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レッドリスト

陸淡水産貝類

絶滅(EX)
チチジマヤマキサゴ
ソロバンダマヤマキサゴ
ヒラセヤマキサゴ
ハゲヨシワラヤマキサゴ
アカビシヤマキサゴ
ヨシワラヤマキサゴ
キバオカチグサガイ
ミヤコオカチグサガイ
カドエンザガイ
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
ナカタエンザガイ
ハタイエンザガイ
ヒラマキエンザガイ
ナカクボエンザガイ
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 hirasei
Ogasawarana metamorpha
Ogasawarana rex
Ogasawarana yoshiwarana
Conacmella vagans
Paludinella miyakoinsularis
Hirasea acuta acutissma
Hirasea diplomphalus latispira
Hirasea eutheca
Hirasea goniobasis
Hirasea hypolia
Hirasea major
Hirasea nesiotica nesiotica
Hirasea nesiotica liobasis
Hirasea planulata planulata
Hirasea planulata biconcava
Hirasea profundispira
Hirasea sinuosa
Hirasiella clara
Lamprocystis hahajimana pachychilus
Trochochlamys ogasawarana
Vitrinula chichijimana
Vitrinula hahajimana

絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)
マキスジヤマキサゴ
カドオガサワラヤマキサゴ
ニッポンノブエガイ
イトウムシオイガイ
クビレイトウムシオイガイ
クロダアツクチムシオイガイ
オナガラムシオイガイ
ヤノムシオイガイ
クチキレムシオイガイ
クビナガムシオイガイ
ベニゴマガイ
キサキコミズシタダミ
クビキレガイモドキ
カタヤマガイ
ナナツガマミジンツボ
ナナツガマホラアナミジンニナ
オンセンミズゴマツボ
ナガヤマヤマツボ
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
ナカセコカワニナ
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

Ogasawarana arata
Ogasawarana optima
Nobuea kurodai
Chamalycaeus itonis itonis
Chamalycaeus itonis nakashimai
Chamalycaeus kurodatokubeii
Chamalycaeus takahashii
Chamalycaeus yanoshigehumii
Cipangocharax biexcisus
Cipangocharax placeonovitas
Diplommatina pudica
Cincinna kisakikoensis
Cecina manchurica
Oncomelania nosophora
Akiyoshia nanatsugamaensis
Bythinella kubotai
Stenothyra thermaecola
Allepithema nagayamai
Stenomelania costellaris
Stenomelania cuenulatus
Stenomelania juncea
Stenomelania uniformis
Biwamelania nakasekoae
Radix hamadai
Camptoceras terebra hirasei
Culmenella rezvoji
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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
ハハジマキセルガイモドキ
ヒラセキセルガイモドキ
チチジマキセルガイモドキ
オガサワラキセルガイモドキ
ニシキキセルガイモドキ
ハチジョウキセルガイモドキ
ゾウゲツヤノミギセル
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
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
ニシキコギセル
ナカダコギセル
タイシャクギセル
ヒメカドエンザガイ
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
ヘタナリエンザガイ
オガサワラレンズガイ
サキシマヒシマイマイ
ヒシカタマイマイ
アナカタマイマイ
キノボリカタマイマイ
ミスジカタマイマイ
トクノシマビロウドマイマイ
イヘヤヤマタカマイマイ
クメジママイマイ
ナカヤママイマイ
サダミマイマイ
ヒメユリヤマタカマイマイ
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
トウガタホソマイマイ
ミドリマイマイ

Gastrocopta chichijimana
Hypselostoma insularum
Vertigo hachijoensis
Boninena callistoderma
Boninena hiraseana hiraseana
Boninena hiraseana chichijimana
Boninena ogasawarae
Luchuena eucharista eucharista
Luchuena hachijoensis
Hemizaptyx purissima
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 tokunoshimaensis
Pictophaedusa euholostoma
Pictophaedusa holotrema
Pictophaedusa hungerfordiana
Pictophaedusa masaoi
Pictophaedusa monelasmus
Pinguiphaedusa hemileuca hemileuca
Pinguiphaedusa hemileuca takii
Proreinia elegans
Proreinia nakadai
Stereophaedusa costifera
Hirasea acuta acuta
Hirasea chichijimana
Hirasea diplomphalus diplomphalus
Hirasea insignis
Hirasea operculina
Vitrinula chaunax
Camaena sakishimana
Mandarina exoptata
Mandarina hirasei
Mandarina suenoae
Mandarina trifasciata
Nipponochloritis obscurus
Satsuma iheyaensis
Satsuma mercatoria kumejimaensis
Satsuma nakayamai
Satsuma sadamii
Satsuma sooi
Aegista inexpectata
Aegista intonsa
Aegista kandai
Aegista lepidophora lepidophora
Aegista marginata
Pseudobuliminus turrita
Trishoplita nitens
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ヨナクニダワラガイ
イケチョウガイ
オグラヌマガイ

Sinoennea yonakunijimana
Hyriopsis schlegeli
Oguranodonta ogurae

絶滅危惧Ⅱ類(VU)
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
コガラヨシワラヤマキサゴ
スベスベヤマキサゴ
オガサワラヤマキサゴ
イノウエヤマトガイ
トクノシマヤマトガイ
トクノシマアズキガイ
アツブタムシオイガイ
タダアツブタムシオイガイ
ヤサガタイトウムシオイガイ
サドムシオイガイ
ミヤザキムシオイガイ
ヒメムシオイガイ
ヌメクビムシオイガイ
トクノシマムシオイガイ
オオムシオイガイ
オカムラムシオイガイ
シリブトゴマガイ
ミヤコゴマガイ
クメジマゴマガイ
ワキシメゴマガイ
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
ニホンミズシタダミ
ヤママメタニシ
オカマメタニシ
ヨナクニカタヤマガイ
ナタネミズツボ
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
イナバマメタニシ
ヒメマルマメタニシ
キビオカチグサガイ
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）
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
イオウジマノミガイ
ノミガイ
エリマキガイ
ナタネキバサナギガイ
キバサナギガイ
ヤマトキバサナギガイ
サナギガイ

Ogasawarana capsula
Ogasawarana comes
Ogasawarana discrepans
Ogasawarana microtheca
Ogasawarana nitida
Ogasawarana ogasawarana
Japonia inouyei
Japonia tokunoshimana tokunoshimana
Pupinella oshimae tokunoshimana
Awalycaeus abei
Awalycaeus akiratadai
Chamalycaeus itonis shiotai
Chamalycaeus japonicus sadoensis
Chamalycaeus miyazakii
Chamalycaeus purus
Chamalycaeus satsumanus laevicervix
Chamalycaeus tokunoshimanus tokunoshimanus
Chamalycaeus tokunoshimanus principialis
Cipangocharax okamurai
Arinia japonica
Diplommatina immersidens
Diplommatina kumejimana
Diplommatina lateralis
Diplommatina luchuana
Diplommatina lyrata lyrata
Diplommatina lyrata tokunoshimana
Diplommatina oshimae
Diplommatina septentrionalis
Diplommatina turris chineni
Diplommatina ultima
Cincinna japonica
Blanfordia integra
Blanfordia japonica bensoni
Oncomelania formosana shini
Oncomelania minima
Akiyoshia kobayashii
Akiyoshia uenoi
Bythinella nipponica
Bithynia inabai
Bithynia kiusiuensis
Paludinella minima
Gyraulus soritai
Hippeutis cantori
Boninosuccinea ogasawarae
Boninosuccinea punctulispira
Elasmias kitaiwojimanum
Tornatellides boeningi
Ptychalaea dedecora
Vertigo eogea eogea
Vertigo hirasei
Vertigo japonica
Pupilla cryptodon
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ヤエヤマクチミゾガイ
マツシマクチミゾガイ
ウスチャイロキセルガイモドキ
ヤセキセルガイモドキ
エダヒダノミギセル
イトカケノミギセル
ヤクスギイトカケノミギセル
トクノシマツムガタノミギセル
キンチャクギセル
リュウキュウギセル
ミツクリギセル
ハブタエギセル
カギヒダギセル
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
ヤグラギセル
チビノミギセル
ネニヤダマシギセル
アベギセル
イヨギセル
クビナガギセル
カモハラギセル
コダマコギセル
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
ニシノシマギセル
ミヤコオキナワギセル
ヒメナミギセル
ウチマキノミギセル
ソトバウチマキノミギセル
ナカムラギセル
デ−ルギセル
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
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
イトカケマイマイ
ヒラコハクガイ
リュウキュウカドベッコウ
マキスジベッコウ
レンズガイ
アニジマカタマイマイ
チチジマカタマイマイ
ヒメカタマイマイ
カタマイマイ
ヌノメカタマイマイ
ケハダシワクチマイマイ
トクノシマケハダシワクチマイマイ
ハジメテビロウドマイマイ

Enteroplax yaeyamensis
Eostrobilops nipponica nipponica
Luchuena fulva
Mirus gracilispirus
Diceratoptyx cladoptyx
Hemizaptyx caloptyx caloptyx
Hemizaptyx caloptyx subtilis
Heterozaptyx hyperaptyx
Luchuphaedusa callistochila
Luchuphaedusa inclyta
Megalophaedusa mitsukurii
Mundiphaedusa decussata
Mundiphaedusa heteroptyx
Mundiphaedusa iijimakuniakii
Mundiphaedusa kurozuensis
Mundiphaedusa kyotoensis
Mundiphaedusa miyoshii
Mundiphaedusa pachyspira
Mundiphaedusa yagurai
Oligozaptyx hedleyi
Phaedusa neniopsis neniopsis
Pinguiphaedusa ignobilis
Pinguiphaedusa iyoensis
Pinguiphaedusa kubinaga
Pinguiphaedusa tosana kamoharai
Proreinia echo
Pulchraptyx longiplicata
Reinia variegata
Selenozaptyx inversiluna
Stereophaedusa nishinoshimana
Stereophaedusa striatella
Stereophaedusa ultima
Stereozaptyx entospira
Stereozaptyx exodonta
Tosaphaedusa cincticollis
Tyrannophaedusa dalli
Tyrannophaedusa kanjiookuboi
Tyrannophaedusa kawamotoi
Tyrannophaedusa miyazakii
Tyrannophaedusa nankaidoensis yanoi
Tyrannophaedusa puellaris
Vitriphaedusa aenea
Vitriphaedusa aratorum
Zaptyx dolichoptyx
Plectopylis hirasei
Zonitoides apertus
Luchuconulus okinawanus
Nipponochlamys lineolatus
Otesiopsis japonica
Mandarina anijimana
Mandarina chichijimana
Mandarina hahajimana
Mandarina mandarina
Mandarina ponderosa
Moellendorffia eucharistus
Moellendorffia tokunoensis
Neochloritis tomiyamai
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ツクバビロウドマイマイ
オオウスビロウドマイマイ
ミニビロウドマイマイ
アマノヤマタカマイマイ
イヘヤマイマイ
ココロマイマイ
オキノエラブヤマタカマイマイ
ヤセアナナシマイマイ
ウラキヤマタカマイマイ
ヤコビマイマイ
カナマルマイマイ
オキナワヤマタカマイマイ
キカイオオシママイマイ
クンチャンマイマイ
メルレンドルフマイマイ
ミノブマイマイ
オモロヤマタカマイマイ
リュウキュウヒダリマキマイマイ
チリメンマイマイ
アマミヤマタカマイマイ
ウラジロヤマタカマイマイ
オオツヤマイマイ
トクノシマヤマタカマイマイ
ヒラコベソマイマイ
クチジロビロウドマイマイ
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
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
オオミケマイマイ
ミヤマオオベソマイマイ
イトマンマイマイ
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
エチゴマイマイ
ハクサンマイマイ
ムラヤママイマイ
ナチマイマイ
サドマイマイ
ミヤマヒダリマキマイマイ
ミカワマイマイ
ヤクシママイマイ
カタマメマイマイ
エラブマイマイ
アポイマイマイ
タカヒデマイマイ
ケショウマイマイ
コメツブダワラガイ
ミヤコダワラガイ
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
セタシジミ

Nipponochloritis bracteatus tsukubaensis
Nipponochloritis fragosus
Nipponochloritis takedai
Satsuma amanoi
Satsuma ammiralis
Satsuma cardiostoma
Satsuma erabuensis
Satsuma fausta
Satsuma hemihelvus
Satsuma jacobii
Satsuma kanamarui
Satsuma largillierti
Satsuma lewisii daemonorum
Satsuma mercatoria euterpe
Satsuma moellendorffiana moellendorffiana
Satsuma moellendorffiana thaanumi
Satsuma omoro
Satsuma perversa
Satsuma rugosa
Satsuma shigetai
Satsuma sororcula
Satsuma textilis textilis
Satsuma tokunoshimana
Satsuma wiegmanniana
Yakuchloritis albolabris
Aegista cavitectum
Aegista fausta
Aegista friedeliana vestita
Aegista lepidophora scutifera
Aegista mayasana
Aegista minima
Aegista omiensis
Aegista proba goniosomoides
Aegista scepasma
Aegista squarrosa squarrosa
Aegista squarrosa tokunoshimana
Euhadra grata echigoensis
Euhadra latispira latispira
Euhadra murayamai
Euhadra nachicola
Euhadra sadoensis
Euhadra scaevola scaevola
Euhadra scaevola mikawa
Euhadra yakushimana
Lepidopisum verrucosum
Nesiohelix irrediviva
Paraegista apoiensis
Paraegista takahidei
Trishoplita optima
Sinoennea densecostata
Sinoennea miyakojimana
Margaritifera laevis
Anodonta calipygos
Inversidens brandti
Inversiunio reinianus reinianus
Corbicula sandai
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準絶滅危惧(NT)
フクダゴマオカタニシ
ハコダテヤマキサゴ
イトマキミジンヤマタニシ
オオヤマタニシ
キカイヤマタニシ
リュウキュウヤマタニシ
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
ケブカヤマトガイ
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
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
クチビラキムシオイガイ
ベニムシオイガイ
オオシマムシオイガイ
タネガシマムシオイ
ツシマムシオイガイ
クビマキムシオイガイ
コウツムシオイガイ
トウゲンムシオイガイ
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
マルタニシ
ナガタニシ
ビワコミズシタダミ
ミズシタダミ
イツマデガイ
ヒメオカマメタニシ
ニクイロシブキツボ
フクイシブキツボ
シモキタシブキツボ
オキナワミズゴマツボ
マメタニシ
ホラアナゴマオカチグサガイ
オガサワラカワニナ
イボアヤカワニナ
ホソマキカワニナ
クロカワニナ
モリカワニナ
イボカワニナ
カゴメカワニナ
シライシカワニナ

Georissa hukudai
Hemipoma hakodadiense
Cyathopoma nishinoi
Cyclophorus hirasei
Cyclophorus kikaiensis
Cyclophorus turgidus angulatus
Cyclophorus turgidus radians
Cyclotus campanulatus tanegashimanus
Cyclotus taivanus peraffinis
Japonia hispida
Japonia katorii
Japonia shigetai
Japonia tokunoshimana okinoerabuensis
Platyrhaphe hirasei hirasei
Platyrhaphe hirasei nudus
Platyrhaphe hirasei yaeyamaensis
Chamalycaeus expanstoma
Chamalycaeus laevis
Chamalycaeus oshimanus
Chamalycaeus satsumanus tanegashimae
Chamalycaeus tsushimanus
Chamalycaeus vinctus
Cipangocharax akioi
Cipangocharax kiuchii
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 chinensis laeta
Heterogen longispira
Biwakovalvata biwaensis
Valvata hokkaidoensis
Blanfordia japonica japonica
Blanfordia japonica simplex
Fukuia kurodai kurodai
Fukuia kurodai multistriata
Fukuia ooyagii
Stenothyra basiangulata
Parafossarulus manchouricus japonicus
Cavernacmella kuzuuensis
Stenomelania boninensis
Tarebia granifera
Biwamelania arenicola
Biwamelania fuscata
Biwamelania morii
Biwamelania multigranosa multigranosa
Biwamelania reticulata
Biwamelania shiraishiensis
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タケシマカワニナ
クロダカワニナ
ナガケシガイ
モノアラガイ
オウミガイ
カドヒラマキガイ
ナガオカモノアラガイ
オガサワラノミガイ
トライオンノミガイ
クチマガリスナガイ
ダイトウジマスナガイ
ボニンスナガイ
ミジンサナギガイ
クシロキバサナギガイ
ナニワクチミゾガイ
エゾミジンマイマイ
ナタネガイモドキ
オオシマキセルガイモドキ
ダンジョキセルガイモドキ
チャイロキセルガイモドキ
キカイキセルガイモドキ
クリイロキセルガイモドキ
ホソキセルガイモドキ
メシマコギセル
センカクコギセル
スタアンズギセル
イリオモテコギセル
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
タカラノミギセル
ユキタノミギセル
ツムガタノミギセル
カドシタノミギセル
アズマギセル
ザレギセル
トクノシマギセル
ヒルグチギセル
ナタマメギセル
オオシマギセル
クサレギセル
ナカダチギセル
シコクタケノコギセル
ホウヨギセル
オキモドキギセル
タブキギセル
ウジグントウギセル
オクガタギセル
トノサマギセル
ハチノコギセル
クニノギセル
オオトノサマギセル
シロバリギセル
ニセノミギセル
ムコウジマコギセル
コシキジマギセル
トカラコギセル

Biwamelania takeshimaensis
Semisulcospira kurodai
Carychium cymatoplax
Radix auricularia japonica
Radix onychia
Choanomphalodes perstriatulus
Oxyloma hirasei
Lamellidea ogasawarana
Tornatellides tryoni
Bensonella plicidens
Gastrocopta armigerella daitojimana
Gastrocopta boninensis
Truncatellina insulivaga
Vertigo kushiroensis
Eostrobilops nipponica reikoae
Vallonia patens
Pyramidula conica
Luchuena eucharista oshimana
Luchuena minatoi
Luchuena nesiotica
Luchuena reticulata
Mirus andersonianus
Mirus rugulosus
Euphaedusa aculus mesimana
Euphaedusa senkakuensis
Euphaedusa stearnsii stearnsii
Euphaedusa stearnsii iriomotensis
Hemizaptyx kusakakiensis
Hemizaptyx polita
Hemizaptyx ptychocyma
Hemizaptyx takarai
Hemizaptyx yukitai
Heterozaptyx munus
Heterozaptyx oxypomatica
Luchuphaedusa azumai
Luchuphaedusa mima mima
Luchuphaedusa mima tokunoshimana
Luchuphaedusa nesiothauma
Luchuphaedusa ophidoon
Luchuphaedusa oshimae oshimae
Luchuphaedusa oshimae degenerata
Luchuphaedusa una
Mesophaedusa affinis
Mesophaedusa hooyoensis
Mesophaedusa okimodoki
Mesophaedusa tabukii
Mesophaedusa ujiguntoensis
Mundiphaedusa dorcas
Mundiphaedusa ducalis
Mundiphaedusa kawasakii
Mundiphaedusa kuninoae
Mundiphaedusa rex
Mundiphaedusa stenospira
Parazaptyx thaumatopoma
Phaedusa arborea
Pinguiphaedusa koshikijimana
Proreinia eastlakeana vaga
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ミカヅキノミギセル
ヒメヤコビギセル
コハラブトギセル
クロシマギセル
トライオンギセル
オキナワギセル
ホソウチマキノミギセル
クロチビギセル
モリサキギセル
ホソヒメギセル
シリボソギセル
ミカドギセル
コシボソギセル
スギモトギセル
ミサキギセル
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
ダイトウノミギセル
カゴシマノミギセル
ナカノシマノミギセル
チャイロノミギセル
イボイボナメクジ
オオコウラナメクジ
ヤマコウラナメクジ
テラマチベッコウ
メシマベッコウ
ハハジマヒメベッコウ
カワグチレンズガイ
ダンジョレンズガイ
スジキビ
カサネシタラガイ
グゥドベッコウ
ツシマナガキビ
コガネカタマイマイ
コケハダシワクチマイマイ
キタノビロウドマイマイ
ヒラマキビロウドマイマイ
シコクビロウドマイマイ
カワナビロウドマイマイ
オキビロウドマイマイ
カワリダネビロウドマイマイ
トサビロウドマイマイ
クマドリヤマタカマイマイ
イッシキマイマイ
ヨナクニマイマイ
ダンジョマイマイ
エラブシュリマイマイ
オキシメクチマイマイ
ヒメタマゴマイマイ
タダマイマイ
ツルギサンマイマイ
クロイワヒダリマキマイマイ
ホシヤマビロウドマイマイ
ハダカケマイマイ

Selenozaptyx noviluna
Stereophaedusa jacobiella
Stereophaedusa nugax
Stereophaedusa tripleuroptyx
Stereophaedusa tryoni
Stereophaedusa valida
Stereozaptyx exulans
Tyrannophaedusa aulacophora aulacophora
Tyrannophaedusa aulacophora morisakii
Tyrannophaedusa gracilispira
Tyrannophaedusa iotaptyx
Tyrannophaedusa mikado
Tyrannophaedusa nankaidoensis nankaidoensis
Tyrannophaedusa sugimotonis sugimotonis
Tyrannophaedusa sugimotonis misaki
Tyrannophaedusa surugensis
Tyrannophaedusa tanegashimae
Tyrannophaedusa tosaensis
Tyrannozaptyx adulta
Tyrannozaptyx deminuta
Zaptyx daitojimana
Zaptyx hirasei
Zaptyx nakanoshimana
Zaptyx sarissa
Granulilimax fuscicornis
Nipponarion carinatus
Nipponolimax monticola
Bekkochlamys teramachii
Danjochlamys meshimaensis
Lamprocystis hahajimana hahajimana
Otesiopsis kawaguchii
Otesiopsis yamamotoaizoi
Parakaliella ruida
Sitalina insignis
Takemasaia gudei
Trochochlamys longissima
Mandarina aureola
Moellendorffia diminuta
Nipponochloritis borealis
Nipponochloritis hirasei
Nipponochloritis hiromitadae
Nipponochloritis kawanai
Nipponochloritis okiensis
Nipponochloritis silvaticus
Nipponochloritis tosanus
Satsuma adelinae
Satsuma caliginosa caliginosa
Satsuma caliginosa picta
Satsuma danzyoensis
Satsuma mercatoria okinoerabuensis
Satsuma okiensis
Satsuma pagodula
Satsuma tadai
Satsuma textilis tsurugisanica
Satsuma yaeyamensis
Yakuchloritis hoshiyamai
Aegista aemula hadaka
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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
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
ゴトウコウベマイマイ
コシキコウベマイマイ
ヌノビキケマイマイ
イトヒキオオベソマイマイ
ツシマケマイマイ
フチマルオオベソマイマイ
キイオオベソマイマイ
アケボノマイマイ
ホリマイマイ
サッポロマイマイ
ナンブマイマイ
オオタキマイマイ
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
アツマイマイ
ミヤケチャイロマイマイ
タカラホソマイマイ
イシマキシロマイマイ
ツバキカドマイマイ
ヒルゲンドルフマイマイ
クロオビオトメマイマイ
ツヤダワラガイ
カラスガイ
マツカサガイ
ニセマツカサガイ
トンガリササノハガイ
カタハガイ
情報不足(DD)
タダムシオイガイ
ノミゴマガイ
サタノミサキゴマガイ
カガワゴマガイ
タイリュウジゴマガイ
ワシオゴマガイ
トサゴマガイ
ソコカドゴマガイ
クレゴマガイ
オオノゴマガイ
ツルギサンゴマガイ
ヒメトサゴマガイ
アベゴマガイ
シリコケゴマガイ
ネムリゴマガイ
チシマミズシタダミ
アッカミジンツボ
ホソミジンツボ
カワネミジンツボ

Aegista caerulea
Aegista cavicollis
Aegista caviconus
Aegista elegantissima
Aegista esakii
Aegista friedeliana humerosa
Aegista hatakedai hatakedai
Aegista itoi
Aegista kobensis gotoensis
Aegista kobensis koshikijimana
Aegista nunobikiensis
Aegista tadai
Aegista trochula
Aegista tumida tumida
Aegista tumida cavata
Ainohelix io
Bradybaena circulus hiroshihorii
Euhadra brandtii sapporo
Euhadra decorata diminuta
Euhadra grata grata
Euhadra tokarainsula tokarainsula
Euhadra tokarainsula ujiensis
Nesiohelix omphalina
Nesiohelix solida
Phaeoherix miyakejimana
Pseudobuliminus takarai
Trishoplita calcicola
Trishoplita hachijoensis
Trishoplita hilgendorfi hilgendorfi
Trishoplita latizona
Sinoennea insularis
Cristaria plicata
Inversidens japanensis
Inversiunio reinianus yanagawensis
Lanceolaria grayana cuspidata
Pseudodon omiensis

Chamalycaeus tadai
Diplommatina gibbera
Diplommatina satanomisakiensis
Diplommatina shikokuensis kagawa
Diplommatina shikokuensis tairyujiensis
Diplommatina shikokuensis wasioi
Diplommatina tosana tosana
Diplommatina tosana goniobasis
Diplommatina tosana kureana
Diplommatina tosana onoensis
Diplommatina tosana selenoplicata
Diplommatina tosanella tosanella
Diplommatina tosanella abei
Diplommatina ventriosa
Dipolmmatina dormitor
Valvata simusyuensis
Akiyoshia akka
Akiyoshia cylindrica
Akiyoshia kawmensis
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サガノミジンツボ
クルイミジンツボ
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
コシダカヒメモノアラガイ
トウガタノミガイ
ハタイノミガイ
ヒトハノミガイ
ナカダノミガイ
リュウキュウノミガイ
ミズギワキバサナギガイ
ヒラドマルナタネ
ソウジマミジンマイマイ
ヒメコギセル
アラハダノミギセル
チイサギセル
マサキベッコウ
コンゴウクリイロベッコウ
アニジマヒメベッコウ
コハハジマヒメベッコウ
コシタカ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
トクノシマベッコウ
カンムリレンズガイ
カンダベッコウ
オオステンキビ
ハチジョウキビ
キカイキビ
サドキビ
ヒメコハクモドキ
ソコスジカサキビ
アケボノカタマイマイ
ケハダビロウドマイマイ
フカシマコベソマイマイ
コシタカオオベソマイマイ
コウニケマイマイ
ハクサンケマイマイ
カワムラケマイマイ
カンムリケマイマイ
ツミヤママイマイ
ササミケマイマイ
ニッコウオオベソマイマイ
コビトオオベソマイマイ
キリシママイマイ
イワミマイマイ
アラハダシロマイマイ
オオヒルゲンドルフマイマイ
絶滅のおそれのある地域個体群(LP)
八丈島・佐渡島のヤマボタルガイ
本州のナガナタネガイ
関西以西のパツラマイマイ
本州のコハクモドキ
本州のエゾマイマイ

Akiyoshia kishiiana
Akiyoshia scalaris
Biwamelania dialata
Biwamelania fluvialis
Biwamelania ourense
Biwamelania rugosa
Fossaria truncatula
Lamellidea biplicata
Lamellidea hataiana
Lamellidea monodonta
Lamellidea nakadai
Lamellidea rucuana
Vertigo eogea stagnalis
Pupisoma harpula
Vallonia excentrica
Euphaedusa comes
Hemizaptyx asperata
Hemizaptyx tantilla
Bekkochlamys masakii
Japanochlamys crenata
Lamprocystis hahajimana anijimana
Lamprocystis hahajimana jejuna
Lamprocystis hahajimana kitaiwojimana
Luchuconulus edgariana
Luchuconulus eikoae
Nipponochlamys subelimatus
Otesiopsis kanumuriyamensis
Ovachlamys kandai
Parakaliella austeniana
Parakaliella hachijoensis
Parakaliella kikaigashimae
Parakaliella sadoensis
Retinella radiatella
Trochochlamys crenulata basistriata
Mandarina polita
Nipponochloritis fragilis
Satsuma myomphala fukashimana
Aegista celsa
Aegista conella
Aegista hakusanensis
Aegista hatakedai kawamurai
Aegista kanmuriyamensis
Aegista kobensis tsumiyamai
Aegista kunimiensis
Aegista nikkoensis
Aegista pygmaea
Euhadra herklotsi kirishimensis
Euhadra senckenbergiana occidentalis
Trishoplita eumenes pergranosa
Trishoplita hilgendorfi tenuis

Cionella lubrica
Columella edentula
Discus pauper
Retinella radiata
Ezohelix gainesi gainesi
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