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1 イセノナミマイマイ Euhadra eoa communisiformis マイマイ目 オナジマイマイ科 マイマイ属 ○
2 ウスカワマイマイ Acusta despecta sieboldiana マイマイ目 オナジマイマイ科 ウスカワマイマイ属 ○
3 ウスベニギセル Tyrannophaedusa aurantiaca aurantiaca マイマイ目 キセルガイ科 ミカドギセル属 ○
4 ウゼンゴマガイ Diplommatina uzenensis ニナ目 ゴマガイ科 ゴマガイ属 ○
5 ウラジロベッコウ Urazirochlamys doenitzii マイマイ目 ベッコウマイマイ科 ウラジロベッコ属 ○
6 エルベリギセル Tyrannophaedusa aurantiaca erberi マイマイ目 キセルガイ科 ミカドギセル属 ○ DD DD
7 エンスイマイマイ Trishoplita conospira マイマイ目 オナジマイマイ科 オトメマイマイ属 ○
8 オオウエキビ Trochochlamys fraterna マイマイ目 ベッコウマイマイ科 カサキビガイ属 ○ DD DD
9 オオケマイマイ Aegista vulgivaga vulgivaga マイマイ目 オナジマイマイ科 オオベソマイマイ属 ○
10 オカチョウジガイ Allopeas clavulinum kyotoense マイマイ目 オカチョウジガイ科 オカチョウジガイ属 ○
11 オナジマイマイ Bradybaena similaris マイマイ目 オナジマイマイ科 オナジマイマイ属 ○
12 カサキビ Trochochlamys crenulata crenulata マイマイ目 ベッコウマイマイ科 カサキビガイ属 ○
13 キビガイ Gastrodontella multivolvis マイマイ目 ベッコウマイマイ科 キビガイ属 ○
14 コウラナメクジ科 Limacoidae sp. マイマイ目 コウラナメクジ科 － ○
15 コハクガイ Zonitoides arboreus マイマイ目 コハクガイ科 オオコハクガイ属 ○
16 コベソマイマイ Satsuma myomphala myomphala マイマイ目 ニッポンマイマイ科 ニッポンマイマイ属 ○
17 チビギセル Pinguiphaedusa expansilabris マイマイ目 キセルガイ ツムガタギセル属 ○
18 トクサオカチョウジガイ Allopeas javanicum マイマイ目 オカチョウジガイ科 オカチョウジガイ属 ○
19 ナタネガイ Punctum amblygonum マイマイ目 ナタネガイ科 ナタネガイ属 ○
20 ナミギセル Stereophaedusa japonica japonica マイマイ目 キセルガイ オキナワギセル属 ○
21 ナミコギセル Euphaedusa tau tau マイマイ目 キセルガイ コギセル属 ○
22 ナミヒメベッコウ Yamatochlamys vaga vaga マイマイ目 ベッコウマイマイ科 ナミヒメベッコウ属 ○
23 ナメクジ Meghimatium bilineatum マイマイ目 ナメクジ科 ナメクジ属 ○
24 ニッポンマイマイ Satsuma japonica japonica マイマイ目 ニッポンマイマイ科 ニッポンマイマイ属 ○
25 ヒダリマキゴマガイ Palaina pusilla pusilla ニナ目 ゴマガイ科 ヒダリマキゴマガイ属 ○
26 ヒメオカモノアライガイ Neosuccinea horticola マイマイ目 オカモノアラガイ科 Neosuccinea属 ○
27 ヒメカサキビ Trochochlamys subcrenulata subcrenulata マイマイ目 ベッコウマイマイ科 カサキビガイ属 ○ NT NT
28 ヒメコハクガイ Hawaiia minuscula マイマイ目 コハクガイ科 ヒメコハクガイ属 ○
29 ヒラマイマイ Euhadra eoa eoa マイマイ目 オナジマイマイ科 マイマイ属 ○
30 マルオカチョウジガイ Allopeas brevispirum マイマイ目 オカチョウジガイ科 オカチョウジガイ属 ○
31 ミジンヤマタニシ Nakadaella micron ニナ目 ヤマタニシ科 ミジンヤマタニシ属 ○
32 ヤマタニシ Cyclophorus herklotsi ニナ目 ヤマタニシ科 ヤマタニシ属 ○
33 ヤマナメクジ Meghimatium fruhstorferi マイマイ目 ナメクジ科 ナメクジ属 ○

合計 2目 13科 24属 33 0 0 3 3
注1）種名及び配列等は、「日本産野生生物目録」（環境庁、平成5年）を基本とした。
注2）確認種リストは文献での記録を元に作成しているため、分布に疑義がある種も含まれている。
注3）科、属等までで種として確定していないものも、1種として計上している。
重要種凡例）
文化財：「文化財保護法」（昭和25年6月30日法律第214号、最終改正：平成30年6月）
　　特天：特別天然記念物、天：天然記念物
種の保存法：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和2年1月）
　　国内：国内希少野生動植物種、緊急：緊急指定種
環境省RL：「環境省レッドリスト2019の公表について」（環境省報道発表資料、平成31年1月）
　　EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR＋EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
愛知県RL：「レッドリストあいち2015」（愛知県、平成27年1月）
　　EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR＋EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
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