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古川田溝氏（1874-1948）は鯖江の医師で、明治か

ら昭和にかけて活躍した貝類収集家である。県下のみ

ならず国内外の標本を精力的に収集し、没後、その膨

大なコレクションの大部分は福井市立郷土博物館（当

時）に寄贈された。現在も福井市自然史博物館の貝類

標本群のなかで高い質と量を誇っている。コレクショ

ンには地域個体群がすでに絶滅した産地標本も数多く

含まれており、開発による環境破壊で生物多様性が失

われつつある今日、高度経済成長期前の氏の標本はま

すますその価値が高まっているといえる。

氏のコレクションが寄贈されたあとも、古川家には

いくつかの標本が残されていた。その標本はしばらく

長男の浩氏が保管し、その後孫の勇人氏より鯖江市資

料館に寄託されていた。このたび2003年6月に鯖江市

資料館からの提案で寄託標本が当館に移管されること

になり、同時に勇人氏からご恵贈を賜わる運びとなっ

た。

何点かは残念ながらラベルが失われていたものの、

ほとんどの標本は種名と産地名が記載されたラベルと

ともに、当時医院で使用されていた紙製の薬箱に良好

な状態で保管されていた。そこで、それらの再同定と

整理を行い、追加目録を作成したので報告する。最終

的な資料点数は腕足類5点を含む782点であった。同定

は主に福岡と石田が、学名チェックとデータ打ち込み

は佐藤と石田がそれぞれ担当した。同定や学名の選択

には細心の注意を払ったつもりであるが、我々の能力

の限界からおそらく誤りもあると思われる。本目録を

地理的分布等の研究資料として参照される場合は、で

きるだけ原標本も精査されるようお願いする。

目録の産地については、原則としてラベル表記のまま

を記している。ただし、海外の地名について明らかな

ものはアルファベット表記であっても目録ではカタカ

ナになおした。省略地名であっても、正しい地名が推

定されるものは備考欄にその旨付記している（例：四

浦 → 越前四ヶ浦か？）。また、標本に日付、あるいは

メモが残されていたものについては、その情報も記し

た（メモは「」で示した）。なお、登録番号には頭文

字として「FKS」がつく。

移管のご提案をいただいた鯖江市資料館、ならびに

貴重な資料の寄贈をお申し出くださった古川勇人氏

に、この場を借りてお礼を申し上げる。また、本目録

のデータベース化は、平成15年度笹川科学研究助成を

受けて行われたことを付記しておく。
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腹足綱　GASTROPODA
前鰓亜綱　PROSOBRANCHIA
カサガイ目　Patellogastropoda

ツタノハガイ科　Patellidae
ツタノハガイ Scutellastra flexuosa 土佐 1
ツタノハガイ Scutellastra flexuosa 房州　洲ノ崎 2
ツタノハガイの１種 Patella sp. 南オーストラリア 3

ユキノカサガイ科　Lottiidae
シロガイ Lottia cassis 樺太 26
カモガイ Lottia dorsuosa 北海道　小樽 7
カモガイ Lottia dorsuosa 但島 8
カモガイ Lottia dorsuosa 越後　青海川 12
オボロヅキコガモガイ Lottia lindbergi 紀伊 18
コガモガサ Lottia luchuana 台湾 21
サラサシロガイ Lottia sp. 北海道　小樽 5
コモレビコガモガイ Lottia tenuisculpta 土佐 4
コモレビコガモガイ Lottia tenuisculpta 紀伊 17
コモレビコガモガイ Lottia tenuisculpta 朝鮮　加徳島 24
コウダカアオガイ Nipponacmea concinna 越前　阿曽（敦賀） 9
コウダカアオガイ Nipponacmea concinna 韓国　釜山 29
クサイロアオガイ Nipponacmea fuscoviridis 越後国　鯨波 16
カスリアオガイ Nipponacmea radula 朝鮮　慶尚南道　昌原郡　加徳島 22
アオガイ Nipponacmea schrenckii 越後国　鯨波 15
アオガイ Nipponacmea schrenckii 韓国　釜山 28
ホソスジアオガイ Nipponacmea teramachii 韓国　釜山 27
ユキノカサガイ Niveotectura pallida 北海道　余市 13
ユキノカサガイ Niveotectura pallida 常陸　助川 14
ヒメコザラ Patelloida pygmaea 台湾 20
ウノアシ Patelloida saccharina 越後国　鯨波 6
ウノアシ Patelloida saccharina 土佐　沖ノ島 10
ウノアシ Patelloida saccharina 安房　州の崎 11
ウノアシ Patelloida saccharina 韓国　釜山 19
ウノアシ Patelloida saccharina フィリピン 23
ベッコウシロガイ Tectura emydia 千島　紗那 25

ヨメガカサガイ科　Nacellidae
ベッコウガサ Cellana grata 越前　四ヶ浦 30
ベッコウガサ Cellana grata 越後　青海川 35
ベッコウガサ Cellana grata 男鹿半島　南磯村　椿 36
ベッコウガサ Cellana grata 産地不詳 40
ベッコウガサ Cellana grata 越後　鯨波 41
ベッコウガサ Cellana grata 越前　杉津 42
カサガイ Cellana mazatlandica 小笠原島 39
マツバガイ Cellana nigrolineata 安房　小湊　松ヶ鼻 37
マツバガイ Cellana nigrolineata 土佐　室戸崎 38
ヨメガカサ Cellana toreuma 安房　小湊　松ヶ鼻 31
ヨメガカサ Cellana toreuma 越後　鯨波 32
ヨメガカサ Cellana toreuma 土佐　柏島 33
ヨメガカサ Cellana toreuma 越前　四ヶ浦 34

古腹足目　Vetigastropoda
ミミガイ科　Haliotidae

エゾアワビ Haliotis (Nordotis) discus hannai 北海道　忍路 44
マダカアワビ Haliotis (Nordotis) madaka 産地不詳 45
マアナゴ Haliotis (Ovinotis) ovina 琉球 47
イボアナゴ Haliotis (Sanhaliotis) varia 土佐　沖ノ島 49
トコブシ Haliotis (Sulculus) diversicolor aquatilis 琉球　石垣島 43
トコブシ Haliotis (Sulculus) diversicolor aquatilis 土佐 46
トコブシ Haliotis (Sulculus) diversicolor aquatilis 大隅　大島 48

スカシガイ科　Fissurellidae
スカシガイ Macroschisma sinense 常陸　助川 50
アサテンガイ Diodora mus 奄美大島 51
スソカケガイ Montfortula picta 紀伊 52

ニシキウズガイ科　Trochidae
チグサガイモドキ Bankivia fasciata オーストラリア 117
ヒラコマ Calliostoma haliarchus 紀伊 96
トウダカエビス Calliostoma shinagawaensis 越前　四ヶ浦 71
エビスガイ Calliostoma unicum 朝鮮　釜山　牧之島 1933.5.5 111
シリブトチグサ Cantharidus bisbalteatus 紀伊 82
チグサガイ Cantharidus japonicus 紀伊 72
エゾチグサ Cantharidus jessoensis 小樽 88
エゾチグサ Cantharidus jessoensis 朝鮮　釜山 113
チグサガイの１種 Cantharidus sp. 紀伊 89
チグサ類 Cantharidus sp. 土佐　沖ノ島 91
ヘソアクキクボガイ Chlorostoma turbinatum 敦賀郡　東浦村　阿曽 61
ヘソアキクボガイ Chlorostoma turbinatum 朝鮮　慶尚南道　海雲台 103
クマノコガイ Chlorostoma xanthostigma 伊豆 54
クマノコガイ Chlorostoma xanthostigma 産地不詳 55
クマノコガイ Chlorostoma xanthostigma 土佐　室戸崎 56

和名 / Japanese name 学名 / Scientific name 産地 / Locality 備考 / Remarks 登録番号/No.



古川田溝貝類コレクション追加目録

51

クマノコガイ Chlorostoma xanthostigma 琉球 57
クマノコガイ Chlorostoma xanthostigma 朝鮮　馬山湾 100
サラサダマ Chrysostoma paradoxum 琉球 85
コマキアゲエビス Clanculus bronni 紀伊　串本町 86
ナツモモ Clanculus margaritarius 紀伊 昭和9年11月24日 83
ナツモモ Clanculus margaritarius 台湾 114
ナツモモの１種 Clanculus sp. フィリピン 105
ナツモモの１種 Clanculus sp. フィリピン 112
メクラガイ Diloma suavis 紀伊 87
ギンエビス Ginebis argenteonitens 常陸沖 95
アシヤガイ Granata lyrata 加賀　塩屋 63
アシヤガイ Granata lyrata 若狭 81
イワカワチグサの１種 Iwakawatrochus sp. 奄美大島　笠利 94
シタダミの１種 Margarites sp. 北海道産鰈の胃中より 93
イシダタミ Monodonta labio f. confusa 朝鮮　慶尚南道　昌原郡　天加面　係馬島 106
イシダタミ Monodonta labio f. confusa 台湾　台北州　蘇奥郡　南方　澳海岸 107
イシダタミ Monodonta labio f. confusa 台湾 108
イシダタミ Monodonta labio form confusa 相模　横須賀 68
イシダタミ Monodonta labio form confusa 土佐　室戸崎 69
クロヅケガイ Monodonta neritoides 杉津 敦賀杉津か？ 65
クロヅケガイ Monodonta neritoides 土佐　室戸崎 66
クロヅケガイ Monodonta neritoides 越前　四ヶ浦 90
クビレクロヅケガイ Monodonta perplexa 四浦 越前四ヶ浦か？ 67
ヒメクボガイ Omphalius nigarrimus 越前　四ヶ浦 62
ヒメクボガイ Omphalius nigerrimus 土佐 59
ヒメクボガイ Omphalius nigerrimus 台湾 102
ヒメクボガイ Omphalius nigerrimus 台湾　台北州　蘇奥 104
オオコシダカガンガラ Omphalius pfeifferi carpenteri 越前　四ヶ浦 99
バテイラ Omphalius pfeifferi pfeifferi 安房　千倉町 64
コシダカガンガラ Omphalius rusticus 土佐 58
コシダカガンガラ Omphalius rusticus 北海道　余市 60
コシダカガンガラ Omphalius rusticus 朝鮮　馬山湾 101
ケルプチグサガイの１種 Phasianotrochus rutilus オーストラリア　ビクトリア 116
ヒメアワビ Stomatella impertusa 紀伊 92
フルヤガイ Stomatia phymotis 琉球 84
ギンタカハマ Tectus pyramis 台湾 115
ハクシャウズ Trochus histrio 台湾 110
ニシキウズ Trochus maculatus 琉球 98
ニシキウズ Trochus maculatus 台湾 109
ニシキウズ（アナアキウズ型） Trochus maculatus form verrucosus 土佐　柏島 97
ウズイチモンジ Trochus rota 土佐　柏島 70
キサゴ Umbonium costatum 産地不詳 53
キサゴ Umbonium costatum 硯浜田付近　桧ヶ浦 73
キサゴ Umbonium costatum 産地不詳 74
キサゴ Umbonium costatum 若狭 75
キサゴ Umbonium costatum 相模 76
ダンベイキサゴ Umbonium giganteum 安房　鴨川 79
ダンベイキサゴ Umbonium giganteum 遠江 80
イボキサゴ Umbonium moniliferum 肥前　長崎 77
イボキサゴ Umbonium moniliferum 三河 78

サザエ科　Turbinidae
リュウキュウカタベ Angaria delphinus 産地不詳 146
カタベガイ Angaria neglecta 土佐 140
ベニカタベ Angaria rugosa フィリピン 145
ウラウズガイ Astralium haematragum 四ヶ浦 122
ウラウズガイ Astralium haematragum 安房　州ノ崎 123
ハグルマヒメカタベ Dentarene loculosa 琉球 昭和16年11月2日 133
リンボウガイ Guildfordia triumphans 紀伊 138
ハリナガリンボウ Guildfordia yoka 土佐 昭和10年6月8日 137
サンショウガイ Homalopoma nocturnum 安房 124
サンショウガイ Homalopoma nocturnum 丹後 128
サンショウガイ Homalopoma nocturnum 北海道　小樽 134
リュウキュウヒメカタベ Liotina peronii 奄美大島　笠利 131
リュウキュウヒメカタベ Liotina peronii 琉球 132
サンショウスガイ Neocollonia pilula 紀伊 130
サラサバイ Phasianella solida 土佐　沖ノ島 121
サラサバイ Phasianella solida 紀伊　和歌浦 126
サラサバイ Phasianella solida 安房 127
サラサバイ Phasianella solida 土佐 129
サラサバイ Phasianella solida 紀伊 142
サラサバイ Phasianella solida 常陸　助川 143
サザエ（有棘型） Turbo (Batillus) cornutus 産地不詳 139
スガイ Turbo (Lunella) cornatus coreensis 越前　三国 118
スガイ Turbo (Lunella) cornatus coreensis 土佐　宇佐郡　浦ノ内海岸 119
カンギク Turbo (Lunella) coronoatus coronatus 琉球 120
カンギク Turbo (Lunella) coronoatus coronatus 台湾 144
コシタカサザエ Turbo (Marmarostoma) stenogyrus 奄美大島　笠利 125
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コシタカサザエ Turbo (Marmarostoma) stenogyrus 琉球 135
コシタカサザエ Turbo (Marmarostoma) stenogyrus 土佐 141
コシタカサザエ Turbo (Marmarostoma) stenogyrus 台湾 147
リュウテン Turbo (Turbo) petholatus 産地不詳 136

ゴマオカタニシ科　Hydrocenidae
ベニゴマオカタニシ Georissa shikokuensis 愛知　石巻山 昭和8年10月7日 148
ベニゴマオカタニシ Georissa shikokuensis 土佐　龍河洞 149

ヤマキサゴ科　Helicinidae
ヤマキサゴ Waldemaria japonica 奥多摩 152
モミジヤマキサゴ Waldemaria japonica reinii 美濃赤坂　金生山 151
ヤマキサゴの１種 Waldemaria sp. 産地不詳 150

アマオブネガイ目　Neritimorpha
アマオブネガイ科　Neritidae

ヒメカノコ Clithon (Pictoneritina) oualaniensis 琉球 大正4年1月18日 166
イシマキガイ Clithon retropicta 若狭 154
アマガイ Nerita (Heminerita) japonica 千葉県　小湊 162
アマガイ Nerita (Heminerita) japonica 朝鮮　？？湾 馬山湾か？ 172
ニシキアマオブネ Nerita (Linnerita) polita 琉球 156
ニシキアマオブネ Nerita (Linnerita) polita 奄美大島 昭和11年8月 167
ニシキアマオブネ Nerita (Linnerita) polita 南洋島 173
コシダカアマガイ Nerita (Nerita) striata 琉球 153
コシダカアマガイ Nerita (Nerita) striata フィリピン 169
コシダカアマガイ Nerita (Nerita) striata 台湾　台北　宣蘭郡　頭囲庄大渓海岸 175
コシダカアマガイ Nerita (Nerita) striata 南洋島 176
キバアマガイ Nerita (Ritena) plicata 奄美大島　笠利 157
キバアマガイ Nerita (Ritena) plicata 琉球 158
アマオブネ Nerita (Theliostyla) albicilla 奄美大島　笠利 155
アマオブネ Nerita (Theliostyla) albicilla 安房　州ノ崎 159
アマオブネ Nerita (Theliostyla) albicilla 琉球 160
アマオブネ Nerita (Theliostyla) albicilla フィリピン 170
アマオブネ Nerita (Theliostyla) albicilla 台湾 171
マルアマオブネ Nerita (Theliostyla) squamulata 琉球 163
マルアマオブネ Nerita (Theliostyla) squamulata 奄美大島　笠利 164
ヒロクチカノコ Neritina (Dostia) cornucopia 東京　深川 165
カバクチカノコ Neritina (Neritina) pulligera 石垣島 161
シマカノコ Neritina (Vittina) turrita フィリピン 168
シマカノコ Neritina (Vittina) turrita 南洋　パラオ　マルキョク 174

フネアマガイ科　Septariidae
フネアマガイ Septaria porcellana 琉球　石垣島 177

盤足目　Discopoda
オニノツノガイ科　Cerithiidae

イトカケガイの１種 Amaea sp. フロリダ 199
カタワカニモリ Ataxocerithium abnormale 丹後　天橋湾 185
カニモリガイの１種 Cerithium aibicola アメリカ　フロリダ 198
コオニノツノガイ Cerithium columna 琉球 187
コベルトカニモリ Cerithium dialeucum 丹後 180
コベルトカニモリ Cerithium dialeucum 浜田町　瀬戸ヶ島浦 181
コベルトカニモリ Cerithium dialeucum 愛知　宝飯郡　三谷町　三河大島 184
ホソシボリツノブエ？ Cerithium egenum? 鹿児島県　奄美大島 190
クリムシカニモリ Cerithium nesioticum 奄美大島　笠利 192
オニノツノガイ Cerithium nodulosum 琉球 昭和10年 193
ハナカニモリ Cerithium zebrum 奄美大島 189
コゲツノブエ Ceritium coralium フィリピン 196
カヤノミカニモリ Clypeomorus bifasciata 産地不詳 182
カスリカニモリ（カヤノミカニモリ） Clypeomorus bifasciata 奄美大島　喜界島 183
カスリカニモリ（カヤノミカニモリ） Clypeomorus bifasciata フィリピン 200
クワノミカニモリ Clypeomorus petrosa chemnitziana 琉球 178
オオシマカニモリ Clypeomorus subbrevicula 琉球 188
エビガイ Colina macrostoma 伊豆　下田 191
オオシマチグサカニモリ Ittibittium parcum 伊豫 186
ツノブエ Pseudovertagus (Pseudovertagus) aluco フィリピン 昭和12年11月28日 195
カニモリガイ Rhinoclavis (Proclava) kochi 安房　田浦湾 179
タケノコカニモリ Rhinoclavis (Rhinoclavis) vertagus フィリピン 197
タケノコカニモリ Rhinoclavis vertagus 沖縄　石垣島 194

キリガイダマシ科　Turritellidae
エゾキリガイダマシ Turritella (Neohaustator) fortilirata 北海道産鰈の胃中より 201
シロキリガイダマシ Turritella (Torcula) monilifera 産地不詳 202
キリガイダマシ Turritella terebra マニラ 203
キリガイダマシ Turritella terebra 台湾　安平 204

ゴマフニナ科　Planaxidae
ヨコスジタマキビモドキ Hinea fasciata 奄美大島 205
ケハダヨコスジニナ Hinea inepta 鹿児島 206
ケハダヨコスジニナ Hinea inepta 薩摩 207

ウミニナ科　Batillariidae
ウミニナ Batillaria multiformis 産地不詳 208
ウミニナ Batillaria multiformis 沖縄　石垣島 209
イボウミニナ Batillaria zonalis 上総 210
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イボウミニナ Batillaria zonalis 台湾　安平 211
イボウミニナ Batillaria zonalis 台湾　安平 213
ヘナタリ？ Cerithidea (Cerithideopsilla) cingulata? 台湾　安平 212

フトヘナタリ科　Potamididae
フトヘナタリ Cerithidea (Cerithidea) rhizophorarum 琉球　石垣島 216
フトヘナタリ Cerithidea (Cerithidea) rhizophorarum 武蔵　羽田村 217
フトヘナタリ？ Cerithidea (Cerithidea) rhizophorarum? フィリピン 214
ヘナタリ Cerithidea (Cerithideopsilla) cingulata 有明湾 215
ヘナタリ Cerithidea (Cerithideopsilla) cingulata 台湾　安平 219
ヘナタリ Cerithidea (Cerithideopsilla) cingulata 台湾　安平 220
ヘナタリ？ Cerithidea (Cerithideopsilla) cingulata? 台湾　安平 221
カワアイ Cerithidea (Cerithideopsilla) djadjariensis 台湾　安平 218
センニンガイ Telescopium telescopium フィリピン 222

タマキビ科　Littorinidae
コンペイトウガイ Echininus cumingii spinulosus 琉球 233
ホソスジウヅラタマキビ Littoraria (Littoraria) undulata 琉球 232
ウズラタマキビ Littoraria (Littorinposis) scabra 有明湾 231
ウズラタマキビ Littoraria (Littorinposis) scabra 朝鮮　慶尚南道　昌原郡　天加面　係馬島 236
タマキビ Littorina (L) brevicula 小樽 223
タマキビ Littorina (L) brevicula 若狭 224
タマキビ Littorina (L) brevicula 丹生郡　四ヶ浦 225
タマキビ Littorina (L) brevicula 有明湾 226
タマキビ Littorina (L) brevicula 敦賀郡　東浦村　阿曽 227
ヌマチタマキビガイ Littorina (Littorinposis) irrorata Clench, MacCay 1934年9月23日 242
クロタマキビ Littorina (Neritrema) sitkana 北海道　余市 228
クロタマキビ Littorina (Neritrema) sitkana 北海道　小樽 230
ヨーロッパタマキビガイ Littorina littorea アメリカ　ボストン近く 240
タマキビの１種 Littorina sp. 安芸 235
タマキビの１種 Littorina sp. 南アフリカ 241
アラレタマキビ Nodilittorina radiata 四ヶ浦 229
イボタマキビ Nodilittorina trochoides 小笠原　母島 234
イボタマキビ Nodilittorina trochoides 台湾　台北州　蘇奥郡　南方　澳 237
イガタマキビ Tectarius coronatus 台湾　恒春　大樹島 238
イガタマキビ Tectarius coronatus フィリピン 239

リソツボ科　Rissoidae
キンスジチョウジガイ Rissoina (Apataxia) cerithiformis 奄美大島 249
シモトチョウジガイ Rissoina (Moerchiella) antoni 奄美大島 248
カワリボリチョウジガイ Rissoina (Moerchiella) okinawensis 奄美大島 243
ヌノメチョウジガイ Rissoina (Phosinella) pura 越前　敦賀湾水島 246
ヌノメチョウジガイ Rissoina (Phosinella) pura 産地不詳 254
イボチョウジガイ Rissoina (Phosinella) sculpitilis 奄美大島 253
スジウネリチョウジガイ Rissoina (Rissolina) costulata 奄美大島 247
スジウネリチョウジガイ Rissoina (Rissolina) costulata 敦賀　水島 251
スジウネリチョウジガイ？ Rissoina (Rissolina) costulata? 産地不詳 255
コニセチョウジガイ Rissoina (Rissolina) distans 奄美大島 252
ケボリニセチョウジガイ Rissoina (Rissolina) plicata 奄美大島　笠利 244
ホソウネチョウジガイ Rissoina (Rissolina) plicatula 奄美大島　笠利 245
クリムシチョウジガイ Zebina (Zebina) tridentata 奄美大島 250

イツマデガイ科　Pomatiopsidae
ヒメオカマメタニシ Blanfordia japonica simplex 丹生郡　国見村　鮎川 258
イツマデガイ属の１種 Blanfordia sp. 産地不詳 259
ニクイロシブキツボ Fukuia kurodai 坂井郡　長畝村　及び　坪江村　入会地 257
カタヤマガイ Oncomelania nosophora 備後　片山 256
カタヤマガイ Oncomelania nosophora 山梨県　東巨摩郡　鯉川 260

カワザンショウガイ科　Assimineidae
カワザンショウガイの１種 Assiminea dohrniana 台湾　新竹州　香山 264
ツマベニカワザンショウ Assiminea hayasii 台湾　高雄市　　　　　　「将来絶滅ノ恐レアリ、

注意シテ保存ヲ要ス」 265
カワザンショウガイ Assiminea japonica 羽後　八郎潟 262
カワザンショウガイ Assiminea japonica 朝鮮　慶尚道　東莱郡　沙下面　長林里　洛東江口 263
オオウスイロヘソカドガイ Paludinella tanegashimae 越前　四ヶ浦 261

クビキレガイ科　Truncatellidae
ヤマトクビキレガイ Truncatella pfeifferi 朝鮮　慶尚道　南道加徳島 266

ソデボラ科　Strombidae
シワクチガイ Lambis (Harpago) rugosum 南洋 昭和11年8月 277
クモガイ Lambis lambis 琉球 271
ミツユビガイ Strombus (Canarium) dentatus フィリピン 276
フトスジムカシタモト Strombus (Canarium) labiatus 琉球 267
フトスジムカシタモト Strombus (Canarium) labiatus フィリピン 281
ムカシタモト Strombus (Canarium) mutabilis 琉球 269
オハグロガイ Strombus (Canarium) urceus 琉球 268
オハグロガイ Strombus (Canarium) urceus フィリピン 280
マガキガイ Strombus (Conomurex) luhuanus 琉球 272
マガキガイ Strombus (Conomurex) luhuanus フィリピン 283
コソデガイ Strombus (Dolomena) minimus フィリピン 285
モンツキソデガイ Strombus (Dolomena) variabilis フィリピン 282
マイノソデガイ Strombus (Euprotomus) aurisdianae 琉球 273
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ネジマガキ Strombus (Gibberulus) gibberulus gibbosus 大隅　大島 270
ネジマガキ Strombus (Gibberulus) gibberulus gibbosus フィリピン 279
ホカケソデガイ Strombus (Labiostrombus) epidromis フィリピン 284
スイショウガイ Strombus (Laevistrombus) turturella 土佐 274
イボソデガイ Strombus (Lentigo) lentiginosus 琉球 275
ヒメゴホウラ Strombus (Tricornis) sinuatus 南洋島？ 278
カゴメソデガイ Varicospira cancellata フィリピン 286

トンボガイ科　Seraphidae
トンボガイ Terebellum terebellum terebellum フィリピン 287

スズメガイ科　Hipponicidae
キクスズメ Hipponix conica 四ヶ浦 288
キクスズメ Hipponix conica 産地不詳 289
キクスズメ Hipponix conica 坂井郡　雄島村 290
カワチドリ Hipponix (Antisabia) foliacea 大隅大島 291

カリバガサガイ科　Calyptraeidae
エゾフネガイ Crepidula grandis 樺太 292
ネコゼフネガイ Crepidula fornicata 米　ローン 293
ヒラフネガイ Ergaea walshi 朝鮮　平北宣川郡　南面 294

ムカデガイ科　Vermetidae
ムカデガイ Petaloconchus renisectus 丹後 295
オオヘビガイ Serpulorbis imbricatus 紀伊 296

ウミウサギガイ科　Ovulidae
ヒガイ Volva volva habei 館山湾 297
ウミウサギガイ Ovula ovum 琉球 298

タカラガイ科　Cypraeidae
ムラクモダカラ Cypraea (Chelycypraea) testudinaria 琉球 310
ホシダカラ Cypraea (Cypraea) tigris 琉球 311
ハナビラダカラ Cypraea (Erosaria) annulus 琉球 大正4年1月18日 301
ハナビラダカラ Cypraea (Erosaria) annulus フィリピン 314
ハナマルユキ Cypraea (Erosaria) caputserpentis caputserpentis トラック 315
コモンダカラ Cypraea (Erosaria) erosa 琉球 303
コモンダカラ Cypraea (Erosaria) erosa フィリピン 313
カモンダカラ Cypraea (Erosaria) helvola helvola 琉球 302
キイロダカラ Cypraea (Erosaria) moneta 琉球 299
アヤメダカラ Cypraea (Erosaria) poraria 琉球 300
ナツメモドキ Cypraea (Erronea) errones errones 安房　白浜 305
ヤナギシボリダカラ Cypraea (Luria) isabella isabella 琉球 304
ヒメホシダカラ Cypraea (Lyncina) lynx 琉球 307
ホソヤクシマダカラ Cypraea (Mauritia) eglantina フィリピン　ミンドロ 322
ハチジョウダカラ Cypraea (Mauritia) mauritiana 琉球 昭和18年4月15日 309
チャイロキヌタ Cypraea (Palmadusta) artuffeli 産地不詳 306
チャイロキヌタ Cypraea (Palmadusta) artuffeli 朝鮮　蔚山郡　東面 312
ウキダカラ Cypraea (Palmadusta) asellus フィリピン 昭和12年11月28日 316
コゲチドリダカラ Cypraea (Pustularia) bistrinotata bistrinotata フィリピン 319
チドリダカラ？ Cypraea (Pustularia) cicercula? フィリピン 321
メノウチドリダカラ Cypraea (Pustularia) glabulus glabulus フィリピン 318
イボダカラ Cypraea (Staphylaea) nucleus nucleus フィリピン 320
サメダカラ Cypraea (Staphylaea) staphylaea staphylaea フィリピン 317
タルダカラ Cypraea (Talparia) talpa 琉球 308

シラタマガイ科　Triviidae
ザクロガイモドキ Erato (Eratoena) sulcifera 紀伊　串本 327
ザクロガイ Erato (Lachryma) callosa 紀伊 323
ザクロガイ Erato (Lachryma) callosa 丹後 324
ハダカムギツブガイ Trivirostra corrugata 琉球 325
シラタマガイ？ Trivirostra oryza? 琉球 326

タマガイ科　Naticidae
エゾタマガイ Cryptonatica andoi? 朝鮮　馬山湾 354
ハイイロタマガイ Cryptonatica clausa 産地不詳 346
ハイイロタマガイ Cryptonatica clausa 越前　四ヶ浦 347
ネコガイ Eunaticina papilla 敦賀　水島 342
タマツメタの１種 Euspira sp. 北海道　鰈ノ胃中より 340
ツメタガイ Glossaulax didyma 伊勢　津 昭和1?年?月1日 343
ハナツメタ Glossaulax reiniana 伊勢　安芸郡　白塚 344
リスガイ Mammilla melanostoma 琉球 345
ハギノツユ Natica cernica 琉球 336
ハギノツユ Natica cernica 琉球 338
クチグロタマガイ Natica fasciata 琉球 335
クチグロタマガイ Natica fasciata フィリピン 355
タマガイ科の１種 Natica sp. 奄美大島 339
ホウシュウノタマの１種 Natica sp. 琉球　石垣島 341
コハクダマ Natica stellata 琉球 328
ゴマフダマ Natica tigrina 肥後　高瀬？ 329
ゴマフダマ Natica tigrina 有明湾 330
トラダマ Natica vitellus フィリピン 349
フロガイ Naticarius alapapilionis フィリピン 352
アラゴマフダマ Naticarius onca 琉球 331
マンジュウガイ Polinices albumen フィリピン 350
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キハダトミガイ Polinices aurantius フィリピン 353
ヘソアキトミガイ Polinices flemingianus 琉球 334
ヘソアキトミガイ Polinices flemingianus 琉球 337
トミガイ Polinices mammilla 琉球 333
トミガイ Polinices mammilla フィリピン 351
ウチヤマタマツバキ Polinices sagamiensis 産地不詳 348
フクロガイ Sinum javanicum 安房 332

オキニシ科　Bursidae
ミヤコボラ Bufonaria rana フィリピン 356
ガマグチミヤコボラ Bufonaria margaritula フィリピン 357

トウカムリ科　Cassidae
カズラガイ Phalium (Bezoardicella) flammiferum 越前 358
カズラガイ Phalium (Bezoardicella) flammiferum 厨 359

ヤツシロガイ科　Tonnidae
カスリウズラガイ Tonna chinensis magnifica 房州 360
スクミウズラガイ Tonna cepa 琉球 361
トキワガイ Tonna allium フィリピン 362

フジツガイ科　Ranellidae
マツカワガイ Biplex perca 安房 365
シオボラ Cymatium (Gitturnium) muricinum 琉球 364
フジツガイ Cymatium (Lotoria) lotorium 琉球 371
ミツカドボラ Cymatium (Monoplex) nicobaricum 琉球 372
カコボラ Cymatium (Monoplex) parthenopeum 志摩国和貝 366
ハイイロボラ Cymatium (Monoplex) thersites 琉球 363
ジュセイラ Cymatium (Septa) hepaticum フィリピン 368
ヒメミツカドボラ Cymatium (Turritriton) labiosum フィリピン 367
アヤボラ Fusitriton oregonensis 産地不詳 373
トガリアラレボラ Gyrineum cuspidatium フィリピン 370
シマアラレボラ Gyrineum gyrineum フィリピン 369

カワニナ科　Pleuroceridae
タイワンカワニナ Melanoidea formosensis 台湾　礁渓温泉 379
ムチカワニナ Melanoides crenulata 台湾　台北 384
ムチカワニナ Melanoides crenulata 台湾　高雄市郊外　離仔内水田排水溝 386
タテヒダカワニナ Semisulcospira (Biwamelania) decipiens 近江 383
イボカワニナ Semisulcospira (Biwamelania) multigranosa 近江 382
カワニナ Semisulcospira libertina 鯖江　近郊 375
カワニナ Semisulcospira libertina 大野　下穴馬村 376
チリメンカワニナ Semisulcospira reiniana 足羽郡　麻生津村 381
カワニナの１種 Semisulcospira sp. 台湾　礁渓温泉 378
カワニナの１種 Semisulcospira sp. 朝鮮　慶尚南道　馬山湾 380
タケノコカワニナ Stenomelania rufescens 伊勢　下御糸 374
イボアヤカワニナ Thiara granifera 台湾　台北州 387
ヨシカワニナ Thiara plicaria 台湾　礁渓温泉 385
トウガタカワニナ Thiara scabra 琉球 377

エゾマメタニシ科　Bithyniidae
マメタニシ Parafossarulus manchouricus japonicus 備前 388

翼舌目　Ptenoglassa
ミツクチキリオレ科　Triphoridae

キリオレの１種 Mastonia sp. 産地不詳 389
アサガオガイ科　Janthinidae

アサガオガイ Janthina janthina 紀伊 390
ルリガイ Janthina (Violetta) prolongata 紀伊 391
ルリガイ Janthina (Violetta) prolongata 台湾　澎湖島 392

原始紐舌目　Architaenioglossa
ヤマタニシ科　Cyclophoridae

ヤマタニシの１種 Cyclophorus (Cricophorus) philisppinarum フィリピン 昭和12年11月28日 401
ヒノデヤマタニシ Cyclophorus appendiculatus フィリピン (Boac Marinduque, Phillipin) 402
マキヒダヤマタニシ Cyclophorus friesianus 台湾　高雄　寿山 403
ヤマタニシ Cyclophorus herklotsi 産地不詳 393
ヤマタニシ Cyclophorus herklotsi 美濃国　武儀郡　上麻生 397
ヤマタニシ Cyclophorus herklotsi 足羽郡　下宇坂村 398
キカイヤマタニシ Cyclophorus kikaiensis 喜界島 396
オキナワヤマタニシ Cyclophorus turgidus 琉球 395
アツブタガイ属の１種 Cyclotus sp. 産地不詳 394
アオミオカタニシ Leptopoma nitidum 琉球 400
ヤマクルマガイ Spirostoma japonicum 讃岐　琴平 399

アズキガイ科　Pupinidae
アズキガイ Pupinela (Pupinopsis) rufa 土佐　柏島 404
アズキガイ Pupinela (Pupinopsis) rufa 美濃国　赤坂　金生山 405

ゴマガイ科　Diplommatinidae
イブキゴマガイ Diplommatina (Sinica) collarifera 滋賀　伊吹山 406

タニシ科　Viviparidae
マルタニシ Cipangopaludina chinensis laeta 近江 407
マルタニシ Cipangopaludina chinensis laeta 鯖江　近郊 409
マルタニシ Cipangopaludina chinensis laeta 北海道 410
マルタニシ Cipangopaludina chinensis laeta 加賀国 411
マルタニシ（胎殻） Cipangopaludina chinensis laeta 今立郡　新横江村　東鯖江 414
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ナガタニシ Heterogen longispira 近江　琵琶湖 408
ヒメタニシ Sinotaia quadrata histrica 支那　北京郊外 412
ヒメタニシ Sinotaia quadrata histrica 三河　豊橋 413

リンゴガイ科　Ampullariidae
スクミリンゴガイ Pomacea canaliculata 産地不詳 415
スクミリンゴガイ Pomacea canaliculata 産地不詳 416

新腹足目　Neogastropoda
アッキガイ科　Muricidae

クチベニレイシダマシ Drupella concatenata フィリピン 422
トゲレイシダマシ Habromorula spinosa フィリピン 421
ノシメガンセキボラ Hexaplex cichoreum フィリピン 423
レイシダマシ Morula granulata 産地不詳 418
レイシダマシの１種 Morula sp. 奄美大島　笠利 419
レイシガイの１種 Nassa tiuvettata Malberry Point, Coun. USA 426
ヨーロッパチヂミボラ Nucella lapillus イギリス 425
イセヨウラク Pteropurpura (Ocinebrellus) adunca 産地不詳 424
アカニシの幼貝 Rapana venosa 産地不詳 417
イボニシ Thais clavigera 産地不詳 420
ハシナガヨウラクモドキ？ Vitularia miliaris? フィリピン 427

フトコロガイ科　Columbellidae
ボサツガイ Anachis misera misera 丹後　天橋湾 430
ボサツガイの１種 Anachis sp. 越前　四ヶ浦 431
ムギガイ Mitrella bicincta 丹後　天橋湾 432
ムギガイ Mitrella bicincta 越前　四ヶ浦 433
タモトガイ Pyrene punctata フィリピン 434
メノウニナ Pyrene splendidula フィリピン 435
マツムシ Pyrene testudinaria tylerae 産地不詳 428
マツムシ Pyrene testudinaria tylerae 丹後　天橋湾 429

ムシロガイ科　Nassaridae
サメムシロガイの１種 Nassarius (Alectrion) sp. カリフォルニア 445
オリイレヨフバイ Nassarius arcularia フィリピン 439
イボヨフバイ Nassarius coronatus フィリピン 438
ヒメオリイレムシロ Niotha nodifer フィリピン 443
ムシロガイの１種 Niotha sp. フィリピン 444
アラレガイ Niotha variegata フィリピン 441
アラムシロ Raticunassa festiva 産地不詳 436
クロスジムシロ Reticunassa fratercula 丹後　天橋湾 437
ヨフバイの１種 Telasco pictus フィリピン 442
ハナムシロ Zeuxis castus フィリピン 440

エゾバイ科　Buccinidae
クビレバイ Buccinum opisthoplectum 産地不詳 451
ツバイ Buccinum tsubai 四ヶ浦 450
ツバイ Buccinum tsubai 産地不詳 455
エッチュウバイ Buccium striatissimum 産地不詳 448
ホラダマシ Cantharus (Pollia) fumosus フィリピン 454
エゾボラモドキ Neptunea intersculpta 産地不詳 447
シロコトクサバイ Phos nodicostatum フィリピン 452
トクサバイ Phos senticosum フィリピン 453
ニクイロツムバイ Plicifusus aurantius 産地不詳 446
キジビキカミオボラ Volutopsius (Lussivolutopsius) furukawai 産地不詳 449

イトマキボラ科　Fasciolariidae
キイロツノマタモドキ Peristernia ustulata luchuana フィリピン 456
ホソニシ Fusinus colus フィリピン 昭和12年11月28日 457

ガクフボラ科　Volutidae
ベニコオロギボラの幼貝？ Cymbiola (Aulicina) deshayesi? フィリピン 458

マクラガイ科　Olividae
ムシボタル Olivella fulgurata 紀伊 459
タカサゴビナ Oliva intricata フィリピン 昭和12年11月28日 460
ヒナマクラ Oliva carneola フィリピン 461
クチグロマクラ Oliva inspidula フィリピン 462
マクラガイの１種 Oliva sp. 産地不詳 463
イロガワリマクラ？ Oliva vidua? フィリピン 464
ヌメリマクラ Oliva irisans フィリピン 465

フデガイ科　Mitridae
イトマキフデ Domiporta filaris フィリピン 467
オオオビフデ？ Mitra ambigua? フィリピン 466
ヤエコフデ Mitra fulgurita 産地不詳 469
ベッコウフデ Nebularia ferruginea フィリピン 468

ツクシガイ科　Costellariidae
ヒゼンツクシ Pusia inermis inermis 丹後　天橋湾 470
ハマヅト Costellaria exaspertata 琉球 471
カノコシボリミノムシ Vexillum sanguisugum フィリピン 472
クリフミノムシ Vexillum vulpeculum フィリピン 473

コゴメガイ科　Cystiscidae
ムシコゴメガイ Marginella muscaria オーストラリア 474

コロモガイ科　Cancellariidae
エビチャオリイレボラ Scalptia textilis フィリピン 475
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イモガイ科　Conidae
クリイロイモ Conus (Phasmoconus) radiatus フィリピン 479
ヤキイモ Conus (Pinoconus) mgus フィリピン 478
サヤガタイモ Conus (Virroconus) miliaris 奄美大島　笠利 476
イモガイ科の１種 Conus sp. フィリピン 477

クダマキガイ科　Turridae
トラフクダマキ Lophiotoma acuta フィリピン 480

タケノコガイ科　Terebridae
タイワントクサ？ Decorihastula livida? 産地不詳 482
ヒメコンゴウトクサ？ Decorihastula paucistriata? フィリピン 483
コニクタケ Dimidacus amanda 産地不詳 487
シチクモドキ？ Hastula strigilata? フィリピン 481
ツヤトクサモドキ Punctoterebra nitida フィリピン 485
ココアトクサ Strioterebrum succincta フィリピン 484
ベニタケ Subula dimidiata フィリピン 488
タケノコガイの１種 Terebra monilis フィリピン 486
タケノコガイ Terebra subulata フィリピン 昭和12年11月28日 490
キリガイ Triplostephanus triseriata フィリピン 489

異旋目　Heterostropha
クルマガイ科　Architectonicidae

クロスジグルマ Architectonica perspectiva フィリピン 491
クルマガイ Architectonica trochlearis 台湾　澎湖島 492

後鰓亜綱　OPISTHOBRANCHIA
頭楯目　Cephalaspidea

オオシイノミガイ科　Acteonidae
アカフネカヤノミガイ Pupa coccinea フィリピン 493

マメウラシマガイ科　Ringiculidae
マメウラシマガイの幼貝 Ringiculina doliaris 北海道産鰈の胃中より 494

ブドウガイ科　Haminoeidae
タマゴガイ Atys naucum フィリピン 495
カイコガイ Aliculastrum cylindricum 産地不詳 496

有肺亜綱　PULMONATA
基眼目　Basommatophora

オカミミガイ科　Ellobiidae
スジハマシイノミガイ Melampus (Pila) fasciatus 産地不詳 497
タテヒダヒラシイノミガイ Pythia reeveana フィリピン 498

モノアラガイ科　Lymnaeidae
ヒメモノアラガイ Austropepla ollula 朝鮮　慶尚南道　馬山 499

柄眼目　Stylommatophora
ハワイマイマイ科　Achantinellidae

キスジハワイマイマイ Achantinella decora ハワイ　オアフ島 500
ソメワケハワイマイマイ Achantinella abbreviata bacca ハワイ　パロー 501

キセルガイモドキ科　Enidae
キセルガイモドキ Mirus reinianus 愛知　石巻山 502

キセルガイ科　Clausiliidae
ナミコギセル Euphaedusa tau 東京　上野公園 507
ナミコギセル Euphaedusa tau 若狭　三方郡　早瀬 512
オオギセル Megalophaedusa martensi 福井　越逎村 504
オオマルテンギセル Megalophaedusa martensi reiniana 愛知　石巻山 503
シイボルトコギセル Phaedusa sieboldtii 土佐　沖ノ島 昭和10年8月 508
シコクギセル Pinguiphaedusa breviluna 徳島　山城町　大歩危 昭和10年8月 514
クビナガギセル Pinguiphaedusa kubinaga 三河　石巻山 509
ヒクギセル Stereaophaedusa (Breviphaedusa) gouldi 東京 510
シロナミギセル Stereophaedusa japonica kobensis 福井　大野　西谷村 505
シロナミギセル Stereophaedusa japonica kobensis 大野郡　五箇村　上打波 506
ミカドギセル Tyrannophaedusa mikado 美濃国　赤坂　金生山 昭和9年8月19日 511
コシボソギセル Tyrannophaedusa nankaidoensis 紀伊　九重村　宮井 昭和18年11月1日 513

オオタワラガイ科　Cerionidae
カガヤキオオタワラ？ Cerion niteloides? バハマ 515

アフリカマイマイ科　Achatinidae
アフリカマイマイの１種 Achatina sp. 産地不詳 516

オカクチキレガイ科　Subulinidae
オカクチキレガイ Subulina octona ペルー 517

トウガタマイマイ科　Bulimulidae
ミカンマイマイの１種 Drymaeus flexuosus ペルー 518
ミカンマイマイの１種 Drymaeus sp. ペルー 519

サラサマイマイ科　Orthalicidae
サラサマイマイの１種 Orthalicus sp. 西インド 520

パツラマイマイ科　Discidae
パツラマイマイ Discus pauper 北海道　石狩国　野幌林野 521

Urocyclidae
Trochonanina sylvana フィリピン 522

コハクガイ科　Zonitidae
コハクガイ Zonitoides (Zonitellus) arboreus 鯖江市　清水町 昭和9年7月20日 523

マラッカベッコウマイマイ科　Ariophantidae
モリマイマイの１種 Cepaea sp. 産地不詳 524

ベッコウマイマイ科　Helicarionidae
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カタハリカタマイマイ Ryssota zeus フィリピン 525
カドバリオオマイマイ Ryssota otaheitana フィリピン 昭和12年11月28日 526

ナンバンマイマイ科　Camaenidae
ミスジマイマイ？ Euhadra peliomphala? 産地不詳 533
クルミマイマイ Ganesella nux 台湾　台中州　大南庄 昭和12年8月 539
タラポトココアマイマイ Lampadion tarapotomensis ペルー 534
カドマルセンベイマイマイ Obba bigonia フィリピン 537
カドマルセンベイマイマイ Obba bigonia フィリピン 538
ヒモカケセンベイマイマイ Obba rota フィリピン 536
ダイオウエンザガイの１種 Polygyratia (Systrophia) helicycloides? ペルー 535
シメクチマイマイ Satsuma ferruginea 土佐　龍河洞 昭和10年8月 531
コシタカコベソマイマイ Satsuma fusca 石川　能美郡　白峰村 527
ヤコビマイマイ Satsuma jacobii 近江　伊吹山 昭和9年8月17日 529
ヤコビマイマイ Satsuma jacobii 産地不詳 530
サンインコベソマイマイ？ Satsuma omphalodes? 産地不詳 532
ムロマイマイ Satsuma peculiaris 産地不詳 528

オナジマイマイ科　Bradybaenidae
オキナワウスカワマイマイ Acusta despecta 産地不詳 567
クロイワオオケマイマイ Aegista (Plectotropis) mackensii 琉球 昭和9年4月29日 550
エチゼンケマイマイ Aegista (Plectotropis) omiensis echizenensis 鯖江　三里山 昭和8年9月14日 548
オオケマイマイ Aegista (Plectotropis) vulgivaga 産地不詳 556
オオケマイマイ Aegista (Plectotropis) vulgivaga 大野郡　五箇村　打波 昭和8年9月29日 569
フリイデルマイマイ Aegista friedeliana 福岡　田川郡　香春嶽 565
カンムリケマイマイ Aegista kanmuriyamensis 坂井郡　加戸 578
コシキコウベマイマイ Aegista kobensis koshikijimana 産地不詳 568
タイワンオオベソマイマイ Aegista subchinensis 台湾　芝山巌 542
パンダナマイマイ Bradybaena circulus 琉球 576
オナジマイマイ属の１種 Bradybaena sp. 福井市　岡牧場 573
スインホウマイマイ Euhadra (Eulata) swinhoei 台湾　台北 昭和12年8月 547
クチベニマイマイ Euhadra amaliae 福井　大野郡　羽生村　縫原 昭和8年8月30日 557
クチベニマイマイ Euhadra amaliae 滋賀　饗庭野 566
クチベニマイマイ Euhadra amaliae 三河国　御油町 574
カラフトマイマイ Euhadra chishimana fiscina 樺太 581
ハリママイマイ Euhadra congenita 兵庫　宍粟郡　山崎町 540
ヒラマイマイ Euhadra eoa 愛知　石巻山 昭和9年9月23日 559
ツクシマイマイ Euhadra herklotsi 鹿児島　阿久根町 549
ヒラヒトスジマイマイ Euhadra herklotsi eoa 岐阜　金生山 昭和9年7月19日 544
ツルガマイマイ Euhadra latispira tsurugensis 福井　武生　馬上免 546
ツルガマイマイ Euhadra latispira tsurugensis 福井　鯖江 551
ツルガマイマイ Euhadra latispira tsurugensis 福井　敦賀市 553
ツルガマイマイ Euhadra latispira tsurugensis 福井　大野市　中島 554
ツルガマイマイ Euhadra latispira tsurugensis 福井　鯖江　大河内 昭和8年8月25日 555
ツルガマイマイ Euhadra latispira tsurugensis 産地不詳 562
ツルガマイマイ Euhadra latispira tsurugensis 今立郡　下池田村 575
ニシキマイマイ Euhadra sandai 産地不詳 560
ナミマイマイ Euhadra sandai communis 産地不詳 541
ナミマイマイ Euhadra sandai communis 福井　敦賀　松原村　松島 558
ミノマイマイ Euhadra sandai minoensis 愛知　石巻山 昭和9年9月23日 545
ミノマイマイ Euhadra sandai minoensis 岐阜　金生山 昭和9年5月8日 552
オカノマイマイ Euhadra sandai okanoi 産地不詳 563
ヒラヒダリマキマイマイ Euhadra scaevola interioris 越逎村 543
エゾマイマイ（幼貝） Ezohelix gainesi 北海道　札幌付近 577
トウガタオオタマゴマイマイ？ Helicostyla aegle? 産地不詳 580
ヒギンスタケノコマイマイ？ Helicostyla satyrus f. higgins? 産地不詳 579
ヒルゲンドルフマイマイ Trishoplita hilgendorfi 近江　伊吹山 570
ヒルゲンドルフマイマイ Trishoplita hilgendorfi 産地不詳 571
オトメマイマイの１種 Trishoplita sp. 産地不詳 561
オトメマイマイ属の１種 Trishoplita sp. 産地不詳 572

「中華マイマイ」 ? 産地不詳 和名はラベルのママ 564
エスカルゴ科　Helicidae

Cylindrus obtusus シチリア 583
エスカルゴ Helix pomatia 産地不詳 584
コヒシマイマイ Helix succincta 台湾　高雄 昭和14年6月6日 582
マジョルカコマイマイ Theba pisana 南アフリカ 585

掘足綱　SCAPHOPODA
ツノガイ目　Dentaliida

ゾウゲツノガイ科　Dentaliidae
ミズイロツノガイ Dentalium aprinum フィリピン 588
ムカドツノガイ Dentalium octangulatum hexagonum 産地不詳 586
ツノガイの１種 Dentalium sp. フィリピン 587

二枚貝綱　BIVALVIA
原鰓亜綱　PROTOBRANCHIA
クルミガイ目　Nuculoida

クルミガイ科　Nuculidae
オオキララガイ Acila divaricata divaricata 越前　四ヶ浦 589
オオキララガイ Acila divaricata divaricata 北海道　鰈の胃の中より 591
カラフトキララガイ Acila divaricata vigilia 陸前 590

和名 / Japanese name 学名 / Scientific name 産地 / Locality 備考 / Remarks 登録番号/No.



古川田溝貝類コレクション追加目録

59

コグルミガイ Leionucula tenuis 北海道　鰈の胃の中より 592
マメクルミガイ Nucula paulula 産地不詳 593

ヒラソデガイ科　Sareptidae
ヒラソデガイ Sarepta speciosa 産地不詳 594

ロウバイガイ科　Nuculanidae
ロウバイ Nuculana (Robaia) robai 北海道　鰈の胃の中より 596
ロウバイ Nuculana (Robaia) robai 産地不詳 599
エゾソデガイ Yoldia (Cnesterium) johanni 北海道　鰈の胃の中より 595
エゾソデガイ Yoldia (Cnesterium) johanni 産地不詳 600
スモモソデガイ Yoldia amygdalea 北海道　鰈の胃の中より 598
キビソデガイ Yoldiella philippiana 北海道　鰈の胃の中より 597

翼形亜綱　PTERIOMORPHA
フネガイ目　Arcoida

フネガイ科　Arcidae
ミミエガイの１種 Arcopsis sp. 朝鮮　釜山　牧ノ島 614
ミミエガイ Arcopsis symmetrica 産地不詳 601
ミミエガイ Arcopsis symmetrica 若狭 611
エガイ Barbatia (Abarbatia) lima 土佐 603
カリガネエガイ Barbatia (Savignyarca) virescens 安房 609
ベニエガイ Barbatia (Ustularca) fusca 奄美大島　笠利 610
ベニエガイ Barbatia (Ustularca) fusca 琉球 612
ベニエガイ Barbatia (Ustularca) fusca 台湾 613
アカガイ Scapharca broughtonii 横浜 604
クマサルボウ Scapharca globosa ursus 天橋立湾 605
サルボウガイ Scapharca kagoshimensis 相模 607
ヒメアカガイ？ Scapharca troscheli? 産地不詳 602
ハイガイ？ Tegillarca granosa? 朝鮮 606
ビョウブガイ Trisidos kiyonoi 博多　福岡港 608

シラスナガイ科　Limopsidae
オオシラスナガイ Limopsis belcheri 常陸沖 615
シラスナガイ Oblimopa multistriata 若狭湾 616
ナミジワシラスナガイ Crenulilimopsis oblonga 四ヶ浦 617

タマキガイ科　Glycymerididae
ベンケイガイ Glycymeris (Veletuceta) albolineata 若狭　小浜湾 大正元年12月10日 618
ベンケイガイ Glycymeris (Veletuceta) albolineata 若狭 619
トドロキガイ Glycymeris (Veletuceta) fulgurata 土佐 622
ベニグリ Glycymeris rotunda 産地不詳 620
ベニグリ Glycymeris rotunda 越前　厨 621

イガイ目　Mytiloida
イガイ科　Mytilidae

ヒバリガイモドキ Hormomya mutabilis 小笠原　父島 632
ヒバリガイモドキ Hormomya mutabilis 朝鮮 645
マラッカイシマテ Lithophaga (Diberus) malaccana 土佐　沖ノ島 639
クロシギノハシ Lithophaga teres 台湾　澎湖島 642
リュウキュウヒバリガイ Modiolus auriculatus 奄美大島　笠利 昭和11年8月7日 633
エゾヒバリガイ Modiolus kurilensis 樺太 624
ホトトギス Musculista senhousia 東京港 636
ホトトギス Musculista senhousia 紀伊 637
ホトトギス Musculista senhousia 鹿児島湾 638
ホトトギスガイ Musculista senhousia 朝鮮　釜山 646
タマエガイの１種 Musculus vernicosus 産地不詳 623
エゾイガイ Mytilus (Crenomytilus) grayanus 北海道　余市 625
イガイ Mytilus coruscus 北海道　小樽 628
ムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis 兵庫　神戸港 「元外国種」 629
ムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis 越前　四ヶ浦 634
ムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis 東京港 635
キタノムラサキイガイ Mytilus trossulus 樺太 昭和11年12月 641
クジャクガイ Septifer bilocularis 高知　浦ノ内海岸 昭和9年9月2日 626
クジャクガイ Septifer bilocularis 土佐 630
クジャクガイ Septifer bilocularis 産地不詳 640
クジャクガイ Septifer bilocularis 南洋ポナペ島 643
シロインコ Septifer excisus 土佐　沖ノ島 631
ムラサキインコ Septifer virgatus 三国　雄島 627
ムラサキインコ？ Septifer virgatus? 台湾 644

ウグイスガイ目　Pterioida
ウグイスガイ科　Pteriidae

ツバメガイ Pteria peasei 土佐 647
アコヤガイ Pinctada martensii 琉球 648
アコヤガイ Pinctada martensii 若狭 649
シロチョウガイ Pinctada maxima 産地不詳 650

ホウオウガイ科　Vulsellidae
ホウオウガイ Vulsella vulsella 紀伊 651

マクガイ科　Isognomonidae
シロアオリ Isognomon legumen 土佐　沖ノ島 652

ハボウキガイ科　Pinnidae
タイラギ Atrina (Servatrina) pectinata 三河　渥美半島 昭和12年1月11日 653
ハボウキガイ Pinna bicolor 若狭　小浜湾 大正元年12月10日 654
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ミノガイ目　Limoida
ミノガイ科　Limidae

フクレユキミノ Limaria hakodatensis 産地不詳 655
ハネガイ Ctenoides lischkei 若狭　和田 656
ミノガイ Lima vulgaris 土佐 657

カキ目　Ostreoida
イタヤガイ科　Ostreidae

ツキヒガイ Amusium japonicum japonicum 産地不詳 661
タカサゴツキヒ Amusium pleuronectes 台湾 671
アカザラガイ Chlamys (Azumapecten) farreri akazara 函館 昭和12年8月9日 662
アカザラガイ Chlamys (Azumapecten) farreri akazara 小樽 664
アカザラガイ Chlamys (Azumapecten) farreri akazara 産地不詳 665
アズマニシキ Chlamys (Azumapecten) farreri nipponensis 朝鮮海峡 昭和12年11月14日 672
カミオニシキ Chlamys (C) islandica erythrocomata 得撫島 （ロシア） 670
ナデシコガイ Chlamys (Laevichlamys) irregularis 琉球 658
ナデシコガイ Chlamys (Laevichlamys) irregularis 小浜 659
チサラガイ Gloripallium pallium 琉球 663
ヒオウギ Mimachlamys nobilis 土佐　宇佐郡　浦ノ内海岸 昭和9年9月2日 667
ホタテガイ Patinopecten yessoensis 樺太 669
イタヤガイ Pecten albicans 島根　那賀郡　三隅村沖 昭和9年9月2日 666
イタヤガイの１種 Pectinidae sp. 玄達瀬 660
エゾキンチャク Swiftopecten swiftii 北見 668

ウミギク科　Spondylidae
メンガイ Spondylus squamosus 琉球　石垣島 673
ウニメンガイ Spondylus versicolor 奄美大島 674
シロウミギク Spondylus castus 奄美大島 昭和12年11月14日 675
ショウジョウガイ Spondylus regius 紀伊　田辺 昭和12年11月14日 676
カバトゲウミギク Spondylus butleri 奄美大島 昭和12年11月14日 677

ナミマガシワ科　Anomiidae
ナミワガシワ Anomia chinensis 伊豫 678
ナミマガシワ Anomia chinensis 若狭 679

マドガイ科　Placnidae
マドガイ Placuna placenta 台湾 680

ネズミノテ科　Plicatulidae
ネズミノテ Plicatula simplex 紀伊 681

ベッコウガキ科　Gryphaeidae
ベッコウガキ Neopycnodonte cochlear 厨 682
カキツバタ Hyotissa imbricata 紀伊 683

イタボガキ科　Ostreidae
カノコガキ Dendostrea rosacea 土佐 684
トサカガキ Lopha cristagalli 琉球 685
ケガキ Saccostrea kegaki 伊豫 686
ケガキ Saccostrea kegaki 横浜 687
マガキ？ Crassostrea gigas? 産地不詳 688

古異歯亜綱　PALAEOHETERODONTA
イシガイ目　Unionoida

イシガイ科　Unionidae
ドブガイ（ヌマガイ） Anodonta woodiana 産地不詳 689
ドブガイ Anodonta woodiana 産地不詳 704
ドブガイ Anodonta woodiana 産地不詳 705
カラスガイ Cristaria plicata 産地不詳 706
マツカサガイ Inversidens japanensis 今立郡　神明町 692
マツカサガイ Inversidens japanensis 産地不詳 693
マツカサガイ Inversidens japanensis 産地不詳 698
マツカサガイ Inversidens japanensis 鯖江　近郊 707
オトコタテボシガイ Inversiunio reiniana 琵琶湖 690
オトコタテボシガイ Inversiunio reiniana 近江 691
ササノハガイ Lanceolaria oxyrhyncha 琵琶湖 695
ササノハガイ（奇形） Lanceolaria oxyrhyncha 産地不詳 697
ササノハガイ Lanceolaria oxyrhyncha 産地不詳 700
ササノハガイ Lanceolaria oxyrhyncha 琵琶湖 701
ササノハガイ Lanceolaria oxyrhyncha 三方湖 702
ササノハガイ Lanceolaria oxyrhyncha 産地不詳 703
タテボシガイ Unio douglasiae biwae 産地不詳 694
タテボシガイ Unio douglasiae biwae 近江　犬上郡　松原村 708
イシガイ Unio douglasiae nipponensis 三方湖 696
イシガイ Unio douglasiae nipponensis 佐渡　加茂湖 699

カワシンジュガイ科　Margaritiferidae
カワシンジュガイ Margaritifera laevis 北海道　パンケ湖 709
カワシンジュガイ Margaritifera laevis 丹生郡　殿下村 710
カワシンジュガイ Margaritifera laevis 殿下村　別畑 昭和8年3月19日 711
カワシンジュガイ Margaritifera laevis 産地不詳 712
カワシンジュガイ Margaritifera laevis 産地不詳 713
カワシンジュガイ Margaritifera laevis 北海道 714

Mycetopodidae
Mycetopoda siliquosa ペルー　チチカカ湖 715
Anodontites trapesialis ペルー　チチカカ湖 716
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異歯亜綱　HETERODONTA
マルスダレガイ目　Veneroida

ツキガイ科　Lucinidae
チヂミウメノハナ Wallucina striata 敦賀　水島 717
ウメノハナガイ Pillucina pisidium 敦賀　水島 718

キクザルガイ科　Chamidae
キクザルの１種 Chama japonica sp. 産地不詳 719

モシオガイ科　Crassatellidae
ウスモシオ Nipponocrassatella adamsi 厨 720
ウシモシオ Nipponocrassatella adamsi 四ヶ浦 721

ザルガイ科　Cardiidae
カワラガイ Fragum unedo フィリピン 722

バカガイ科　Mactridae
バカガイ Mactra chinensis 小浜 723
シオフキ Mactra veneriformis 産地不詳 724

チドリマスオ科　Mesodesmatidae
クチバガイ Coecella chinensis 慶南　加徳島 725
チドリマスオ Donacilla picta 若狭　早瀬 726

フジノハナガイ科　Donacidae
ナミノコガイ Latona cuneata 若狭 727

ニッコウガイ科　Tellinidae
シラトリモドキ Heteromacoma irus 産地不詳 732
シラトリモドキ Heteromacoma irus 厨 733
ヒメシラトリ Macoma incongrua 産地不詳 728
サラガイ Megangulus venulosa 北海道　余市 730
サラガイ Megangulus venulosa 産地不詳 731
トゲウネガイ Quadrans parvitas 敦賀湾水島 734
ニッコウガイの１種 Tellina promera アメリカ　フロリダ 735
ニッコウガイの１種 Tellinella sp. 産地不詳 729

シオサザナミ科　Psammobiidae
イソシジミ Nuttallia japonica 産地不詳 736

シジミ科　Corbiculidae
カンコウシジミ Corbicula elatior 満州　安東県 737
カンコウシジミ Corbicula elatior 大連　魚問屋 754
カンコウシジミ Corbicula elatior 鴨緑江 756
タイワンシジミ Corbicula fluminea 台湾　台北 740
ヤマトシジミ Corbicula japonica 坂井郡　三国 745
ヤマトシジミ Corbicula japonica 三国 748
ヤマトシジミ Corbicula japonica 三国 749
ヤマトシジミ Corbicula japonica 産地不詳 751
ヤマトシジミ Corbicula japonica 伊豫 753
ヤマトシジミ Corbicula japonica 若狭　久々子 759
マシジミ Corbicula leana 加賀 739
マシジミ Corbicula leana 川島 鯖江 中河村か？　 741
マシジミ Corbicula leana 中川 750
マシジミ Corbicula leana 産地不詳 752
マシジミ Corbicula leana 信濃 758
オオシジミ Corbicula maxima 台湾 746
セタシジミ Corbicula sandai 近江　瀬田 738
セタシジミ Corbicula sandai 近江　琵琶湖 743
セタシジミ Corbicula sandai 近江　長浜 744
セタシジミ Corbicula sandai 近江　長浜 747
セタシジミ Corbicula sandai 近江　犬上郡　松原村 760
セタシジミ Corbicula sandai 琵琶湖 761
シジミの１種 Corbicula sp. 朝鮮　元山 755
シジミの１種 Corbicula sp. 産地不詳 757
ヤエヤマヒルギシジミ Geloina erosa 琉球 742

マメシジミ科　Pisidiidae
ドブシジミ Sphaerium japonicum 東京 762

マテガイ科　Solenidae
マテガイ Solen strictus 敦賀湾 昭和13年9月13日採集 763

フナガタガイ科　Trapezidae
ウネナシトマヤガイ Trapezium liratum 台湾　高雄 764
ウネナシトマヤガイ Trapezium liratum 美浜　早瀬 765
ウネナシトマヤガイ Trapezium liratum 大阪湾 766

マルスダレガイ科　Veneridae
マツヤマワスレ Callista chinensis 産地不詳 773
チョウセンハマグリ Meretrix lamarckii 産地不詳 774
ハマグリ Meretrix lusoria 産地不詳 767
ハマグリ Meretrix lusoria 東京湾 769
ハマグリの１種 Meretrix sp. フィリピン 775
イヨスダレ？ Paphia undulata? 産地不詳 768
アサリ Ruditapes philippinarum 後志国　高島 770
アサリ Ruditapes philippinarum 産地不詳 771
アサリ Ruditapes philippinarum 東京湾 772

異靭帯亜綱　ANOMALODESMACEA
ウミタケガイモドキ目　Pholadomyoida
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サザナミガイ科　Lyonsiidae
オビクイ Agriodesma navicula 千島　紗那 776

オキナガイ科　Laternulidae
オキナガイ Laternula anatina 産地不詳 777

触手動物門　TENTACULATA
腕足綱　BRACHIOPODA

舌殻目　Lingulida
シャミセンガイ科　Lingulidae

ミドリシャミセンガイ Lingula unguis 産地不詳 778
穿殻目　Terebratulida

ダリナ科　Dallinidae
カメホオズキチョウチン Terebratalia coreanica 四ヶ浦 779

ラクエウス科　Laqueidae
コカメガイ Pictothyris picta 厨 780
ホオズキチョウチン Laqueus rubellus 四ヶ浦 781
ホオズキチョウチン Laqueus rubellus 産地不詳 782
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