
生息確認昆虫類一覧

No. 目 科 和名 学名

1 トンボ カワトンボ (ニシ)カワトンボ Mnais pruinosa
2 トンボ カワトンボ ミヤマカワトンボ Calopterys cornelia
3 トンボ アオイトトンボ ホソミオツネントンボ Indolestes peregrinus
4 トンボ アオイトトンボ アオイトトンボ Lestes sponsa
5 トンボ サナエトンボ ダビドサナエ Davidius nanus
6 トンボ サナエトンボ クロサナエ Davidius fujima
7 トンボ サナエトンボ ヒメクロサナエ Lanthus fujiacus
8 トンボ サナエトンボ オジロサナエ Stylogomphus suzukii
9 トンボ サナエトンボ オグマサナエ Trigomphus ogumai
10 トンボ サナエトンボ ヤマサナエ Gomphus melaenops
11 トンボ オニヤンマ オニヤンマ Anotogaster sieboldii
12 トンボ ヤンマ カトリヤンマ Gynacantha japonica
13 トンボ ヤンマ ミルンヤンマ Planaeschna milnei
14 トンボ トンボ シオヤトンボ Orthetrum japonicum
15 トンボ トンボ シオカラトンボ Orthetrum albistylum
16 トンボ トンボ マユタテアカネ Sympetrum eroticum
17 トンボ トンボ ナツアカネ Sympetrum darwinianum
18 トンボ ヤマトンボ コヤマトンボ Macromia amphigena
19 カワゲラ ヒロムネカワゲラ ノギカワゲラ Nogiperla japonica
20 カワゲラ カワゲラ カワゲラ Perla tibialis
21 カワゲラ カワゲラ コガタフタツメカワゲラの一種 Gibosia sp.
22 カワゲラ カワゲラ カミムラカワゲラの一種 Kamimuria sp.
23 カワゲラ カワゲラ フタツメカワゲラの一種 Neoperla sp.
24 ヘビトンボ ヘビトンボ ヘビトンボ Protohermes grandis
25 トビケラ ナガレトビケラ クレメンスナガレトビケラ Rhyacophila clemens
26 トビケラ ナガレトビケラ ナガレトビケラの一種 Rhyacophila spp.
27 トビケラ ナガレトビケラ イノプスヤマトビケラ Mystrophora inops
28 トビケラ シマトビケラ ミヤマシマトビケラの一種 Diplectrona sp.
29 トビケラ シマトビケラ コガタシマトビケラ Cheumatopsyche brevilineata
30 トビケラ シマトビケラ ウルマーシマトビケラ Hydropsyche orientalis
31 トビケラ シマトビケラ ギフシマトビケラ Hydropsyche gifuana
32 トビケラ シマトビケラ シマトビケラの一種 Hydropsyche spp.
33 トビケラ フトヒゲトビケラ ヨツメトビケラ Perissoneura paradoxa
34 トビケラ ケトビケラ ニンギョウトビケラ Goera kyotonis
35 トビケラ ケトビケラ マルツツトビケラの一種 Micrasema sp.
36 カマキリ カマキリ チョウセンカマキリ Tenodera angustipennis
37 カマキリ ヒメカマキリ ヒメカマキリ Acromantis japonica
38 ゴキブリ チャバネゴキブリ モリチャバネゴキブリ Blattella nipponica
39 ゴキブリ オオゴキブリ オオゴキブリ Panesthia spadica
40 ナナフシ ナナフシ ナナフシモドキ Baculum irregulariter-dentatum
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41 ナナフシ ナナフシ トビナナフシ類 Micadina sp.
42 バッタ コロギス コロギス Gryllacris japonica
43 バッタ コロギス ハネナシコロギス Nippancistroger testaceus
44 バッタ キリギリス ハヤシノウマオイ Hexacentrus japonicus
45 バッタ キリギリス ヤブキリ Tettigonia orientalis
46 バッタ キリギリス クサキリ Homorocoryphus lineosus
47 バッタ キリギリス ホソクビツユムシ Anisotima japonica
48 バッタ キリギリス ヤマクダマキモドキ Holochlora longifissa
49 バッタ キリギリス アシグロツユムシ Phaneroptera nigroantennata
50 バッタ キリギリス セスジツユムシ Ducetia japonica
51 バッタ キリギリス ヒメツユムシ Leptoteyatura albicorne
52 バッタ キリギリス ウスイロホシササキリモドキ Xiphidiopsis spathulata
53 バッタ キリギリス コバネササキリモドキ Cosmetura ficifolia
54 バッタ コオロギ エンマコオロギ Teleogryllus emma
55 バッタ コオロギ ツヅレサセコオロギ Velarifictorus micado
56 バッタ コオロギ アオマツムシ Calyptotrypus hibinonis
57 バッタ コオロギ カンタン Oecanthus longicauda
58 バッタ ヒシバッタ コバネヒシバッタ Formosatettix larvatus
59 バッタ バッタ ショウリョウバッタ Acrida turrita
60 バッタ バッタ ヒロバネヒナバッタ Chorthippus latipennis
61 バッタ バッタ ハネナガイナゴ Oxya japonica
62 カメムシ ツチカメムシ ヒメツチカメムシ Geotonomus pygmaeus
63 カメムシ マルカメムシ マルカメムシ Captosoma punctissimum
64 カメムシ カメムシ アカスジキンカメムシ Poecilocoris lewisi
65 カメムシ カメムシ ノコギリカメムシ Megymenum gracilicorne
66 カメムシ カメムシ シロヘリカメムシ Aenaria lewisi
67 カメムシ カメムシ ツヤマルシラホシカメムシ Eysarcoris annamita
68 カメムシ カメムシ トゲカメムシ Carbula humerigera
69 カメムシ カメムシ クサギカメムシ Halyomorpha mista
70 カメムシ カメムシ エゾアオカメムシ Palomena angulosa
71 カメムシ カメムシ アオクサカメムシ Nezara antennata
72 カメムシ カメムシ チャバネアオカメムシ Plautia crossata
73 カメムシ カメムシ ツマジロカメムシ Menida violacea
74 カメムシ カメムシ ヨツボシカメムシ Homalogonia obtusa
75 カメムシ カメムシ トホシカメムシ Lelia decempunctata
76 カメムシ ツノカメムシ セアカツノカメムシ Acanthosoma denticauda
77 カメムシ ツノカメムシ モンキツノカメムシ Sastragala scutellata
78 カメムシ ツノカメムシ エサキモンキツノカメムシ Sastragala esakii
79 カメムシ ツノカメムシ ヒメツノカメムシ Elasmucha putoni
80 カメムシ ヘリカメムシ ホソハリカメムシ Cletus punctiger
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81 カメムシ ヘリカメムシ ハリカメムシ Cletus rusticus
82 カメムシ ヘリカメムシ オオクモヘリカメムシ Anacanthocoris striicornis
83 カメムシ ヘリカメムシ ホシハラビロヘリカメムシ Homoeocerus unipunctatus
84 カメムシ ナガカメムシ オオメナガカメムシ Geocoris varius
85 カメムシ ナガカメムシ ムラサキナガカメムシ Pylorgus colon
86 カメムシ ナガカメムシ ススキコバネナガカメムシ Dimorphopterus japonicus
87 カメムシ ナガカメムシ モンシロナガカメムシ Graptopeltus albomaculatus
88 カメムシ オオホシカメムシ ヒメホシカメムシ Physopelta cincticollis
89 カメムシ マキバサシガメ コバネマキバサシガメ Nabis apicalis
90 カメムシ マキバサシガメ アカマキバサシガメ Gorpis brevilineatus
91 カメムシ サシガメ ヤニサシガメ Velinus nodipes
92 カメムシ カスミカメムシ ブチヒゲクロカスミカメ Adelphocoris triannulatus
93 カメムシ カスミカメムシ メンガタカスミカメ Eurystylus coelestialium
94 カメムシ アメンボ シマアメンボ Metrocoris histrio
95 カメムシ マツモムシ マツモムシ Notonecta triguttata
96 カメムシ セミ アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata
97 カメムシ セミ ミンミンゼミ Oncotympana maculaticollis
98 カメムシ セミ ニイニイゼミ Platypleura kaempferi
99 カメムシ セミ ヒグラシ Tanna japonensis
100 カメムシ セミ ハルゼミ Terpnosia vacua
101 カメムシ セミ ツクツクボウシ Meimuna opalifera
102 カメムシ アワフキムシ シロオビアワフキ Aphrophora intermedia
103 カメムシ アワフキムシ オオアワフキ Yezophora major
104 カメムシ コガシラアワフキ コガシラアワフキ Euscartopsis assimilis
105 カメムシ ミミズク ミミズク Ledra auditura
106 カメムシ ミミズク コミミズク Petalocephala discolor
107 カメムシ オオヨコバイ ツマグロオオヨコバイ Bothrogonia japonica
108 カメムシ オオヨコバイ マエジロオオヨコバイ Kolla atramentaria
109 カメムシ ブチミャクヨコバイ ブチミャクヨコバイ Drabescus nigrifemoratus
110 カメムシ ヨコバイ チャイロヨコバイ Matsumurella praesul
111 カメムシ アオバハゴロモ アオバハゴロモ Geisha distinctissima
112 カメムシ マルウンカ マルウンカ Gergithus variabilis
113 チョウ セセリチョウ ダイミョウセセリ Daimio tethys
114 チョウ セセリチョウ ホソバセセリ Isoteinon lamprospilus
115 チョウ セセリチョウ キマダラセセリ Potanthus flavum
116 チョウ セセリチョウ コチャバネセセリ Thoressa varia
117 チョウ セセリチョウ オオチャバネセセリ Polytremis pellucida
118 チョウ アゲハチョウ アオスジアゲハ Graphium sarpedon
119 チョウ アゲハチョウ アゲハ Papilio xuthus
120 チョウ アゲハチョウ オナガアゲハ Papilio macilentus
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121 チョウ シロチョウ キチョウ Eurema hecabe
122 チョウ シロチョウ スジボソヤマキチョウ Gonepteryx aspasia
123 チョウ シロチョウ スジグロシロチョウ Artogeia melete
124 チョウ シジミチョウ ウラナミアカシジミ Japonica saepestriata
125 チョウ シジミチョウ トラフシジミ Rapala arata
126 チョウ シジミチョウ ベニシジミ Lycaena phlaeas
127 チョウ シジミチョウ ヤマトシジミ Pseudozizeeria maha
128 チョウ シジミチョウ ルリシジミ Celastrina argiolus
129 チョウ シジミチョウ ツバメシジミ Everes argiades
130 チョウ ウラギンシジミ ウラギンシジミ Curetis acuta
131 チョウ テングチョウ テングチョウ Libythea celtis
132 チョウ マダラチョウ アサギマダラ Parantica sita
133 チョウ タテハチョウ コミスジ Neptis sappho
134 チョウ タテハチョウ サカハチチョウ Araschnia burejana
135 チョウ タテハチョウ アカタテハ Vanessa indica
136 チョウ ジャノメチョウ ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus
137 チョウ ジャノメチョウ クロヒカゲ Lethe diana
138 チョウ ジャノメチョウ ヒメジャノメ Mycalesis gotama
139 チョウ ジャノメチョウ コジャノメ Mycalesis francisca
140 チョウ コウモリガ キマダラコウモリ Endoclyta sinensis
141 チョウ ボクトウガ ゴマフボクトウ Zeuzera multistrigata
142 チョウ ハマキガ アカトビハマキ Pandemis cinnamomeana
143 チョウ ハマキガ マツアトキハマキ Archips oporanus
144 チョウ ハマキガ オオギンスジアカハマキ Ptycholoma lecheana
145 チョウ ハマキガ ギンスジクロハマキ Spatalistis bifasciana
146 チョウ ハマキガ ギンボシトビハマキ Spatalistis christophana
147 チョウ ハマキガ オオツマキクロヒメハマキ Hendecaneura impar
148 チョウ ハマキガ ヨモギネムシガ Epiblema foenella
149 チョウ ホソハマキガ ブドウホソハマキ Eupoecilia ambiguella
150 チョウ ヒロズコガ マエモンヒロズコガ "Tinea" endochrysa
151 チョウ スガ オオボシハイスガ Yponomeuta anatolicus
152 チョウ スカシバ オオモモブトスカシバ Melittia bombiliformis
153 チョウ ヒゲナガキバガ ゴマヒシロキバガ Odites leucostola
154 チョウ ヒゲナガキバガ ムモンヒロバキバガ Odites lividula
155 チョウ キバガ クロオビハイキバガ Telphusa nephomicta
156 チョウ マダラガ ホタルガ Pidorus glaucopis
157 チョウ マダラガ シロシタホタルガ Chalcosia remota
158 チョウ イラガ イラガ Monema flavescens
159 チョウ イラガ クロシタアオイラガ Latoia sinica
160 チョウ イラガ タイワンイラガ Phlossa conjuncta
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161 チョウ メイガ ツトガ Ancylolomia japonica
162 チョウ メイガ ミツテンノメイガ Mabra charonialis
163 チョウ メイガ モモノゴマダラノメイガ Conogethes punctiferalis
164 チョウ メイガ シロテンキノメイガ Nacoleia commixta
165 チョウ メイガ コヨツメノメイガ Pleuroptya inferior
166 チョウ メイガ マエアカスカシノメイガ Palpita nigropunctalis
167 チョウ メイガ ツゲノメイガ Glyphodes perspectalis
168 チョウ メイガ ヨツボシノメイガ Glyphodes quadrimaculalis
169 チョウ メイガ モンウスグロノメイガ Bradina geminalis
170 チョウ メイガ モンキクロノメイガ Herpetogramma luctuosalis
171 チョウ メイガ ヒメマダラミズメイガ Nymphula responsalis
172 チョウ メイガ ゼニガサミズメイガ Nymphula bifurcalis
173 チョウ メイガ アトモンミズメイガ Nymphicula saigusai
174 チョウ メイガ フタスジツヅリガ Eulophopalpia pauperalis
175 チョウ メイガ クロテンアオフトメイガ Jocara rufescens
176 チョウ メイガ オオフトメイガ Teliphasa amica
177 チョウ メイガ クロフトメイガ Termioptycha nigrescens
178 チョウ メイガ トビイロシマメイガ Hypsopygia regina
179 チョウ メイガ アカシマメイガ Herculia pelasgalis
180 チョウ メイガ ギンボシシマメイガ Orybina regalis
181 チョウ メイガ ウスオビトガリメイガ Endotricha consocia
182 チョウ メイガ フタグロマダラメイガ Eurhodope dichromella
183 チョウ メイガ アカマダラメイガ Salebria semirubella
184 チョウ カギバガ ウコンカギバ Tridrepana crocea
185 チョウ カギバガ フタテンシロカギバ Ditrigona virgo
186 チョウ カギバガ ヒトツメカギバ Auzata superba
187 チョウ シャクガ ヒメウスアオシャク Jodis putata
188 チョウ シャクガ ツバメアオシャク Gelasma ambigua
189 チョウ シャクガ クロモンアオシャク Comibaena nigromacularia
190 チョウ シャクガ ハガタキスジアオシャク Hemistola tenuilinea
191 チョウ シャクガ コヨツメアオシャク Comostola subtiliaria
192 チョウ シャクガ クロスジオオシロヒメシャク Problepsis diazoma
193 チョウ シャクガ ハコベナミシャク Euphyia cineraria
194 チョウ シャクガ キマダラオオナミシャク Gandaritis fixseni
195 チョウ シャクガ オオハガタナミシャク Ecliptopera umbrosaria
196 チョウ シャクガ ハガタナミシャク Eustroma melancholicum
197 チョウ シャクガ クロスジアオナミシャク Chloroclystis v-ata
198 チョウ シャクガ サザナミオビエダシャク Heterostegane hyriaria
199 チョウ シャクガ バラシロエダシャク Lomographa temerata
200 チョウ シャクガ ウチムラサキヒメエダシャク Ninodes splendens
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201 チョウ シャクガ ハグルマエダシャク Synegia hadassa
202 チョウ シャクガ ウラキトガリエダシャク Hypephyra terrosa
203 チョウ シャクガ キオビゴマダラエダシャク Culcula panterinaria
204 チョウ シャクガ ヒョウモンエダシャク Arichanna jaguararia
205 チョウ シャクガ クロクモエダシャク Apocleora rimosa
206 チョウ シャクガ ウスシロエダシャク Ectropis obliqua
207 チョウ シャクガ ヒロオビオオエダシャク Xandrames dholaria
208 チョウ シャクガ ウスクモエダシャク Menophra senilis
209 チョウ シャクガ マエキトビエダシャク Nothomiza formosa
210 チョウ シャクガ ツマキリウスキエダシャク Pareclipsis gracilis
211 チョウ シャクガ キバラエダシャク Garaeus specularis
212 チョウ シャクガ ツマキリエダシャク Endropiodes abjectus
213 チョウ シャクガ コナフキエダシャク Plagodis pulveraria
214 チョウ シャクガ ウスキツバメエダシャク Ourapteryx nivea
215 チョウ アゲハモドキガ アゲハモドキ Epicopeia hainesii
216 チョウ オビガ オビガ Apha aequalis
217 チョウ ヤママユガ クスサン Dictyoploca japonica
218 チョウ スズメガ トビイロスズメ Clanis bilineata
219 チョウ スズメガ モモスズメ Marumba gaschkewitschii
220 チョウ スズメガ クチバスズメ Marumba sperchius
221 チョウ スズメガ ホシホウジャク Marcoglossum pyrrhosticta
222 チョウ スズメガ ビロードスズメ Rhagastis mongoliana
223 チョウ シャチホコガ ホソバシャチホコ Fentonia ocypete
224 チョウ シャチホコガ クロシタシャチホコ Mesophalera sigmata
225 チョウ シャチホコガ ホソバネグロシャチホコ Disparia variegata
226 チョウ シャチホコガ カバイロモクメシャチホコ Hupodonta corticalis
227 チョウ シャチホコガ セダカシャチホコ Rabtala cristata
228 チョウ シャチホコガ ウスキシャチホコ Mimopydna pallida
229 チョウ シャチホコガ ナカキシャチホコ Peridea gigantea
230 チョウ シャチホコガ コトビモンシャチホコ Drymonia japonica
231 チョウ シャチホコガ ウスイロギンモンシャチホコ Spatalia doerriesi
232 チョウ シャチホコガ オオエグリシャチホコ Pterostoma sinicum
233 チョウ ドクガ ブドウドクガ Neocifuna eurydice
234 チョウ ヒトリガ ヨツボシホソバ Lithosia quadra
235 チョウ ヒトリガ ハガタベニコケガ Miltochrista aberrans
236 チョウ ヒトリガ クロフシロヒトリ Spilosoma lewisii
237 チョウ カノコガ カノコガ Amata fortunei
238 チョウ ヤガ アミメケンモン Lophonycta confusa
239 チョウ ヤガ イチモジキノコヨトウ Bryophila granitalis
240 チョウ ヤガ シロスジキノコヨトウ Stenoloba jankowskii
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241 チョウ ヤガ ウスイロカバスジヤガ Sineugraphe disgnosta
242 チョウ ヤガ オオカバスジヤガ Sineugraphe longibennis
243 チョウ ヤガ コウスチャヤガ Diarsia deparca
244 チョウ ヤガ アカフヤガ Diarsia pacifica
245 チョウ ヤガ ウスイロアカフヤガ Diarsia ruficauda
246 チョウ ヤガ マエキヤガ Xestia stupenda
247 チョウ ヤガ キシタミドリヤガ Xestia efflorescens
248 チョウ ヤガ ハイイロキシタヤガ Xestia semiherbida
249 チョウ ヤガ カラスヨトウ Amphipyra livida
250 チョウ ヤガ オオウスヅマカラスヨトウ Amphipyra erebina
251 チョウ ヤガ ニレキリガ Cosmia affinis
252 チョウ ヤガ フタテンヒメヨトウ Hadjina biguttula
253 チョウ ヤガ ハイイロリンガ Gabala argentata
254 チョウ ヤガ クロハナコヤガ Aventiola pusilla
255 チョウ ヤガ ウスキコヤガ Hyposada brunnea
256 チョウ ヤガ オニベニシタバ Catocala dula
257 チョウ ヤガ マメキシタバ Catocala duplicata
258 チョウ ヤガ コガタキシタバ Catocala praegnax
259 チョウ ヤガ モンムラサキクチバ Ercheia umbrosa
260 チョウ ヤガ ハグルマトモエ Spirama helicina
261 チョウ ヤガ オオトモエ Erebus ephesperis
262 チョウ ヤガ オオエグリバ Calyptra gruesa
263 チョウ ヤガ アケビコノハ Adris tyrannus
264 チョウ ヤガ ウスヅマクチバ Dinumma deponens
265 チョウ ヤガ アカテンクチバ Erygia apicalis
266 チョウ ヤガ コウンモンクチバ Blasticorhinus ussuriensis
267 チョウ ヤガ マエモンツマキリアツバ Pangrapta costinotata
268 チョウ ヤガ キマダラアツバ Lophomilia polybapta
269 チョウ ヤガ クロキシタアツバ Hypena amica
270 チョウ ヤガ ウスヅマアツバ Bomolocha perspicua
271 チョウ ヤガ シラナミクロアツバ Adrapsa simplex
272 チョウ ヤガ ソトウスグロアツバ Hydrillodes repugnalis
273 チョウ ヤガ ハナオイアツバ Cidariplura gladiata
274 チョウ ヤガ オオアカマエアツバ Simplicia niphona
275 チョウ ヤガ オオシラナミアツバ Hipoepa flactalis
276 アミメカゲロウ カマキリモドキ カマキリモドキ Eumantispa harmandi
277 アミメカゲロウ カマキリモドキ ヒメカマキリモドキ Mantispa japonica
278 アミメカゲロウ ウスバカゲロウ ホシウスバカゲロウ Glenuroides japonicus
279 アミメカゲロウ モンカゲロウ モンカゲロウ Ephemera strigata
280 アミメカゲロウ モンカゲロウ フタスジモンカゲロウ Ephemera japonica
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281 アミメカゲロウ トビイロカゲロウ トゲトビイロカゲロウ Paraleptophlebia spinosa
282 アミメカゲロウ マダラカゲロウ ヨシノマダラカゲロウ Ephemerella cryptomeria
283 アミメカゲロウ マダラカゲロウ フタマタマダラカゲロウ Ephemerella bifurcata
284 アミメカゲロウ マダラカゲロウ オオクママダラカゲロウ Ephemerella okumai
285 アミメカゲロウ マダラカゲロウ マダラカゲロウの一種 Ephemerella sp.
286 アミメカゲロウ コカゲロウ コカゲロウの一種 Baetis spp.
287 アミメカゲロウ フタオカゲロウ ヒメフタオカゲロウ Ameletus montanus
288 アミメカゲロウ チラカゲロウ チラカゲロウ Isonychia japonica
289 アミメカゲロウ ヒラタカゲロウ オナガヒラタカゲロウ Epeorus hiemalis
290 アミメカゲロウ ヒラタカゲロウ エルモンヒラタカゲロウ Epeorus latifolium
291 アミメカゲロウ ヒラタカゲロウ ユミモンヒラタカゲロウ Epeorus curvatulus
292 アミメカゲロウ ヒラタカゲロウ ヒラタカゲロウの一種 Epeorus sp.
293 アミメカゲロウ ヒラタカゲロウ クロタニガワカゲロウ Ecdyonurus tobiironis
294 アミメカゲロウ ヒラタカゲロウ シロタニガワカゲロウ Ecdyonurus yoshidae
295 シリアゲムシ シリアゲムシ ヤマトシリアゲ Panorpa japonica
296 コウチュウ ハンミョウ ニワハンミョウ Cicindela japana
297 コウチュウ ハンミョウ ハンミョウ Cicindela chinensis
298 コウチュウ オサムシ オオオサムシ Carabus dehaanii
299 コウチュウ オサムシ マヤサンオサムシ Carabus maiyasanus
300 コウチュウ オサムシ マイマイカブリ Damaster blaptoides
301 コウチュウ オサムシ ヒラタアオミズギワゴミムシ Bembidion pseudolucillum
302 コウチュウ オサムシ アシミゾナガゴミムシ Pterostichus sulcitarsis
303 コウチュウ オサムシ ヨリトモナガゴミムシ Pterostichus yoritomus
304 コウチュウ オサムシ ヒョウゴナガゴミムシ Pterostichus sphodriformis
305 コウチュウ オサムシ オオアオモリヒラタゴミムシ Colpodes buchanani
306 コウチュウ オサムシ コハラアカモリヒラタゴミムシ Colpodes lampros
307 コウチュウ オサムシ クロモリヒラタゴミムシ Colpodes atricomes
308 コウチュウ オサムシ ルリヒラタゴミムシ Dicranoncus femoralis
309 コウチュウ オサムシ ホソヒラタゴミムシ Pristosia aeneola
310 コウチュウ オサムシ オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus
311 コウチュウ オサムシ ニセマルガタゴミムシ Amara congrua
312 コウチュウ オサムシ マルガタゴミムシ Amara chalcites
313 コウチュウ オサムシ コアオマルガタゴミムシ Amara chalcophaea
314 コウチュウ オサムシ ヒメケゴモクムシ Harpalus jureceki
315 コウチュウ オサムシ ケウスゴモクムシ Harpalus griseus
316 コウチュウ オサムシ ウスアカクロゴモクムシ Harpalus sinicus
317 コウチュウ オサムシ キイロチビゴモクムシ Acupalpus inornatus
318 コウチュウ オサムシ マメゴモクムシ Stenolophus fulvicornis
319 コウチュウ オサムシ ミドリマメゴモクムシ Stenolophus difficilis
320 コウチュウ オサムシ キベリゴモクムシ Anoplogenius cyanescens
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321 コウチュウ オサムシ コガシラアオゴミムシ Chlaenius variicornis
322 コウチュウ オサムシ アトボシアオゴミムシ Chlaenius naeviger
323 コウチュウ オサムシ ハギキノコゴミムシ Coptodera subapicalis
324 コウチュウ オサムシ ヤセアトキリゴミムシ Dolichoctis luctuosus
325 コウチュウ オサムシ キガシラアオアトキリゴミムシ Calleida lepida
326 コウチュウ オサムシ メダカアトキリゴミムシ Orionella lewisii
327 コウチュウ オサムシ ヤホシゴミムシ Lebidia octoguttata
328 コウチュウ オサムシ オオヨツアナアトキリゴミムシ Parena perforata
329 コウチュウ オサムシ ヒラタアトキリゴミムシ Parena cavipennis
330 コウチュウ オサムシ ハネビロアトキリゴミムシ Lebia duplex
331 コウチュウ オサムシ フタホシアトキリゴミムシ Lebia bifenestrata
332 コウチュウ オサムシ ホシハネビロアトキリゴミムシ Lebia calycophora
333 コウチュウ オサムシ フタホシスジバネゴミムシ Planetes puncticeps
334 コウチュウ ゲンゴロウ コシマゲンゴロウ Hydaticus grammicus
335 コウチュウ ゲンゴロウ モンキマメゲンゴロウ Platambus pictipennis
336 コウチュウ ヒメドロムシ ヒメドロムシの一種 Elmidae gen. sp.
337 コウチュウ ガムシ マルガムシ Hydrocassis lacustris
338 コウチュウ ガムシ ヒメガムシ Sternolophus rufipes
339 コウチュウ ガムシ ゴマフガムシ Berosus signaticollis
340 コウチュウ シデムシ クロシデムシ Nicrophorus concolor
341 コウチュウ シデムシ オオモモブトシデムシ Necrodes asiaticus
342 コウチュウ デオキノコムシ カメノコデオキノコムシ Cyparium mikado
343 コウチュウ ハネカクシ ホソヒラタハネカクシ Siagonium gracile
344 コウチュウ ハネカクシ ホソフタホシメダカハネカクシ Stenus alienus
345 コウチュウ ハネカクシ ズジクロメダカハネカクシ Stenus anthracinus
346 コウチュウ ハネカクシ ヒメクロハネカクシ Ocypus brevicornis
347 コウチュウ ハネカクシ クロズシリホソハネカクシ Tachyporus celatus
348 コウチュウ クワガタムシ ミヤマクワガタ Lucanus maculifemoratus
349 コウチュウ クワガタムシ スジクワガタ Macrodorcas striatipennis
350 コウチュウ コガネムシ オオセンチコガネ Geotrupes auratus
351 コウチュウ コガネムシ ゴホンダイコクコガネ Copris acutidens
352 コウチュウ コガネムシ コブマルエンマコガネ Onthophagus atripennis
353 コウチュウ コガネムシ ハイイロビロウドコガネ Paraserica gricea
354 コウチュウ コガネムシ ナガチャコガネ Heptophylla picea
355 コウチュウ コガネムシ コイチャコガネ Adoretus tenuimaculatus
356 コウチュウ コガネムシ マメコガネ Popillia japonica
357 コウチュウ コガネムシ キスジコガネ Phyllopertha irregularis
358 コウチュウ コガネムシ セマダラコガネ Blitopertha orientalis
359 コウチュウ コガネムシ ヒメスジコガネ Mimela flavilabris
360 コウチュウ コガネムシ スジコガネ Mimela testaceipes
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361 コウチュウ コガネムシ オオスジコガネ Mimela costata
362 コウチュウ コガネムシ ヒラタハナムグリ Nipponovalgus angusticollis
363 コウチュウ コガネムシ カナブン Rhomborrhina japonica
364 コウチュウ コガネムシ アオハナムグリ Eucetonia roelofsi
365 コウチュウ マルハナノミ トビイロマルハナノミ Scirtes japonicus
366 コウチュウ ナガハナノミ エダヒゲナガハナノミ Epilichas flabellatus
367 コウチュウ タマムシ シロオビナカボソタマムシ Coraebus quadriundulatus
368 コウチュウ コメツキムシ ヒゲコメツキ Pectocera fortunei
369 コウチュウ コメツキムシ サビキコリ Agrypnus binodulus
370 コウチュウ コメツキムシ ヒメクロコメツキ Ampedus carbunculus
371 コウチュウ コメツキムシ キバネホソコメツキ Dolerosomus gracilis
372 コウチュウ コメツキムシ ヒラタクロクシコメツキ Melanotus correctus
373 コウチュウ コメツキムシ カバイロコメツキ Ectinus sericeus
374 コウチュウ ジョウカイボン クビボソジョウカイ Podabrus heydeni
375 コウチュウ ジョウカイボン アオジョウカイ Themus cyanipennis
376 コウチュウ ジョウカイボン セボシジョウカイ Athemus vitellinus
377 コウチュウ ジョウカイボン ジョウカイボン Athemus suturellus
378 コウチュウ ジョウカイボン クリイロジョウカイ Stenothemus badius
379 コウチュウ ジョウカイボン ヒメジョウカイ Micadocantharis japonica
380 コウチュウ ホタル ヘイケボタル Luciola lateralis
381 コウチュウ ホタル オバボタル Lucidina biplagiata
382 コウチュウ コクヌスト オオコクヌスト Trogossita japonica
383 コウチュウ カッコウムシ クロダンダラカッコウムシ Stigmatium nakanei
384 コウチュウ カッコウムシ キツネツツカッコウムシ Tenerus maculicollis
385 コウチュウ ジョウカイモドキ ヒロオビジョウカイモドキ Laius histrio
386 コウチュウ ジョウカイモドキ ツマキアオジョウカイモドキ Malachius prolongatus
387 コウチュウ ジョウカイモドキ ヒメジョウカイモドキ Attalus japonicus
388 コウチュウ ケシキスイムシ ヨツボシケシキスイ Librodor japonicus
389 コウチュウ ホソヒラタムシ ミツモンセマルヒラタムシ Psammoecus triguttatus
390 コウチュウ キスイモドキ ズグロキスイモドキ Byturus atricollis
391 コウチュウ コメツキモドキ ツマグロヒメコメツキモドキ Anadastus praeustus
392 コウチュウ コメツキモドキ ルイスコメツキモドキ Languriomorpha lewisii
393 コウチュウ テントウダマシ ルリテントウダマシ Endomychus gorhami
394 コウチュウ テントウムシ ヒメアカホシテントウ Chilocorus kuwanae
395 コウチュウ テントウムシ ベニヘリテントウ Rodolia limbata
396 コウチュウ テントウムシ ナナホシテントウ Coccinella septempunctata
397 コウチュウ テントウムシ ヒメカメノコテントウ Propylea japonica
398 コウチュウ テントウムシ シロジュウシホシテントウ Calvia quatuordecimguttata
399 コウチュウ テントウムシ シロジュウゴホシテントウ Calvia quindecimguttatta
400 コウチュウ テントウムシ ジュウロクホシテントウ Sospita oblongoguttata
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401 コウチュウ テントウムシ ウンモンテントウ Anatis halonis
402 コウチュウ テントウムシ ナミテントウ Marmonia axyridis
403 コウチュウ テントウムシ カメノコテントウ Aiolocaria hexaspilota
404 コウチュウ テントウムシ キイロテントウ Illeis koebelei
405 コウチュウ ゴミムシダマシ モンキゴミムシダマシ Diaperis lewisi
406 コウチュウ ゴミムシダマシ クロホシテントウゴミムシダマシ Derispia maculipennis
407 コウチュウ ゴミムシダマシ ヨツコブゴミムシダマシ Uloma bomzica
408 コウチュウ ゴミムシダマシ ルリゴミムシダマシ Encyalesthus violaceipennis
409 コウチュウ ゴミムシダマシ オオニジゴミムシダマシ Hemicera zigzaga
410 コウチュウ ゴミムシダマシ ルリツヤヒメキマワリモドキ Simalura coerulea
411 コウチュウ ゴミムシダマシ ツヤヒサゴゴミムシダマシ Misolampidius okumurai
412 コウチュウ ゴミムシダマシ キマワリ Plesiophthalmus nigrocyaneus
413 コウチュウ ゴミムシダマシ ヒメナガキマワリ Strongylium impigrum
414 コウチュウ ハムシダマシ ヒゲブトゴミムシダマシ Luprops orientalis
415 コウチュウ ハムシダマシ ハムシダマシ Lagria nigricollis
416 コウチュウ クチキムシ クチキムシ Allecula melanaria
417 コウチュウ クチキムシ ウスイロクチキムシ Allecula simiola
418 コウチュウ クチキムシ クロツヤバネクチキムシ Hymenalia unicolor
419 コウチュウ アカハネムシ オニアカハネムシ Pseudopyrochroa japonica
420 コウチュウ ヒラタナガクチキムシ ヒメコメツキガタナガクチキムシ Synchroa melanotoides
421 コウチュウ カミキリモドキ カトウカミキリモドキ Xanthochroa katoi
422 コウチュウ カミキリモドキ キイロカミキリモドキ Xanthochroa hilleri
423 コウチュウ カミキリモドキ キバネカミキリモドキ Xanthochroa luteipennis
424 コウチュウ カミキリモドキ キアシカミキリモドキ Oedemeronia manicata
425 コウチュウ カミキリモドキ モモブトカミキリモドキ Oedemeronia lucidicollis
426 コウチュウ カミキリムシ ホソカミキリ Distenia gracilis
427 コウチュウ カミキリムシ ノコギリカミキリ Prionus insularis
428 コウチュウ カミキリムシ クロカミキリ Spondylis buprestoides
429 コウチュウ カミキリムシ キバネニセハムシハナカミキリ Lemula decipiens
430 コウチュウ カミキリムシ アカハナカミキリ Corymbia succedanea
431 コウチュウ カミキリムシ オオヨツスジハナカミキリ Megaleptura regalis
432 コウチュウ カミキリムシ カッコウメダカカミキリ Stenhomalus cleroides
433 コウチュウ カミキリムシ キスジトラカミキリ Cyrtoclytus caproides
434 コウチュウ カミキリムシ トゲトゲトラカミキリ Demonax transilis
435 コウチュウ カミキリムシ ゴマフカミキリ Mesosa japonica
436 コウチュウ カミキリムシ ナガゴマフカミキリ Mesosa longipennis
437 コウチュウ カミキリムシ ヒシカミキリ Microlera ptinoides
438 コウチュウ カミキリムシ キクスイモドキカミキリ Asaperda rufipes
439 コウチュウ カミキリムシ ハスオビヒゲナガカミキリ Cleptometopus bimaculatus
440 コウチュウ カミキリムシ ヒメナガサビカミキリ Pterolophia leiopodina
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441 コウチュウ カミキリムシ トガリシロオビサビカミキリ Pterolophia caudata
442 コウチュウ カミキリムシ ワモンサビカミキリ Pterolophia annulata
443 コウチュウ カミキリムシ アトジロサビカミキリ Pterolophia zonata
444 コウチュウ カミキリムシ クワサビカミキリ Mesosella simiola
445 コウチュウ カミキリムシ ヒメコブヤハズカミキリ Parechthistatus gibber
446 コウチュウ カミキリムシ ヤハズカミキリ Uraecha bimaculata
447 コウチュウ カミキリムシ ヒメヒゲナガカミキリ Monochamus subfasciatus
448 コウチュウ カミキリムシ セミスジコブヒゲカミキリ Rhodopina lewisii
449 コウチュウ カミキリムシ ヒトオビアラゲカミキリ Rhopaloscelis unifasciatus
450 コウチュウ カミキリムシ ガロアケシカミキリ Exocentrus galloisi
451 コウチュウ カミキリムシ キッコウモンケシカミキリ Exocentrus testudineus
452 コウチュウ カミキリムシ クモガタケシカミキリ Exocentrus fasciolatus
453 コウチュウ カミキリムシ ラミーカミキリ Paraglenea fortunei
454 コウチュウ カミキリムシ ヘリグロリンゴカミキリ Nupserha marginella
455 コウチュウ カミキリムシ ヨツキボシカミキリ Epiglenea comes
456 コウチュウ ハムシ キイロクビナガハムシ Lilioceris rugata
457 コウチュウ ハムシ ヤマイモハムシ Lema honorata
458 コウチュウ ハムシ キイロナガツツハムシ Smaragdina nipponensis
459 コウチュウ ハムシ キボシルリハムシ Smaragdina aurita
460 コウチュウ ハムシ バラルリツツハムシ Cryptocephalus approximatus
461 コウチュウ ハムシ クロボシツツハムシ Cryptocephalus signaticeps
462 コウチュウ ハムシ カシワツツハムシ Cryptocephalus scitulus
463 コウチュウ ハムシ ムシクソハムシ Chlamisus spilotus
464 コウチュウ ハムシ ドウガネツヤハムシ Oomorphoides cupreatus
465 コウチュウ ハムシ ヒメキバネサルハムシ Pagria signata
466 コウチュウ ハムシ トビサルハムシ Trichochrysea janana
467 コウチュウ ハムシ クロオビカサハラハムシ Hyperaxis fasciata
468 コウチュウ ハムシ マダラアラゲサルハムシ Demotina fasciculata
469 コウチュウ ハムシ アカガネサルハムシ Acrothinium gaschkevitchii
470 コウチュウ ハムシ カバノキハムシ Syneta adamsi
471 コウチュウ ハムシ フジハムシ Gonioctena rubripennis
472 コウチュウ ハムシ アカタデハムシ Pyrrhalta semifulva
473 コウチュウ ハムシ クロウリハムシ Aulacophora nigripennis
474 コウチュウ ハムシ アトボシハムシ Paridea angulicollis
475 コウチュウ ハムシ クワハムシ Fleutiauxia armata
476 コウチュウ ハムシ ルリバネナガハムシ Liroetis coeruleipennis
477 コウチュウ ハムシ キアシヒゲナガアオハムシ Clerotilia flavomarginata
478 コウチュウ ハムシ キバラヒメハムシ Exosoma flaviventre
479 コウチュウ ハムシ ムナグロツヤハムシ Arthrotus niger
480 コウチュウ ハムシ イタドリハムシ Gallerucida bifasciata
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481 コウチュウ ハムシ アザミカミナリハムシ Altica cirsicola
482 コウチュウ ハムシ ツブノミハムシ Aphthona perminuta
483 コウチュウ ハムシ ヒゲナガルリマルノミハムシ Hemipyxis plagioderoides
484 コウチュウ ハムシ オオキイロマルノミハムシ Argopus balvi
485 コウチュウ ハムシ キイロタマノミハムシ Sphaeroderma unicolor
486 コウチュウ ハムシ サシゲトビハムシ Lipromima minuta
487 コウチュウ ハムシ ルリマルノミハムシ Nonarthra cyaneum
488 コウチュウ ハムシ ヒメカメノコハムシ Cassida piperata
489 コウチュウ ハムシ コガタカメノコハムシ Cassida vespertina
490 コウチュウ ハムシ イチモンジカメノコハムシ Thlaspida cribrosa
491 コウチュウ ヒゲナガゾウムシ クロフヒゲナガゾウムシ Tropideres roelofsi
492 コウチュウ オトシブミ イタヤハマキチョッキリ Byctiscus venustus
493 コウチュウ オトシブミ チャイロチョッキリ Aderorhinus crioceroides
494 コウチュウ オトシブミ オトシブミ Apoderus jekelii
495 コウチュウ オトシブミ ウスモンオトシブミ Apoderus balteatus
496 コウチュウ オトシブミ ヒメクロオトシブミ Apoderus erythrogaster
497 コウチュウ オトシブミ エゴツルクビオトシブミ Cycnotrachelus roelofsi
498 コウチュウ オトシブミ ヒゲナガオトシブミ Paratrachelophorus longicornis
499 コウチュウ オトシブミ アシナガオトシブミ Phialodes rufipennis
500 コウチュウ オトシブミ カシルリオトシブミ Euops splendida
501 コウチュウ ゾウムシ オジロアシナガゾウムシ Mesalcidodes trifidus
502 コウチュウ ゾウムシ クロシギゾウムシ Curculio distinguendus
503 コウチュウ ゾウムシ ツバキシギゾウムシ Curculio camelliae
504 コウチュウ ゾウムシ ツツジトゲムネサルゾウムシ Mecysmoderes fulvus
505 コウチュウ ゾウムシ ツツゾウムシ Carcilia strigicollis
506 コウチュウ ゾウムシ マツアナアキゾウムシ Hylobitelus haroldi
507 コウチュウ ゾウムシ アシナガオニゾウムシ Gasterocercus longipes
508 コウチュウ ゾウムシ ニセマツノシラホシゾウムシ Shirahoshizo rufescens
509 コウチュウ ゾウムシ チャバネキクイゾウムシ Heterarthrus lewisii
510 コウチュウ オサゾウムシ オオゾウムシ Sipalinus gigas
511 ハチ ハバチ オオコシアカハバチ Siobla felox
512 ハチ ハバチ オオクロハバチ Macrophya carbonaria
513 ハチ アリ アシナガアリ Aphaenogaster famelica
514 ハチ アリ トビイロシリアゲアリ Crematogaster laboriosa
515 ハチ アリ アミメアリ Pristomyrmex pungens
516 ハチ アリ トビイロシワアリ Tetramorium caespitum
517 ハチ アリ シベリアカタアリ Dolichoderus sibiricus
518 ハチ アリ クロオオアリ Camponotus japonicus
519 ハチ アリ ムネアカオオアリ Camponotus obscuripes
520 ハチ アリ ミカドオオアリ Camponotus kiusiuensis
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521 ハチ アリ ヨツボシオオアリ Camponotus quadrinotatus
522 ハチ アリ フシナガトビイロケアリ Lasius productus
523 ハチ アリ トビイロケアリ Lasius niger
524 ハチ アリ フシボソクサアリ Lasius crispus
525 ハチ アリ クサアリモドキ Lasius spathepus
526 ハチ アリ クロヤマアリ Formica fusca
527 ハチ アリ ハヤシクロヤマアリ Formica sp.
528 ハチ アリバチ トゲムネアリバチ Squamulotilla ardescens
529 ハチ アリバチ ヒトホシアリバチ Smicromyrme lewisi
530 ハチ スズメバチ キボシアシナガバチ Polistes mandarinus
531 ハチ スズメバチ ホソアシナガバチ Parapolybia varia
532 ハチ スズメバチ (オオ)スズメバチ Vespa mandarinia
533 ハチ スズメバチ ヒメスズメバチ Vespa tropica
534 ハチ スズメバチ キイロスズメバチ Vespa xanthoptera
535 ハチ スズメバチ オオフタオビドロバチ Anterhynchium flavomarginatum
536 ハチ ベッコウバチ オオシロフベッコウ Episyron arrogans
537 ハチ ベッコウバチ オオモンクロベッコウ Anoplium samariensis
538 ハチ ジガバチ ジガバチ Ammophila sabulosa
539 ハチ ハキリバチ オオハキリバチ Megachile sculpturalis
540 ハチ ミツバチ モンキマダラヤドリハナバチ Nomada maculifrons
541 ハチ ミツバチ ルリモンハナバチ Thyreus decorus
542 ハチ ミツバチ クマバチ Xylocopa appendiculata
543 ハチ ミツバチ オオマルハナバチ Bombus sapporensis
544 ハチ ミツバチ コマルハナバチ Bombus ardens
545 ハチ ミツバチ トラマルハナバチ Bombus diversus
546 ハエ ガガンボ ベッコウガガンボ Dictenidia pictipennis
547 ハエ ガガンボ ガガンボの一種 Tipula spp.
548 ハエ ガガンボ ガガンボの一種 Eriocera sp.
549 ハエ ガガンボ ウスバヒメガガンボの一種 Antocha spp.
550 ハエ ユスリカ ヒメユスリカの一種 Pentaneura sp.
551 ハエ ユスリカ ヤマユスリカの一種 Diamesa sp.
552 ハエ ユスリカ エリユスリカの一種 Orthocladius sp.
553 ハエ ユスリカ ユスリカの一種 Polipedilum sp.
554 ハエ ユスリカ ユスリカの一種 Chironomidae gen. sp.
555 ハエ ミズアブ ネグロミズアブ Craspedometopon frontale
556 ハエ ミズアブ ミズアブの一種 Stratiomyidae gen. sp.
557 ハエ シギアブ クロモンシギアブ Atherix kodamai
558 ハエ シギアブ シギアブの一種 Atherix fontinalis
559 ハエ ムシヒキアブ オオイシアブ Laphria mitsukurii
560 ハエ ムシヒキアブ ツヤイシアブ Maira aterrima
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561 ハエ ムシヒキアブ サキグロムシヒキ Machimus scutellaris
562 ハエ ムシヒキアブ マガリケムシヒキ Neoitamus angusticornis
563 ハエ ハナアブ ベッコウハナアブ Volucella jeddona
564 ハエ ハナアブ ハナアブ Eristalomyia tenax
565 ハエ ハナアブ オオハナアブ Megaspis zonata
566 ハエ ハナアブ アシブトハナアブ Tubifera virgatus
567 ハエ ハナアブ ナガヒラタアブ Asarcina porcina
568 ハエ ハナアブ ホソヒラタアブ Epistrophe balteata
569 ハエ ハナアブ マメヒラタアブ Sphaerophoria menthastri
570 ハエ ベッコウバエ ベッコウバエ Stenodryomyza formosa
571 ハエ ヒラタハナバエ マルボシハナバエ Gymnosoma rotundatum

調査年月は次のとおり。

陸上昆虫類

・昭和60年5月15日～5月17日
・昭和60年7月17日～7月19日
・昭和60年9月19日～9月20日

水生昆虫類

・昭和60年5月15日～5月17日
・昭和60年11月14日～11月15日

(注意) 分類、和名、学名等は現在のものと異なることがあります。
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