaeus,1767) 柳川

488 ハボウキガイ科 ハボウキガイ Pinna bicolor Gmelin,1791 寺山

489 イタヤガイ科 イタヤガイ Patinopecten albicans 岐志

490 イタヤガイ科 アズマニシキ Chlamys farreri japponensis 寺山

491 イタヤガイ科 ヒオウギガイ Mimachlamys nobilis 岐志

492 ツキヒガイ科 ツキヒガイ Amusium japonicum japonicum 岐志

493 ネズミノテガイ科 ネズミノテガイ Plicatula simpkex 福間

494 ネズミノテガイ科 ナデシコガイ Chlamys irregularis 福間

495 ネズミノテガイ科 ニシキガイ Chlamys(Azumapecten)squamata 福間

496 ネズミノテガイ科 ナミマガシワ Anomia chinensis 寺山

497 イボタガキ科 マガキガイ Crassostrea gigas 岐志

498 イシガイ科 トンガリササノハガイ 柳川

499 イシガイ科 ドブガイ Anodonta woodiana(Lea)

500 イシガイ科 イシガイ Unio douglasiae nipponensis Martens 福間

501 シジミガイ科 ヤマトシジミ Corbicula japonica 柳川

502 シジミガイ科 マシジミ Corbicula leana Prime 福間

503 モシオガイ科 スダレモシオ Nippoonocrassatella nana 岐志

504 トマヤガイ科 トマヤガイ Cardita leana 寺山

505 トマヤガイ科 フミガイ Megacardita ferruginosa

506 トマヤガイ科 ハタウネフミガイ Megacardita coree 岐志

507 トマヤガイ科 ウネナシトマヤ Trapezium liratum 寺山
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508 ツキガイ科 ウメノハナガイ Pillucina pisidium 芥屋

509 ツキガイ科 イセシラガイ Anodontia stearnsiana 岐志

510 キクザルガイ科 キクザルガイ Chama japoni 岐志

511 キクザルガイ科 サルノカシラ Pseudochama re 芥屋

512 ザルガイ科 ザルガイ Vasticardium burchardi 和白

513 ザルガイ科 トリガイ Fulvia mutica 寺山

514 マルスダレガイ科 アサリガイ Ruditapes philippinarum 寺山

515 マルスダレガイ科 ヒメアサリ Ruditapes variegatus 寺山

516 マルスダレガイ科 コタマガイ Gomphina melanegis 岐志

517 マルスダレガイ科 オキアサリ Gomphinasemicancellata (Phillipi,1843) 岐志

518 マルスダレガイ科 カガミガイ Phacosoma japonicum 寺山

519 マルスダレガイ科 ハマグリ Meretrix lusoria 寺山

520 マルスダレガイ科 ウチムラサキ Saxidomus purpurata 能古

521 マルスダレガイ科 シラオガイ Cice (Cice) scripta (Linnaeus,1758) 寺山

522 マルスダレガイ科 オニアサリ Protothaca jedoensis 寺山

523 マルスダレガイ科 サツマアサリ Antigona lamellaris 福間

524 イワホリガイ科 シオツガイ Petricolirus aequistriatus 和白

525 イワホリガイ科 セミアサリ Claudiconcha japonica 新宮

526 チドリマスオガイ科 クチバガイ Coecella chinensis 岐志

527 バカガイ科 バカガイ Mactra chinensis 和白

528 バカガイ科 ヒラカモジガイ Lutraria sieboldii 和白
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529 バカガイ科 シオフキガイ Mactra veneriformis 岐志

530 ナミノコガイ科 ナミノコガイ Latona cuneata 福間

531 リュウキュウマスオガイ科 オチガバイ Psammotaea virescens 福間

532 リュウキュウマスオガイ科 イソシジミガイ Nattallia japonica 能古

533 キヌタアゲマキガイ科 キヌタアゲマキガイ Solecurtus divaricatus(Lischke,1869) 芥屋

534 フルイガイ科 フルイガイ Semele cordiformis 寺山

535 ニッコウガイ科 カバザクラガイ Nitidotellina iridella 熊本　牛深

536 ニッコウガイ科 ベニガイ Pharaonella sieboldii 福間

537 ニッコウガイ科 オオモモノハナガイ Macoma praetexta 唐津

538 ニッコウガイ科 シラトリガイモドキ Heteromacoma irus 和白

539 ナタマメガイ科 アゲマキガイ Sinonovacula constricta 柳川

540 ユキノアシタガイ科 ミゾガイ Ｓｉｌｉｑｕａ　ｐｕｌｃｈｅｌｌａ 福間

541 ユキノアシタガイ科 タカノハガイ Ensiculus cultellus 福間

542 マテガイ科 マテガイ Solen strictus 柳川

543 オオノガイ科 オオノガイ Mya(Arenomya)arenaria oonogai 和白

544 クチベニガイ科 クチベニガイ Ｓｌｉｄｉｃｏｒｂｕｌａ　ｅｒｙｔｈｒｏｄｏｎ 唐津

545 ツノガイ科 ツノガイ Ａｎｔａｌｉｓ　ｗｅｉｎｋａｕｆｆｉ 福間

546 クサズリヒザラガイ科 ヒザラガイ Acanthopleura japonica 芥屋

547 アオイガイ科 アオイガイ Argonauta argo 芥屋

548 イシガイ科 イケチョウガイ Hyriopsis schlegeli 岐志

549 フネガイ科 コベルトフネガイ Arca boucardi Jousseaume 岐志
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550 フネガイ科 ビョウブガイ Trisidos kiyonoi 寺山

551 バカガイ科 オオトリガイ Lutraria maxima 和白

552 ニオガイ科 カモメガイ Penitella kamakurensis (Yokohama,1922) 和白

553 マルスダレガイ科 ウスハマグリ Pitarjaponicum 寺山

554 イタヤガイ科 キンチャク Decatopecten striatus 寺山

555 ニッコウガイ科 イチョウシラトリ Arcopagia capsoides 岐志

556 ヌノメアカガイ科 ヌノメアカガイ Cucullaea labiata 鹿児島　奄美

557 マルスダレガイ科 マツヤマワスレ Callista chinensis(Holten,1803) 熊本　牛深

558 リュウテンサザエ科 ヤコウガイ Turbo marmoratus 屋久島

559 マルスダレガイ科 サツマアカガイ Paphia amabilis(Philippi,1847) 和白

560 バカガイ科 ミルクイガイ Tresus keenae Kuroda & Habe in Habe & Ito,1965
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561 アオイガイ科 アオイガイ Argonauta argo フィリピン　セブ

562 アカネヨウラク フィリピン　セブ

563 アクキガイ科 アクキガイ Murex troscheli Lischke フィリピン　セブ

564 アマオブネガイ科 アマオブネガイ Nerita albicilla フィリピン　セブ

565 アマガイモドキ科 アマガイモドキ Neritaopsis radula フィリピン　セブ

566 アラスジイナミ フィリピン　セブ

567 アラボリクダマキ フィリピン　セブ

568 フデガイ科 アラレオトメフデ Pusia cancellarioides フィリピン　セブ

569 オニノツノガイ科 アラレカニモリ Clypeomorus petrosus フィリピン　セブ

570 アラレバイ フィリピン　セブ

571 イモガイ科 アンボンクロザメ Lithoconus litteratus フィリピン　セブ

572 フジツガイ科 イササボラ Apollon(Gyrineum) pusilla (Broderip) フィリピン　セブ

573 イシガイ科 イシガイ Unio douglasiae nipponensis Martens フィリピン　セブ

574 イチジクガイ科 イシバシビワガイ Ficus filosa(Sowerby) フィリピン　セブ

575 チドリマスオガイ科 イソハマグリ Atactodea striata(Gmelin) フィリピン　セブ

576 イモガイ科 イボシマイモ Virgiconus lividus(Hwass) フィリピン　セブ

577 スイショウガイ科 イボソデガイ Lentigo lentiginosus フィリピン　セブ

578 イボボラ科 イボボラ VDistorsio reticularis (Linnaeus,1758) フィリピン　セブ

579 フデガイ科 イモフデ Pterygia dactylus Linnaeus フィリピン　セブ

580 オキニシ科 イワカワウネボラ Colubrellina granularis フィリピン　セブ

581 タカラガイ科 ウキダカラ Evenaria asellus フィリピン　セブ
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582 ウグイスガイ科 ウグイスガイ Pteria(Austropteria) brevialata(Dunker) フィリピン　セブ

583 ニシキウズガイ科 ウズイチモンジガイ Trochus rota Dunker,1860 フィリピン　セブ

584 ウスオビフデ フィリピン　セブ

585 スイショウガイ科 ウストンボ Terebellum terebellum delicatum Kuroda et Kawamoto フィリピン　セブ

586 ヤツシロガイ科 ウズラガイ Tonna perdix フィリピン　セブ

587 タマキビガイ科 ウズラタマキビ Littoraria scabra フィリピン　セブ

588 フジツガイ科 ウネボラ Gyrineum natator フィリピン　セブ

589 ウミニナカニモリ フィリピン　セブ

590 ツキガイ科 ウメノハナガイ Pillucina pisidium フィリピン　セブ

591 ウラウズカニモリガイ科 ウラウズカニモリ Orectospira tectiformis フィリピン　セブ

592 オウムガイ科 オウムガイ Nautilus pompilius Linnaeus フィリピン　セブ

593 オオアリソガイ フィリピン　セブ

594 リュウテンガイ科 オオウラウズ Astralium(Distellifer)rhodostoma(Lamarck) フィリピン　セブ

595 フデガイ科 オオシマヤタテ Strigatella retusa(LAMARCK) フィリピン　セブ

596 マクラガイ科 オオジュウドウマクラ Oliva sericea フィリピン　セブ

597 オオハナグモリ フィリピン　セブ

598 ビワガイ科 オオビワガイ Ficus gracilis Sowerby フィリピン　セブ

599 ツタノハガイ科 オオベッコウガサ Cellana testudinaria フィリピン　セブ

600 フジツガイ科 オオマガリイボボラ Distorsio (Rhysem) hebei Kenis フィリピン　セブ

601 フデガイ科 オオミノムシ Vexillum plicarium(LINNE) フィリピン　セブ

602 オオワシノハ フィリピン　セブ
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603 オキナサワラガンゼキボラ フィリピン　セブ

604 オキナワツブリボラ フィリピン　セブ

605 オキニシ科 オキニシ Buesa bufonia dunkeri Kira フィリピン　セブ

606 イモガイ科 オトメイモ Virgiconus virgo(Kinnaeus) フィリピン　セブ

607 オナガカニモリ フィリピン　セブ

608 アクキガイ科 オニカゴメ Lataxiena fimbriata(Hinds) フィリピン　セブ

609 オニホネガイノシメガンゼキボラ フィリピン　セブ

610 スイショウガイ科 オハグロガイ Ｃａｎａｒｉｕｍ　ｕｒｃｅｕｓ フィリピン　セブ

611 オルビニイモ フィリピン　セブ

612 カイコガイ科 カイコガイ Aliculastrum cylindricum フィリピン　セブ

613 ハボウキガイ科 カゲロウガイ Streptopinna saccata フィリピン　セブ

614 フジツガイ科 カコボラ Monoplex scho フィリピン　セブ

615 トウカムリガイ科 カズラガイ Cassis cornuta フィリピン　セブ

616 カスリミカンレイシ フィリピン　セブ

617 カタベガイ科 カタベガイ Ａｎｆａｒｉａ　ａｔｒａｔａ フィリピン　セブ

618 カドバリイボボラ フィリピン　セブ

619 オニノツノガイ科 カニモリガイ Proclava kochi フィリピン　セブ

620 マルスダレガイ科 カノコアサリ Glycydonta marica japonica フィリピン　セブ

621 フジツガイ科 カノコイボボラ Distorsio (Rhysema) decipiens (REEVE) フィリピン　セブ

622 タカラガイ科 カノコダカラ Cribraria cribraria orientalis フィリピン　セブ

623 フデガイ科 カノコミノムシ Vexillum (Pulchritima) sanguisuga フィリピン　セブ
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624 ウミウサギ科 カバホシダカラ Palamadusta lutea (GMELIN) フィリピン　セブ

625 イモガイ科 カバミナシ Rhizoconus vexillum フィリピン　セブ

626 クダマキガイ科 カマクライグチ Turricula kamakurana フィリピン　セブ

627 リュウテンガイ科 カミナリサザエ Galeoastraea (Harisazaea) girgullus フィリピン　セブ

628 タカラガイ科 カモンダカラ Erosaria helvola フィリピン　セブ

629 ウミニナ科 カヤノミカニモリ Clypeomorus humilis フィリピン　セブ

630 フデガイ科 カラフデ Tiara morchii フィリピン　セブ

631 カワムラスジボラ フィリピン　セブ

632 ザルガイ科 カワラガイ Fragum unedo フィリピン　セブ

633 ガンゼキバショウ フィリピン　セブ

634 アクキガイ科 ガンゼキボラ Chicoreus (Triplex) brunneus フィリピン　セブ

635 タカラガイ科 キイロダカラ Monetaria moneta rhomboides フィリピン　セブ

636 キクチホラダマシ フィリピン　セブ

637 キジビキイモ フィリピン　セブ

638 イモガイ科 キヌカツギイモ Virgiconus flavidus (LAMARCK) フィリピン　セブ

639 ウミウサギ科 キヌヅツミ Volva (Phenacovolva) Philippinarum フィリピン　セブ

640 キバウミニナ フィリピン　セブ

641 キバタケノコガイ フィリピン　セブ

642 リュウテン科 キングチサザエ Turbo (Marmarostoma) chrysostomus フィリピン　セブ

643 ニシキウズガイ科 ギンタカハマガイ Tectus pyramis フィリピン　セブ

644 キントキイモ フィリピン　セブ
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645 キントキバショウ フィリピン　セブ

646 アマオブネガイ科 クサイロカノコ Neritella rangiana (RECLUZ) フィリピン　セブ

647 タカラガイ科 クチグロキヌタ Adusta onyx フィリピン　セブ

648 タマガイ科 クチグロタマ Natica fasciata フィリピン　セブ

649 フデガイ科 クチベニアラフデ Scabricola papilio (LINK) フィリピン　セブ

650 イトマキボラ科 クチベニツノガタモドキ Peristernia incarnata フィリピン　セブ

651 エゾバイ科 クチベニホラダマシ Engina purchra フィリピン　セブ

652 カブラガイ科 クチムラサキサンゴヤドリ Coralliobia violacea フィリピン　セブ

653 タカラガイ科 クチムラサキダカラ Ponda Carneola フィリピン　セブ

654 クツツイモ フィリピン　セブ

655 クマサカガイ科 クマサカガイ Xenopjora pallidula フィリピン　セブ

656 フデガイ科 クリフミノムシ Vexillum vulpeculum フィリピン　セブ

657 キリガイダマシ科 クルマガイ Architectonica trochlearis フィリピン　セブ

658 イモガイ科 クロザメモドキ Lithoconus eburneus フィリピン　セブ

659 クロスジグルマ フィリピン　セブ

660 クロタイラギ フィリピン　セブ

661 クロフマクラ フィリピン　セブ

662 イモガイ科 クロミナシ Conus bandanus フィリピン　セブ

663 オニノツノガイ科 クワノミカニモリ Clypeomorus chemnitzianus (PILSBRY) フィリピン　セブ

664 アクキガイ科 コアクキガイ Murex trapa フィリピン　セブ

665 カラマツガイ科 コウダカカラマツ Siphonaria laciniosa フィリピン　セブ
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666 トウカムリガイ科 コエボシ Morum (Pulchroniscia) macandrewi フィリピン　セブ

667 オニノツノガイ科 コオニノツノガイ Cerithium co;umnum SOWERBY フィリピン　セブ

668 コガタイボボラ フィリピン　セブ

669 タケノコカニモリ科 コゲツノブエ Clypeomorus coralium (KIENER) フィリピン　セブ

670 フデガイ科 コゲフデガイ Chysame eremitarum フィリピン　セブ

671 クルマガイ科 コシダカナワメグルマ Heliacus variegatus (GMELIN) フィリピン　セブ

672 アクキガイ科 コセンジュガイ Chicoreus aculeatus (LAMARCK) フィリピン　セブ

673 コテングガイ フィリピン　セブ

674 タマガイ科 コハクダマ Natica stellatus (HEDLEY) フィリピン　セブ

675 イモガイ科 ゴマフイモ Puncticulis pulicarius (HWASS) フィリピン　セブ

676 ゴマフニナ フィリピン　セブ

677 アクキガイ科 ゴマフヌカボラ Maculotriton serrialis longus PILSBRY et VANATTA フィリピン　セブ

678 イモガイ科 コモンイモ Puncticulis arenatus (HWASS) フィリピン　セブ

679 タカラガイ科 コモンダカラ Erosaria erosa (LINNE) フィリピン　セブ

680 ショクコウラ科 コンゴウボラ Merica laticosta フィリピン　セブ

681 アマガイモドキ科 コンペイトウガイ Echininus cumingii luchuanus (PILSBRY) フィリピン　セブ

682 アクキガイ科 サツマツブリ Murex (Haustellum) haustellum LINNE フィリピン　セブ

683 マクラガイ科 サツマナビ Oliva (Neocylindrus) annulata amethystina フィリピン　セブ

684 サツマボラ フィリピン　セブ

685 イモガイ科 サヤガタイモ Virroconus fulgetrum (SOWERBY) フィリピン　セブ

686 リュウテン科 サラサバイ Phasianella modesta (GOULD) フィリピン　セブ
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687 イモガイ科 サラサミナシ Rhizoconus capitaneus (LINNE) フィリピン　セブ

688 フジツガイ科 シオボラ Gutturnium muricinum フィリピン　セブ

689 シオヤナミノコ フィリピン　セブ

690 シナチクモドキ フィリピン　セブ

691 フジツガイ科 シノマキガイ Septa pileare フィリピン　セブ

692 フジツガイ科 シマアラレボラ Apollon gyrinus (LINNE) フィリピン　セブ

693 フジツガイ科 シマイボボラ Distorsio anus (LINNE) フィリピン　セブ

694 シマオトメフデ フィリピン　セブ

695 シャコガイ科 シャゴウ Hippopus hippopus (LINNE) フィリピン　セブ

696 ジュウドウマクラ フィリピン　セブ

697 イモガイ科 ジュズカケサヤガタイモ Virroconus coronatus (GMELIN) フィリピン　セブ

698 ジュズカケヌノメ フィリピン　セブ

699 フジツガイ科 ジュセイラ Septa hepatica フィリピン　セブ

700 ウミギクガイ科 ショウジョウガイ Spondylus regius フィリピン　セブ

701 ショクコウラ科 ショクコウラ Harpa major フィリピン　セブ

702 アクキガイ科 シラクモ Purpura (Mancinella) armigera (LINK) フィリピン　セブ

703 シロガンゼキボラ フィリピン　セブ

704 シロスジシズクニナ フィリピン　セブ

705 イモガイ科 シロマダライモ Hermes nussatella (LINNE) フィリピン　セブ

706 アクキガイ科 シロレイシ Purpura (Mancinella) siro (KURODA) フィリピン　セブ

707 シワクチナルトボラ フィリピン　セブ
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708 スイショウガイ科 スイジガイ Lambis (Harpago) chiragra (LINNE) フィリピン　セブ

709 スイショウガイ科 スイショウガイ Laevistrombus canarium (LINNE) forma isabella (LAMARCHK) フィリピン　セブ

710 ヤツシロガイ科 スジウズラ Tonna olearium (LINNE) フィリピン　セブ

711 スソベニマクラ フィリピン　セブ

712 アクキガイ科 センジュガイ Chicoreus (TripleX) rosarius (PERRY) フィリピン　セブ

713 センニンガイ フィリピン　セブ

714 ソデボラ フィリピン　セブ

715 オオシラスナガイ科 ソメワケグリ Glycymeris (Veletuceta) reevei (MAYYER) フィリピン　セブ

716 ニッコウガイ科 ダイミョウガイ Pharaonella perna (SPENGLER) フィリピン　セブ

717 エゾバイ科 タイワンアラレバイ Hindsia sinensis (SOWERBY) フィリピン　セブ

718 フデガイ科 タイワンミノムシ Vexillum formosense (SOWERBY) フィリピン　セブ

719 マクラガイ科 タカサゴビナ oliva (Neocylindrus) annulata intricata フィリピン　セブ

720 イモガイ科 タガヤサンミナシ Darioconus textile フィリピン　セブ

721 オニノツノガイ科 タケノコカニモリ Rhinoclavis rertagus フィリピン　セブ

722 クダマキガイ科 タケノコシャジク Brachystoma flavidvla フィリピン　セブ

723 カメガイ科 タツナミガイ Dolabella auricularia フィリピン　セブ

724 カメガイ科 タマゴガイ Atys naucm フィリピン　セブ

725 タモトガイ科 タモトガイ Pyrene punctata フィリピン　セブ

726 タカラガイ科 タルダカラ Talparia talpa フィリピン　セブ

727 ニシキウズガイ科 ダルマサラサバイ Tectus(Rochia)niloticus maxinws フィリピン　セブ

728 イタヤガイ科 チサラガイ Gloripallivm pallivm フィリピン　セブ
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729 チダシアマガイ フィリピン　セブ

730 アクキガイ科 ヒラセヒメバショウ（ﾁﾁﾞﾐﾊﾞｼｮｳ） Naquetia trigonulus フィリピン　セブ

731 チュウカイモ フィリピン　セブ

732 ウミウサギ科 チリメンダカラ Pustularia (Ipsa) childreni samuurai SCHILDER フィリピン　セブ

733 カブラツキガイ科 ツキガイ Codakia tigerina フィリピン　セブ

734 カブラツキガイ科 ツキガイモドキ Lucinoma annulatte フィリピン　セブ

735 ツゲイモ フィリピン　セブ

736 イトマキボラ科 ツノマタナガニシ Fusinus nigrirostratus フィリピン　セブ

737 ウグイスガイ科 ツバメガイ Pteria (Austropteria) Cypsellus フィリピン　セブ

738 フジツガイ科 ツブリボラ Ranularia gutturnium フィリピン　セブ

739 アクキガイ科 テングガイ Chicoreus ramosus フィリピン　セブ

740 トウカムリガイ科 トウカムリ Cassis cornuta フィリピン　セブ

741 トウコウロギ フィリピン　セブ

742 トゲツノマタモドキ フィリピン　セブ

743 トゲナガショウジョウカズラ フィリピン　セブ

744 トサツブリボラ フィリピン　セブ

745 タマガイ科 トミガイ Polinices pyriformis フィリピン　セブ

746 カブラガイ科 トヨツガイ Coralliophila pyritormis KIRA フィリピン　セブ

747 クダマキガイ科 トンボガイ Terebellum terebellum フィリピン　セブ

748 イトマキボラ科 ナガサキニシキニナ Latirus (Latirulus) nagasakiensis SMITH フィリピン　セブ

749 ナガスジカケボラ フィリピン　セブ



少年科学文化会館の什器・備品等リスト（貝類標本）

番号 科名 和名 学名 採集場所 採集年月日
継続使用
の指定

750 ナガスズカケボラ フィリピン　セブ

751 ナガベッコウイモ フィリピン　セブ

752 フデガイ科 ナガミノムシ Vexillum ornatum coccineum フィリピン　セブ

753 ナタマメガイ フィリピン　セブ

754 タカラガイ科 ナツメモドキ Erronea erronea フィリピン　セブ

755 ニシキウズガイ科 ニシキウズ Trochus maculatus LINNE フィリピン　セブ

756 ニシキオウギ フィリピン　セブ

757 イトマキボラ科 ニシキニナ Latirus craticuslatus フィリピン　セブ

758 ニセイボシマイモ フィリピン　セブ

759 ニッコウガイ科 ニッコウガイ Tellinella virgata フィリピン　セブ

760 ニメトクサバイ フィリピン　セブ

761 マルスダレガイ科 ヌノメガイ Periglypta pverpera フィリピン　セブ

762 タマガイ科 ネコガイ Eunaticina papilla(Gmelin,1791) フィリピン　セブ

763 エゾバイ科 ノシガイ Pusiostoma mendicaria フィリピン　セブ

764 ノシメアラボリクダマキ フィリピン　セブ

765 サンゴヤドリガイ科 ノミニナ Zafra pumila フィリピン　セブ

766 ハートガイ フィリピン　セブ

767 イモガイ科 ハイイロミナシ Rhizoconus rattus フィリピン　セブ

768 ハグルマウラウズ フィリピン　セブ

769 ハシグロツノマタ フィリピン　セブ

770 ハシクロニシキニナ フィリピン　セブ
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771 スイショウガイ科 ハシナガソデ Tibia fusus フィリピン　セブ

772 オニノツノガイ科 ハシナガツノブエ Ischnocerithium rostratum フィリピン　セブ

773 アクキガイ科 バショウガイ Pterynotus pinnatus フィリピン　セブ

774 タカラガイ科 ハチジョウダカラ Peribolus mauritiana calxequina フィリピン　セブ

775 ハデノシガイ フィリピン　セブ

776 タカラガイ科 ハナビラダカラ Monetaria annudud harmandiana フィリピン　セブ

777 ハナヤカカンス フィリピン　セブ

778 アクキガイ科 ハナワレイシ Nassa francolinus フィリピン　セブ

779 ハボウキガイ科 ハボウキ Pinna (Cyrtopinna) attenuata Rceve フィリピン　セブ

780 フデガイ科 ハマヅトガイ Arenimitra exasperatum フィリピン　セブ

781 タカラガイ科 ハラダカラ Leporicypraea mappa フィリピン　セブ

782 バラフイモ フィリピン　セブ

783 リュウテン科 ハリナガリンボウ Guidfordia yoka フィリピン　セブ

784 イモガイ科 ハルシャガイ Lithoconuts tessulatus フィリピン　セブ

785 バンザイラ フィリピン　セブ

786 ウミウサギ科 ヒガイ Volva volva habei OYAMA フィリピン　セブ

787 カブラガイ科 ヒトハサンゴヤドリ Coralliobia (Quoyula) monodonta フィリピン　セブ

788 トウカムリガイ科 ヒナヅルガイ Casmaria erinacea フィリピン　セブ

789 マクラガイ科 ヒナマクラ Oliva　（Galeola）　carneola (Gmelin) フィリピン　セブ

790 イトマキボラ科 ヒメイトマキボラ Pleuroploca trapezium audouini フィリピン　セブ

791 カブラガイ科 ヒメカセン Latiaxis pagodus フィリピン　セブ
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792 アマオブネガイ科 ヒメカノコ Pictoneritina oualaniensis フィリピン　セブ

793 キリガイダマシ科 ヒメキリガイダマシ Kurosioia tascialis フィリピン　セブ

794 スイショウガイ科 ヒメゴホウラ Tricornis sinuatus フィリピン　セブ

795 マクラガイ科 ヒメショクコウラ Harpa amouretta フィリピン　セブ

796 ニッコウガイ科 ヒメニッコウ Tellinella staurella フィリピン　セブ

797 アクキガイ科 ヒメホネガイ Murex sobrinus フィリピン　セブ

798 オニノツノガイ科 ヒメムシロカニモリ Semivertagus maillardi フィリピン　セブ

799 アクキガイ科 ヒメヨウラク Ergalatax contractus フィリピン　セブ

800 ヒラセツノガタガイ フィリピン　セブ

801 イモガイ科 ヒラマキイモ Dauciconus planorbis フィリピン　セブ

802 シャコガイ科 ヒレジャコ Tridacna (Flodacna) squamosa LAMARCK フィリピン　セブ

803 アマオブネガイ科 ヒロクチカノコ Dostia violacea フィリピン　セブ

804 タカラガイ科 ヒロクチダカラ Erronea cylindrica フィリピン　セブ

805 ヒロクチミヤコボラ フィリピン　セブ

806 ヒロトリガイ フィリピン　セブ

807 ビワガイ科 ビワガイ Ficus subintermedia フィリピン　セブ

808 タマガイ科 フクロガイ Sinum javanicum フィリピン　セブ

809 フシダカウネボラ フィリピン　セブ

810 アマオブネガイ科 フネアマガイ Septaria porcellana フィリピン　セブ

811 タマガイ科 フロガイダマシ Naticarius concinnus フィリピン　セブ

812 マクラガイ科 ヘコミマクラ Oliva concauospira フィリピン　セブ
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813 イモガイ科 ベッコウイモ Chelyconus fulmen fulmen フィリピン　セブ

814 フジツガイ科 ベニアラレボラ Apollon roseus フィリピン　セブ

815 ベニガラコウシツブ フィリピン　セブ

816 ニシキウズガイ科 ベニシリダカ Tectus conus フィリピン　セブ

817 スイショウガイ科 ベニソデガイ Euprotomus bulla フィリピン　セブ

818 ベニバショウ フィリピン　セブ

819 フデガイ科 ベニフデ Nebularia rosaceu フィリピン　セブ

820 イトマキボラ科 ベニマキ Benimakia fastigia フィリピン　セブ

821 タマガイ科 ホウシュウノタマ Natica lurida フィリピン　セブ

822 タカラガイ科 ホシキヌタ Ponda vitellus フィリピン　セブ

823 ホソアラフデ フィリピン　セブ

824 マルスダレガイ科 ホソスジイナミ Gafrarium pectinatum フィリピン　セブ

825 カブラガイ科 ホソスジテツボラ Purpura persica フィリピン　セブ

826 アクキガイ科 ホネガイ Murex pecten フィリピン　セブ

827 エゾバイ科 ホラダマシ Pollia fumosus フィリピン　セブ

828 スイショウガイ科 マイノソデガイ Euprotomus aurisdianae aurisdianae フィリピン　セブ

829 ソデガイ科 マガキガイ Crassostrea gigas フィリピン　セブ

830 マクラガイ科 マクラガイ Oliva mustelina Lamarck,1811 フィリピン　セブ

831 コゴメガイ科 マクラコゴメ Volvarina hirasei フィリピン　セブ

832 マスオガキ フィリピン　セブ

833 イモガイ科 マダライモ Virroconus ebraeus フィリピン　セブ
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834 マツカサウズ フィリピン　セブ

835 フジツガイ科 マツカワガイ Biplex perca フィリピン　セブ

836 アマオブネガイ科 マルアマオブネ Nerita squamulata フィリピン　セブ

837 イトマキボラ科 マルニシ Leucozonia samaragdula フィリピン　セブ

838 マルハネガイ フィリピン　セブ

839 フデガイ科 マルフデガイ Nebularia cardinalis フィリピン　セブ

840 タマガイ科 マンジュウガイ Polinices albumen フィリピン　セブ

841 ミカドイモ フィリピン　セブ

842 カブラガイ科 ミズスイ Latiaxis mawae フィリピン　セブ

843 ユキノアシタガイ科 ミゾガイ Ｓｉｌｉｑｕａ　ｐｕｌｃｈｅｌｌａ フィリピン　セブ

844 タモトガイ科 ミソラフトコロ Pictocolumbella ocellata フィリピン　セブ

845 イガイ科 ミドリイガイ Chloromytilus viridis フィリピン　セブ

846 ミノガイ科 ミノガイ Lima vulgaris フィリピン　セブ

847 ミミガイ科 ミミガイ Haliotis asinisa フィリピン　セブ

848 オキニシ科 ミヤコボラ Bufonaria rana フィリピン　セブ

849 ヤツシロガイ科 ミヤシロガイ Tonna sulcosa (Born.1778) フィリピン　セブ

850 スイショウガイ科 ムカシタモト Canarwm mutabilis フィリピン　セブ

851 ニシキウズガイ科 ムラサキウズ Trochus stellatus GMELIN フィリピン　セブ

852 イトマキボラ科 ムラサキツノマタモドキ Peristernia nassatula フィリピン　セブ

853 ムラサキレイシガイ フィリピン　セブ

854 タカラガイ科 メノウチドリダカラ Pustularia globulus フィリピン　セブ
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855 ウミギクガイ科 メンガイ Spondylus squamosus フィリピン　セブ

856 モエギイガイ フィリピン　セブ

857 クダマキガイ科 モミジボラ Inquisitor jeffreysi フィリピン　セブ

858 タカラガイ科 ヤクシマダカラ Arabica arabica フィリピン　セブ

859 ヤセカラフデ フィリピン　セブ

860 ヤセハリナガリンボウ フィリピン　セブ

861 イモガイ科 ヤナギシボリイモ Rhizoconus miles フィリピン　セブ

862 タカラガイ科 ヤナギシボリダカラ Luria isabella フィリピン　セブ

863 スイショウガイ科 ヤマビトボラ Tibia powisi フィリピン　セブ

864 ユキモノガイ フィリピン　セブ

865 オニノツノガイ科 ヨコワカニモリ Rhinoclavis asperus フィリピン　セブ

866 タマガイ科 リスガイ Mammilla opaca フィリピン　セブ

867 ユキノカサガイ科 リュウキュウアオイ Patelloida striata フィリピン　セブ

868 マルスダレガイ科 リュウキュウアサリ Tapes literatus フィリピン　セブ

869 リュウキュウウノアシ フィリピン　セブ

870 カタベガイ科 リュウキュウカタベ Angaria delphinus フィリピン　セブ

871 ザルガイ科 リュウキュウザル Vasticardium flavum フィリピン　セブ

872 フネガイ科 リュウキュウサルボウ Anadara antiquata フィリピン　セブ

873 リュウキュウマスオガイ科 リュウキュウマスオ Asaphis dichotoma フィリピン　セブ

874 オリイレヨフバイ科 リュウキュウムシロ Zeuxis margaritiferus フィリピン　セブ

875 リュウテンサザエ科 リュウテンサザエ Turbo petholatus フィリピン　セブ
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876 リュウテンサザエ科 リンボウガイ Guildfordia triumphans(Philippi,1841) フィリピン　セブ

877 マクラガイ科 ルリグチマクラ Oliva(Neocylindrus) tessellata LAMARCK フィリピン　セブ

878 アクキガイ科 レイシガイダマシモドキ Morula granulata フィリピン　セブ

879 タマガイ科 ロウイロトミガイ Polonices pyriformis フィリピン　セブ

880 イモガイ科 アカシマミナシ（ﾛｳｿｸｲﾓ） Leptoconus generalis フィリピン　セブ
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881 アクキガイ科 アカイガレイシ Drupa rubuscaesius 国内

882 アカフジツボ 国内

883 マルスダレガイ科 アケガイ Paphia vernicosa 国内

884 ナタマメガイ科 アゲマキガイ Sinonovacula constricta 国内

885 イモガイ科 アコメガイ Asprella (Endemoconus) sieboldi (REEVE) 国内

886 スジガイ科 アサテンガイ Diodora mus (REEVE) 国内

887 ザルガイ科 アサヒザルガイ Frigidocardium japonica (DUNKER) 国内

888 マルスダレガイ科 アサリ Ruditapes philippinarum 国内

889 タマガイ科 アダムスタマガイ Tectonatica adamsiana (DUNKER) 国内

890 マルスダレ アツシラオガイ Circa intermedia REEVE 国内

891 ニシキウズガイ科 アナアキウズガイ Trochus maculatus verrucosus Gmelin 国内

892 トウカムリガイ科 アメガイ Casmaria ponderosa (GMELIN) 国内

893 フジツガイ科 アヤボラ Fusitriton oregonensis 国内

894 タカラガイ科 アヤメダカラ Erosaria poraria 国内

895 マルスダレガイ科 アラスジケマンガイ Gafrarium tumidum 国内

896 マルスダレガイ科 アラヌノメ Periglupta reticulata 国内

897 国内

898 カリバガサガイ科 アワブネガイ Bostorycapulus gravispinosus 国内

899 イモガイ科 アンボンクロザメ Lithoconus litteratus 国内

900 イガイ科 イガイ Mytilus coruscus 国内

901 アマオブネガイ科 イシマキガイ Clithon retropictus 国内
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902 イガイ科 イシマテ Lithophaga curta 国内

903 アクキガイ科 イセヨウラク Pteropurpura adunca 国内

904 エゾバイ科 イソニナ Japeuthria ferrea 国内

905 アッキガイ科 イソバショウガイ Ceratostoma fournieri 国内

906 イタヤガイ科 イタヤガイ Patinopecten albicans 国内

907 イトマキボラ科 イトマキボラ Pleuroploca trapezium 国内

908 ミミガイ科 イボアナゴ Haliotis Sanhariotis varia 国内

909 イモガイ科 イボシマイモ Virgiconus lividus(Hwass) 国内

910 イボソデボラ 国内

911 イボタガキ 国内

912 タカラガイ科 イボダカラ Staphylaea 'Nucleolaria) nucleus 国内

913 アクキガイ科 イボニシ Thais clavigena 国内

914 マルスダレガイ科 イヨスダレガイ Paphia undulata (Born,1778) 国内

915 ヤツシロガイ科 イワカワトキワ Malea pomum 国内

916 タカラガイ科 ウキダカラ Evenaria asellus 国内

917 ニシキウズガイ科 ウズイチモンジガイ Trochus rota Dunker,1860 国内

918 オナジマイマイ科 ウスカワマイマイ Acusta despecta sieboldeana(Pfeiffer) 国内

919 エゾバイ科 ウスツムバイ Kanamarua adonis (DALL) 国内

920 マルスダレガイ科 ウスハマグリ Pitar japonicum 国内

921 ウスヒザラガイ科 ウスヒザラガイ Ischnichiton comptus comptus 国内

922 ヤツシロガイ科 ウズラガイ Astralium haematragum 国内
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923 タマキビガイ科 ウズラタマキビ Littoraria scabra 国内

924 ヤツシロガイ科 ウズラミヤシロガイ Tonna tessellata (LAMARCK) 国内

925 ウソウネボラ 国内

926 アクキガイ科 ウニレイシ Purpura (Mancinella)echinata BLAINVILLE 国内

927 トウカムリガイ科 ウネウラシマ Semicassis japonica (REEVE) 国内

928 アッキガイ科 ウネサンゴヤドリ Genkaimurex varicosa Kuroda,1953 国内

929 ユキノカサガイ科 ウノアシガイ Patelloida saccharina 国内

930 ウミギクガイ科 ウミギク Spondylus barbatus REEVE 国内

931 タカラガイ科 ウミナシジダカラ Erosaria tomlini ogasawarensis SCHILDER 国内

932 ウミニナ科 ウミニナ Batillaria multiformis 国内

933 リュウテンサザエ科 ウラウズガイ Astralium haematragum 国内

934 トウカムリガイ科 ウラシマガイ Semicassis bisulcata persimilis Kira,1959 国内

935 フネガイ科 エガイ Barbatia lima 国内

936 イガイ科 エゾイガイ Mytilus grayanus DUNKER 国内

937 ニシキウズガイ科 エビスガイ Tristichitrochus unicus 国内

938 オオウヨウガイ（ｵｵｳﾖｳﾗｸ？） 国内

939 クルミガイ科 オオキララガイ Acila divaricata (HINDS) 国内

940 ニシキウズガイ科 オオコシダカガンガラ Omphalius pfeifferi carpenteri 国内

941 タケノコカニモリ科 オオシマカニモリ Clypeomorus subbreviculus OOSTINGH 国内

942 マクラガイ科 オオジュウドウマクラ Oliva sericea 国内

943 マルスダレガイ科 オオスダレ Paphia schnelliana (DUNKER) 国内
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944 タニシ科 オオタニシ Cipangopaludina japonica (v.MARTENS) 国内

945 タマガイ科 オオタマツバキ Polinices powisianus 国内

946 ツタノハガイ科 オオツタノハ Penepatella optima (PILSBRY) 国内

947 バカガイ科 オオトリガイ Lutraria maxima 国内

948 オオノガイ科 オオノガイ Mya arenaria oonogai 国内

949 ヒタチオビ科 オオヒタチオビ Fulgoraria prevostiana magna KURODA et HABE 国内

950 ムカデガイ科 オオヘビガイ Serpulorbis imbricatus (Dunker,1860) 国内

951 マテガイ科 オオマテガイ Solen grandis DUNKER 国内

952 ニッコウガイ科 オオモモノハナガイ Macoma praetexta 国内

953 マルスダレガイ科　 オキアサリ Gomphinasemicancellata (Phillipi,1843) 国内

954 マルスダレガイ科 オキシジミ Cyclina sinensis 国内

955 オキナガイ科 オキナガイ Laternula anatina (Linnaeus,1758) 国内

956 オキニシ科 オキニシ Buesa bufonia dunkeri Kira 国内

957 ウグイスガイ科 アコヤガイ Pinctada fucata martensi (DUNKER) 国内

958 イモガイ科 オトメイモ Virgiconus virgo(Kinnaeus) 国内

959 スカシガイ科 オトメガサ Scutus sinensis 国内

960 オナジマイマイ科 オナジマイマイ Bradybaena similaris 国内

961 アクキガイ科 オニカゴメガイ Lataxiena fimbrica (DALL) 国内

962 タケノコカニモリ科 オニノツノガイ Cerithium nodulosus 国内

963 スイショウガイ科 オハグロガイ Canarium urceus (LINNE) 国内

964 コロモガイ科 オリイレボラ Scalotia scalariformis 国内
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965 マルスダレガイ科 カガミガイ Phacosoma japonicum 国内

966 イボタガキ科 カキツバタ Pretostrea imbricata (LAMARCK) 国内

967 フジツガイ科 カコボラ Cymatium(Monoplex) parthenopeum (Salis Marschlins,1793) 国内

968 カブラガイ科 カゴメサンゴヤドリ Coralliobia stearnsii (PILSBRY) 国内

969 リュウテン科 カサウラウズ Astralium heimburgi (DUNKER) 国内

970 カタベガイ科 カタベガイ TAngaria neglecta Poppe & Goto,1993 国内

971 カセンチドリ科 カツラガイ Capulus dilatatus A.ADAMS 国内

972 タカラガイ科 カノコダカラ Cribraria cribraria orientalis 国内

973 ニッコウガイ科 カバザクラ Nitidotellina iridella 国内

974 カブラガイ科 カブラガイ Rapa rapa (LINNE) 国内

975 バカガイ科 カモジガイ Lutraria arcuata 国内

976 ニオガイ科 カモメガイ Penitella kamakurensis (Yokohama,1922) 国内

977 ニオガイ科 カモメガイモドキ Martesia striata 国内

978 タカラガイ科 カモンダカラ Erosaria helvola 国内

979 ウミニナ科 カヤノミカニモリ Clypeomorus humilis 国内

980 イガイ科 カラスノマクラ Modiolus hanleyi (Dunlcer,1882) 国内

981 フデガイ科 カラフデ Tiara morchii (A.ADAMS) 国内

982 カワニナ科 カワニナ Semisulcospina libertina (Gould) 国内

983 ザルガイ科 カワラガイ Fragum unedo 国内

984 トウカムリガイ科 カンコ Phalium glaucum 国内

985 ニシキウズ科 キイエビス Tristichotrochus kiiense (IKEBE) 国内
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986 タカラガイ科 キイロダカラ Monetaria moneta rhomboides 国内

987 スズメガイ科 キクスズメ Hipponix conica (Schumacher,1817) 国内

988 カラマツガイ科 キクノハナガイ Siphonaria (Mestasophon) subatra PILSBRY 国内

989 ニシキウズガイ科 キサゴ Umbonium costatum 国内

990 タマガイ科 キザミタマツメタ Easpina plicispira 国内

991 クマサカガイ科 キヌガサガイ Stellaria(Onustus)exutus(Reeve,1842) 国内

992 ザルガイ科 キヌザルガイ Vasticaardium arenicola (REEVE) 国内

993 キヌタアゲマキ科 キヌタアゲマキ Solecurtus divaricatus(Lischke,1869) 国内

994 アマオブネガイ科 キバアマガイ Ritena plicate (LINNE) 国内

995 オナジマイマイ科 キュウシュウシロマイマイ Trishoplita eumenes eumenes (Westerlund) 国内

996 ギュウリキマイマイ(ｷｭｰﾘｯｸﾏｲﾏｲ　？） 国内

997 ニシキウズガイ科 ギンエビス Bathybembix (Ginebis) argenteonitens 国内

998 ザルガイ科 キンギョガイ Nemocardium bechei (REEVE) 国内

999 ザルガイ科 ギンギョガイ Discors lyratum (SOWERBY) 国内

1000 ニシキウズガイ科 ギンタカハマガイ Tectus pyramis 国内

1001 イタヤガイ科 キンチャクガイ Decatopecten striatus 国内

1002 イガイ科 クジャクガイ Septifer bilocularis 国内

1003 クダマキガイ科 クダボラ Laphitoma crispa (LAMARCK) 国内

1004 タマガイ科 クチグロタマ Natica fasciata 国内

1005 クチベニガイ科 クチベニガイ Solidicorbula erythrodon(Lamarck) 国内

1006 カブラガイ科 クチムラサキサンゴヤドリ Coralliobia violacea 国内
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1007 タカラガイ科 クチムラサキダカラ Ponda Carneola 国内

1008 ニシキウズガイ科 クボガイ Chlorostoma lischkei 国内

1009 クマサカガイ科 クマサカガイ Xenophora pallodula 国内

1010 フネガイ科 クマサカヤドリ Bentharca xenophoricola (KURODA) 国内

1011 ニシキウズガイ科 クマノコガイ Chlorostoma lischkei 国内

1012 スイショウガイ科 クモガイ Lambis lambis (LINNE) 国内

1013 クリイロハナグルマ 国内

1014 アクキガイ科 クリフレイシ Thais luteostoma (HOLTEN) 国内

1015 クルミガイ科 クルミガイ Ennccula niponia (SMITH) 国内

1016 イモガイ科 クロサメモドキ（クロフイチマツ） Lithoconus eburneus (HWASS) 国内

1017 シュモクアオリ科 クロシュミセンガイ malleus malleus 国内

1018 クルマガイ科 クロスジグルマ Architectonica perspectiva (LINNE) 国内

1019 タカラガイ科 カスミダカラ（クロダカラ） Melicerona felina pauciguttata SCHILDER 国内

1020 クロフジツボ科 クロフジツボ Tetra clita japonica 国内

1021 トマヤガイ科 クロフトマヤガイ Cardita variegata BRUGUIERE 国内

1022 イモガイ科 クロミナシ Conus bandanus (HWASS) 国内

1023 イガイ科 ケガイ Trichomya hirsuta (LAMARCK) 国内

1024 イタボガキ科 ケガキ Saccostrea kegaki 国内

1025 ケムシヒザラガイ科 ケムシヒザラガイ Cryptoplax japonicus PILSBRY 国内

1026 アクキガイ科 コイボテツレイシガイ Mancinella intermedia (Kiener) 国内

1027 ユキノカサガイ科 コウダカアオガイ Notoacmea concinna concinna 国内
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1028 コウダカウズラタマキビ 国内

1029 カラマツガイ科 コウダカカラマツ Siphonaria laciniosa (LINNE) 国内

1030 オナジマイマイ科 コウダカシロマイマイ Trishoplita eumenes cretasea Gude 国内

1031 コウホネガイ科 コウホネガイ Meiocardia tetragona (ADAMS et REEVE) 国内

1032 オニノツノガイ科 コオニノツノガイ Cerithium co;umnum SOWERBY 国内

1033 クルマガイ科 コグルマ（ゴショグルマ） Philippia radiata 国内

1034 コケゴロモ(ｺｹｺﾞﾛﾓｶﾞｷ？) 国内

1035 タカラガイ科 コゲチドリダカラ Pustularia bistrinotata bistrinotata mediocris SCHILDER 国内

1036 ニシキウズガイ科 コシダカガンガラ Ompharius rusticum (GMELIN) 国内

1037 リュウテンサザエ科 コシダカサザエ Marmarostoma stenogyrus 国内

1038 フジツガイ科 コシダカフジツガイ Ranullaria dunkeri(LISCHK) 国内

1039 フネガイ科 コシロガイ Acar plicatum 国内

1040 マルスダレガイ科 コタマガイ Gomphina melanegis 国内

1041 イトマキボラ科 コナガニシ Fusinus perplexus ferrugineus 国内

1042 ナンバンマイマイ科 コベソマイマイ Satuma myomphala MARTENS) 国内

1043 タケノコカニモリ科 コオロギ（コベルトカニモリ） Cerithium kebelti (DUNKER) 国内

1044 イモガイ科 コマダライモ Virroconus chaldeus 国内

1045 アクキガイ科 コマドボラ Muricodrupa cariosa (Wood) 国内

1046 イモガイ科 ゴマフイモ Puncticulis pulicarius 国内

1047 タマガイ科 コマンジュウガイ Polinices albumen 国内

1048 イモガイ科 コモンイモガイ Puncticulis arenatus (HWASS) 国内
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1049 タカラガイ科 コモンダカラ Erosaria erosa (LINNE) 国内

1050 アマガイモドキ科 コンペイトウガイ Echininus cumingii luchuanus (PILSBRY) 国内

1051 ニッコウガイ科 サギガイ Macoma (Rexirhaerus) sectior OYAMA 国内

1052 スイショウガイ科 サソリガイ Lambis crocata (LINK) 国内

1053 フジツガイ科 マツカワガイ Biplex perca (PEEY) 国内

1054 マルスダレガイ科 サツマアサリ Antigona lamellaris 国内

1055 フジツガイ科 サツマボラ Lampusia aquatilis (Reeve) 国内

1056 ニッコウガイ科 サビシラトリ Macoma contabulata (DESHAYES) 国内

1057 タカラガイ科 サメダカラ Staphylaea staphylaea (LINNE) 国内

1058 イモガイ科 サヤガタイモ Virroconus fulgetrum (SOWERBY) 国内

1059 スイショウガイ科 サヤガタムカシタモト（ヤサガタムカシタモト？） Canarium microurceum KIRA 国内

1060 ニシキウズガイ科 サラサダマ Chrysostoma paradoxum (BORN) 国内

1061 サラサバイ科 サラサバイ Phasianella soldio 国内

1062 イモガイ科 サラサミナシ Rhizoconus capitaneus (LINNE) 国内

1063 ザルガイ科 ザルガイ Vasticardium burchardi 国内

1064 バカガイ科 シオフキガイ Mactra veneriformis 国内

1065 マルスダレガイ科 シオヤガイ Anomalocardia squamosa 国内

1066 シギモトイモ 国内

1067 フネガイ科 シコロエガイ Pseudogrammatodon dalli (SMITH) 国内

1068 ソデボラ科 シドロガイ Strombus (Doxander)japonicus 国内

1069 フジツガイ科 シノマキガイ Septa pileare 国内
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1070 タカラガイ科 シボリダカラ Staphylaea limacina (LAMARCK) 国内

1071 フジツガイ科 シマアラレボラ Apollon gyrinus (LINNE) 国内

1072 フジツガイ科 シマイボボラ Distorsio anus (LINNE) 国内

1073 フデガイ科 シマオトメ Pusia discoloria (REEVE) 国内

1074 エゾバイ科 シマミクリガイ Siphonalia signa (REEVE) 国内

1075 イモガイ科 ジュズカケサヤガタイモ Virroconus coronatus (GMELIN) 国内

1076 クダマキガイ科 ジュズカケクダマキ Gemmula nivea 国内

1077 シロアフリガイ 国内

1078 イモガイ科 シロマダライモ（サメハダイモ） Hermes nussatella (LINNE) 国内

1079 アクキガイ科 シロレイシダマシ Drupella mancilla (LINNE) 国内

1080 サザエ科 スガイ Turbo cornatus coreensis 国内

1081 イモガイ科 スジイモガイ Cleobula minima (LINNE) 国内

1082 エゾバイ科 スジグルホラダマシ Pollia undosus (LINNE) 国内

1083 スズメガイ科 スズメガイ Pilosabia trigona 国内

1084 タカラガイ科 スソムラサキダカラ Ovatipsa chinensis (GMELIN) 国内

1085 モシオガイ科 スダレモシオ Nipponocrassatella nana 国内

1086 イタボガキ科 スミノエガキ Crassostrea ariakesis (Fujita,1913) 国内

1087 エゾバイ科 スルガバイ Buccinum leucostoma (LISCHKE) 国内

1088 シジミガイ科 セタシジミ Corbicula japonica PRIME 国内

1089 アクキガイ科 センジュモドキ Chicoreus (Triplex) torrefactus (SOWERBY) 国内

1090 フジツガイ科 ゾウガイ Ranularia sinensis (REEVE) 国内
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1091 トウカムリガイ科 タイコガイ Phalium bandatum (PERRY) 国内

1092 ニッコウガイ科 ダイミョウガイ Pharaonella perna (SPENGLER) 国内

1093 ユキノシタガイ科 タカノハガイ Ensiculus cultellus 国内

1094 オニノツノガイ科 タケノコカニモリ Rhinoclavis rertagus 国内

1095 トウカムリガイ科 タマウラシマ Semicassis bisulcata pila(Reeve,1848) 国内

1096 タマキビガイ科 タマキビ Littorina (Littorina) brevicula (Philippi,1844) 国内

1097 タモトガイ科 タモトガイ Pyrene punctata 国内

1098 ニシキウズガイ科 ダンベイキサゴ Umbonium giganteum 国内

1099 タカラガイ科 オミナエシダカラ（ﾁﾁｶｹﾅｼｼﾞﾀﾞｶﾗ) Erosaria bivinii amoena SCHILDER 国内

1100 エゾバイ科 チヂワバイ Ancistro;epis trochideus (DALL) 国内

1101 チャイロダカラ 国内

1102 チャイロハナグルマ 国内

1103 ナンバンマイマイ科 チャイロマイマイ Bradybaena (Phaeohelix) submandarina (PILSBRY) 国内

1104 リュウテン科 チョウセンサザエ Turbo (Marmarostoma) argyrostomus LINNE 国内

1105 マルスダレガイ科 チョウセンハマグリ Meretrix lamarckii DESHAYES 国内

1106 ウミギクガイ科 チリボタン Spondy baebatus cruentus 国内

1107 ウミウサギ科 チリメンダカラ Pustularia (Ipsa) childreni samuurai SCHILDER 国内

1108 カブラツキガイ科 ツキガイモドキ Lucinoma annulata (REEVE) 国内

1109 イタヤガイ科 ツキヒガイ Amusium japonicum japonicum 国内

1110 コヅツガイ科 ツクエガイ Rocellaria cuneiformis (SPENGLER) 国内

1111 オナジマイマイ科 ツクシマイマイ Euhadra herklotsi (MARTENS) 国内
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1112 ツタノハガイ科 ツタノハガイ Patella flexuosa 国内

1113 イトマキボラ科 ツノキガイ Pleuroploca glabra (DUNKER) 国内

1114 イトマキボラ科 ツノマタモドキ Latirus belcheri (REEVE) 国内

1115 タマガイ科 ツメタガイ Glossaulax didyma 国内

1116 ユキスズメガイ科 ツメナリミヤコヤドリ Plesiothyreus unguiformis (GOULD) 国内

1117 イモガイ科 ツヤイモ Chelyconus boeticus (REEVE) 国内

1118 スカシガイ科 テンガイ Diodora Quadriradiata 国内

1119 オニノツノガイ科 トウガタカニモリガイ Ochetoclava sinensis (Gmelin) 国内

1120 コロモガイ科 トカシオリイレ Habesilatia nodulifera 国内

1121 エゾバイ科 トクサバイ Phos senticosum (LINNE) 国内

1122 ミミガイ科 トコブシ Haliotis diversicolor aquatilis 国内

1123 フネガイ科 トマヤエガイ Barbatia (Barbatirus) cometa (REEVE) 国内

1124 トマヤガイ科 トマヤガイ Cardita leana 国内

1125 タマガイ科 トミガイ Polinices pyriformis 国内

1126 ザルガイ科 トリガイ Fulvia mutica 国内

1127 トウカムリガイ科 ナガカズラガイ Phalium flammiferum 国内

1128 ザルガイ科 ナガザルガイ Vasticardium enode (SOWERBY) 国内

1129 フジツガイ科 ナガスズカケ Turritriton tenuiliratum (LISCHKE) 国内

1130 タニシ科 ナガタニシ Cipangopaludina (Heterogen) longispira (SMITH) 国内

1131 イトマキボラ科 ナガニシ Fusinus perplexus 国内

1132 タカラガイ科 ナシジダカラ Erosaria labrolineata (GASKOIN) var. 国内
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1133 ナツメガイ科 ナツメガイ Bulla vernicosa 国内

1134 タカラガイ科 ナツメモドキ Erronea erronea 国内

1135 ニシキウズガイ科 ナツモモガイ Clanculus margaritarius 国内

1136 フジノハナガイ科 ナミノコガイ Latona cuneata 国内

1137 ナミマガシワガイ科 ナミマガシワ Anomia chinensis 国内

1138 マメウラシマ科 ニイノマメウラシマ Ringicula niinoi NOMURA 国内

1139 ニオガイ科 ニオガイ Barnea (Anchomasa) manilensis (Philippi,1847) 国内

1140 ヒタチオビ科 ニクイロヒタチオビ Fulgoraria (Musashia) hirasei (GMELIN) 国内

1141 ニシキウズガイ科 ニシキウズガイ Trochus maculatus maculatus 国内

1142 イモガイ科 ニシキミナシ Dendroconus striatus (LINNE) 国内

1143 ヌノメアカガイ科 ヌノメアカガイ Cucullaea labiata 国内

1144 イシガイ科 ヌマガイ Anodonta woodiana lauta (v.MARTENS) 国内

1145 タマガイ科 ネコガイ Eunaticina papilla(Gmelin,1791) 国内

1146 フネガイ科 ネジアサリ Arca arabica PHILLIPPI 国内

1147 イトカケガイ科 ネジガイ Gyroscala perplexa 国内

1148 エゾバイ科 ネジキヌバイ Beringius (Japelion) hirasei (PILSBRY) 国内

1149 スイショウガイ科 ネジマガキガイ Gibberulus gibberulus gibbosus 国内

1150 タマガイ科 ネズミガイ Mammilla simiae (DESHAYES) 国内

1151 ネズミノテガイ科 ネズミノテガイ Plicatula simplex 国内

1152 エゾバイ科 ノシメニナ Enzinopsis lineatum (REEVE) 国内

1153 イモガイ科 ハイイロミナシ Rhizoconus rattus 国内
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1154 ハウシュノタマ 国内

1155 ザルガイ科 バカガイ Mactra chinensis 国内

1156 ニッコウガイ科 ハスメザクラ Jactellina (Loxoglypta) transculpta (SOWERBY) 国内

1157 タカラガイ科 ハツユキダカラ Erosaria inocellata (GRAY) 国内

1158 ニシキウズガイ科 バテイラ Omphalius pfeifferi pfeifferi 国内

1159 フネガイ科 ハナエガイ Barbatia (Ustularca) stearnsi (PILSBRY) 国内

1160 マルスダレガイ科 ハナガイ Placamen tiara (DILLWYN) 国内

1161 ハナグモリガイ科 ハナグモリ Glauconomya chinensis 国内

1162 タマガイ科 ハナツメタ N.(G)reiniana (DUNKER) 国内

1163 タカラガイ科 ハナビラダカラ Monetaria annulus harmandiana (ROCHEBRUNE) 国内

1164 タカラガイ科 ハナマルユキ Ravitrona caputserpentis reticulum (GMELIN) 国内

1165 マルスダレガイ科 ハマグリ Meretrix lusoria 国内

1166 マテガイ科 バラフマテ Solen (Solenarius) roseomaculatus PILSBRY 国内

1167 ニシキウズ科 ハリエビス Lischkeia alwinae (LISCHKE) 国内

1168 イモガイ科 ハルシャガイ Lithoconuts tessulatus 国内

1169 クサズリヒザラガイ科 ヒザラガイ Acanthopleura japonica 国内

1170 カブラガイ科 ヒトハサンゴヤドリ Colalliobia (Quoyula) monodonta (BLAINVILLE) 国内

1171 トウカムリ科 ヒナヅル Casmaria erinacea (LINNE) 国内

1172 マルスダレガイ科 ビノスガイ Mercenaria stimpsoni (GOULD) 国内

1173 マルスダレガイ科 ビノスモドキ Venus (Ventricoloides) foveolata SOWERBY 国内

1174 イガイ科 ヒバリガイ Modiolus nipponicus (OYAMA) 国内
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1175 トウカムリ科 ヒメカブトボラ Galeodea echinophorella HIRASE 国内

1176 ニシキウズガイ科 ヒメクボガイ Omphalius nigerrimus(Gmelin,1791) 国内

1177 ニッコウガイ科 ヒメサメザラ Scutarsopagia scobinata LINNE 国内

1178 シャコガイ科 ヒメジャコ（クチベニジャコ） Tridacna (Chametrachea) crocea (LAMARCK) 国内

1179 マクラガイ科 ヒメショクコウラ Harpa amouretta 国内

1180 ニッコウガイ科 ヒメシラトリ Macoma incongrua (v.MARTENS) 国内

1181 トウカムリ科 ヒメタイコガイ Xenogalea inormata (PILSBRY) 国内

1182 タケノコガイ科 ヒメフトギリ Triplostephanus lima (DESHAYES) 国内

1183 タカラガイ科 ヒメホシダカラ Lyncina vanelli (LINNE) 国内

1184 アクキガイ科 ヒメホネガイ Murex rectiostris 国内

1185 アッキガイ科 ヒメヨウラク Ergalatax contractus 国内

1186 フネガイ科 ビョウブガイ Trisidos tortuosa kiyonoe (MAKIYAMA) 国内

1187 ミミガイ科 ヒラアナゴ Sanhaliotis planata (SOWERBY) 国内

1188 バカガイ科 ヒラカモジガイ Lutraria sieboldii 国内

1189 カブラガイ科 ヒラセトヨツガイ Coralliophila bulbiformis CONRED 国内

1190 トマヤガイ科 ヒラセフミガイ Glans hirasei (DALL) 国内

1191 アクキガイ科 ヒロクチイガレイシ Drupa rubuscaesium 国内

1192 タカラガイ科 ヒロクチダカラ Erronea cylindrica 国内

1193 フジツガイ科 フジツガイ Cymatium lotorium (LINNE) 国内

1194 フジノハナガイ科 フジノハナガイ Chion semigranosum (DUNKER) 国内

1195 イトマキボラ科 フトウネナガニシ Fusinus crassiplicatus KIRA 国内
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1196 フトコロガイ科 フトコロガイ Euplica scripta 国内

1197 スイショウガイ科 ヒダトリガイ（ｽﾄｽｼﾞﾑｶｼﾀﾓﾄ) Canarium labiatum 国内

1198 ウミニナ科 フトヘナタリ Cerithidea rhizophorarum A.ADAMS 国内

1199 スイショウガイ科 フドロガイ(ﾏﾙｿﾃﾞｶﾞｲ) Dolomena marginata robusta (SOWERBY) 国内

1200 フネガイ科 フネガイ Arca arabica Philippi 国内

1201 トマヤガイ科 フミガイ Megacardita ferruginosa 国内

1202 フルイガイ科 フルイガイ Semele cordiformis 国内

1203 タマガイ科 フロガイ Naticarius alapapionis 国内

1204 タマガイ科 シロヘソアキトミガイ(ﾍｿｱｷﾄﾐｶﾞｲ) Polinices vavaosi (REEVE) 国内

1205 タマガイ科 ゴマフダマ(ﾍｿｸﾘ) Notocochlis tigrina 国内

1206 イモガイ科 ベッコウイモ Chelyconus fulmen fulmen 国内

1207 イタボガキ科 ベッコウガキ neopycnodonte musashiana 国内

1208 ウミニナ科 ヘナタリ Cerithidea cingulata (Gmelin,1791) 国内

1209 フジツガイ科 ベニアラレボラ Apollon roseus 国内

1210 イモガイ科 ベニイモガイ Stephanoconus pauperculus (Sowerby) 国内

1211 フネガイ科 ベニエガイ Barbatia (Abarbaitia) lima (Reeve,1844) 国内

1212 ニッコウガイ科 ベニガイ Pharaonella sieboldii 国内

1213 バカガイ科 ベニハマグリ Mactra ornata Gray 国内

1214 マルスダレガイ科 ベニワスレガイ Sunetta subquadrata 国内

1215 タカラガイ科 ホシキヌタ Ponda vitellus 国内

1216 タカラガイ科 ホシダカラ Cypraea tigris LINNE 国内
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1217 ザルガイ科 ホソスジイシカケガイ Clinocardium uchidai HABE 国内

1218 タマキビガイ科 ホソスジウズラタマキビ Littorahia undulata (GRAY) 国内

1219 ホソスジシラナミ 国内

1220 イガイ科 ホソスジヒバリ Modiolus philippinarum 国内

1221 ホソスジボラ 国内

1222 エゾバイ科 ホソノシガイ Ezinopsis zonalis 国内

1223 イタヤガイ科 ホタテガイ(ｱｷﾀｶﾞｲ) Patinopecten yessoensis 国内

1224 イガイ科 ホトトギスガイ Musculista senhousia 国内

1225 チョウジャガイ科 マアナゴ Ovinotie ovina (GMELIN) 国内

1226 スイショウガイ科 マイノソデガイ Euprotomus aurisdianae aurisdianae 国内

1227 ウミギクガイ科 マガキ Crassostrea gigas (THUNBERG) 国内

1228 ソデガイ科 マガキガイ Crassostrea gigas 国内

1229 ニシキウズガイ科 マキアゲエビス Turcica coreensis PEASE 国内

1230 マキモゾグルマ 国内

1231 マクラガイ科 マクラガイ Oliva mustelina Lamarck,1811 国内

1232 シジミ科 マシジミ Corbicula leana Prime 国内

1233 アシガイ科 マスオガイ Psammotaea elongata (LAMARCK) 国内

1234 イシガイ科 マツカサガイ Inversidens japanensis 国内

1235 マルスダレガイ科 マツカゼ Notirus mitis (DESHAYES) 国内

1236 ヨメガサガイ科 マツバガイ Cellana nigrolineata 国内

1237 タモトガイ科 マツムシガイ Pyrene testudinaria 国内
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1238 マテガイ科 マテガイ Solen strictus 国内

1239 エゾバイ科 マユツクリ Siphonalia spadicea (REEVE) 国内

1240 タニシ科 マルタニシ Cipangopaludina chinensis laeta (Martens) 国内

1241 ツノガイ科 マルツノガイ Fissidentalium vernedei 国内

1242 エゾバイ科 ミオツクシ Siphonalia trochulus (REEVE) 国内

1243 エゾバイ科 ミガキボラ Kelletia lischkei 国内

1244 エゾバイ科 ミクリガイ Siphonalia cassidariaeformis 国内

1245 オナジマイマイ科 ミスジマイマイ Euhadra peliomphala (PFEIFFER) 国内

1246 フデガイ科 ミダレシマヤタテ Strigatella litterata (LAMARCK) 国内

1247 スイショウガイ科 ミツユビガイ Canarium dentatum (LINNE) 国内

1248 ミノガイ科 ミノガイ Lima vulgaris 国内

1249 イガイ科 ミノクジャクガイ Septifer bilocularis pilosus (REEVE) 国内

1250 ヤツシロガイ科科 ミフウズラ Tonna chinensis (DESHAYES) 国内

1251 ミミズガイ科 ミミズガイ Siliquaria cumongii 国内

1252 オキニシ科 ミヤコボラ Bufonaria rana 国内

1253 スイショウガイ科 ムカシタモト Canarwm mutabilis 国内

1254 ムツカドムノガイ 国内

1255 イモガイ科 ムラサキアンボイナ Gastridium obscurus(REEVE) 国内

1256 イガイ科 ムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis 国内

1257 イガイ科 ムラサキインコ Septifer virgatus 国内

1258 ニシキウズガイ科 ムラサキウズ Trochus stellatus GMELIN 国内



少年科学文化会館の什器・備品等リスト（貝類標本）

番号 科名 和名 学名 採集場所 採集年月日
継続使用
の指定

1259 アシガイ科 ムラサキガイ Soletellina diphos (LINNE) 国内

1260 ムラサキレイシガイ 国内

1261 タカラガイ科 メダカラガイ Cypraea (Purpuradusta) gracilis Gaskoin,1848 国内

1262 ザルガイ科 モクハチアオイ Lunulicardia retusa (LINNE) 国内

1263 エゾバイ科 モスソガイ Volutharpa ampullacea perryi (Jay) 国内

1264 ニオガイ科 モモガイ Parapholas quadirizonata (SPENGLER) 国内

1265 エゾバイ科 モロハバイ Ancistrolepis (Clinopegma) unicus (PILSBRY) 国内

1266 ウグイスガイ科 モンウグイス Pteria (Austropteria) coturnix (DUNKER) 国内

1267 ツノガイ科 ヤカドツノガイ Dentalium octangulatum 国内

1268 タカラガイ科 ヤクシマダカラ Arabica arabica 国内

1269 ヤサガイ 国内

1270 イモガイ科 ヤナギシボリイモ Rhizoconus miles 国内

1271 タカラガイ科 ヤナギシボリダカラ Luria (Basilitrona) isabella rumphii SCHILDER 国内

1272 ヤマタニシ科 ヤマクルマ Spirostoma japonicum (A.ADAMS) 国内

1273 ニッコウガイ科 ユウシオガイ Morerella rutila 国内

1274 ヨツメダカラ 国内

1275 ヨメガサガイ科　 ヨメガカサガイ Cellana toreuma 国内

1276 マルスダレガイ科 ヨロイガイ Periglypta puerpera (LINNE) 国内

1277 タマガイ科 リスガイ Mammilla opaca 国内

1278 ユキノカサガイ科 リュウキュウアオイ Patelloida striata 国内

1279 マルスダレガイ科 リュウキュウアサリ Tapes literatus 国内
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1280 ザルガイ科 リュウキュウザル Vasticardium flavum 国内

1281 ニッコウガイ科 リュウキュウシラトリ Quidnipagus palatam IREDALE 国内

1282 イトマキボラ科 リュウキュウツノマタ Latirus polygonus (GMELIN) 国内

1283 イガイ科 リュウキュウヒバリガイ Modiolus agripetus IREDALE 国内

1284 リュウキュウマスオガイ科 リュウキュウマスオ Asaphis dichotoma 国内

1285 マクラガイ科 リュウグウボタル Baryspira rubiginosa albocallosa 国内

1286 アッキガイ科 レイシガイ Thais bronni 国内

1287 アッキガイ科 レイシダマシ Drupa granulata (DUCLOS) 国内

1288 マルスダレ ワカカガミガイ Dosinia (Bonartemis) juvenilis (GMELIN) 国内

1289 フネガイ科 ワシノハ Arca navicularis BRUGUIERE 国内

1290 マルスダレガイ科 ワスレガイ Sunetta (Cyclosunetta) menstrualis 国内
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1291 アオイガイ科 アオイガイ Argonauta argo

1292 ユキノカサガイ科 アオガイ Motoacmea schreckii 芥屋 1987.11.3

1293 アッキガイ科 アカニシ Rapana venosa (Valenciennes,1846)

1294 ホウキボシ科 アカヒトデ Cerotonardoa semiregularis

1295 ナタマメガイ科 アゲマキガイ Sinonovacula constricta 柳川 1979.12.9

1296 ウグイスガイ科 アコヤガイ(ｼﾝｼﾞｭｶﾞｲ) Pinctada martensii (DUNKER) 岐志 1980.2.3

1297 アツテングガイ フィリピン　セブ 1984.12.28

1298 アマオブネ科 アマガイ Nerita japonica 芥屋 1987.11.3

1299 ムシロガイ科 アラレガイ Niotha variegata(A.Adams,1852) 寺山 1988.11.4

1300 アンボイナ

1301 ニシキウズガイ科 イシダタミ Monodonta labio form confusa 芥屋 1987.11.3

1302 ツキガイ科 イセシラガイ Anodontia stearnsiana 寺山 1980.2.3

1303 アクキガイ科 イセヨウラク Pteropurpura adunca

1304 イトマキヒトデ科 イトマキヒトデ Asterina pectinifera

1305 ミミガイ科 イボアナゴ Haliotis Sanhariotis varia

1306 スイショウガイ科 イボソデガイ Lentigo lentiginosus

1307 マルスダレガイ科 イヨスダレガイ Paphia undulata (Born,1778) 長垂 1988.8.18

1308 タケノコガイ科 ウシツノガイ Subula areolata (LINK) フィリピン　セブ 1984.12.28

1309 ニシキウズガイ科 ウズイチモンジ Trochus sacellum rota DUNKER 福間 1981.9.6

1310 ユキノカサガイ科 ウノアシガイ Patelloida saccharina 福吉 1980.4.6

1311 ウミウサギ科 ウミウサギ Ovula ovum (LINNE)
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1312 ウミギクガイ科 ウミギク Spondylus barbatus REEVE

1313 サザエ科 ウラウズガイ Astralium haematragum 大分　蒲江 1980.4.28

1314 タマガイ科 エゾタマガイ Cryptonatica andoi 柳川 1989.7.10

1315 エゾバイ科 エゾバイ Buccinum schantaricum MIDDENDORFF 北海道 1985.11.23

1316 ニシキウズガイ科 エビスガイ Tristichitrochus unicus 芥屋 1987.11.3

1317 ニシキウズガイ科 オオコシダカガンガラ Omphalius pfeifferi carpenteri 柳川 1988.10.9

1318 ムカデガイ科 オオヘビガイ Serpulorbis imbricatus (Dunker,1860) 柳川 1979.12.9

1319 マルスダレガイ科　 オキアサリ Gomphinasemicancellata (Phillipi,1843) 福吉 1980.2.17

1320 カブラガイ科 オトヒメサンゴヤドリ Coralliobia violacea (KIENER)

1321 スカシガイ科 オトメガサ Scutus sinensis 鹿児島　枕崎 1980.5.4

1322 タケノコカニモリ科 オニノツノガイ Cerithium nodulosus フィリピン　セブ 1984.12.28

1323 カウソクイモガイ 鹿児島　山川 1980.2

1324 ハボウキガイ科 カゲロウガイ Streptopinna saccata フィリピン　セブ 1979.12.29

1325 フジツガイ科 カコボラ Cymatium(Monoplex) parthenopeum (Salis Marschlins,1793) 沖縄 1975.12.30

1326 トウカムリガイ科 カズラガイ Phalium flammiferum

1327 カドバクナガニシ 寺山 1980.4.20

1328 オニノツノガイ科 カニモリガイ Proclava kochi 寺山 1974.7.21

1329 ニッコウガイ科 カバザクラ Nitidotellina iridella 津屋崎 1982.1.2

1330 カラマツガイ科 カラマツガイ Siphonaria japonica 行橋 1979.9.16

1331 フネガイ科 カリガネエガイ Barbatia (Abarbaitia) lima (Reeve,1844) 寺山 1980.1.6

1332 ザルガイ科 カワラガイ Fragum unedo 沖縄　久米島 1979.12.28
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1333 スズメガイ科 キクスズメ Hipponix conica (Schumacher,1817) 福間 1980.3.2

1334 カラマツガイ科 キクノハナガイ Siphonaria (Mestasophon) subatra PILSBRY 福間 1980.1.15

1335 クマサカガイ科 キヌガサガイ Stellaria(Onustus)exutus(Reeve,1842) 柳川

1336 タケノコガイ科 キバタケ Subula crenulata (LINNE) フィリピン　セブ 1984.12.28

1337 キリガイダマシ科 キリガイダマシ Turritella terebra cerea REEVE フィリピン　セブ 1984.12.28

1338 オリイレヨウバイ科 キンシバイ Alectrion glans nipponensis 鹿児島　山川 1979.2.10

1339 ニシキウズガイ科 ギンタカハマガイ Tectus pyramis フィリピン　セブ 1979.12.29

1340 スカシガイ科 クズヤガイ Diodora sieboldii 福間 1981.5

1341 ニシキウズガイ科 クボガイ Chlorostoma lischkei (TAPPARONE-CANEFRI) 寺山 1980.1.6

1342 クマサカガイ科 クマサカガイ Xenophora pallodula 牛深 1987.3.11

1343 ニシキウズガイ科 クマノコガイ Chlorostoma lischkei 福吉 1980.4.6

1344 スイショウガイ科 クモガイ Lambis lambis (LINNE)

1345 ミミガイ科 クロアワビ Haliotis (Nordotis) discus discus Reeve,186

1346 ウグイスガイ科 クロチョウガイ Pinctada margaritifera (LINNE)

1347 ニシキウズガイ科 クロヅケガイ Monodonata neritoides 芥屋 1987.11.3

1348 スミゾメヘビガイ(ｸﾛﾍﾋﾞｶﾞｲ) Serpulorbis colubrinus フィリピン　セブ 1984.12.28

1349 ニッコウガイ科 ゴイサギガイ Macoma tokyoensis 柳川 1979.12.9

1350 オニコブシ科 コオニコブシ Vasum turbinellus (LINNE)

1351 ニシキウズガイ科 コシダカエビス Tristichotrochus consors 寺山 1980.2.3

1352 ニシキウズガイ科 コシダカガンガラ Omphalius rusticus 津屋崎 1979.8.22

1353 ニシキウズガイ科 コシダカギンタカハマ Tectus triserialis (LAMARCK)
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1354 リュウテンサザエ科 コシダカサザエ Marmarostoma stenogyrus 福間 1980.1.15

1355 マルスダレガイ科 コタマガイ Gomphina melanegis 能古島 1980.1.15

1356 ショクコウラ科 コトショクコウラ Harpa davidus フィリピン　セブ 1984.12.28

1357 イトマキボラ科　 コナガニシ Fusinus perplexus 寺山 1983.11.3

1358 フネガイ科 コベルトフネガイ Arca boucardi Jousseaume 鹿子島　枕崎 1980.5.4

1359 イモガイ科 コマダライモ Virroconus chaldeus

1360 コロモガイ科 コロモガイ Sydaphera spengleriana 柳川 1988.4.25

1361 サザエ科 サザエ Turbo cornutus 寺山 1980.2.3

1362 サラサバイ科 サラサバイ Phasianella soldio 沖縄 1975.12.30

1363 フネガイ科 サルボウガイ Scapharca kagoshimensis 福間 1980.1.15

1364 バカガイ科 シオフキガイ Mactra veneriformis 和白 1898.6.1

1365 ソデボラ科 シドロガイ Strombus (Doxander)japonicus 福吉 1980.2.17

1366 シャコガイ科 シャゴウ Hippopus hippopus (LINNE) 沖縄 1975.12.30

1367 ショクコウラ科 ショクコウラ Harpa major フィリピン　セブ 1984.12.28

1368 オキニシ科 シロナルトボラ Bursa (Tutufa) bubo

1369 オキニシ科 シワクチナルトボラ Bursa rubeta フィリピン　セブ 1984.12.28

1370 スイショウガイ科 スイショウガイ Laevistrombus canarium (LINNE) forma isabella (LAMARCHK) フィリピン　セブ 1984.12.30

1371 サザエ科 スガイ Turbo cornatus coreensis 福吉 1980.2.17

1372 スズメガイ科 スズメガイ Pilosabia trigona 福間 1980.3.2

1373 モシオガイ科 スダレモシオ Nipponocrassatella nana 寺山 1980.2.3

1374 アクキガイ科 センジュガイ Chicoreus (TripleX) rosarius (PERRY)
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1375 ハボウキガイ科 タイラギ Atrina pectinata japonica

1376 エゾバイ科 タイワンバイ Babylonia formosae (SOWERBY)

1377 イタヤガイ科 タカサゴツキヒ Amusium pleuronectes (LINNE) フィリピン　セブ 1984.12.30

1378 タマキガイ科 タマキガイ Glycymeris vestit 岐志 1987.11.3

1379 イトマキボラ科 チトセナガニシ Fasciolariidae フィリピン　セブ 1984.4.25

1380 リュウテン科 チョウセンサザエ Turbo (Marmarostoma) argyrostomus LINNE

1381 フデガイ科 チョウセンフデ Mitra mitra (LINNE)

1382 アッキガイ科 チリメンボラ Papana bezoar 福吉 1980.2.17

1383 ツグチガイ(ﾂｸｼｶﾞｲ　?)

1384 イトマキボラ科 ツノマタナガニシ Fusinus nigrirostratus 寺山 1978.11.3

1385 ウグイスガイ科 ツバメガイ Pteria (Austropteria) Cypsellus 福吉 1980.2.17

1386 タマガイ科 ツメタガイ Glossaulax didyma 寺山 1977.313

1387 スカシガイ科 テンガイ Diodora Quadriradiata 芥屋 1987.11.3

1388 アクキガイ科 テングガイ Chicoreus ramosus

1389 テングニシ科 テングニシ Hemifusus tuba

1390 トゲモミジガイ

1391 ミミガイ科 トコブシ Haliotis diversicolor aquatilis 津屋崎 1979.8.22

1392 ナカヤマタマツバキ 福吉 1980.2.17

1393 エゾバイ科 ナサバイ Hindsia magnifica (LISCHKE) 鹿児島　山川 1981.8

1394 ナミマガシワガイ科 ナミマガシワ Anomia chinensis 福吉

1395 タマガイ科 ネコガイ Eunaticina papilla(Gmelin,1791) 津屋崎 1982.1.2
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1396 カリバガサガイ科 ネコゼフネガイ Atlantic slipper 沖縄 1973.8.19

1397 エゾバイ科 ノシガイ Pusiostoma mendicaria フィリピン　セブ 1984.12.30

1398 ニシキウズガイ科 バテイラ Omphalius pfeifferi pfeifferi 福吉 1980.2.17

1399 ハナグモリガイ科 ハナグモリ Glauconomya chinensis 柳川

1400 アッキガイ科 ハネナシヨウラクガイ Ceratostoma rorifluum (ADAMS et REEVE) 寺山 1980.23

1401 サザエ科 ハリサザエ Bolma modesa(Reeve,1843) 福吉 1989.3.10

1402 イガイ科 ハンレイヒバリ Modiolus hanleyi 福間 1980.1.15

1403 イタヤガイ科 ヒオウギガイ Mimachlamys nobilis

1404 ツノガイ科 ヒメナガツノ Graptacme buccinulum 福間

1405 カリバガサガイ科 ヒラフネガイ Ergaea walshi (Reeve,1819) 福間 1980.1.15

1406 ヒラモミジガイ

1407 ビワガイ科 ビワガイ Ficus subintermedia 志賀島 1976.9.1

1408 タマゴガイ科 ブドウガイ Haloa japonica 小戸 1977.2.11

1409 スイショウガイ科 フドロガイ(ﾏﾙｿﾃﾞｶﾞｲ) Dolomena marginata robusta (SOWERBY) 津屋崎 1982.1.2

1410 ニシキウズガイ科　 ヘソアキクボガイ Chlorostoma turbinatum 福間 1981.9.6

1411 イタボガキ科 ベッコウガキ neopycnodonte musashiana 大分　蒲江 1980.4.29

1412 ツタノハ科 ベッコウザラ Cellana dorsuosa (GOULD) 福吉 1989.7.8

1413 タケノコガイ科 ベニタケガイ Subula dimidiata フィリピン　セブ 1984.12.28

1414 フジツガイ科 ホウシュウボラ Charonia lampas sauliae (Reeve,1844)

1415 タカラガイ科 ホシダカラ Cypraea tigris LINNE

1416 イトマキボラ科 ホソニシ Fusinus colus (LINNE) フィリピン　セブ 1984.12.28
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1417 シジミ科 マシジミ Corbicula leana Prime 加布里 1980.1.6

1418 イモガイ科 マダライモ Virroconus ebraeus

1419 ヨメガサガイ科 マツバガイ Cellana nigrolineata 津屋崎 1979.822

1420 タニシ科 マルタニシ Cipangopaludina chinensis laeta (Martens) 柳川 1979.12.9

1421 イモガイ科 ミカドミナシ Rhombus imperialis (LINNE)

1422 エゾバイ科 ミクリガイ Siphonalia cassidariaeformis 福吉 1989.7.10

1423 ミミガイ科 ミミガイ Haliotis asinisa フィリピン　セブ 1979.12.28

1424 スイショウガイ科 ムカシタモト Canarwm mutabilis 沖縄 1973.8.23

1425 ムカデソデ フィリピン　セブ 1984.12.28

1426 アカヒトデ科 ムラサキヒトデ Linckia guildingi Gray

1427 ウミギクガイ科 メンガイモドキ（チイロメンガイ） Spondylus sanguineus DUNKER フィリピン　セブ 1979.12.29

1428 モノアラガイ科 モノアラガイ Radix japonica 津屋崎 1979.8.22

1429 モミジガイ

1430 コロモガイ科 モモエボラ Sydaphera spengleriana (DESHAYES) 福吉 1989.7.10

1431 ツノガイ科 ヤカドツノガイ Dentalium octangulatum 福間 1980.1.15

1432 タカラガイ科 ヤクシマダカラ Arabica arabica

1433 リュウテンサザエ科 ヤコウガイ Turbo marmoratus

1434 ヤッコカンザシ 新宮

1435 ヤマタニシ科 ヤマタニシ Cyclophorus herklotsi Martens 寺山 1989.4.20

1436 ユキノカサガイ科 リュウキュウアオイ Patelloida striata フィリピン　セブ 1984.12.30

1437 リュウキュウマスオガイ科 リュウキュウマスオ Asaphis dichotoma フィリピン　セブ 1979.12.29
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1438 リュウテンサザエ科 リュウテンサザエ Turbo petholatus

1439 アッキガイ科 レイシガイ Thais bronni 大分　蒲江 1980.4.20

1440 フネガイ科 ワシノハガイ Arca navicularis 福吉 1980.2.17


