貝類

別添資料４―⑦
【貝類】環境省レッドリスト2015＜分類群順＞
●絶滅（EX） 19種
チチジマヤマキサゴ
ソロバンダマヤマキサゴ
アカビシヤマキサゴ
リュウキュウカワザンショウ
ヒラクボエンザガイ
コシタカエンザガイ
ソコカドエンザガイ
ツヤエンザガイ
オオエンザガイ
ハタイエンザガイ
ナカクボエンザガイ
ヒラマキエンザガイ
コダマエンザガイ
エンザガイ
エンザガイモドキ
アツクチハハジマヒメベッコウ
オガサワラキビ
チチジマレンズガイ
ハハジマレンズガイ

Ogasawarana chichijimana
Ogasawarana habei
Ogasawarana rex
Assiminea sp. D
Hirasea diplomphalus latispira
Hirasea eutheca
Hirasea goniobasis
Hirasea hypolia
Hirasea major
Hirasea nesiotica liobasis
Hirasea planulata biconcava
Hirasea planulata planulata
Hirasea profundispira
Hirasea sinuosa
Hirasiella clara
Lamprocystis hahajimana pachychilus
Trochochlamys ogasawarana
Vitrinula chichijimana
Vitrinula hahajimana

●野生絶滅（EW） 0種
―
●絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 244種
オガサワラスガイ
マキスジヤマキサゴ
ハハジマヤマキサゴ
ナカノシマヤマキサゴ
アニジマヤマキサゴ
ヒラセヤマキサゴ
ハゲヨシワラヤマキサゴ
スベスベヤマキサゴ
カドオガサワラヤマキサゴ
ヨシワラヤマキサゴ
タダアツブタムシオイ
イトウムシオイ
クロダアツクチムシオイ
ミヤザキムシオイ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Lunella ogasawarana
Ogasawarana arata
Ogasawarana capsula
Ogasawarana comes
Ogasawarana discrepans
Ogasawarana hirasei
Ogasawarana metamorpha
Ogasawarana nitida
Ogasawarana optima
Ogasawarana yoshiwarana
Awalycaeus akiratadai
Chamalycaeus itonis itonis
Chamalycaeus kurodatokubeii
Chamalycaeus miyazakii
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
ヒョットコイトウムシオイ
クビレイトウムシオイ
タカチホムシオイ
ヒメムシオイ
シイバムシオイ
オナガラムシオイ
オオムシオイ
トクノシマムシオイ
ヤノムシオイ
クチキレムシオイ
クビナガムシオイ
イトマキミジンヤマタニシ
ニッポンノブエガイ
ワキシメゴマガイ
ベニゴマガイ
ホソコオロギ
ナカセコカワニナ
クロヘナタリ
シマヘナタリ
オガサワラカワニナ
アマミカワニナ
ムチカワニナ
ヨシカワニナ
スグカワニナ
カリントウカワニナ
サキグロタマツメタ
ゴマフダマ
ナナツガマミジンツボ
ナナツガマホラアナミジンニナ
ナガヤマヤマツボ
オオクリイロカワザンショウ
ホラアナゴマオカチグサ
キバオカチグサ
ドームカドカド
カトゥラプシキシタダミ
ナガシマツボ
イリエツボ
ヤママメタニシ
フクイシブキツボ
カタヤマガイ
オンセンゴマツボ（オンセンミズゴマツボ）
ハツカネズミ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Chamalycaeus nakashimai ditacaeus
Chamalycaeus nakashimai nakashimai
Chamalycaeus nishii
Chamalycaeus purus
Chamalycaeus shiibaensis
Chamalycaeus takahashii
Chamalycaeus tokunoshimanus principialis
Chamalycaeus tokunoshimanus tokunoshimanus
Chamalycaeus yanoshigehumii
Cipangocharax biexcisus
Cipangocharax placeonovitas
Cyathopoma nishinoi
Nobuea kurodai
Diplommatina lateralis
Diplommatina pudica
Cerithium torresi
Biwamelania nakasekoae
Cerithidea largillierti
Cerithidea ornata
Stenomelania boninensis
Stenomelania costellaris
Stenomelania crenulatus
Stenomelania juncea
Stenomelania uniformis
Tarebia sp.
Laguncula pulchella
Paratectonatica tigrina
Akiyoshia nanatsugamaensis
Moria kubotai
Allepithema nagayamai
Assimineidae gen. B kyushuensis
Cavernacmella kuzuuensis
Conacmella vagans
Ditiropisena sp. D
Clenchiellidae gen. & sp.
Ceratia nagashima
Pseudonoba yendoi
Fukuia integra
Fukuia multistriata
Oncomelania hupensis nosophora
Stenothyra thermaecola
Macromphalus tornatilis
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
オガイ
マルテンスマツムシ
ウネムシロ
アツミムシロ
シンサクムシロ
ウネハナムシロ
ヒロオビヨフバイ
ヒメシマイシン
ヤシマイシン
キザキコミズシタダミ
イソチドリ
マキモノガイ
オキナワヌカルミクチキレ
ハマダモノアラガイ
カワネジガイ
ヒダリマキモノアラガイ
キタギシマゴクリ
ヒエンハマゴクリ
タナゴジマゴクリ
ヒメシイノミミミガイ
シイノミミミガイ
ヘゴノメミミガイ
ナズミガイ
コハクオカミミガイ
カドバリコミミガイ
アツクチハマシイノミガイ
オキヒラシイノミ
ヤベガワモチ
センベイアワモチ
オガサワラオカモノアラガイ
テンスジオカモノアラガイ
サナギガイ
チチジマスナガイ
ラッパガイ
ハチジョウキバサナギガイ
キバサナギガイ
ハハジマキセルガイモドキ
チチジマキセルガイモドキ
ヒラセキセルガイモドキ
オガサワラキセルガイモドキ
ヤセキセルガイモドキ
ニシキキセルガイモドキ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Cantharus cecillei
Mitrella martensi
Hima hiradoensis
Hima sp. A
Hima sp. B
Varicinassa varicifera
Zeuxis succinctus
Tomura himeshima
Tomura yashima
Cincinna kizakikoensis
Amathina tricarinata
Leucotina dianae
Pyramidellidae gen. A. & sp. B
Radix hamadai
Camptoceras hirasei
Culmenella prashadi
Smeagolidae gen. & sp. A
Smeagolidae gen. & sp. B
Smeagolidae gen. & sp. C
Cassidula nigrobrunnea
Cassidula plecotrematoides japonica
Cassidula schmackeriana
Cylindrotis quadrasi
Ellobium incrassatum
Laemodonta bella
Melampus cristalus
Pythia cecillei
Onchidium sp. B
Platevindex sp. A
Boninosuccinea ogasawarae
Boninosuccinea punctulispira
Pupilla cryptodon
Gastrocopta chichijimana
Hypselostoma insularum
Vertigo hachijoensis
Vertigo hirasei
Boninena callistoderma
Boninena hiraseana chichijimana
Boninena hiraseana hiraseana
Boninena ogasawarae
Mirus gracilispirus
Yakuena eucharista
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
ハチジョウキセルガイモドキ
ゾウゲツヤノミギセル
トクノシマツムガタノミギセル
リュウキュウギセル
シコクタケノコギセル
タケノコギセル
ヒゴコンボウギセル
トクサギセル
イイジマギセル
ホウライジギセル
シロハダギセル
ケショウギセル
イシカワギセル
オオイタシロギセル
ヒメシロギセル
カザアナギセル
ナンピギセル
タイシャクギセル
ネニヤダマシギセル
トクネニヤダマシギセル
ハナコギセル
マルクチコギセル
カスガコギセル
アズママルクチコギセル
エゾコギセル
ハンジロギセル
タキギセル
トカラコギセル
コダマコギセル
ニシキコギセル
ナカダコギセル
イトヒキツムガタノミギセル
ヒロクチコギセル
サカヅキノミギセル
シンチュウギセル（エイネギセル）
タビトギセル（アラトラギセル）
カズマキノミギセル
ヨナクニダワラガイ
イトカケマイマイ
ヒラコハクガイ
ヒメカドエンザガイ
カドエンザガイ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Yakuena hachijoensis
Hemizaptyx purissima
Heterozaptyx hyperaptyx
Luchuphaedusa inclyta
Mesophaedusa affinis
Mesophaedusa elongata
Mesophaedusa higomonticola
Mesophaedusa hiraseana
Mesophaedusa ijimae
Mesophaedusa ikenoi
Neophaedusa akiratadai
Neophaedusa albela
Neophaedusa ishikawai
Neophaedusa masatokandai masatokandai
Neophaedusa masatokandai shiroi
Neophaedusa spelaeonis
Pauciphaedusa toshiyukii
Phaedusa costifera
Phaedusa neniopsis
Phaedusa tokunoshimaensis
Pictophaedusa euholostoma
Pictophaedusa holotrema
Pictophaedusa hungerfordiana
Pictophaedusa masaoi
Pictophaedusa monelasmus
Pinguiphaedusa hemileuca hemileuca
Pliciphaedusa hemileica takii
Proreinia eastlakeana vaga
Proreinia echo
Proreinia elegans
Proreinia nakadai
Pulchraptyx longiplicata
Reinia variegata
Selenoptyx inversiluna
Vitriphaedusa aenea
Vitriphaedusa aratorum
Zaptyx dolichoptyx
Sinoennea yonakunijimana
Plectopylis hirasei
Zonitoides apertus
Hirasea acuta acuta
Hirasea acuta acutissima
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
チチジマエンザガイ
マルクボエンザガイ
クチヒダエンザガイ
ナカタエンザガイ
ヘタナリエンザガイ
クメジマベッコウ
マキスジベッコウ
タカハシベッコウ
オオステンキビ
キカイキビ
オオカサネシタラ（新称）
オガサワラレンズガイ（オガサワラベッコウ）
オモイガケナマイマイ
モリサキオオベソマイマイ
カンダマイマイ
ウロコケマイマイ
ヘリトリケマイマイ
イソムラマイマイ
イトヒキオオベソマイマイ
ムラヤママイマイ
ナチマイマイ
サドマイマイ
ミカワマイマイ
トウガタホソマイマイ
ミドリマイマイ
ケショウマイマイ
サキシマヒシマイマイ
アニジマカタマイマイ
コガネカタマイマイ
チチジマカタマイマイ
ヒシカタマイマイ
ヒメカタマイマイ
フタオビカタマイマイ
アナカタマイマイ
オトメカタマイマイ
カタマイマイ
アケボノカタマイマイ
ヌノメカタマイマイ
キノボリカタマイマイ
コハクアナカタマイマイ
ミスジカタマイマイ
トクノシマケハダシワクチマイマイ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Hirasea chichijimana
Hirasea diplomphalus diplomphalus
Hirasea insignis
Hirasea nesiotica nesiotica
Hirasea operculina
Nipponochlamys kumensis
Nipponochlamys lineolatus
Nipponochlamys takahashii
Parakaliella austeniana
Parakaliella kikaigashimae
Sitalina sp.
Vitrinula chaunax
Aegista inexpectata
Aegista intonsa
Aegista kandai
Aegista lepidophora lepidophora
Aegista marginata
Aegista stenomphala
Aegista tadai
Euhadra murayamai
Euhadra nachicola
Euhadra sadoensis
Euhadra scaevola mikawa
Pseudobuliminus turrita
Trishoplita nitens
Trishoplita optima
Camaena sakishimana
Mandarina anijimana
Mandarina aureola
Mandarina chichijimana
Mandarina exoptata
Mandarina hahajimana
Mandarina hayatoi
Mandarina hirasei
Mandarina kaguya
Mandarina mandarina
Mandarina polita
Mandarina ponderosa
Mandarina suenoae
Mandarina tomiyamai
Mandarina trifasciata
Moellendorffia tokunoensis
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
トクノシマビロウドマイマイ
オキビロウドマイマイ
アマノヤマタカマイマイ
ウラキヤマタカマイマイ
イヘヤヤマタカマイマイ
ヤコビマイマイ
カナマルマイマイ
クメジママイマイ
ウロコマイマイ
メルレンドルフマイマイ
ナカヤママイマイ
サダミマイマイ
アマミヤマタカマイマイ
ウラジロヤマタカマイマイ
ヒラコベソマイマイ
ハンレイヒバリ
ヒメアカガイ
ササゲミミエガイ
ヒメエガイ
ビョウブガイ
イタボガキ
ヒナギンチャク
ヤミノニシキ
コガタカワシンジュガイ
イケチョウガイ
オグラヌマガイ
イセシラガイ
ハートガイ
フジナミガイ
ナノハナガイ
フルイガイ
オオズングリアゲマキ
オガタザクラ
モモイロサギガイ
タカホコシラトリ
イチョウシラトリ
ニッコウガイ
ナガタママキ
オトメタママキ
チリメンユキガイ
ヤチヨノハナガイ
タイワンシラオガイ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Nipponochloritis obscurus
Nipponochloritis okiensis
Satsuma amanoi
Satsuma hemihelvus
Satsuma iheyaensis
Satsuma jacobii
Satsuma kanamarui
Satsuma kumejimaensis
Satsuma lepidophora
Satsuma moellendorffiana moellendorffiana
Satsuma nakayamai
Satsuma sadamii
Satsuma shigetai
Satsuma sororcula
Satsuma wiegmanniana
Modiolus hanleyi
Anadara troscheli
Estellacar galactodes
Mesocibota bistrigata
Trisidos kiyonoi
Ostrea denselamellosa
Decatopecten sp.
Volachlamys hirasei
Margaritifera togakushiensis
Hyriopsis schlegeli
Oguranodonta ogurae
Anodontia bialata
Lunulicardia hemicardium
Soletellina boeddinghausi
Leptomya adunca
Semele cordiformis
Azorinus scheepmakeri
Aeretica tomlini
Macoma nobilis
Macoma takahokoensis
Serratina diaphana
Tellinella virgata
Mactra sp. A
Mactra sp. B
Meropesta sinojaponica
Raeta pellicula
Circe scripta
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
アツカガミ
ウラカガミ
トゥドゥマリハマグリ
ウスハマグリ
マダライオウハマグリ
ガンヅキ
アリアケケボリ
ヒナノズキン
ハナビラガイ
オウギウロコガイ
タナベヤドリガイ
シマノハテマゴコロガイ
オキナノエガオ
ミドリユムシヤドリガイ
イソカゼ
イシゴロモ
ヌマコダキガイ
コオキナガイ
アゲマキ
ジャングサマテガイ

Dosinia biscocta
Dosinia corrugata
Meretrix sp.
Pitar kurodai
Pitar limatulum
Arthritica japonica
Borniopsis ariakensis
Devonia semperi
Fronsella ohshimai
Galeommella utinomii
Nipponomysella tanabensis
Peregrinamor gastrochaenans
Platomysia rugata
Sagamiscintilla thalassemicola
Basterotia gouldi
Aspidopholas yoshimurai
Potamocorbula amurensis
Laternula impura
Sinonovacula lamarcki
Solen soleneae

●絶滅危惧Ⅱ類（VU） 319種
セムシマドアキガイ
スカシエビス
コガラヨシワラヤマキサゴ
オガサワラヤマキサゴ
ツバサコハクカノコ
ベニゴマオカタニシ
オカイシマキ
カミングフネアマガイ
ウミヒメカノコ
ユキスズメ
アツブタムシオイ
サドムシオイ
ヤサガタイトウムシオイ
ベニムシオイ
オオシマムシオイ
ヌメクビムシオイ
ツシマムシオイ
コウツムシオイ
トウゲンムシオイ
オカムラムシオイ
リュウキュウヤマタニシ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Rimula cumingii
Sukashitrochus carinatus
Ogasawarana microtheca
Ogasawarana ogasawarana
Neritilia mimotoi
Georissa shikokuensis
Neritodryas cornea
Septaria cumingiana
Smaragdia sp.
Phenacolepas crenulatus
Awalycaeus abei
Chamalycaeus sadoensis
Chamalycaeus itonis shiotai
Chamalycaeus laevis
Chamalycaeus oshimanus
Chamalycaeus satsumanus laevicervix
Chamalycaeus tsushimanus
Cipangocharax akioi
Cipangocharax kiuchii
Cipangocharax okamurai
Cyclophorus turgidus angulatus
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
イノウエヤマトガイ
トウカイヤマトガイ
モジャモジャヤマトガイ
オキノエラブヤマトガイ
トクノシマヤマトガイ
シリブトゴマガイ
ミヤコゴマガイ
クメジマゴマガイ
リュウキュウゴマガイ
クニガミゴマガイ
トクノシマゴマガイ
オオシマゴマガイ
エゾゴマガイ
イトカケゴマガイ
ツシマゴマガイ
トクノシマアズキガイ
マルタニシ
イボウミニナ
コゲツノブエガイ
クロカワニナ
カワアイ
マドモチウミニナ
サナギモツボ
タケノコカワニナ
フロガイダマシ
アラゴマフダマ
ロウイロトミガイ
コバヤシミジンツボ
アキヨシミジンツボ
ホラアナミジンニナ
キビオカチグサ
ムツカワザンショウ
マンゴクウラカワザンショウ
マツシマカワザンショウ
マツカワウラカワザンショウ
オオシンデンカワザンショウ
コーヒーイロカワザンショウ
カハタレカワザンショウ
ヤマモトゴマオカチグサ
ミニカドカド
エレガントカドカド
デリケートカドカド
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Japonia inouei
Japonia katorii
Japonia shigetai
Japonia tokunoshimana okinoerabuensis
Japonia tokunoshimana tokunoshimana
Arinia japonica
Diplommatina immersidens
Diplommatina kumejimana
Diplommatina luchuana
Diplommatina lyrata lyrata
Diplommatina lyrata tokunoshimana
Diplommatina oshimae
Diplommatina septentrionalis
Diplommatina turris chineni
Diplommatina ultima
Pupinella oshimae tokunoshimana
Cipangopaludina chinensis laeta
Batillaria zonalis
Cerithium coralium
Biwamelania fuscata
Cerithideopsilla djadjariensis
Terebralia sulcata
Finella pupoides
Stenomelania rufescens
Naticarius concinnus
Naticarius onca
Polinices mellosus
Akiyoshia kobayashii
Akiyoshia uenoi
Moria nipponica
Acmella minima
Assiminea sp. E
Assiminea sp. F
Assiminea sp. G
Assiminea sp. H
Assiminea sp. I
Assimineidae gen. C & sp.
Assimineidae gen. D & sp.
Cavernacmella yamamotonis
Ditiropisena sp. A
Ditiropisena sp. B
Ditiropisena sp. C
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
ウラウチコダマカワザンショウ
アズキカワザンショウ
イナバマメタニシ
ヒメマルマメタニシ
マメタニシ
ヤイマカチドキシタダミ
ワカウラツボ
ゴマツボモドキ（シリオレミジンニナ）
ミジンゴマツボ
ウチノミツボ
オカマメタニシ
シモキタシブキツボ
ヨナグニカタヤマガイ
ナタネミズツボ
スジウネリチョウジガイ
ゴマツボ
ミズゴマツボ
エゾミズゴマツボ（カラフトミズゴマツボ）
アラウズマキ
ヒメシラギク（シラギクマガイ）
イソマイマイ
ガタチンナン
ウミコハクガイ
ウネナシイトカケ
ヒモイカリナマコツマミガイ
ヤセフタオビツマミガイ
オマセムシロガイ
オリイレヨフバイ
ウスイロバイ
ミノムシガイ
チビツクシ（ムラクモツクシ）
ハネナシヨウラク
ツヤイモガイ
イワカワトクサ
オリイレボラ
イリエゴウナ
ニホンミズシタダミ
コメツブツララ
カミスジカイコガイダマシ
ウミマイマイ
イボキサゴナカセクチキレモドキ
ヌノメホソクチキレ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Ovassiminea sp.
Pseudomphala miyazakii
Bithynia inabai
Gabbia kiusiuensis
Parafossarulus manchouricus japonicus
Clenchiella sp.
Fairbankia sakaguchii
Hyala sp.
Liroceratia sulcata
Pseudonoba sp.
Blanfordia bensoni
Fukuia ooyagii
Gammatricula shini
Oncomelania minima
Rissoina costulata
Stosicia annulata
Stenothyra japonica
Stenothyra recondita
Circulus duplicatus
Pseudoliotia astericus
Sigaretornus sp. A
Sigaretornus sp. B
Teinostoma lucida
Acrilla acuminata
Hypermastus lacteus
Mucronalia exilis
Hima praematurata
Nassarius arcularia
Babylonia kirana
Vexillum balteolatum
Vexillum rufomaculatum
Ceratostoma rorifluum
Conus boeticus
Duplicaria evoluta
Trigonostoma scalariformis
Ebala sp.
Cincinna japonica
Acteocina decoratoides
Cylichnatys angustus
Lactiforis takii
Boonea umboniocola
Iphiana tenuisculpta
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
オウミガイ
ミズコハクガイ
クルマヒラマキガイ（レンズヒラマキガイ）
ヒミツナメクジ
ナラビオカミミガイ
サカマキオカミミガイ
オカミミガイ
クリイロコミミガイ
コベソコミミガイ（マルコミミガイ）
ウルシヌリハマシイノミ
デンジハマシイノミ
ニワタズミハマシイノミ
キヌカツギハマシイノミガイ
オウトウハマシイノミ
ドロアワモチ
キボシアワモチ（新称）
ヒメキボシアワモチ（新称）
コウフオカモノアラガイ
イオウジマノミガイ
トウガタノミガイ
オガサワラノミガイ
ノミガイ
ヤエヤマクチミゾガイ
マツシマクチミゾガイ
クチマガリスナガイ
エリマキガイ
ナタネキバサナギガイ
ヤマトキバサナギガイ
ウスチャイロキセルガイモドキ
ダンジョキセルガイモドキ
チャイロキセルガイモドキ
エダヒダノミギセル
センカクコギセル
イトカケノミギセル
ヤクスギイトカケノミギセル
タカラノミギセル
ツムガタノミギセル
カドシタノミギセル
アズマギセル
キンチャクギセル
ザレギセル
トクノシマギセル
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Radix onychia
Gyraulus soritai
Hippeutis cantori
Aiteng mysticus
Auriculastra duplicata
Blauneria quadrasi
Ellobium chinense
Laemodonta siamensis
Laemodonta sp. B
Melampus nucleolus
Melampus ovuloides
Melampus sculptus
Melampus sincaporensis
Melampus sp.
Onchidium sp. A
Paraonchidium fungiforme
Paraonchidium keinense
Neosuccinea kofui
Elasmias kitaiwojimanum
Lamellidea biplicata
Lamellidea ogasawarana
Tornatellides boeningi
Enteroplax yaeyamaensis
Eostrobilops nipponica nipponica
Bensonella plicidens
Ptychalaea dedecora
Vertigo eogea eogea
Vertigo japonica
Yakuena fulva
Yakuena minatoi
Yakuena nesiotica
Diceratoptyx cladoptyx
Euphaedusa senkakuensis
Hemizaptyx caloptyx caloptyx
Hemizaptyx caloptyx subtilis
Hemizaptyx takarai
Heterozaptyx munus
Heterozaptyx oxypomatica
Luchuphaedusa azumai
Luchuphaedusa callistochila
Luchuphaedusa mima mima
Luchuphaedusa mima tokunoshimana
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
ナタマメギセル
クサレギセル
ミツクリギセル
タブキギセル
ハブタエギセル
ツバクロイワギセル
クロズギセル
キョウトギセル
ミヨシギセル
シリブトギセル
カギヒダギセル
ヤグラギセル
チビノミギセル
ニシノシマギセル
ミヤコオキナワギセル
トライオンギセル
ヒメナミギセル
アベギセル
イヨギセル
クビナガギセル
コシキジマギセル
カモハラギセル
ミカヅキノミギセル
ウチマキノミギセル
ソトバウチマキノミギセル
ホソウチマキノミギセル
ナカムラギセル
デールギセル
ホソヒメギセル
オクシリギセル
カワモトギセル
ミヤザキギセル
ショウドシマギセル
ウブギセル
コメツブダワラガイ
ミヤコダワラガイ
マサキベッコウ
ツシマベッコウ
コンゴウクリイロベッコウ
ハハジマヒメベッコウ
スミスヒメベッコウ
エイコベッコウ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Luchuphaedusa ophidoon
Luchuphaedusa oshimae degenerata
Megalophaedusa mitsukurii
Mesophaedusa tabukii
Mundiphaedusa decussata
Mundiphaedusa iijimakuniakii
Mundiphaedusa kurozuensis
Mundiphaedusa kyotoensis
Mundiphaedusa miyoshii
Mundiphaedusa pachyspira
Mundiphaedusa pilsbryi
Mundiphaedusa yagurai
Oligozaptyx hedleyi
Phaedusa nishinoshimana
Phaedusa striatella
Phaedusa tryoni
Phaedusa ultima
Pinguiphaedusa ignobilis
Pinguiphaedusa iyoensis
Pinguiphaedusa kubinaga
Pliciphaedusa koshikijimana
Pliciphaedusa kamoharai
Selenoptyx noviluna
Stereozaptyx entospira
Stereozaptyx exodonta
Stereozaptyx exulans
Tosaphaedusa cincticollis
Tyrannophaedusa dalli
Tyrannophaedusa gracilispira
Tyrannophaedusa kanjiookuboi
Tyrannophaedusa kawamotoi
Tyrannophaedusa miyazakii
Tyrannophaedusa nankaidoensis yanoi
Tyrannophaedusa puellaris
Sinoennea densecostata
Sinoennea miyakojimana
Bekkochlamys masakii
Bekkochlamys subrejectus
Japanochlamys crenata
Lamprocystis hahajimana hahajimana
Luchuconulus edgariana
Luchuconulus eikoae
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
ヨナグニベッコウ（新称）
トクノシマベッコウ
レンズガイ
カンムリレンズガイ
タシママイマイ
サチマイマイ
オオシマフリイデルマイマイ
トクノシマケマイマイ
カドマルウロコケマイマイ
マヤサンマイマイ
マメヒロベソマイマイ
ヌノビキケマイマイ
オオミケマイマイ
ミヤマオオベソマイマイ
イトマンケマイマイ
マルテンスオオベソマイマイ
トクノシマオオベソマイマイ
イワミマイマイ
エチゴマイマイ
エムラマイマイ
オオタキマイマイ
トビシママイマイ
ハクサンマイマイ
ミヤマヒダリマキマイマイ
ヤクシママイマイ
カタマメマイマイ
エラブマイマイ
サメハダヘソアキアツマイマイ
アツマイマイ
アポイマイマイ
タカヒデマイマイ
タカラホソマイマイ
イシマキシロマイマイ
アラハダシロマイマイ
ツバキカドマイマイ
ケハダシワクチマイマイ
ハジメテビロウドマイマイ
ツクバビロウドマイマイ
オオウスビロウドマイマイ
ヒラマキビロウドマイマイ
ヒメビロウドマイマイ
カワリダネビロウドマイマイ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Nipponochlamys sp.
Nipponochlamys subelimatus
Otesiopsis japonica
Otesiopsis kanmuriyamensis
Aegista cavitectum
Aegista fausta
Aegista friedeliana vestita
Aegista kiusiuensis tokunovaga
Aegista lepidophora scutifera
Aegista mayasana
Aegista minima
Aegista nunobikiensis
Aegista omiensis
Aegista proba goniosomoides
Aegista scepasma
Aegista squarrosa squarrosa
Aegista squarrosa tokunoshimana
Euhadra awaensis occidentalis
Euhadra grata echigoensis
Euhadra grata emurai
Euhadra grata grata
Euhedra grata tobisimae
Euhadra latispira latispira
Euhadra scaevola scaevola
Euhadra yakushimana
Lepidopisum verrucosum
Nesiohelix irrediviva
Nesiohelix omphalina proximata
Nesiohelix solida
Paraegista apoiensis
Paraegista takahidei
Pseudobuliminus takarai
Trishoplita calcicola
Trishoplita eumenes pergranosa
Trishoplita hachijoensis
Moellendorffia eucharistus
Neochloritis tomiyamai
Nipponochloritis bracteatus tsukubaensis
Nipponochloritis fragosus
Nipponochloritis hirasei
Nipponochloritis perpunctatus
Nipponochloritis silvaticus
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
ミニビロウドマイマイ
トサビロウドマイマイ
クマドリヤマタカマイマイ
ヤンバルマイマイ
ココロマイマイ
オキノエラブヤマタカマイマイ
オキナワヤマタカマイマイ
ヤセアナナシマイマイ
クンチャンマイマイ
ミノブマイマイ
オモロヤマタカマイマイ
キカイオオシママイマイ
リュウキュウヒダリマキマイマイ
チリメンマイマイ
ツヤマイマイ
オオツヤマイマイ
トクノシマヤマタカマイマイ
ツルギサンマイマイ
クチジロビロウドマイマイ
ホシヤマビロウドマイマイ
アサヒキヌタレガイ
ヌバタママクラ
メオトサルボオ
クマサルボオ
ハイガイ
ウチワガイ
サンゴガキ
スミノエガキ
ミナミマガキ
スエヒロガイ
カワシンジュガイ
マルドブガイ
オバエボシガイ
オトコタテボシガイ
ニセマツカサガイ
カタハガイ
ウラキツキガイ
カゴガイ
ヒシガイ
イレズミザルガイ
ウスムラサキアシガイ
ミナトマスホガイ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Nipponochloritis takedai
Nipponochloritis tosanus
Satsuma adelinae
Satsuma atrata
Satsuma cardiostoma
Satsuma eucosmia erabuensis
Satsuma eucosmia eucosmia
Satsuma fausta
Satsuma mercatoria euterpe
Satsuma moellendorffiana thaanumi
Satsuma omoro
Satsuma oshimae daemonorum
Satsuma perversa
Satsuma rugosa
Satsuma selasia
Satsuma textilis
Satsuma tokunoshimana
Satsuma tsurugisanica
Yakuchloritis albolabris
Yakuchloritis hoshiyamai
Acharax japonica
Modiolus aratus
Anadara crebricostata
Anadara globosa
Tegillarca granosa
Tucetona auriflua
Anomiostrea coraliophila
Crassostrea ariakensis
Crassostrea bilineata
Pinna atropurpurea
Margaritifera laevis
Anodonta calipygos
Inversidens brandti
Inversiunio reinianus
Inversiunio yanagawensis
Obovalis omiensis
Codakia paytenorum
Fimbria soverbii
Fragum bannoi
Vasticardium rubicundum compunctum
Gari lessoni
Psammotaea inflata
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
ムラサキガイ
コバコガイ
ホシヤマナミノコザラ
リュウキュウクサビザラ
モチヅキザラ
アマサギガイ
チガイザクラ
ヒワズウネイチョウ
テリザクラ
トンガリベニガイ
オオトゲウネガイ
ヘラサギガイ
マシジミ
セタシジミ
リュウキュウヒルギシジミ
タイワンヒルギシジミ
ヤエヤマヒルギシジミ
ハナグモリ
チトセノハナガイ
アリソガイ
リュウキュウアリソガイ
トウカイタママキ
ヒナミルクイ
ミルクイ
ツキカガミ
ヤタノカガミ
ハマグリ
ユウカゲハマグリ
イオウハマグリ
リュウキュウアサリ
アケボノガイ
ホシムシアケボノガイ
ツルマルケボリガイ
セワケガイ
ニッポンヨーヨーシジミ
オオツヤウロコガイ
フジタニコハクノツユ
フィリピンハナビラガイ
ウミタケ
ヒメマスオガイ
オフクマスオ
オキナガイ属の１種
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Soletellina adamsii
Montrouzieria clathrata
Cadella hoshiyamai
Cadella sp.
Cyclotellina remies
Macalia bruguieri
Macoma dispar
Merisca perplexa
Moerella iridescens
Pharaonella rostrata
Quadrans gargadia
Tellinides timorensis
Corbicula leana
Corbicula sandai
Geloina expansa
Geloina fissidens
Geloina yaeyamensis
Glauconome angulata
Anatinella nicobarica
Coelomactra antiquata
Mactra grandis
Mactra pulchella
Mactrotoma depressa
Tresus keenae
Dosinia aspera
Dosinia troscheli
Meretrix lusoria
Pitar citrinus
Pitar sulfreum
Tapes literatus
Barrimysia cumingii
Barrimysia siphonosomae
Borniopsis tsurumaru
Byssobornia adamsi
Divariscintilla toyohiwakensis
Ephippodonta gigas
Fronsella fujitaniana
Salpocola philippinensis
Barnea japonica
Cryptomya busoensis
Distugonia decurvata
Laternula sp.
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
オビクイ
シナヤカスエモノガイ
チゴマテ
ホソバラフマテガイ

Agriodesma navicula
Thracia concinna
Solen kikuchii
Solen sp.

●準絶滅危惧（NT） 451種
ツボミ
ヤジリスカシガイ
イボキサゴ
タイワンキサゴ
コハクカノコ
ツブコハクカノコ
フクダゴマオカタニシ
ゴマオカタニシ
リュウキュウゴマオカタニシ
レモンカノコ
ヒメカノコ
ウロコイシマキ
コウモリカノコ
ヒロクチカノコ
フリソデカノコ
キジビキカノコ
ツバサカノコ
ヒラマキアマオブネ
アラハダカノコ
アカグチカノコ
ニセヒロクチカノコ
クロズミアカグチカノコ
ウスベニツバサカノコ
シマカノコ
ベッコウフネアマガイ
ミヤコドリ
ヒナユキスズメ
タオヤメユキスズメ（ヌノメミヤコドリ）
クチビラキムシオイ
キンランカノコ
クサイロカノコ
サツマムシオイ
タネガシマムシオイ
タダムシオイ
クビマキムシオイ
オオヤマタニシ
ミヤコヤマタニシ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Patelloida conulus
Macroschisma cuspidata
Umbonium moniliferum
Umbonium suturale
Neritilia rubida
Neritilia vulgaris
Georissa hukudai
Georissa japonica
Georissa luchuana
Clithon souverbiana
Clithon sp.
Clithon squarrosus
Neripteron auriculata
Neripteron sp. A
Neripteron sp. B
Neripteron spiralis
Neripteron subauriculata
Nerita planospira
Neritina asperulata
Neritina petiti
Neritina siquijorensis
Neritina sp. A
Neritina sp. B
Neritina turrita
Septaria lineata
Phenacolepas pulchella
Phenacolepas sp.
Phenacolepas tenuisculpta
Chamalycaeus expanstoma
Smaragdia paulucciana
Smaragdia rangiana
Chamalycaeus satsumanus satsumanus
Chamalycaeus satsumanus tanegashimae
Chamalycaeus tadai
Chamalycaeus vinctus
Cyclophorus hirasei
Cyclophorus turgidus miyakoensis
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
ヤエヤマヤマタニシ
タネガシマアツブタガイ
ヤエヤマアツブタガイ
ケハダヤマトガイ
ケブカヤマトガイ
サドヤマトガイ
イトマキヤマトガイ
アオミオカタニシ
ヒラセアツブタガイ
ハダカアツブタガイ
ヤエヤマヒラセアツブタガイ
ヨナクニアツブタガイ
オオコベルトゴマガイ
マルクチゴマガイ
ダンジョゴマガイ
ゴトウゴマガイ
ニヨリゴマガイ
ハンミガキゴマガイ
ハラブトゴマガイ
トウガタゴマガイ
ウジグントウゴマガイ
ウオズミゴマガイ
ヤクシマゴマガイ
ヨナクニゴマガイ
オオタニシ
ナガタニシ
ウミニナ
カヤノミカニモリ
ホソマキカワニナ
タテヒダカワニナ
モリカワニナ
イボカワニナ
ヤマトカワニナ
カゴメカワニナ
シライシカワニナ
タケシマカワニナ
クロダカワニナ
フトヘナタリ
ヘナタリ
キバウミニナ
ヌノメカワニナ
ネジヒダカワニナ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Cyclophorus turgidus radians
Cyclotus campanulatus tanegashimanus
Cyclotus taivanus peraffinis
Japonia barbata
Japonia hispida
Japonia sadoensis
Japonia striatula
Leptopoma nitidum
Platyrhaphe hirasei hirasei
Platyrhaphe hirasei nudus
Platyrhaphe hirasei yaeyamaensis
Platyrhaphe hirasei yonakunijimanus
Diplommatina ampla
Diplommatina circumstomata
Diplommatina danzyonarum
Diplommatina gotoensis
Diplommatina nesiotica
Diplommatina nishii
Diplommatina saginata
Diplommatina turris turris
Diplommatina ujiinsularis
Diplommatina uozumii
Diplommatina yakushimae
Diplommatina yonakunijimana
Cipangopaludina japonica
Heterogen longispira
Batillaria multiformis
Clypeomorus bifasciata
Biwamelania arenicola
Biwamelania decipiens
Biwamelania morii
Biwamelania multigranosa
Biwamelania niponica
Biwamelania reticulata
Biwamelania shiraishiensis
Biwamelania takeshimensis
Semisulcospira kurodai
Cerithidea rhizophorarum
Cerithideopsilla cingulata
Terebralia palustris
Melanoides tuberculatus
Sermyla riqueti
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
イボアヤカワニナ
トゲカワニナ
モロハタマキビ（セトウチヘソカドタマキビ）
イロタマキビ
アダムスタマガイ
ネコガイ
ヒロクチリスガイ
カスミコダマ
テンセイタマガイ
オリイレシラタマ
ツガイ
ツツミガイ
クリイロカワザンショウ
ツブカワザンショウ
ムシヤドリカワザンショウ
テシオカワザンショウ
イヨカワザンショウ（ヤミカワザンショウ）
アッケシカワザンショウ
ヒナタムシヤドリカワザンショウ
ヨシダカワザンショウ
オイランカワザンショウ
アシヒダツボ
エゾマメタニシ
ナタネツボ
ジーコンボツボ
ニセゴマツボ
カワグチツボ
マンガルツボ
サザナミツボ
イツマデガイ
ヒメオカマメタニシ
クビキレガイモドキ
ニクイロシブキツボ
ヌノメチョウジガイ
タニシツボ
オキナワミズゴマツボ
エドガワミズゴマツボ（ウミゴマツボ）
シラギク
ナギツボ
ネジマガキ
ヒダトリガイ
フドロ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Tarebia granifera
Thiara scabra pagoda
Lacuna carinifera
Littoraria conica
Cryptonatica adamsiana
Eunaticina papilla
Mammilla melanostmoides
Natica buriasensis
Notocochlis robillardi
Sigatica bathyraphe
Sinum incisum
Sinum planulatum
Angustassiminea castanea
Assiminea estuarina
Assiminea parasitologica
Assiminea sp. A
Assiminea sp. B
Assiminea sp. C
Assiminea sp. J
Assimineidae gen. A yoshidayukioi
Assimineidae gen. A & sp.
Rugapedia sp.
Bithynia moltschanovi
Falsicingula kurilensis
Chevallieria sp.
Fairbankia reflecta
Fluviocingula elegantula
Iravadia quadrasi
Nozeba ziczac
Blanfordia japonica
Blanfordia simplex
Cecina manchurica
Fukuia kurodai
Rissoina pura
Voorwindia sp.
Stenothyra basiangulata
Stenothyra edogawensis
Pseudoliotia pulchella
Vitrinella sp.
Strombus gibbosus
Strombus labiatus
Strombus robustus
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
オハグロガイ
ハナヅトガイ
オダマキ
クレハガイ
ハブタエセキモリ
セキモリ
カシパンヤドリニナ
トクナガヤドリニナ
テングニシ
カタムシロ
イガムシロ
ヒメオリイレムシロ
ムシロガイ
キツネノムシロ
カニノテムシロ
フタホシカニノテムシロ
コブムシロ
マタヨフバイ
クリイロムシロ（クリイロヨフバイ）
バイ
ハイイロミノムシ
カノコミノムシ
オニサザエ
マクラガイ
スジイモガイ
コゲスジイモガイ
チャイロフタナシシャジク
コトツブ
クリイロマンジ
クダボラ
シチクガイ
ビワコミズシタダミ
ミズシタダミ
オオシイノミガイ
ムラクモキジビキガイ
カヤノミガイ
ホソタマゴガイ
コヤスツララ
キタノカラマツガイ
イトカケゴウナ
スオウクチキレ
アンパルクチキレ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Strombus urceus urceus
Velutina pusio
Depressiscala aurita
Papyriscala clementia
Papyriscala lyra
Papyriscala yokoyamai
Hypermastus peronellicola
Hypermastus tokunagai
Pugilina tuba
Hebra corticata
Hebra horrida
Nassarius stoliczkana
Niotha livescens
Niotha venusta
Plicarcularia bellula
Plicarcularia bimaculosa
Plicarcularia globosa
Telasco lurida
Zeuxis olivaceus
Babylonia japonica
Vexillum gruneri
Vexillum sanguisuga
Chicoreus asianus
Oliva mustelina
Conus figulinus
Conus loroisii
Etrema gainesii
Eucithara marginelloides
Philbertia leuckarti
Turris crispa
Hastula rufopunctata
Biwakovalvata biwaensis
Valvata hokkaidoensis
Acteon sieboldi
Japanacteon nipponensis
Pupa sulcata
Limulatys ooformis
Acteocina koyasensis
Siphonacmea oblongata
Bacteridium vittatum
Boonea suoana
Colsyrnola hanzawai
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
ククリクチキレ
シゲヤスイトカケギリ
ササクレマキモノガイ
ニライカナイゴウナ
オオシイノミクチキレ
ヒメゴウナ
エバラクチキレ
ウネイトカケギリ
ヌカルミクチキレ
エドイトカケギリ
クラエノハマイトカケギリ
モノアラガイ
カドヒラマキガイ
ヒラマキガイモドキ
リュウキュウヒラマキガイモドキ
ナガケシガイ
ケシガイ
カタシイノミミミガイ
ウラシマミミガイ
ヒゲマキシイノミミミガイ
コウモリミミガイ
ウスコミミガイ
マキスジコミミガイ
シュジュコミミガイ
ヘソアキコミミガイ
コメツブハマシイノミ
キヌメハマシイノミ（トリコハマシイノミ）
コデマリナギサノシタタリ
ヒヅメガイ
ヒメヒラシイノミガイ
クロヒラシイノミガイ
マダラヒラシイノミガイ
ゴマセンベイアワモチ
イボイボナメクジ
ナガオカモノアラガイ
リュウキュウノミガイ
トライオンノミガイ
ナタネガイモドキ
ナニワクチミゾガイ
スナガイ
ダイトウジマスナガイ
ボニンスナガイ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Cossmannica aciculata
Dunkeria shigeyasui
Leucotina digitalis
Leucotina sp.
Milda ventricosa
Monotygma eximia
Orinella ebarana
Paramormula scrobiculata
Pyramidellidae gen. A. & sp. A
Turbonilla edoensis
Turbonilla kuraenohamana
Radix auricularia japonica
Choanomphalodes perstriatulus
Polypylis hemisphaerula
Polypylis usta
Carychium cymatoplax
Carychium pessimum
Cassidula crassiuscula
Cassidula mustelina
Cassidula plecotrematoides plecotrematoides

Cassidula vespertilionis
Laemodonta exaratoides
Laemodonta monilifera
Laemodonta sp. A
Laemodonta typica
Melampus phaeostylus
Melampus sulculosus
Microtralia sp.
Pedipes jouani
Pythia nana
Pythia pachyodon
Pythia pantherina
Platevindex sp. B
Granulilimax fuscicornis
Oxyloma hirasei
Lamellidea rucuana
Tornatellides tryoni
Pyramidula conica
Eostrobilops nipponica reikoae
Gastrocopta armigerella armigerella
Gastrocopta armigerella daitojimana
Gastrocopta boninensis
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
ミジンサナギガイ
クシロキバサナギガイ
クリイロキセルガイモドキ
ホソキセルガイモドキ
リュウキュウキセルガイモドキ
オオシマキセルガイモドキ
キカイキセルガイモドキ
メシマコギセル
イリオモテコギセル
スタアンズギセル
アラハダノミギセル
クサカキノミギセル
ツヤノミギセル
ハラブトノミギセル
チイサギセル
ユキタノミギセル
ヒルグチギセル
オオシマギセル
ナカダチギセル
オオギセル
ミカワギセル
ホウヨギセル
カタギセル
オキモドキギセル
ウジグントウギセル
ハチジョウノミギセル
シリオレトノサマギセル
オクガタギセル
トノサマギセル
エンシュウギセル
ハチノコギセル
クニノギセル
オオトノサマギセル
ツメギセル
チュウゼンジギセル
シロバリギセル
サドギセル
ニセノミギセル
ムコウジマコギセル
ヒメヤコビギセル
コハラブトギセル
クロシマギセル
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Truncatellina insulivaga
Vertigo kushiroensis
Mirus andersonianus
Mirus rugulosus
Yakuena luchuana luchuana
Yakuena luchuana oshimana
Yakuena reticulata
Euphaedusa aculus mesimana
Euphaedusa stearnsii iriomotensis
Euphaedusa stearnsii stearnsii
Hemizaptyx asperata
Hemizaptyx kusakakiensis
Hemizaptyx polita
Hemizaptyx ptychocyma
Hemizaptyx tantilla
Hemizaptyx yukitai
Luchuphaedusa nesiothauma
Luchuphaedusa oshimae oshimae
Luchuphaedusa una
Megalophaedusa martensi
Mesophaedusa hickonis mikawa
Mesophaedusa hooyoensis
Mesophaedusa interlamellaris
Mesophaedusa okimodoki
Mesophaedusa ujiguntoensis
Metazaptyx hachijoensis
Mundiphaedusa decapitata
Mundiphaedusa dorcas
Mundiphaedusa ducalis
Mundiphaedusa hosayaka
Mundiphaedusa kawasakii
Mundiphaedusa kuninoae
Mundiphaedusa rex
Mundiphaedusa rhopalia
Mundiphaedusa sericina
Mundiphaedusa stenospira
Paganizaptyx stimpsoni sadoensis
Parazaptyx thaumatopoma
Phaedusa arborea
Phaedusa jacobiella
Phaedusa nugax
Phaedusa tripleuroptyx
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
キイツムガタギセル
シマケルギセル
トサギセル
ハスヒダギセル
クロチビギセル
シリボソギセル
ミカドギセル
モリサキギセル
コシボソギセル
ピルスブリギセル
コスジギセル
ミサキギセル
スギモトギセル
スルガギセル
タネガシマギセル
トサシリボソギセル
サキシマノミギセル
ヨワノミギセル
モリヤギセル
ダイトウノミギセル
ナカノシマノミギセル
ツヤダワラガイ
ツヤカサマイマイ
タカカサマイマイ
オオカサマイマイ
スカシベッコウ
テラマチベッコウ
コシダカヒメベッコウ
メシマベッコウ
アワクリイロベッコウ
ボニンキビ
カワグチレンズガイ
ダンジョレンズガイ
ヒゼンキビ
ヒメハリマキビ
スジキビ
カサネシタラガイ
ウメムラシタラガイ
グゥドベッコウ
ヒラオオキビ
オオタキキビ
ツシマナガキビ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Pinguiphaedusa pinguis pinguis
Pinguiphaedusa schmackeri
Pliciphaedusa tosana
Stereophaedusa addisoni plagioptyx
Tyrannophaedusa aulacophora
Tyrannophaedusa iotaptyx
Tyrannophaedusa mikado
Tyrannophaedusa morisakii
Tyrannophaedusa nankaidoensis nankaidoensis
Tyrannophaedusa pilsbryana
Tyrannophaedusa plicilabris
Tyrannophaedusa sugimotonis misaki
Tyrannophaedusa sugimotonis sugimotonis
Tyrannophaedusa surugensis
Tyrannophaedusa tanegashimae
Tyrannophaedusa tosaensis
Tyrannozaptyx adulta
Tyrannozaptyx deminuta
Vastina vasta moriyai
Zaptyx daitojimana
Zaptyx nakanoshimana
Sinoennea insularis
Videnoida carthcartae
Videnoida gouldiana
Videnoida horiomphala
Bekkochlamys serenus
Bekkochlamys teramachii
Ceratochlamys hiraseana
Danjochlamys meshimaensis
Japanochlamys awaensis
Liardetia boninensis
Otesiopsis kawaguchii
Otesiopsis yamamotoaizoi
Parakaliella hizenensis
Parakaliella pagoduloides
Parakaliella ruida
Sitalina insignis
Sitalina japonica
Takemasaia gudei
Trochochlamys labilis persubtilis
Trochochlamys lioconus lioconus
Trochochlamys longissima

21 / 28 ページ

○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
タカキビ
ヒメカサキビ
ハチジョウヒメベッコウ
オオコウラナメクジ
ヤマコウラナメクジ
コケラマイマイ
ハダカケマイマイ
シコクケマイマイ
ミズイロオオベソマイマイ
クチマガリマイマイ
ヤギヅノマイマイ
コウニケマイマイ
ヘソカドケマイマイ
シュリケマイマイ
エサキケマイマイ
コシキフリイデルマイマイ
ハタケダマイマイ
イトウケマイマイ
オオシマケマイマイ
ヒラコウベマイマイ
ゴトウコウベマイマイ
コシキコウベマイマイ
オマオオベソマイマイ
ヒラケマイマイ
カドコオオベソマイマイ
トウキョウコオオベソマイマイ
ツシマケマイマイ
キイオオベソマイマイ
フチマルオオベソマイマイ
アケボノマイマイ
ホリマイマイ
ナガシリマルホソマイマイ
サッポロマイマイ
ナンブマイマイ
オキマイマイ
ミチノクマイマイ
コウロマイマイ
ヘグラマイマイ
クロマイマイ
ウジグントウマイマイ
ヘソアキアツマイマイ
イヘヤタメトモマイマイ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Trochochlamys praealta
Trochochlamys subcrenulata subcrenulata
Yamatochlamys circumdata
Nipponarion carinatus
Nipponolimax monticola
Aegista mikuriyensis
Aegista aemula hadaka
Aegista aemula shikokuensis
Aegista caerulea
Aegista cavicollis
Aegista caviconus
Aegista conella
Aegista conomphala
Aegista elegantissima
Aegista esakii
Aegista friedeliana humerosa
Aegista hatakedai hatakedai
Aegista itoi
Aegista kiusiuensis oshimana
Aegista kobensis discus
Aegista kobensis gotoensis
Aegista kobensis koshikijimana
Aegista omma
Aegista pressa
Aegista proba goniosoma
Aegista tokyoensis
Aegista trochula
Aegista tumida cavata
Aegista tumida tumida
Ainohelix io
Bradybaena circulus hiroshihorii
Pseudobuliminus meiacoshimensis
Euhadra brandtii sapporo
Euhadra decorata diminuta
Euhadra dixoni okicola
Euhadra grata gratoides
Euhadra latispira yagurai
Euhadra quaesita heguraensis
Euhadra tokarainsula tokarainsula
Euhadra tokarainsula ujiensis
Nesiohelix omphalina omphalina
Phaeohelix phaeogramma iheyaensis
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
ミヤケチャイロマイマイ
カドバリオトメマイマイ
タシナミオトメマイマイ
リシケオトメマイマイ
ヒルゲンドルフマイマイ
クロオビオトメマイマイ
シロマイマイ
コケハダシワクチマイマイ
キタノビロウドマイマイ
ウロコビロウドマイマイ
ケハダビロウドマイマイ
カワナビロウドマイマイ
オオスミビロウドマイマイ
キヌビロウドマイマイ
ハンミガキマイマイ
イッシキマイマイ
ヨナクニマイマイ
アナナシマイマイ
ダンジョマイマイ
コシタカコベソマイマイ
ダイトウジママイマイ
イエジママイマイ
フカシマコベソマイマイ
オキシメクチマイマイ
サンインコベソマイマイ
ヒメタマゴマイマイ
ヤマタカマイマイ
タダマイマイ
タネガシママイマイ
クロイワヒダリマキマイマイ
キヌタレガイ
ヤマホトトギス
サザナミマクラ
コケガラス
ホソスジヒバリ
イシワリマクラ
シカメガキ
ズベタイラギ
タイラギ（リシケタイラギ）
ハボウキ
ヒナノヒオウギの一種
カラスガイ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Phaeoherix miyakejimana
Trishoplita carinata
Trishoplita collinsoni collinsoni
Trishoplita collinsoni lischkeana
Trishoplita hilgendorfi hilgendorfi
Trishoplita latizona
Trishoplita pallens
Moellendorffia diminuta
Nipponochloritis borealis
Nipponochloritis bracteatus bracteatus
Nipponochloritis fragilis
Nipponochloritis kawanai
Nipponochloritis osumiensis
Nipponochloritis pumila
Satsuma ammiralis
Satsuma caliginosa caliginosa
Satsuma caliginosa picta
Satsuma cristata
Satsuma danzyoensis
Satsuma fusca
Satsuma mercatoria daitojimaensis
Satsuma mercatoria iejimana
Satsuma myomphala fukashimana
Satsuma okiensis
Satsuma omphalodes
Satsuma pagodula
Satsuma papilliformis
Satsuma tadai
Satsuma tanegashimae
Satsuma yaeyamensis
Petrasma pusilla
Arcuatula japonica
Modiolus flavidus
Modiolus metcalfei
Modiolus philippinarum
Modiolus vagina
Crassostrea sikamea
Atrina japonica
Atrina lischkeana
Pinna attenuata
Mimachlamys cloacata
Cristaria plicata

23 / 28 ページ

○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
ヨコハマシジラガイ
トンガリササノハガイ
マツカサガイ
ショウゴインツキガイ
シワツキガイ
オキナワヒシガイ
カワラガイ
フジノハナガイ
リュウキュウナミノコ
キュウシュウナミノコ
ナミノコ
マスホガイ
アシガイ
ハザクラ
ハスメヨシガイ
オチバ（コムラサキガイ）
ウラジロマスホガイ
ザンノナミダ
シロナノハナガイ
キヌタアゲマキ
ミナミキヌタアゲマキ
ヒラセザクラ
ミクニシボリザクラ
ハスメザクラ
サビシラトリ
オオモモノハナ
サギガイ
トガリユウシオガイ
モモノハナ
リュウキュウザクラ
ユウシオガイ
サクラガイ
ウズザクラ
ダイミョウガイ
ベニガイ
ウラキヒメザラ
ヌノメイチョウシラトリ
ヒノデガイの一種
ヒラザクラ
ウネナシトマヤガイ
タガソデモドキ
ヤマトシジミ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Inversiunio jokohamensis
Lanceolaria grayana
Pronodularia japanensis
Anodontia philippiana
Austriella corrugata
Fragum loochooanum
Fragum unedo
Chion semigranosus
Donax faba
Donax kiusiuensis
Latona cuneata
Gari elongata
Gari maculosa
Gari minor
Gari squamosa
Gari virescens
Psammotaea togata
Semelangulus lacrimadugongi
Thyellisca trigonalis
Solecurtus divaricatus
Solecurtus philippinensis
Clathrotellina carnicolor
Loxoglypta compta
Loxoglypta transculpta
Macoma contabulata
Macoma praetexta
Macoma sectior
Moerella culter
Moerella jedoensis
Moerella philippinarum
Moerella rutila
Nitidotellina hokkaidoensis
Nitidotellina minuta
Pharaonella perna
Pharaonella sieboldii
Pinguitellina robusta
Serratina capsoides
Tellinella crucigera
Tellinides ovalis
Trapezium liratum
Trapezium sublaevigatum
Corbicula japonica
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
カモジガイ
オオトリガイ
ワカミルガイ
ユキガイ
イソハマグリ
クチバガイ
シオヤガイ
オイノカガミガイ
フジイロハマグリ
シラオガイ
カミブスマ
ケマンガイ
スダレハマグリ
ガンギハマグリ
オミナエシハマグリ
コヅツガイ
ヒノマルズキン
コハクマメアゲマキ
バライロマメアゲマキ
ニッポンマメアゲマキ
ミナミウロコガイ
ウロコガイ
ユンタクシジミ
スジホシムシモドキヤドリガイ
マツモトウロコガイ
マゴコロガイ
オサガニヤドリガイ
ナタマメケボリガイ
セワケハチミツガイ
ツマベニマメアゲマキ
ベッコウマメアゲマキ
クシケマスオガイ
オオノガイ
ヒロクチソトオリガイ
バラフマテ
リュウキュウマテガイ

Lutraria arcuata
Lutraria maxima
Mactrotoma angulifera
Meropesta nicobarica
Atactodea striata
Coecella chinensis
Anomalodiscus squamosus
Bonartemis histrio
Callista erycina
Circe undatina
Clementia papyracea
Gafrarium divaricatum
Katelysia japonica
Pitar lineolatum
Pitar pellucidum
Eufistulana grandis
Anisodevonia ohshimai
Galeomma ambigua
Galeomma rosea
Galeomma sp.
Lepirodes layardi
Lepirodes takii
Litigiella pacifica
Nipponomysella subtruncata
Paraborniola matsumotoi
Peregrinamor ohshimai
Pseudopythina macrophthalmensis
Pseudopythina ochetostoma
Pythina deshayesiana
Scintilla anomala
Scintilla philippinensis
Cryptomya elliptica
Mya arenaria oonogai
Laternula truncata
Solen roseomaculatus
Solen sloanii

●情報不足（DD） 93種
フトマキカワニナ
ナンゴウカワニナ
オオウラカワニナ
タテジワカワニナ
アッカミジンツボ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Biwamelania dilatata
Biwamelania fluvialis
Biwamelania ourense
Biwamelania rugosa
Akiyoshia akka
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
ホソミジンツボ
カワネミジンツボ
サガノミジンツボ
コウチミジンツボ
クルイミジンツボ
ウズツボ
サンビャッケンツボ
トゲトゲツボ
チクチクツボ
キザハシクビキレガイ
カガヨイクビキレガイ
カクメイ属の１種
ガラスシタダミ科の１種
ヤミヨキセワタ
ヒガタヨコイトカケギリ
カサガタガイ
コシダカヒメモノアラガイ
イグチモノアラガイ
タイワンモノアラガイ
スジイリカワコザラガイ
ヒラマキミズマイマイ
クロヒラマキガイ
ハブタエヒラマキガイ
ヒメヒラマキミズマイマイ
トウキョウヒラマキガイ
イササコミミガイ
ハタイノミガイ
ヒトハノミガイ
ナカダノミガイ
エゾミジンマイマイ
オガサワラスナガイ
ミズギワキバサナギガイ
エルベリギセル
エゾヒメギセル
ダンジョベッコウ
コウベヒラベッコウガイ
オオヒラベッコウ
ミドリベッコウ
コシキオオヒラベッコウ
ミヤコベッコウ
クロシマベッコウ
ヒラベッコウガイ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Akiyoshia cylindrica
Akiyoshia kawanensis
Akiyoshia kishiiana
Akiyoshia morimotoi
Akiyoshia scalaris
Dolicrossea bellula
Ceratia sp.
Tornidae gen. & sp. A
Tornidae gen. & sp. B
Truncatella sp. A
Truncatella sp. B
Cornirostra sp.
Xenoskenea sp.
Melanochlamys sp.
Cingulina sp.
Pyramidellidae gen. B & sp.
Fossaria truncatula
Radix auricularia auricularia
Radix auricularia swinhoei
Laevapex japonicus
Gyraulus chinensis spirillus
Gyraulus gredleri
Gyraulus illibatus
Gyraulus pulcher
Gyraulus tokyoensis
Laemodonta octanflacta
Lamellidea hataiana
Lamellidea monodonta
Lamellidea nakadai
Vallonia patens
Gastrocopta ogasawarana
Vertigo eogea stagnalis
Tyrannophaedusa aurantiaca erberi
Vitriphaedusa micropeas hokkaidoensis
Bekkochlamys danjoensis
Bekkochlamys depressus
Bekkochlamys dulcis
Bekkochlamys kagaensis
Bekkochlamys koshikijimanus
Bekkochlamys kurodai
Bekkochlamys kuroshimana
Bekkochlamys micrograpta
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
ニッコウヒラベッコウ
ベッコウマイマイ
ヤクシマベッコウ
カントウベッコウ
シコクベッコウ
クリイロベッコウ
カズマキベッコウ
ハコネヒメベッコウ
エナクリイロベッコウ
カドヒメベッコウ
ハクサンベッコウ
エゾヒメベッコウ
シチトウベッコウ
キヌツヤベッコウ
カンダベッコウ
トガリキビ
エゾキビ
マルキビ
ハチジョウキビ
アワキビ
オキキビ
ソコスジカサキビ
オオウエキビ
イセキビ
キイキビ
ヒメオオタキキビ
イヤヤマキビ
オキノクニキビ
オキノシマキビ
トサキビ
サツマヒメカサキビ
タンザワキビ
サドタカキビ
カワムラケマイマイ
ツミヤママイマイ
ササミケマイマイ
エチゼンビロウドマイマイ
サイコクビロウドマイマイ
ビロウドマイマイ
ネコノアシガキ
アシベマスオ
ハブタエユキガイ
【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Bekkochlamys nikkoensis
Bekkochlamys perfragilis
Bekkochlamys sakui
Bekkochlamys septentrionalis
Bekkochlamys shikokuensis
Japanochlamys cerasina
Japanochlamys decens
Japanochlamys hakonensis
Japanochlamys shinanoensis
Luchuconulus acuta
Nipponochlamys hakusanus
Nipponochlamys hokkaidonis
Nipponochlamys izushichitojimana
Nipponochlamys semisericata
Ovachlamys kandai
Parakaliella acutanguloides
Parakaliella affinis
Parakaliella bimaris
Parakaliella hachijoensis
Parakaliella higashiyamana
Parakaliella okiana
Trochochlamys crenulata basistriata
Trochochlamys fraterna
Trochochlamys humiliconus
Trochochlamys kiiensis
Trochochlamys lioconus goniozona
Trochochlamys monticola
Trochochlamys okiensis
Trochochlamys okinoshimana
Trochochlamys sororcula
Trochochlamys subcrenulata satsumana
Trochochlamys tanzawaensis
Trochochlamys xenica
Aegista hatakedai kawamurai
Aegista kobensis tsumiyamai
Aegista kunimiensis
Nipponochloritis echizenensis
Nipponochloritis occidentalis
Nipponochloritis oscitans
Talonostrea talonata
Soletellina petalina
Meropesta sp.
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

貝類
フタバシラガイの一種
ガタヅキ（コハギガイ）
ハチミツガイ
キタノオオノガイ

Diplodonta sp.
Arthritica reikoae
Melliteryx puncticulatus
Mya uzenensis

●絶滅のおそれのある地域個体群（LP） 13集団
伊是名島のオキナワヤマタニシ
東北地方・佐渡島のハコダテヤマキサゴ
沖縄島北部のタマキビ
沖縄島北部のアラムシロ
八丈島・佐渡島のヤマボタルガイ
東北地方以南のナガナタネガイ
近畿地方以西のパツラマイマイ
東北地方以南のコハクモドキ
九州以北のヒラシタラガイ
東北地方以南のエゾマイマイ
宮城県以北のナガガキ
沖縄島のオキシジミ
沖縄島北部のマテガイ

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Cyclophorus turgidus turgidus
Hemipoma hakodadiense
Littorina brevicula
Reticunassa festiva
Cionella lubrica
Columella edentula
Discus pauper
Retinella hammonis
Sitalina latissima
Ezohelix gainesi gainesi
Crassostrea gigas
Cyclina sinensis
Solen strictus
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

