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門 綱 目 科 種
軟体動物門 腹足綱 原始腹足目 ミミガイ科 クロアワビ
Mollusca Gastropoda Archaeo‐ Haliotidae Nordotis　discus　 （Reeve）

（巻貝類） Gastropoda エゾアワビ
Nordoris　discus　hannnai　 （Ino）

ニシキウズ科 ギンエビスガイ
Trochidae Ginebis　argenteonitens　 （Lischke）

イシダタミダイ
Monodonta　labio　 （Linne）
クボガイ
Chlorostoma　argyrostoma　lischkei

（Tapparone-Canefri）
コシダカガンガラ
Omphalius　rusticus　 （Gmelin）
バテイラ
Omphalius　pfeifferi　 （Philippi）
キサゴ
Umbonium（Suchium）costatum　

（Kiener）
フジツガイ科 アヤボラ
Cymatidae Fusitriton　oregonensis　 （Redfield）

ボウシュウボラ
Charonia　sauliae　 （Reeve）

ヤツシロガイ科 ヤツシロガイ
Tonnidae Tonna　luteostoma　 （Kuster）

新腹足目 アクキガイ科 レイシガイ
Neogastropoda Muricidae Thais　bronni　 （Dunker）

イボニシ
Thais　clavigera　 （Kuster）

エゾバイ科 ヒメエゾボラモドキ
Buccinidae Neptunea　minor　 （Hirase）

ヒメエゾボラ
Neptunea　arthritica　 （Bernardi）
エゾボラモドキ
Neptunea　intersculpta　 （Sowerby）
シライトマキバイ
Buccinum　isaoakii　Kira
ネジボラ
Japelion　pericochlion　 （Schrenck）
ネジヌキバイ
Japelion　hirasei　 （Pilsbry）
モスソガイ
Volutharpa　ampullacea　perryi　 （Jay）

ヒタチオビガイ科 オオヒタチオビ
Volutidae Fulgoraria　prevostiana　magna

Kuroda　et　Habe
二枚貝綱
Bivalvia
（二枚貝類）

　糸鰓亜綱 真多歯目 フネガイ科 サトウガイ（マルサルボウ）
　Filigranchia Eutaxodonta Arcidae Scapharca　satowi　Dunker

アカガイ
Scapharca　broughtonii　 （Schrenck）

イガイ科 イガイ
Mytilidae Mytilus　coruscus　Gould

海産食用動物　分類表
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ムラサキイガイ
Mytilus　edulis　 Linne
エゾイガイ
Crenomytilus　grayanus　 （Dunker）

ハボウキガイ科 タイラギ
Pinnidae Atrina（servatrina）pectinata　 （Linne）
イタヤガイ科 アズマニシキ
Pectinidae Chlamys　farreri　 Preston

ホタテガイ
Patinopecten　yessoensis　 （Jay）

イタボガキ科 イタボガキ
Ostreidae Ostrea　denselamellosa　Lischeke

マガキ
Crassostrea　gigas　 （Thunberg）

異歯目 シジミガイ科 ヤマトシジミ
Heterodonta Corbiculidae Corbicula　japonica　Prime

ザルガイ科 エゾイシカゲガイ
Cardiidae Clinocardium　californiense　

（Deshayes）
マルスダレガイ科 アサリ
Veneridae Tapes（Amygdala）philippinarum

（Adams　et　Reeve）
コタマガイ
Gomphina（Macridiscus）melanaegis　

（Romer）
カガミダイ
Phacosoma　japonicus　 （Reeve）
ハマグリ
Meretrix　lusoria　 （Roding）
チョウセンハマグリ
Meretrix　lamarckii　Deshayes
ワスレガイ
Cyclosunetta　menstrualis　 （Menke）
ビノスガイ
Mercenaria　stimpsoni　 （Gould）
エゾワスレガイ
Callista　（Ezocallista）　brevisiphonata

（Carpenter）
バカガイ科 バカガイ
Mactridae Mactra　chinensis　 Philippi

ナガウバガイ
Spisula（Mactromeris）voyi　 （Gabb）

ウバガイ
Spisula（Pseudocardium）sachalinensis

（Schrenck）
ニッコウガイ科 サラガイ
Tellinidae Peronidia　venulosa　 （Schrenck）
マテガイ科 オオミゾガイ
Solenidae Siliqua　alta 　（Broderip　et　Sowerby）
キヌマトイガイ科 ナミガイ
Hiatellidae Panope　japonica　A.Adams

頭足網 二鰓目
Cephalopoda Dibranchia
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　十腕亜目 コウイカ科 コウイカ
　Decapoda Sepiidae Sepia（Platysepia）esculenta　Hoyle
　（イカ類） ヒメコウイカ

Sepia（Doratosepion）andreanoides　
Hoyle

ダンゴイカ科 ミミイカ
Sepiolidae Euprymna　morsei　Verrill

ダンゴイカ
Sepiola　birostrata　 Sasaki

ジンドウイカ科 ジンドウイカ
Loriginidae Loligo　Japonica　Hoyle

ケンサキイカ
Doryteuthis　kensaki

（Wakiya　et　M.Ishikawa）
ヤリイカ
Doryteuthis　bleekeri　 （Keferstein）
アオリイカ
Sepioteuthis　lessoniana　Lesson

ホタルイカ科 ホタルイカ
Enoploteuthidae Watasenia　scintillans　 （Berry）
テカギイカ科 ドスイカ
Gonatidae Berryteuthis　magister　 （Berry）
スルメイカ科 スルメイカ
Ommatostrephidae Todarodes　pacificus　 Steenstrup

アカイカ
Sthenoteuthis　bortrami　 （Lesueur）

　八腕亜目 マダコ科 マダコ
　Octopoda Polypodidue Octopus　vulgaris　Cuvier
　（タコ類） イイダコ

Octopus　ocellatus　Gray
ヤナギダコ
Paroctopus　conispadiceus　 （Sasaki）
ミズダコ
Paroctopus　dofleini　dofleini　 （Wulker）

節足動物門 甲殻類
Arthropoda Crustacea

　軟甲亜綱 オキアミ目 オキアミ科 ツノナシオキアミ
　Malacostraca Euhausiacea Euphausiadae Euphausia　pacifica　Hansen

十脚目 クルマエビ科 クルマエビ
Decapoda Peraeidae Peraeus　japonicus　Bate
　長尾類 サルエビ
　（エビ類） Trachypenaeus　curvirostris　 Stimpson

キシエビ
Metapeaeopsis　dalei　 （Rathbun）

タラバエビ科 トヤマエビ
Pandalidae Pandalus　hypsinotus　Brandt

ヒゴロモエビ
Pandalopsis　coccinata　Urita
トゲキジンエビ
Sclerocrangon　unidentata

Komai　et　Takeda
エビジャコ科 エビジャコ
Cragonidae Crangon　affinis　De　Haan
イセエビ科 イセエビ
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Palinuridae Panulirus　Japonicus　 （Von　Siebold）
　異尾類 タラバガニ科 イバラガニモドキ
　（ヤドカリ類） Lithodidae Lithodes　aequispinus　Benedict

ハリイバラガニ
Lithodes　longispiinum　Sakai

　短尾類 クモガニ科 ズワイガニ
　（カニ類） Majidae Chionoecetes　Opilio　 （O.Fabricius）

ベニズワイガニ
Chionoecetes　japonicus　Rathbun

クリガニ科 ケガニ
Atelecyclidae Erimacrus　isenbeckii　 （Brandt）

トゲクリガニ
Telmessus　acutidens　 （Stimpson）

ガザミ科 ヒラツメガニ
Portunidoe Ovalipes　punctatus　 （De　Haan）

ガザミ
Portunus　trituberculatus　 （Miers）
ジャノメガザミ
Portunus　sanguinolentus　 （Herbst）

オオエンコウガニ科オオエンコウガニ
Geryon　affinis　granulatus　 Sakai

イワガニ科 モクズガニ
Crapsidae Eriocheir　Japonicus　De　Haan

ショウジンガニ
Plagusia　dentipes　De　Haan

口脚目 シャコ科 シャコ
Stomatopoda Squilldae Squilla　Oratoria　De　Haan
（シャコ類）

棘皮動物門 ウニ綱 エキヌス目 オオバフンウニ科 バフンウニ
Echinoder‐ Echinoidea Echinoida Hemicentrotus　pulcherrimus
mata （A.Agassiz）

キタムラサキウニ
Strongylocentrotus　nudus　 （A.Agassiz）

ナマコ綱 槍手目 マナマコ科 マナマコ
Holothuroidea Aspidochiroto Stichopus　japonicus　 Selenka

オキナマコ
Parastichopus　nigripunctatus

（Augustin）
原索動物門 尾索綱 ホヤ目 ピウラ科 マボヤ
Protochor‐ Urochordata Ascidiacea Halocynthia　roretzi　 （Drasche）
data
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