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山口県産半翅目目録

田中伸一

〒 746-0065　山口県周南市上迫町 2-40

はじめに 

　半翅目（カメムシ目）Hemipteraはカメムシやセミ，アブラムシなど身近な昆虫が含まれる一群であ

り，口器の形態が細長く，中空の針状の構造としているという特徴を有し，国内から 104科約 3800種

が確認されている（群馬県立ぐんま昆虫の森 , 2018）．国内で見られる半翅目は，アブラムシやコナジラ

ミ，カイガラムシなどが含まれる腹吻亜目 Sternorrhynchaとセミやウンカ，ヨコバイが含まれる頸吻亜目

Auchenorrhynchaの 2つ大別することができる（吉澤 , 2008）．

　山口県における半翅目の調査は，セミやカメムシなどの中～大型の種については多くの記録が報告され

ており，今後の調査を行う上で現時点における過去の記録を一覧にすることで，現状を把握することを目

的に山口県産半翅目目録を作成した．

山口県産半翅目目録

　目録の作成には，三好・田中 (1988)の半翅目をベースに，その後，主に同好会誌や山口県の自然など，

地方で発表された記録を収録した．三好・田中 (1988)の学名は古く，日本昆虫目録編集委員会編 (2016) を

参考にしたため，学名が正しく移行されたかはわからない．三好・田中 (1988)に収録されているものの採

集記録が示されていない種が多数あり，本来なら目録より削除すべき種と思われるが，現状の把握を目的

にしていることと，筆者には判断できないのでそのまま収録した．なお，記録されているものの日本昆虫

目録編集委員会編 (2016)の分布と相違がある種やカメムシ図鑑の解説で山口県に生息していないと思われ

る種はコメントを加えた．すでに，山口県産半翅目については，伊ヶ崎（2016）では，60科 682種が一覧

にされている．なお，腹吻亜目 Sternorrhynchaの記録は辻（2019）がより詳細なデータをまとめているので，

そちらを参照いただきたい．

　文献記録は，採集地，個体数，採集年月日，採集者，文献の順に示した．採集地は県東部より配列した．

市町村合併後の地名は表記していない．訂正された採集記録は，採集地の先頭に ×印を付した．配列は，

日本昆虫目録を参考にし，一部カメムシ図鑑 2・3巻を参考した． 

半翅目 (カメムシ目 ) Order HEMIPTERA

腹吻亜目 Suborder STERNORRHYNCHA

コナジラミ上科 Superfamily ALEYRODOIDEA

コナジラミ科  Family Aleyrodidae

コナジラミ亜科 Subfamily Aleyrodinae 

ミカンコナジラミ族 Tribe Dialeurodini　
1ミカンコナジラミDialeurodes citri (Ashmeda, 1885) 

マーラットコナジラミ族 Tribe Aleurolobini

2ヤマモモコナジラミ (ヤマモモノコジラミ ) Parabemisia myricae (Kuwana, 1927) 
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トゲコナジラミ族 Tribe Aleurocanthini

3ミカンノトゲコナジラミ Aleurocanthus spiniferus (Quaintance, 1903)

 

アブラムシ上科 Superfamily APHIDOIDEA

アブラムシ科 Family Aphididae 

ヒラタアブラムシ亜科 Subfamily Hormaphidinae 

ツノアブラムシ族 Tribe Carataphidini

1ササコナフキツノアブラムシ (タケノツノアブラムシ ) Ceratovacuna japonica (Takahashi, 1924)

ムネアブラムシ族 Tribe Nipponaphidini　 

2イスノタマフシアブラムシ (イスノコヒメムネアブラムシ ) Monzenia globuli (Monzen, 1934)

3ヤノイスアブラムシNeothoracaphis yanonis (Matsumura, 1917)

4イスノオオムネアブラムシ (イスノオホムネアブラムシ ) Nipponaphis distychii Pergande, 1909

ワタアブラムシ亜科 Subfamily Eriosomatinae

タマワタムシ族 Tribe Pemphigini 

5リンゴハマキワタムシ (サンザシハマキワタムシ ) Prociphilus crataegicola Shinji, 1922

6ヒイラギオオワタムシ (ヒイラギハマキワタムシ ) Prociphilus osmanthae Essig et Kuwana, 1918

ワタムシ族 Tribe Eriosomatini 

7スゲワタムシ (カンスゲノアブラムシColopha kansugei (Uye, 1924)

8ケヤキフシアブラムシ Paracolopha morrisoni (Baker, 1919)

9ニレヨスジワタムシ (ナカボノクロアブラムシ ) Tetraneura nigriabdominalis (Sasaki, 1899)

マダラアブラムシ亜科 Subfamily Drepanosiphinae

マダラアブラムシ族 Tribe Phyllaphidini 

10エノキワタアブラムシ Shivaphis celti Das, 1918

11ササヒゲマダラアブラムシ Takecallis sasae (Matsumura, 1917)

12アルファルファアブラムシ Therioaphis trifolii (Monell, 1882)

アブラムシ亜科 Subfamily Aphidinae

アブラムシ族 Tribe Aphidini

13マメアブラムシ Aphis (Aphis) craccivora Koch, 1854

14ワタアブラムシ Aphis (Aphus) gossypii Glover, 1877

*リンゴアブラムシ Aphis pomi de Geer　※日本昆虫目録に記載されていない .

15ユキヤナギノアブラムシ Aphis (Aphus) spiraecola Patch, 1914

16コミカンアブラムシ Aphus (Toxoptera) aurantii aurantii Boyer de Fonscolombe, 1841

17ミカンクロアブラムシ Aphus (Toxoptera) citricida (Kirkaldy, 1907)

18タケノアブラムシMelanaphis bambusae (Fullaway, 1910)

19ヒエノアブラムシMelanaphis sorghi (Theobald, 1904)

20トウモロコシアブラムシ Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)

21ムギクビレアブラムシ Rhopalosiphum padi (Linneaus, 1758)

22オカボアカアブラムシ（オカボノアブラムシ）Rhopalosiphum rufiabdominale (Sasaki, 1899)

ヒゲナガアブラムシ族 Tribe Macrosiphini

23ムギワラギクオマルアブラムシ (スモモオオマルアブラムシ ) Brachycaudus (Brachycaudus) helichrysi 

(Kaltenbach, 1843)
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24ダイコンアブラムシ Brevicoryne brassica (Linnaeus, 1758)

25ヤナギフタオアブラムシ (ヤナギアブラムシ ) Cavariella (Cavariella) salicicola (Matsumura, 1917)

26ニセダイコンアブラムシ Lipaphis erysimi (Kaltenbach, 1843)

27コモチシダコブアブラムシ (イタチシタアブラムシ ) Macromyzus woodwardiae (Takahashi, 1921)

28キクヒメヒゲナガアブラムシMacrosiphoniella (Macrosiphoniella) sanborni (Gillete, 1908)

29ボタンズルヒゲナガアブラムシMacrosiphum (Macrosiphum) clematifoliae Shinji, 1924

30ソラマメフクレアブラムシ (ソラマメヒゲナガアブラムシ ) Megoura crassicauda Mordvilko, 1919

31モモアカアブラムシMyzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776)

32ヒキオコシコブアブラムシ（ヤマトコブアブラムシ） Myzus (Myzus) siegesbeckiae Takahashi, 1965

33ニワトコヒゲナガアブラムシ Pseudomegoura magnoliae (Essig et Kuwana, 1918)

34ヘクソカズラヒゲナガアブラムシ Pseudomegoura nipponica (Essig et Kuwana, 1918)

35ムギヒゲナガアブラムシ Sitobion akebiae (Shinji, 1935)

36イバラヒゲナガアブラムシ Sitobion ibarae (Matsumura, 1917)

37ゴボウヒゲナガアブラムシUroleucon (Uromelan) gobonis (Matsumura, 1917)

オオアブラムシ亜科 Subfamily Lachninae

オオアブラムシ族 Tribe Lachnini

38クリオオアブラムシ Lachnus tropicalis (van der Goot, 1916)

*チサノミドリアブラムシ Amphorophora oleracea van der Goot　※日本昆虫目録に記載されていない .

カイガラムシ上科 Superfamily COCCOIDEA

カタカイガラムシ科 Family Coccidae

1ツノロウムシ (ツノロウカイガラムシ ) Ceroplastes ceriferus (Fabricius, 1798)

2ルビーロウムシ (ルビーロウカイガラムシ ) Ceroplastes rubens Maskell, 1893

3モミジワタカイガラムシNippoonpulvinaria horii (Kuwana, 1902)

4ヒモワタカイガラムシ Takahashia japonica (Cockerell, 1896)

マルカイガラムシ科 Family Diaspididae

1カツラマルカイガラムシComstockaspis macroporana (Takagi, 1956)

2ナシマルカイガラムシComstockaspis perniciosa (Comstock, 1881)

3ヤノネカイガラムシUnaspis yanonensis (Kuwana, 1923)

ワタフキカイガラムシ科 Family  Monophlebidae

1オオワラジカイガラムシDrosicha corpulenta (Kuwana, 1902)

2イセリアカイガラムシ (ワタフキカイガラムシ ) Icerya purchasi Maskell, 1879

ネコナカイガラムシ科 Family Rhizoecidae

1ミカンネコナカイガラムシ Ripersiella kondonis (Kuwana, 1923)

キジラミ上科 Superfamily PSYLLOIDEA

キジラミ科 Family Psyllidae

ヤマトキジラミ亜科 Subfamily Acizziinae

1ヤマトキジラミ Acizzia jamatonica (Kuwayama, 1908)
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キジラミ亜科 Subfamily Psyllinae

2クワキジラミ Anomoneura mori Schwarz, 1896

3カエデキジラミCacopsylla japonica (Kuwayama, 1955)

頚吻亜目 Suborder AUCHENORRHYNCHA

セミ型下目 Infraorder CICADOMORPHA

セミ科 Family Cicadidae

セミ亜科 Subfamily Cicadinae

ニイニイゼミ族 Tribe Platypleurini

1ニイニイゼミ Platypleura kaempferi (Fabricius, 1794)

クマゼミ族 Tribe Cryptotympanini

2アカエゾゼミ Auritibicen flammatus (Distant, 1892)

3エゾゼミ Auritibicen japonicus (Kato, 1925)

4キュウシュウエゾゼミ Auritibicen kyushyuensis (Kato, 1926)

5クマゼミCryptotympana facialis (Walker, 1858)

アブラゼミ族 Tribe Polyneurini

6アブラゼミGraptopsaltria nigrofuscata (Motschulsky, 1866)

ヒグラシ族 Tribe Cicadini

7ヒメハルゼミ Euterpnosia chibensis chibensis Mastumura, 1917

8ツクツクボウシMeimuna opalifera (Walker, 1850)

9ヒグラシ Tanna japonensis (Distant, 1892)

10エゾハルゼミ Terpnosia nigricosta (Motschulsky, 1866)

11ハルゼミ Terpnosia vacua (Olivier, 1790)

ミンミンゼミ族 Tribe Oncotympanini

12ミンミンゼミHyalessa maculaticollis (Motschulsky, 1866)

チッチゼミ亜科 Subfamily Cicadettinae

チッチゼミ族 Tribe Cicadettini

13チッチゼミKosemia radiator (Uhler, 1896)

コガシラアワフキ科 Family Cercopidae

1コガシラアワフキ Eoscarta assimilis (Uhler, 1896)

アワフキムシ科 Family Aphrophoridae

1トドマツホソアワフキ Aphilaenus abieti (Matsumura, 1904)

2クロスジホソアワフキ Aphilaenus nigripectus (Matsumura, 1903)

3マツアワフキ Aphrophora flavipes Uhler, 1896

4シロオビアワフキ Aphrophora intermedia Uhler, 1896

5イシダアワフキ Aphrophora ishidae Matsumura, 1903

6モンキアワフキ Aphrophora major Uhler, 1896

7ハマベアワフキ Aphrophora maritima Matsumura, 1903

8ヒメシロオビアワフキ Aphrophora obliqua Uhler, 1896
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9マエキアワフキ Aphrophora pectoralis Mastumura, 1903

10ヒメモンキアワフキ Aphrophora rugosa Matsumura, 1903

11ホシアワフキ Aphrophora stictica Matsumura, 1903

12クロスジアワフキ (ブドウアワフキ ) Aphrophora vittata Matsumura, 1903

13オオアワフキ Aphropsis galloisi (Matsumura, 1940)

14マダラアワフキ Awafukia nawae (Matsumura, 1904)

15マルアワフキ Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758)

16オカダアワフキ Lepyronia okadae (Matsumura, 1903)

17コミヤマアワフキ Peuceptyelus indentatus (Uhler, 1896)

18ミヤマアワフキ Peuceptyelus nigroscutellatus Matsumura, 1904

19ホソアワフキ Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)

20テングアワフキ Philagra albinotata Uhler, 1896

21クロフアワフキ (クロアワフキ ) Sinophora submacula Metcalf et Horton, 1934

  

トゲアワフキ科 Family Machaerotidae

1ムネアカアワフキHindoloides bipunctata (Haupt, 1923)

2タケウチトゲアワフキMachaerota takeuchii Kato, 1931

ツノゼミ科 Family Membracidae

1ツノゼミ Butragulus flavipes (Uhler, 1896)

2マルツノゼミGargara genistae (Fabricius, 1775)

3オビマルツノゼミGargara katoi Metcalf et Wade, 1965

4トビイロツノゼミMachaerotypus sibiricus (Lethierry, 1876)

5モジツノゼミ Tsunozemia paradoxa (Lethierry, 1876)

ヨコバイ科 Family Cicadellidae

シダヨコバイ亜科 Subfamily Megophthalminae

Tribe Agalliini

1シダヨコバイ Japanagallia pteridis (Matsumura, 1905)

2オヌキシダヨコバイOnukigallia onukii (Matsumura, 1912)

ヒロズヨコバイ亜科 Subfamily Macropsinae

3ゴマフハトムネヨコバイMacropsis irrorata (Matsumura, 1912)

4クルミヒロズヨコバイ Pediopsoides (Sispocnis) kogotensis (Matsumura, 1912)

ズキンヨコバイ亜科 Subfamily Idiocerinae

5モンキズキンヨコバイ (モンキヒロズヨコバイ ) Balcanocerus mali (Matsumura, 1905)

6クスドイゲズキンヨコバイ Balcanocerus myroxyli (Ishihara, 1955)

7カエデズキンヨコバイ (シロズキンヨコバイ ) Idioceus ishiyamae Matsumura, 1905

8ヤノズキンヨコバイ Idioceus yanonis Matsumura, 1912

9ムナグロズキンヨコバイMetidiocerus rutilans (Kirschbaum, 1868)

10ズキンヨコバイ Podulmorinus vitticollis (Matsumura, 1905)



54

田中伸一

オサヨコバイ亜科 Subfamily Tartessinae

11オサヨコバイ Tartessus ferrugineus (Walker, 1851)

ミミズク亜科 Subfamily Ledrinae

12ミミズク Ledra auditura Walker, 1858

13コミミズク Ledropsis discolor (Uhler, 1896)

14ホシコミミズク Ledropsis wakabae Kato, 1931

オオヨコバイ亜科 Subfamily Cicadellinae

オオヨコバイ族 Tribe Cicadellini

15ツマグロオオヨコバイ Bothrogonia ferruginea (Fabricius, 1787)

16オオヨコバイCicadella viridis (Linnaeus, 1758)

17マエジロオオヨコバイKolla atramentaria (Motschulsky, 1859)

カンムリヨコバイ亜科 Subfamily Evacanthinae

カンムリヨコバイ族 Tribe Evacanthini

18クロキスジカンムリヨコバイ Evacanthus fatuus Anufriev, 1970

19キスジカンムリヨコバイ Evacanthus interruptus (Linnaeus, 1758)

20オヌキヨコバイOnukia onukii Matsumura, 1912

クワキヨコバイ族 Tribe Pagaroniini

21フタテンオオヨコバイ Epiacanthus stramineus (Motschulsky, 1861)

22クロツヤオオヨコバイKurotsuyanus sachalinensis (Oshanin, 1912)

23和名なし Pagaronia curvispina Higuchi et Okudera, 2013

24オオクワキヨコバイ Pagaronia grossa Anufriev, 1970

25クワキヨコバイ Pagaronia guttigera (Uhler, 1896)

26ハギクワキヨコバイ Pagaronia hagiensis Higuchi et Okudera, 2013

27コクワキヨコバイ Pagaronia minor Anufriev, 1970

28オオギクワキヨコバイ Pagaronia ohgii Higuchi et Okudera, 2013

29ヒメクワキヨコバイ Pagaronia pumila Yoshida et Okudera, 2013

ホソサジヨコバイ族　Tribe Nirvanini

30ホソサジヨコバイNirvana pallida Melichar, 1903

31シロズオオヨコバイOniella honesta (Melichar, 1902)

32クロスジホソサジヨコバイ Sophonia orientalis (Matsumura, 1912)

アオズキンヨコバイ亜科 Subfamily Iassinae

33ヒメアオズキンヨコバイ Batracomorphus diminutus (Matsumura, 1912)

34アオズキンヨコバイ Batracomorphus mundus (Uhler, 1897)

35ホシアオズキンヨコバイ Batracomorphus stigmaticus (Matsumura, 1912)

36セグロアオズキンヨコバイ Trocnadella suturalis (Melichar, 1902)

ヒラタヨコバイ亜科 Subfamily Aphrodinae

37クロサジヨコバイ (シマサジヨコバイ ) Planaphrodes nigricans (Matsumura, 1912)

38イネヒラタヨコバイ Stroggylocephalus agrestis (Fallen, 1806)

オモナガヨコバイ亜科 Subfamily Coelidiinae

39サツマオモナガヨコバイ Thagria satsumensis (Matsumura, 1914)
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ヨコバイ亜科 Subfamily Deltocephalinae

Tribe Chiasmini

40クロミャクイチモンジヨコバイ Exitianus indicus (Distant, 1908)

41ツマグロヨコバイNephotettix cincticeps (Uhler, 1896)

マダラヨコバイ族 Tribe Deltocephalini

42イナズマヨコバイMaiestas dorsalis (Motschulsky, 1859)

43シロミャクイチモンジヨコバイ Paramesodes albinervosus (Matsumura, 1902)

ウスバヨコバイ族 (ヨツテンヨコバイ族 )  Tribe  Macrostelini

44ミドリカスリヨコバイ Balclutha incisa (Matsumura, 1902)

45アカカスリヨコバイ Balclutha rubrinervis (Matsumura, 1902)

46フタテンウスバヨコバイ ( フタテンヨコバイ )  Macrosteles alpinus (Zetterstedt, 1828)

47ヒシウスバヨコバイ (ヒシヨコバイ ) Macrosteles cyane (Boheman, 1845)

48ヨツテンウスバヨコバイ (ヨツテンヨコバイ ) Macrosteles quadrimaculatus (Matsumura, 1900)

49ヒメフタテンウスバヨコバイ (ヒメフタテンヨコバイ ) Macrosteles striifrons Anufriev, 1968

50クロモンヤマトヨコバイ Yamatotettix nigromaculatus Ishihara, 1954

ヒシモンヨコバイ族 Tribe Opsiini

51アライヒシモンヨコバイHishimonus araii Okada, 1978

クロヒラタヨコバイ族 Tribe Penthimiini

52クロヒラタヨコバイ Penthimia nitida Lethierry, 1876

ブチミャクヨコバイ族 Tribe Drabescini

53サツマヒロズクサビヨコバイ Bhatia satsumensis (Matsumura, 1914)

54タイワンブチミャクヨコバイDrabescus formosanus Matsumura, 1912

55ブチミャクヨコバイDrabescus nigrifemoratus (Matsumura, 1905)

56ウスブチミャクヨコバイDrabescus pallidus Matsumura, 1912

57ホシサジヨコバイ Parabolopona guttata (Uhler, 1896)

ヨコバイ族 Tribe Athysanini

58モジヨコバイ Amimenus mojiensis (Matsumura, 1914)

59ウスイロヒロヨコバイHandianus ogikubonis (Matsumura, 1914)

60ミドリヒロヨコバ (フトヨコバイ ) Laburrus similis Vilbaste, 1965

61コチャイロヨコバイMatsumurella kogotensis (Matsumura, 1914)

62リンゴマダラヨコバイOrientus ishidae (Matsumura, 1902)

スカシヨコバイ族 Tribe Scaphoideini

63ヒトツメヨコバイ Phlogotettix cyclops (Mulsant et Rey, 1855)

64シロセスジヨコバイ Scaphoideus albovittatus Matsumura, 1913

65シラホシスカシヨコバイ Scaphoideus festivus Matsumura, 1902

ヨシヨコバイ族 Tribe Paralimnini

66フタスジトガリヨコバイ Futasujinus candidus (Matsumura, 1914)

67チョウセンマダラヨコバイ Psammotettix koreanus (Matsumura, 1915)

68マダラヨコバイ Psammotettix striatus (Linnaeus, 1758)

69ヤノトガリヨコバイ Yanocephalus yanonis (Matsumura, 1902)
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トガリヨコバイ族 Tribe Scaphytopiini

70ミスジトガリヨコバイ Japananus hyalinus (Osborn, 1900)

フクロクヨコバイ族 Tribe Hecalini

71フクロクヨコバイGlossocratus fkuroki (Matsumura, 1905)

72キスジサジヨコバイHecalus lineatus (Horvath, 1899)

73サジヨコバイHecalus prasinus (Matsumura, 1905)

ホシヨコバイ亜科 Subfamily Xestocephalinae

74イグチホシヨコバイ Xestocephalus iguchii Matsumura, 1914

75ホシヨコバイ Xestocephalus japonicus Ishihara, 1961

ヒメヨコバイ亜科 Subfamily Typhlocybinae

オビヒメヨコバイ族 Tribe Dikraneurini

76セスジヒメヨコバイMotschulskyia (Togaritettix) serrata (Matsumura, 1931)

77カワリオビヒメヨコバイNaratettix inornatus (Matsumura, 1920)

78アカスジオビヒメヨコバイNaratettix rubrovittatus (Matsumura, 1920)

79オビヒメヨコバイNaratettix zonatus (Matsumura, 1915)

マダラヒメヨコバイ族 Tribe Erythroneurini

80スズキフタテンヒメヨコバイ (スズキヒメヨコバイ ) Arboridia (Arboridia) suzukii (Matsumura, 1916)

81ヤノフタテンヒメヨコバイ (ヤノヒメヨコバイ ) Arboridia (Arboridia) yanonis (Matsumura, 1932)

82マダラヒメヨコバイDiomma (Diomma) pulchra (Matsumura, 1916)

83ヨツモンコヒメヨコバイ (ヨツモンヒメヨコバイ ) Empoascanara (Empoascanara) limbata (Matsumura, 1907)

84クズヒメヨコバイ Tautoneura japonica (Dworakowska, 1972)

85チマダラヒメヨコバイ Tautoneura mori (Matsumura, 1910)

86イナズマヒメヨコバイ Ziczacella hirayamella (Matsumura, 1932)

87ヤマシロヒメヨコバイ Zygina (Zygina) yamashiroensis Matsumura, 1916

ミドリヒメヨコバイ族 Tribe Empoascini

88キウｲヒメヨコバイ Alebrasca actinidiae M. Hayashi et Okada, 1994

89ハチジョウヒメヨコバイ Alebroides hachijonis Matsumura, 1931

90アカヒメヨコバイ Alebroides rubicundus Ishihara, 1953

91カンキツヒメヨコバイ Apheliona ferruginea (Matsumura, 1931)

92ベニヒメヨコバイDayus takagii Dworakowska, 1971

93ヒトツメヒメヨコバイ Ishiharella polyphemus (Matsumura, 1931)

ヒメヨコバイ族 Tribe Typhlocybini

94カシヒメヨコバイ Aguriahana quercus (Matsumura, 1916)

95シロズヒメヨコバイ Aguriahana triangularis (Matsumura, 1932)

96シロヒメヨコバイ Eurhadina betularia Anufriev, 1969

97ホシヒメヨコバイ Limassolla multipunctata (Matsumura, 1920)

98アカシヒメヨコバイ Paracyba akashiensis (Takahashi, 1928)

99ホソヒメヨコバイWarodia hoso (Matsumura, 1932)
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ハゴロモ型下目 Infraorder FULGOROMORPHA

ヒシウンカ科 Family Cixiidae

ヒシウンカ亜科 Subfamily Cixiinae

1オビカワウンカ Andes harimaensis (Matsumura, 1914)

2ヤナギカワウンカ Andes marmoratus (Uhler, 1896)

3ハスオビヒシウンカ Betacixius obliquus Matsumura, 1914

4キガシラヒシウンカKuvera flaviceps (Matsumura, 1900)

5イボタヒシウンカKuvera ligustri Matsumura, 1914

6オオヒシウンカOliarus subnubilus (Uhler, 1896)

7ヒシウンカ Pentastiridius apicalis (Uhler, 1896)

8ヨスジヒシウンカ Reptalus quadricinctus (Matsumura, 1914)

ウンカ科 Family Delphacidae

ナガウンカ亜科 Subfamily Stenocraninae

1ハリマナガウンカ Stenocranus harimensis Matsumura, 1935

2タマガワナガウンカ Stenocranus tamagawanus Matsumura, 1935

3テラウチウンカ (クロバネテラウチウンカ ) Terauchiana singularis Matsumura, 1915

ウンカ亜科 Subfamily Delphacinae

4タケウンカ Epeurysa nawaii Matsumura, 1900

5コブウンカ Tropidocephala brunnipennis Signoret, 1860

6クロコブウンカ Tropidocephala nigra (Matsumura, 1900)

7ゴマフウンカCemus nigroclyeatus (Kuoh, 1982)

8タテヤマヨシウンカChloriona tateyamana Matsumura,1935

9クロスジオオウンカ Euides basilinea (Germar, 1821)

10ヒロズウンカHirozuunka japonica Matsumura et Ishihara, 1945

11クワヤマウンカKakuna kuwayamai Matsumura, 1935

12ヒメトビイロウンカ Laodelphax striatellus (Fallen, 1826)

13トビイロウンカNilaparvata lugens (Stal, 1854)

14ハコネホソウンカ Sogata hakonensis (Matsumura, 1935)

15セジロウンカ Sogatella furcifera (Horvath, 1899)

16カヤウンカ Yanunka miscanthi Ishihara, 1952

シマウンカ科 Family Meenoplidae

1シマウンカモドキ Eponisiella guttulinervis (Matsumura, 1914)

2シマウンカNisia nervosa (Motschulsky, 1863)

ハネナガウンカ科 Family Derbidae

ハネナガウンカ亜科 Subfamily Zoraidinae

1アカハネナガウンカDiostrombus politus Uhler, 1896

2アヤヘリハネナガウンカ Losbanosia hibarensis (Matsumura, 1935)

3マダラハネナガウンカ Pamendanga matsumurae (Muir, 1918)
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4クワヤマハネナガウンカ Zoraida kuwayamae (Matsumura, 1913)

5マエグロハネナガウンカ Zoraida pterophoroides (Westwood, 1851)

ハネビロウンカ亜科 Subfamily Derbinae

6クロフハネビロウンカ (クロフハネナガウンカ ) Mysidioides sapporensis (Matsumura, 1900)

7キスジハネビロウンカ Rhotana satsumana Matsumura, 1914

8アカフハネビロウンカ (アカフハネナガウンカ ) Robigus flexuosus (Uhler. 1896)

9アカメガシワハネビロウンカ (アカメガシワハネナガウンカ ) Vekunta malloti Matsumura, 1914

コガシラウンカ科 Family Achilidae

1ウスグロコガシラウンカ Akotropis fumata Matsumura, 1914

2アカフコガシラウンカDeferunda rubrostigma (Matsumura, 1914)

3ナワコガシラウンカ Errada nawae (Mastumura, 1914)

4スジコガシラウンカ Errada vittata (Matsumura, 1914)

テングスケバ科 Family Dictyopharidae

1テングスケバDictyophara patruelis (Stal, 1859)

2ツマグロスケバOrthopagus lunulifer Uhler, 1896

3ミツハシテングスケバ Tenguella mitsuhashii Matsumura, 1910

グンバイウンカ科 Family Tropiduchidae

1タテスジグンバイウンカCatullia vittata Matsumura, 1914

2ヒシウンカモドキCixiopsis punctata Matsumura, 1900

3ミドリグンバイウンカKallitaxila sinica (Walker, 1851)

4オヌキグンバイウンカMesepora onukii (Matsumura, 1905)

5ヒラタグンバイウンカOssoides lineatus Bierman, 1910

6ハウチワウンカ Trypetimorpha japonica Ishihara, 1954

マルウンカ科 Family Issidae

クサビウンカ亜科 Subfamily Issinae

1カタビロクサビウンカ Issus harimensis Matsumura, 1913

2クサビウンカ Sarima amagisana Melichar, 1906

マルウンカ亜科 Subfamily Hemisphaeriinae

3キボシマルウンカGergithus iguchii Matsumura, 1916

4マルウンカGergithus variabilis (Butler, 1875)

アオバハゴロモ科 Family Flatidae

1キノカワハゴロモ Atracis formosana Jacobi, 1915

2アオバハゴロモGeisha distinctissima (Walker, 1858)

3トビイロハゴロモMimophantia maritima Matsumura, 1900

ハゴロモモドキ科 Family Nogodinidae

1スカシハゴロモモドキ Pisacha naga Distant, 1906
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ハゴロモ科 Family Ricaniidae

1スケバハゴロモ Euricania facialis (Walker, 1858)

2ベッコウハゴロモOrosanga japonicus (Melichar, 1898)

3アミガサハゴロモ Pochazia albomaculata (Uhler, 1896)

4ヒメベッコウハゴロモ Ricania taeniata Stal, 1870

異翅亜目 Suborder HETEROPTERA

クビナガカメムシ下目 Infraorder ENICOCEPHALOMORPHA

クビナガカメムシ科 Family Enicocephalidae

クビナガカメムシ亜科 Subfamily Enicocephalinae

Tribe Enicocephalini

1ヒメクビナガカメムシHoplitocoris (Pseudenicocephalus) lewisi (Distant, 1903)

2クロクビナガカメムシ Stenopirates japonicus (Esaki, 1935)

タイコウチ下目 Infraorder NEPOMORPHA

タイコウチ科 Family Nepidae

タイコウチ亜科 Subfamily Nepinae

1タイコウチ Laccotrephes japonensis Scott, 1874

ミズカマキリ亜科 Subfamily Ranatrinae

2ミズカマキリ Ranatra chinensis Mayr, 1865

3ヒメミズカマキリ Ranatra unicolor Scott, 1874

コオイムシ科 Family Belostomatidae 

コオイムシ亜科 Subfamily Belostomatinae 

1コオイムシ Appasus japonicus Vuillefroy, 1864

タガメ亜科 Subfamily Lethocerinae

2タガメKirkaldyia deyrolli (Vuillefroy, 1864)

ミズムシ科 Family Corixidae

チビミズムシ亜科 Subfamily Micronectinae

1ハイイロチビミズムシMicronecta (Basileonecta) sahlbergii (Jakovlev, 1881)

2チビミズムシMicronecta (Basileonecta) sedula Horvath, 1905

3クロチビミズムシMicronecta (Dichaetonecta) orientalis Wroblewski. 1960

4コチビミズムシMicronecta (Micronecta) guttata Matsumura, 1905

ミゾナシミズムシ亜科 Subfamily Cymatiainae

5ミゾナシミズムシCymatia apparens (Distant, 1911)

ミズムシ亜科 Subfamily Corixinae

ミズムシ族 Tribe Corixini

6ホッケミズムシ (ミズムシ ) Hesperocorixa distanti hokkensis (Matsumura, 1905)

7オオミズムシHesperocorixa kolthoffi (Lundblad, 1933)

8ナガミズムシHesperocorixa mandshurica (Jaczewski, 1924)
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9ヒメコミズムシ Sigara (Pseudovermicorixa) matsumurai Jaczewski, 1968

10エサキコミズムシ Sigara (Pseudovermicorixa) septemlineata (Paiva, 1918)

11オモナガコミズムシ Sigara (Tropocorixa) bellula (Horvath, 1879)

12アサヒナコミズムシ Sigara (Tropocorixa) maikoensis (Matsumura, 1915)

13ハラグロコミズムシ Sigara (Tropocorixa) nigroventralis (Matsumura, 1905)

14コミズムシ Sigara (Tropocorixa) substriata (Uhler, 1896)

15ミヤケミズムシ Xenocorixa vittipennis (Horvath, 1879)

メミズムシ科 Family Ochteridae

1メミズムシOchterus marginatus marginatus (Latreille, 1804)

 ナベブタムシ科 Family Aphelocheiridae

1ナベブタムシ Aphelocheirus vittatus Matsumura, 1905

マツモムシ科 Family Notonectidae

マツモムシ亜科 Subfamily Notonectinae

1マツモムシNotonecta (Paranecta) triguttata Motschulsky, 1861

コマツモムシ亜科 Subfamily Anisopinae

2チビコマツモムシ Anisops exiguus Horvath, 1919

3コマツモムシ Anisops ogasawarensis Matsumura, 1915

  

マルミズムシ科 Family Pleidae

1ヒメマルミズムシ Paraplea indistinguenda (Matsumura, 1905)

2マルミズムシ Paraplea japonica (Horvath, 1904)

ミズカメムシ科 Family Mesoveliidae

1マダラミズカメムシMesovelia horvathi Lundblad, 1933

2ムモンミズカメムシMesovelia miyamotoi Kerzhner, 1977

3ヘリグロミズカメムシMesovelia thermalis Horvath, 1915

4ミズカメムシMesovelia vittigera Horvath, 1895

5ウミミズカメムシ Speovelia maritima Esaki, 1929

イトアメンボ科 Family Hydrometridae

1イトアメンボHydrometra albolineata (Scott, 1874)

2オキナワイトアメンボHydrometra okinawana Drake, 1951

3ヒメイトアメンボHydrometra procera Horvath, 1905

カタビロアメンボ科 Family Veliidae

ケシカタビロアメンボ亜科 Subfamily Microveliinae

1ケシカタビロアメンボMicrovelia douglasi Scott, 1874

2ホルバートケシカタビロアメンボMicrovelia horvathi Lundblad, 1993
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ケシウミアメンボ亜科 Subfamily Haloveliinae

3ケシウミアメンボHalovelia septentrionalis Esaki, 1926

アメンボ科 Family Gerridae

ウミアメンボ亜科 Subfamily Halobatinae

1シオアメンボ Asclepios shiranui (Esaki, 1924)

2ツヤウミアメンボHalobates micans Eschscholtz, 1822

3コガタウミアメンボHalobates sericeus Eschscholtz, 1822

4シマアメンボMetrocoris histrio (White, 1883)

トガリアメンボ亜科 Subfamily Rhagadotarsinae

5トガリアメンボ Rhagadotarsus (Rhagadotarsus) kraepelini Breddin, 1905

アメンボ亜科 Subfamily Gerrinae

6オオアメンボ Aquarius elongatus (Uhler, 1896)

7アメンボ Aquarius paludum paludum (Fabricius, 1794)

8ババアメンボGerris (Gerris) babai Miyamoto, 1958

9ヒメアメンボGerris (Gerris) latiabdominis Miyamoto, 1958

10ハネナシアメンボGerris (Gerris) nepalensis Distant, 1910

11コセアカアメンボGerris (Macrogerris) gracilicornis (Horvath, 1879)

12ヤスマツアメンボGerris (Macrogerris) insularis (Motschulsky, 1866)

13エサキアメンボ Limnoporus esakii (Miyamoto, 1958)

ミズギワカメムシ下目 Infraorder LEPTOPODOMORPHA

ミズギワカメムシ科 Family Saldidae

ミズギワカメムシ族 Tribe Saldoidini

1モンシロミズギワカメムシChartoscirta elegantula longicornis (Jakovlev, 1882)

2タニガワミズギワカメムシMacrosaldula miyamotoi Cobben, 1985

3コミズギワカメムシMicracanthia ornatula (Reuter, 1881)

4トゲミズギワカメムシ Saldoida armata Horvath, 1911

5ウスイロミズギワカメムシ Saldula pallipes (Fabricius, 1794)

6ミズギワカメムシ Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758)

トコジラミ下目 Infraorder CIMICOMORPHA

カスミカメムシ科 Family Miridae

ダルマカメムシ亜科 Subfamily Isometopinae

Tribe Isometopini

1ダルマカメムシ Isometopus japonicus Hasegawa, 1946

キノコカスミカメ亜科 Subfamily Cylapinae

Tribe Bothriomirini

2ダルマキノコカスミカメ Bothriomiris gotohi Yasunaga, 2000

Tribe Fulviini

3クロキノコカスミカメ Punctifulvius kerzhneri Schmitz, 1978
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アオナガカスミカメムシ亜科 Subfamily Orthotylinae

Tribe Halticini

4ガマカスミカメCoridromius chinensis Liu et Zhao, 1999

5オオクロトビカスミカメ Ectmetopterus micantulus (Horvath, 1905)

6クロマルカスミカメOrthocephalus funestus Jakovlev, 1881

7ツヤクロマルカスミカメ Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 1758)

Tribe Orthotylini

8カタグロミドリカスミカメCyrtorhinus lividipennis Reuter, 1884

9キアシアカカスミカメOrthotylus (Yamatorthotylus) xanthopoda Yasunaga, 1999

10ネッタイヒイロカスミカメ Pseudoloxops imperatorius (Distant, 1904)

11クヌギヒイロカスミカメ Pseudoloxops miyamotoi Yasunaga, 1997

チビカスミカメムシ亜科 Subfamily Phylinae

ハシリカスミカメムシ族 Tribe Hallodapini

12イッカクカスミカメ Acrorrhinium inexpectatum (Josifov, 1978)

13モンキハシリカスミカメHallodapus centrimaculatus (Poppous, 1915)

 チビトビカスミカメ族 Tribe Nasocorini

14コミドリチビトビカスミカメCampylomma livida Reuter, 1885

15ミナミチビトビカスミカメ (ミドリトビメクラガメ ) Campylomma lividicornis Reuter, 1912

16マツトビカスミカメKasumiphylus kyushuensis (Linnavuori, 1961)

コブヒゲカスミカメ族 Tribe Cremnorrhini

Subtribe Cremnorrhina

17コブヒゲカスミカメHarpocera orientalis Kerzhner, 1979

チビカスミカメ族 Tribe Phylini

Subtribe Phylina

18キアシクロホソカスミカメ Phylus miyamotoi Yasunaga, 1999

19クリトビカスミカメ Psallus (Phylidea) castaneae Josifov, 1983

20クヌギトビカスミカメ Psallus (Psallus?) bagjonicus Josifov, 1983

21ウスイロホソカスミカメ (ウスイロホソメクラガメ ) Europiella miyamotoi (Kerzhner, 1988)

22ヒメヨモギカスミカメ Plagiognathus yomogi Miyamoto, 1969

ムナグロキイロカスミカメ族　Tribe Semiini

Subtribe Bemiina

23ムナグロキイロカスミカメ Tytthus chinensis (Stal, 1860)

ヒョウタンカスミカメ族 Tribe Pilophorini                      

24ホソヒョウタンカスミカメ Pilophorus erraticus Linnavuori, 1962

25マツヒョウタンカスミカメ Pilophorus miyamotoi Linnavuori, 1961

26オオクロヒョウタンカスミカメ Pilophorus niger Poppius, 1914

27ヒョウタンカスミカメ (ヒョウタンメクラガメ ) Pilophorus setulosus Horvath, 1905

28クロヒョウタンカスミカメ（クロヒョウタンメクラガメ） Pilophorus typicus (Distant, 1909)

クロツヤチビカスミカメ族 Tribe Leucophoropterini

Subtribe Leucophoropterina

29ヒメクロツヤチビカスミカメ Sejanus breviniger Yasunaga, 2001
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シダカスミカメ亜科　Subfamily Bryocorinae

Tribe Bryocorini

30ズアカシダカスミカメ (ズアカシダメクラガメ ) Monalocoris filicis (Linnaeus, 1758)

Tribe Dicyphini

31タバコカスミカメ (タバコメクラガメ ) Nesidiocoris tenuis (Reuter, 1895)

ツヤカスミカメ亜科　Subfamily Deraeocorinae

Tribe Deraeocorini

32マツノヒゲボソカスミカメ (マツノヒゲボソメクラガメ ) Alloeotomus simplus (Uhler, 1896)

33モンキクロカスミカメ (モンキクロメクラガメ ) Deraeocoris ater (Jakovlev, 1889)

34シロテンツヤカスミカメ (シロテンツヤメクラガメ ) Deraeocoris pulchellus (Reuter, 1906)

35ケヤキツヤカスミカメDeraeocoris ulmi Josifov, 1983

36ハナダカカスミカメ Fingulus longicornis Miyamoto, 1965

Tribe Hyaliodini

37グンバイカスミカメ Stethoconus japonicus Schumacher, 1917

Tribe Termatophylini

38ヒコサンテングカスミカメ Termatophylum hikosanum Miyamoto, 1965

カスミカメムシ亜科 Subfamily Mirinae

Tribe Hyalopeplini

39アカアシカスミカメOnomaus lautus (Uhler, 1896)

Tribe Mirini

40ヨツモンカスミカメ（ヨツモンメクラガメ） Adelphocoris albonotatus (Jakovler, 1881)

41ウスモンカスミカメ Adelphocoris demissus Horvath, 1905

42ウスアカカスミカメ Adelphocoris piceosetosus Kulik, 1965

43ナカグロカスミカメ Adelphocoris suturalis (Jakovlev, 1882)

44ブチヒゲクロカスミカメ Adelphocoris triannulatus (Stal, 1858)

45フタモンカスミカメ Adelphocoris variabilis (Uhler, 1896)

46クロバカスミカメ Apolygopsis nigritulus (Linnavuori, 1961)

47フタモンアカカスミカメ Apolygus hilaris (Horvath, 1905)

48コアオカスミカメ Apolygus lucorum (Meyer-Dur, 1843)

49クロスジコアオカスミカメ (ハナグロミドリメクラガメ ) Apolygus nigrovirens (Kerzhner, 1988)

50ウスイロツヤマルカスミカメ Apolygus pulchellus (Reuter, 1906)

51モモアカハギカスミカメ Apolygus roseofemoralis (Yasunaga, 1992)

52ツマグロアオカスミカメ Apolygus spinolae (Meyer-Dur, 1841)

53ツマグロハギカスミカメ Apolygus subpulchellus (Kerzhner, 1988)

54ヨツボシカスミカメ Bertsa lankana (Kirby, 1891)

55モンキカスミカメ (モンキメクラガメ ) Capsodes gothicus (Linnaeus, 1758)

56クヌギカスミカメCastanopsides kerzhneri (Josifov, 1985)

57ヒメセダカカスミカメCharagochilus angusticollis Linnavuori, 1961

58アカホシカスミカメCreontiades coloripes Hsiao, 1963

59マダラカスミカメ (マダラメクラガメ ) Cyphodemidea saundersi (Reuter, 1896)

60アカスジヒゲブトカスミカメ Eolygus rubrolineatus (Matsumura, 1913)
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61メンガタカスミカメ Eurystylus coelestialium (Kirkaldy, 1902)

62ハギメンガタカスミカメ Eurystylus luteus Hsiao, 1941

63アカスジオオカスミカメGigantomiris jupiter Miyamoto et Yasunaga, 1988

64ハナアカカスミカメ（ハナアカメクラガメ） Lygocorides (Lygocorides) rubronasutus (Linnavuori, 1961)

65ムモンミドリカスミカメ (ムモンミドリメクラガメ ) Lygocoris (Lygocoris) idoneus (Linnavuori, 1963)

66ナガミドリカスミカメ Lygocoris (Lygocoris) pabulinus (Linnaeus, 1761)

67マキバカスミカメ Lygus rugulipennis Poppius, 1911

68シマアオカスミカメ (クロスジアオメクラガメ ) Mermitelocerus annulipes Reuter, 1908

69フタモンウスキカスミカメ (フタモンウスキメクラガメ ) Neolygus honshuensis (Linnavuori, 1961)

70ムモンミドリカスミカメ（モンミドリメクラガメ） Neolygus lobatus (Linnavuori, 1963)

71ミイロカスミカメNeomegacoelum vitreum (Kerzhner, 1988)

72オオチャイロカスミカメ (オオチャイロメクラガメ ) Orientomiris tricolor (Scott, 1880)

73モンキマキバカスミカメOrthops (Orthops) scutellatus Uhler, 1877

74チャイロカスミカメ Philostephanus fulvus (Jakovlev, 1882)

75アシアカクロカスミカメ Philostephanus rubripes (Jakovlev, 1876)

76トビマダラカスミカメ Phytocoris nowickyi Fieber, 1870

77オオマダラカスミカメ（クロオオマダラカスミカメ）Phytocoris ohataensis Linnavuori, 1963

78ウスモンオオマダラカスミカメ Phytocoris pallidicollis Kerzhner, 1977

79ズグロマツカスミカメ (ズグロキベリカスミカメ ) Pinalitus nigriceps Kerzhner, 1988

80アシマダラクロカスミカメ (アシマダラクロメクラガメ ) Polymerus (Polymerus) pekinensis Horvath, 1901

81オオクロセダカカスミ (オオクロセダカメクラガメ ) Proboscidocoris varicornis (Jakovlev, 1904)

82フタスジカスミカメ Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)

83アカスジカスミカメ Stenotus rubrovittatus (Matsumura, 1913)

84ウスモンミドリカスミカメ Taylorilygus apicalis (Fieber, 1861)

85ケブカカスミカメ Tinginotum perlatum Linnavuori, 1961

86マツケブカカスミカメ Tinginotum pini Kulik, 1965

Tribe Stenodemini

87フタトゲムギカスミカメ Stenodema (Brachystira) calcarata (Fallen, 1807)

88ベニナガムギカスミカメ Stenodema (Stenodema) longula Zheng, 1981

89アカミャクメクラガメ Stenodema (Stenodema) rubrinervis Horvath, 1905

90イネホソミドリカスミカメ (アカヒゲホソミドリメクラガメ ) Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)

91ヒメホソミドリカスミカメ（ホソミドリメクラガメ） Trigonotylus tenuis Reuter, 1893

  

ハナカメムシ科 Family Anthocoridae

ハナカメムシ亜科 Subfamily Anthocorinae

Tribe Anthocorini

1クロハナカメムシ Anthocoris japonicus Poppius, 1909

2キモンクロハナカメムシ Anthocoris miyamotoi Hiura, 1959

Tribe Oriini

3ナミヒメハナカメムシ (ヒメハナカメムシ ) Orius (Heterorius) sauteri (Poppius, 1909)
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ズイムシハナカメムシ亜科 Subfamily Lyctocorinae

Tribe Almeidini

4ヤサハナカメムシ Amphiareus obscuriceps (Poppius, 1909)

5ケシハナカメムシ (クロズケシハナカメムシ ) Cardiastethus exiguus Poppius, 1913

6ユミアシハナカメムシ Physopleurella armata Poppius, 1909

グンバイムシ科 Family Tingidae

ウチワグバイ亜科 Subfamily Cantacaderinae

ウチワグンバイ族 Tribe Cantacaderini

1ウチワグンバイCantacader lethierryi Scott, 1874

2オオウチワグンバイCantacader quinquecostatus (Fieber, 1844)

グンバイムシ亜科 Subfamily Tinginae

3ヒゲブトグンバイCopium japonicum Esaki, 1931

4アワダチソウグンバイCorythucha marmorata (Uhler, 1878)

5ヤブガラシグンバイCysteochila consueta Drake, 1948

6コアカソグンバイCysteochila fieberi (Scott, 1874)

7ヘクソカズラグンバイDulinius conchatus Distant, 1903

8キクグンバイGaleatus affinis (Herrich-Schaeffer, 1835)

9ヤナギグンバイMetasalis populi (Takeya, 1932)

10チャイログンバイ Physatocheila orientis Drake, 1942

11クスグンバイ Stephanitis (Stephanitis) fasciicarina Takeya, 1931

12ナシグンバイ Stephanitis (Stephanitis) nashi Esaki et Takeya, 1931

13ツツジグンバイ Stephanitis (Stephanitis) pyrioides (Scott, 1874)

14シキミグンバイ Stephanitis (Stephanitis) svensoni Drake, 1948

15トサカグンバイ Stephanitis (Stephanitis) takeyai Drake et Maa, 1955

16マツムラグンバイ Tingis (Tropidocheila) matsumurai Takeya, 1962

17ヒメグンバイUhlerites debilis (Uhler, 1896)

18クルミグンバイUhlerites latiorus Takeya, 1931

19クチナガグンバイ Xynotingis hoytona Drake, 1948

マキバサシガメ科 Family Nabidae

アシブトマキバサシガメ亜科 Subfamily Prostemmatinae

アシブトマキバサシガメ族 Tribe Prostemmatini

1アシブトマキバサシガメ Prostemma hilgendorfii Stein, 1878

2キバネアシブトマキバサシガメ (キバネアシブトサシガメ ) Prostemma kiborti Jakovlev,1889

チビアシブトマキバサシガメ族 Tribe Phorticini

3キイロアシブトマキバサシガメ Phorticus flavescens (Scott, 1880)

マキバサシガメ亜科 Subfamily Nabinae

ベニモンマキバサシガメ族 Tribe Gorpini

4ベニモンマキバサシガメGorpis (Gorpis) japonicus Kerzhner, 1968

5アカマキバサシガメGorpis (Oronabis) brevilineatus (Scott, 1874)
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マキバサシガメ族 Tribe Nabini

6ハラビロマキバサシガメHimacerus (Himacerus) apterus (Fabricius, 1798)

7コバネマキバサシガメNabis (Milu) apicalis Matsumura, 1913

8ハネナガマキバサシガメNabis (Nabis) stenoferus Hsiao, 1964

9セスジマキバサシガメ Stenonabis uhleri Miyamoto, 1964

 

サシガメ科 Family Reduviidae

ビロウドサシガメ亜科 Subfamily Ectrichodiinae

1ビロウドサシガメ Ectrychotes andreae (Thunberg, 1784)

2クビグロアカサシガメ (クビグロサシガメ ) Haematoloecha delibuta (Distant, 1883)

3アカシマサシガメHaematoloecha nigrorufa (Stal, 1867)

4クロバアカサシガメ Labidocoris insignis Distant, 1883

アシナガサシガメ亜科 Subfamily Emesinae

セスジアシナガサシガメ族 Tribe Emesini

5セスジアシナガカメムシGardena brevicollis Stal, 1871

6オオアシナガカメムシGardena melinarthrum Dohrn, 1860

7ゴミアシナガサシガメMyiophanes tipulina Reuter, 1881

アシナガサシガメ族 Tribe Metapterini

8アシナガサシガメ Schidium marcidum (Uhler, 1896)

カモドキサシガメ族 Tribe Ploiariolini

9マダラカモドキサシガメ Empicoris rubromaculatus (Blackburn, 1889)

モンシロサシガメ亜科 Subfamily Harpactorinae

モンシロサシガメ族 Tribe Harpactorini

10ヨコズナサシガメ Agriosphodrus dohrni (Signoret, 1862)

11アカサシガメCydnocoris russatus Stal, 1867

12オオトビサシガメ Isyndus obscurus (Dallas, 1850)

13トゲサシガメ Polididus armatissimus Stal, 1859

14アカヘリサシガメ Rhynocoris rubromarginatus (Jakovlev, 1893)

15ヒゲナガサシガメ Serendiba staliana (Horvath, 1879)

16シマサシガメ Sphedanolestes impressicollis (Stal, 1861)

17ヤニサシガメ Velinus nodipes (Uhler, 1860)

クロモンサシガメ亜科 Subfamily Peiratinae

18クロサシガメ Peirates cinctiventris Horvath, 1879

19クロモンサシガメ Peirates turpis Walker, 1873

20キイロサシガメ Sirthenea flavipes (Stal, 1855)

クビアカサシガメ亜科 Subfamily Reduviinae

21ハリサシガメ (ハサミサシガメ ) Acanthaspis cincticrus Stal, 1859

22クビアカサシガメ Reduvius humeralis (Scott, 1874)

ユミアシサシガメ亜科 Subfamily Saicinae

23フタスジユミアシサシガメ Polytoxus annulipes Miyamoto et Lee, 1966

24キベリユミアシサシガメ Polytoxus fuscovittatus (Stal, 1860)
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25セアカユミアシサシガメ Polytoxus rufinervis ardens Ishikawa et Yano, 2002

ミユアシサシガメ Polytoxus sp.

トビイロサシガメ亜科 Subfamily Stenopodainae

26トビイロサシガメOncocephalus assimilis Reuter, 1882

27クロトビイロサシガメOncocephalus breviscutum Reuter, 1882

28モモブトトビイロサシガメOncocephalus femoratus Reuter, 1882

29シロスジトビイロサシガメOncocephalus heissi Ishikawa, Cai et Tomokuni, 2006

30ホソサシガメ Pygolampis bidentata (Goeze, 1778)

31ヒメトビサシガメ Staccia diluta (Stal, 1860)

カメムシ下目 Infraorder PENTATOMOMORPHA

ヒラタカメムシ科 Family Aradidae

ヒメヒラタカメムシ亜科 Subfamily Aneurinae

1ヒメヒラタカメムシ Aneurus (Neaneurus) macrotylus Jakovlev, 1880

*シナヒラタカメムシ Aneurus sinensis Kiritschenko　※日本昆虫目録に記載されていない．

2ニッポンヒメヒラタカメムシ Paraneurus nipponicus (Kormilev et Heiss, 1976)

3ツヤヒメヒラタカメムシ Paraneurus nitidulus (Kormilev, 1955)

4ツヤアカヒメヒラタカメムシ Paraneurus similis (Liu, 1981)

ヒラタカメムシ亜科 Subfamily Aradinae

5ヒラタカメムシ Aradus consentaneus Horvath, 1905

6スズヤヒラタカメムシ Aradus corticalis (Linnaeus, 1758)

7ノコギリヒラタカメムシ Aradus orientalis Bergroth, 1885

8マツヒラタカメムシ Aradus unicolor Kiritshenko, 1913

オオヒラタカメムシ亜科 Subfamily Mezirinae

9クロヒラタカメムシ Brachyrhynchus taiwanicus (Kormilev, 1957)

10オオヒラタカメムシMezira scabrosa Scott, 1874

11トビイロオオヒラタカメムシ (オオチャイロヒラタカメムシ ) Neuroctenus castaneus (Jakovlev, 1878)

12チャイロナガヒラタカメムシNeuroctenus taiwanicus Kormilev, 1955

13イボヒラタカメムシUsingerida verrucigera (Bergroth, 1892)

クロマダラナガカメムシ科 Family Heterogasteridae

1クロキノウエナガカメムシ Sadoletus izzardi Hidaka, 1959

ヒゲナガカメムシ科 Family achygronthidae

ヒゲナガカメムシ族 Tribe Pachygronthini

1ヒゲナガカメムシ Pachygrontha antennata (Uhler, 1860)

2ミナミヒゲナガカメムシ Pachygrontha bipunctata Stal, 1865

3クロスジヒゲナガカメムシ (ウスイロヒゲナガカメムシ ) Pachygrontha similis Uhler, 1896

ヒョウタンナガカメムシ科 Family Rhyparochromidae

ヒョウタンナガカメムシ亜科 Subfamily Rhyparochrominae
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クロナガカメムシ族 Tribe Drymini

1ヒゲブトナガカメムシ Appolonius oblongus Tomokuni, 1995

2クロナガカメムシDrymus (Sylvadrymus) marginatus Distant, 1883

3ヒラシマナガカメムシ Eremocoris planus Uhler, 1896

4マツヒラタナガカメムシ (ヒラタナガカメムシ ) Gastrodes grossipes japonicus (Stal, 1874)

5ツツイナガカメムシHidakacoris tsutsuii (Hidaka, 1963)

6オオツヤナガカメムシ Lamproplax majuscula Kerzhner, 1977

7クロツヤナガカメムシ Lamproplax membranea Distant, 1883

8ヒサゴナガカメムシ (ルイスナガカメムシ ) Neomizaldus lewisi (Distant, 1901)

9チャモンナガカメムシ Paradieuches dissimilis (Distant, 1883)

10ケブカナガカメムシ Trichodrymus pallipes Josifov et Kerzhner, 1978

チャイロナガカメムシ族 Tribe Lethaeini

11ヒメネジロツヤナガカメムシ (ヒメツヤナガカメムシDiniella pallipes (Scott, 1874)

12オオチャイロナガカメムシNeolethaeus assamensis (Distant, 1901)

13チャイロナガカメムシ（フタモンチャイロナガカメムシ） Neolethaeus dallasi (Scott, 1874)

14ルイスチャイロナガカメムシ (チャイロナガカメムシ ) Neolethaeus lewisi (Distant, 1883)

サビヒョウタンナガカメムシ族 Tribe Myodochini

15ヨツボシヒョウタンナガカメムシ（ヨツボシナガカメムシ） Gyndes pallicornis (Dallas, 1852)

16サビヒョウタンナガカメムシ (サビナガカメムシ ) Horridipamera inconspicua (Dallas, 1852)

17キベリヒョウタンナガカメムシHorridipamera lateralis (Scott, 1874)

18ヒラタヒョウタンナガカメムシ (クロヒョウタンナガカメムシ ) Pachybrachius luridus Hahn, 1826

19スコットヒョウタンナガカメムシ Pamerana scotti (Distant, 1901)

20アカアシホソナガカメムシ Paromius gracilis (Rambur, 1839)

21クロアシホソナガカメムシ Paromius jejunus (Distant, 1883)

*ホソナガカメムシ Paromius seychellesus Walker ※日本昆虫目録に記載されていない．

22イチゴチビナガカメムシ Stigmatonotum geniculatum (Motschulsky, 1863)

23チビナガカメムシ Stigmatonotum rufipes (Motschulsky, 1866)

24コバネヒョウタンナガカメムシ Togo hemipterus (Scott, 1874)

ウスイロナガカメムシ族 Tribe Ozophorini

25チャイロホソナガカメムシ Prosomoeus brunneus Scott, 1874

シロヘリナガカメムシ族 Tribe Rhyparochromini

26ヒョウタンナガカメムシCaridops albomarginatus (Scott, 1874)

27キベリナガカメムシDieuches uniformis Distant, 1903

28オオモンシロナガカメムシMetochus abbreviatus Scott, 1874

29モンシロナガカメムシ Panaorus albomaculatus (Scott, 1874)

30アムールシロヘリナガカメムシ Panaorus csikii (Horvath, 1901)

31シロヘリナガカメムシ Panaorus japonicus (Stal, 1874)

32アシナガナガカメムシ (アシナガカメムシ ) Poeantius lineatus Stal, 1874

オオメナガカメムシ科 Family Geocoridae

1ヒメオオメナガカメムシ (ヒメオオメカメムシ ) Geocoris (Geocoris) proteus Distant, 1883



69

山口県産半翅目目録

2オオメナガカメムシ (オオメカメムシ ) Geocoris (Geocoris) varius (Uhler, 1860)

コバネナガカメムシ科 Family Blissidae

1ヒメコバネナガカメムシDimorphopterus bicoloripes (Distant,1883)

2ニッポンコバネナガカメムシDimorphopterus japonicus (Hidaka, 1959)

3コバネナガカメムシDimorphopterus pallipes (Distant, 1883)

4ツノコバネナガカメムシ Iphicrates spinicaput (Scott, 1874)

5ホソコバネナガカメムシMacropes obnubilus (Distant, 1883)

マダラナガカメムシ科 Family Lygaeidae

ホソクチナガカメムシ亜科 Subfamily Ischnorhynchinae

1ブチヒラタナガカメムシKleidocerys nubilus (Distant, 1883)

2ムラサキナガカメムシ Pylorgus colon (Thunberg, 1784)

3イシハラナガカメムシ Pylorgus ishiharai Hidaka et Izzard, 1960

4ヤスマツナガカメムシ Pylorgus yasumatsui Hidaka et Izzard, 1960

マダラナガカメムシ亜科 Subfamily Lygaeinae

5セスジナガカメムシ Arocatus melanostoma Scott, 1874

6アカヘリナガカメムシ Arocatus sericans (Stal, 1860)

7ヒメマダラナガカメムシGraptostethus servus (Fabricius, 1787)

8ヒメジュウジナガカメムシ Tropidothorax sinensis (Reuter, 1888)

ヒメナガカメムシ亜科 Subfamily Orsillinae

ヒメナガカメムシ族 Tribe Nysiini

9エチゴヒメナガカメムシNysius expressus Distant, 1883

10ヒメナガカメムシNysius plebeius Distant, 1883

ホソメダカナガカメムシ科 Family Ninidae

1ホソメダカナガカメムシNinomimus flavipes (Matsumura, 1913)

メダカナガカメムシ科 Family Malcidae

メダカナガカメムシ亜科 Subfamily Chauliopinae

1メダカナガカメムシChauliops fallax Scott, 1874

オオメダカナガカメムシ亜科 Subfamily Malcinae

2オオメダカナガカメムシMalcus japonicus Ishihara et Hasegawa, 1941

イトカメムシ科 Family Berytidae

イトカメムシ亜科 Subfamily Metacanthinae

イトカメムシ族 Tribe Metachanthini

1ヒメイトカメムシMetacanthus pulchellus Dallas, 1852

2イトカメムシ Yemma exilis Horvath, 1905

オオイトカメムシ族 Tribe Metatropini

3オオイトカメムシMetatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835)
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*イチゴナガカメムシ Exptochiomera japonica Distant ※日本昆虫目録に記載されていない．科不明．

オオホシカメムシ科 Family Largidae

オオホシカメムシ亜科 Subfamily Physopeltinae

オオホシカメムシ族 Tribe Physopeltini

1オオホシカメムシ Physopelta gutta (Burmeister, 1834)

2ヒメホシカメムシ Physopelta parviceps Blote, 1931

 

ホシカメムシ科 Family Pyrrhocoridae

1フタモンホシカメムシ Pyrrhocoris sibiricus Kuschakewitsch, 1866

2クロホシカメムシ Pyrrhocoris sinuaticollis Reuter, 1885

ホソヘリカメムシ科 Family Alydidae

クモヘリカメムシ亜科 Subfamily Leptocorisinae

1クモヘリカメムシ Leptocorisa chinensis Dallas, 1852

ヒメクモヘリカメムシ亜科 Subfamily Micrelytrinae

2ヒメクモヘリカメムシ Paraplesius unicolor Scott, 1874

3ニセヒメクモヘリカメムシ Paraplesius vulgaris (Hsiao, 1964)

ホソヘリカメムシ亜科 Subfamily Alydinae

4ホソヘリカメムシ Riptortus (Riptortus) pedestris (Fabricius, 1775)

ヒメヘリカメムシ科 Family Rhopalidae

ヒメヘリカメムシ亜科 Subfamily Rhopalinae

ヒメヘリカメムシ族 Tribe Rhopalini

1スカシヒメヘリカメムシ (スカシヘリカメムシ ) Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794)

2アカヒメヘリカメムシ Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus (Fieber, 1837)

3ケブカヒメヘリカメムシ Rhopalus (Aeschyntelus) sapporensis (Matsumura, 1905)

4ブチヒメヘリカメムシ Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778)

ヘリカメムシ科 Family Coreidae　

トゲヘリカメムシ亜科 Subfamily Pseudophloeinae

トゲヘリカメムシ族 Tribe Pseudophloeini

1ヒメトゲヘリカメムシ (ヒメヘリカメムシ ) Coriomeris scabricornis (Panzer, 1805)

ヘリカメムシ亜科 Subfamily Coreinae　

ホオズキカメムシ族 Tribe Acanthocorini

2ホオズキカメムシ Acanthocoris sordidus (Thunberg, 1783)

アシビロヘリカメムシ族 Tribe Anisoscelini

3アシビロヘリカメムシ Leptoglossus gonagra (Fabriciu, 1775)

ツマキヘリカメムシ族 Tribe Colpurini

4オオツマキヘリカメムシHygia (Colpura) lativentris (Motschulsky, 1866)

5ツマキヘリカメムシHygia (Hygia) opaca (Uhler, 1860)

アカスジヘリカメムシ族 Tribe Dasynini

6ミナミトゲヘリカメムシ Paradasynus spinosus Hsiao, 1963
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ハリカメムシ族 Tribe Gonocerini

7ホソハリカメムシCletus punctiger (Dallas, 1852)

8ハリカメムシCletus schmidti Kiritshenko, 1916 

9ヒメハリカメムシCletus trigonus (Thunberg, 1783)

10キバラヘリカメムシ Plinachtus bicoloripes Scott, 1874

ハラビロヘリカメムシ族 Tribe Homoeocerini

11オオクモヘリカメムシHomoeocerus (Anacanthocoris) striicornis Scott, 1874

12ハラビロヘリカメムシHomoeocerus (Tliponius) dilatatus Horvath, 1879

13アズキヘリカメムシHomoeocerus (Tliponius) marginiventris Dohrn, 1860

14ホシハラビロヘリカメムシHomoeocerus (Tliponius) unipunctatus (Thunberg, 1783)

オオヘリカメムシ族 Tribe Mictini

15オオヘリカメムシMolipteryx fuliginosa (Uhler, 1860)

クヌギカメムシ科 Family Urostylididae

クヌギカメムシ亜科 Subfamily Urostylidinae

クヌギカメムシ族 Tribe Urostylydini

1ナシカメムシUrochela luteovaria Distant, 1881

2ヘラクヌギカメムシUrostylis annulicornis Scott, 1874

3サジクヌギカメムシUrostylis striicornis Scott, 1874

4クヌギカメムシUrostylis westwoodii Scott, 1874

マルカメムシ科 Family Plataspidae

マルカメムシ亜科 Subfamily Coptosomatinae

1ヒメマルカメムシCoptosoma biguttulum Motschulsky, 1860

2キボシマルカメムシCoptosoma japonicum Matsumura, 1913

3ダテマルカメムシCoptosoma parvipictum Montandon, 1892

4クズマルカメムシCoptosoma semiflavum Jakovlev, 1890

5マルカメムシMegacopta punctatissima (Montandon, 1896)

ツチカメムシ科 Family Cydnidae

ツチカメムシ亜科 Subfamily Cydninae

ツヤツチカメムシ族 Tribe Cydnini

1チビツヤツチカメムシ (チビツチカメムシ ) Chilocoris confusus Horvath, 1919

2オオツヤツチカメムシChilocoris monticola Imura, 2011

3ヒメツヤツチカメムシChilocoris nigricans Josifov et Kerzhner, 1978

ツチカメムシ族 Tribe Geotomini

4ヨコズナツチカメムシ Adrisa magna (Uhler, 1860)

5ハマベツチカメムシ Byrsinus varians (Fabricius, 1803)

6ヒメツチカメムシ Fromundus pygmaeus (Dallas, 1851)

7コツチカメムシMacroscytus fraterculus Horvath, 1919

8ツチカメムシMacroscytus japonensis Scott, 1874
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9マルツチカメムシMicroporus nigrita (Fabricius, 1794)

ホシツチカメムシ亜科 Subfamily Sehirinae

ホシツチカメムシ族 Tribe Sehirini

10フタボシツチカメムシ Adomerus rotundus (Hsiao, 1977)

11ミツボシツチカメムシ Adomerus triguttulus (Motschulsky, 1866)

12シロヘリツチカメムシCanthophorus niveimarginatus Scott, 1874

ベニツチカメムシ亜科 Subfamily Parastrachiinae

13ベニツチカメムシ Parastrachia japonensis (Scott, 1880)

キンカメムシ科 Family Scutelleridae

キンカメムシ亜科 Subfamily Scutellerinae

キンカメムシ族 Tribe Scutellerini

1アカギカメムシCantao ocellatus (Thunberg, 1784)

2オオキンカメムシ Eucorysses grandis (Thunberg, 1783)

3アカスジキンカメムシ Poecilocoris lewisi (Distant, 1883)

チャイロカメムシ亜科 Subfamily Eurygastrinae

チャイロカメムシ族 Tribe Eurygastrini

4チャイロカメムシ Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)

ノコギリカメムシ科 Family Dinidoridae

ノコギリカメムシ亜科 Subfamily Megymeninae

ノコギリカメムシ族 Tribe Megymenini

1ノコギリカメムシMegymenum gracilicorne Dallas, 1851

カメムシ科 Family Pentatomidae

クチブトカメムシ亜科 Subfamily Asopinae

1シロヘリクチブトカメムシ Andrallus spinidens (Fabricius, 1787)

2チャイロクチブトカメムシ Arma custos (Fabricius, 1794)

3アオクチブトカメムシDinorhynchus dybowskyi Jakovlev, 1876

4シモフリクチブトカメムシ Eocanthecona japonicola (Esaki et Ishihara, 1950)

5キュウシュウクチブトカメムシ Eocanthecona kyushuensis (Esaki et Ishihara, 1950)

6オオクチブトカメムシ Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)

7クチブトカメムシ Picromerus lewisi Scott, 1874

8アカアシクチブトカメムシ Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781)

9ルリクチブトカメムシ Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758)

カメムシ亜科 Subfamily Pentatominae

ウズラカメムシ族 Tribe Aeliini

10ウズラカメムシ Aelia fieberi Scott, 1874

チャバネアオカメムシ族 Tribe Antestiini

11ヒメチャバネアオカメムシ Plautia splendens Distant, 1900

12チャバネアオカメムシ Plautia stali Scott, 1874
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クサギカメムシ族 Tribe Cappaeini

13クサギカメムシHalyomorpha halys (Stal, 1855)

14ヨツボシカメムシHomalogonia obtusa (Walker, 1868)

ムラサキカメムシ族 Tribe Carpocorini

15ムラサキカメムシCarpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)

16イシハラカメムシChalazonotum ishiharai (Linnavuori, 1961)

17ブチヒゲカメムシDolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)

18エゾアオカメムシ Palomena angulosa (Motschulsky, 1861)

19ヒメカメムシ Rubiconia intermedia (Wolff, 1811)

シラホシカメムシ族 Tribe Eysarcorini

20トゲカメムシCarbula abbreviata (Motsculusky, 1866)

21トゲシラホシカメムシ Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763)

22ムラサキシラホシカメムシ (ツヤマルシラホシカメムシ ) Eysarcoris annamita Breddin, 1909

23マルシラホシカメムシ Eysarcoris guttigerus (Thunberg, 1783)

24オオトゲシラホシカメムシ Eysarcoris lewisi (Distant, 1883)

25シラホシカメムシ Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837)

26ミヤマカメムシHermolaus amurensis Horvath, 1903

27タマカメムシ Sepontiella aenea (Distant, 1883)

キマダラカメムシ族 Tribe Halyini

28キマダラカメムシ Erthesina fullo (Thunberg, 1783)

ウシカメムシ族 Tribe Hoplistoderini

29ウシカメムシ Alcimocoris japonensis (Scott, 1880)

ツマジロカメムシ族 Tribe Menidini

30スコットカメムシMenida disjecta (Uhler, 1860)

31ナカボシカメムシMenida musiva (Jakovlev, 1876)

32ツマジロカメムシMenida violacea Motschulsky, 1861

フタテンカメムシ族 Tribe Myrocheini

33フタテンカメムシ Laprius gastricus (Thunberg, 1822)

アシアカカメムシ族 Tribe Pentatomini

34ツヤアオカメムシGlaucias subpunctatus (Walker, 1867)

35トホシカメムシ Lelia decempunctata (Motschulsky, 1860)

36アオクサカメムシNezara antennata Scott, 1874

37ミナミアオカメムシNezara viridula (Linnaeus, 1758)

38ツノアオカメムシ Pentatoma japonica (Distant, 1882)

39アシアカカメムシ Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)

イチモンジカメムシ族 Tribe Piezodorini

40イチモンジカメムシ Piezodorus hybneri (Gmelin, 1790)

イネカメムシ族 Tribe Sephelini

41シロヘリカメムシ Aenaria lewisi (Scott, 1874)

42ヒラタトガリカメムシ Brachymna tenuis Stal, 1861

43イネカメムシNiphe elongata (Dallas, 1851)
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ナガメ族 Tribe Strachiini

44ヒメナガメ Eurydema dominulus (Scopoli, 1763)

45ナガメ Eurydema rugosa Motschulsky, 1861

エビイロカメムシ亜科 Subfamily Phyllocephalinae

エビイロカメムシ族 Tribe Phyllocephalini

46エビイロカメムシGonopsis affinis (Uhler, 1860)

クロカメムシ亜科 Subfamily Podopinae

ハナダカカメムシ族 Tribe Tarisini

47ハナダカメムシDybowskyia reticulata (Dallas, 1851)

アカスジカメムシ族 Tribe Graphosomatini

48アカスジカメムシGraphosoma rubrolineatum (Westwood, 1837)

クロカメムシ族 Tribe Podopini

49オオクロカメムシ Scotinophara horvathi Distant, 1883

50イネクロカメムシ (クロカメムシ ) Scotinophara lurida (Burmeister, 1834)

51ヒメクロカメムシ Scotinophara scottii Horvath, 1879

ツノカメムシ科 Family Acanthosomatidae

ツノカメムシ亜科 Subfamily Acanthosomatinae

1フトハサミツノカメムシ Acanthosoma crassicaudum Jakovlev, 1880

2セアカツノカメムシ Acanthosoma denticaudum Jakovlev, 1880

3エゾツノカメムシ Acanthosoma expansum Horvath, 1905

4ヒメハサミツノカメムシ Acanthosoma forficula Jakovlev, 1880

5オオツノカメムシ Acanthosoma firmatum (Walker, 1868)

6ツノアカツノカメムシ Acanthosoma haemorrhoidale angulatum Jakovlev, 1880

7ハサミツノカメムシ Acanthosoma labiduroides Jakovlev, 1880

8ベニモンツノカメムシ Elasmostethus humeralis Jakovlev, 1883

9アオモンツノカメムシ Elasmostethus nubilus (Dallas, 1851)

10アカヒメツノカメムシ Elasmucha dorsalis (Jakovlev, 1876)

11ヒメツノカメムシ Elasmucha putoni Scott, 1874

12セグロヒメツノカメムシ Elasmucha signoreti Scott, 1874

13エサキモンキツノカメムシ Sastragala esakii Hasegawa, 1959

14モンキツノカメムシ Sastragala scutellata (Scott, 1874)
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凡例：
採集地 個体数 採集日 採集者 備考 出典・収蔵

半翅目(カメムシ目)　Order HEMIPTERA
腹吻亜目　Suborder STERNORRHYNCHA
コナジラミ上科　Superfamily ALEYRODOIDEA
コナジラミ科  Family Aleyrodidae
コナジラミ亜科　Subfamily Aleyrodinae
ミカンコナジラミ族　Tribe Dialeurodini

1. ミカンコナジラミ  Dialeurodes citri  (Ashmeda,
平野部 三好・田中  (1988)

マーラットコナジラミ族　Tribe Aleurolobini
2. ヤマモモコナジラミ(ヤマモモノコジラミ) Parabemisia myricae  (Kuwana, 1927)
平野部 三好・田中  (1988)

トゲコナジラミ族　Tribe Aleurocanthini
3. ミカンノトゲコナジラミ  Aleurocanthus spiniferus  (Quaintance, 1903)
平野部 三好・田中  (1988)

アブラムシ上科　Superfamily APHIDOIDEA
アブラムシ科　Family Aphididae
ヒラタアブラムシ亜科　Subfamily Hormaphidinae
ツノアブラムシ族　Tribe Carataphidini

1. ササコナフキツノアブラムシ (タケノツノアブラムシ) Ceratovacuna japonica  (Takahashi, 1924)
データなし 三好・田中  (1988)

ムネアブラムシ族　Tribe Nipponaphidini
2. イスノタマフシアブラムシ (イスノコヒメムネアブラムシ ) Monzenia globuli  (Monzen, 1934)
データなし 三好・田中  (1988)

3. ヤノイスアブラムシ(イスノコムネアブラムシ) Neothoracaphis yanonis  (Matsumura, 1917)
データなし 三好・田中  (1988)

4. イスノオオムネアブラムシ  Nipponaphis distychii  Pergande, 1909
データなし 三好・田中  (1988)

ワタアブラムシ亜科　Subfamily Eriosomatinae
タマワタムシ族　Tribe Pemphigini

5. リンゴハマキワタムシ(サンザシハマキワタムシ ) Prociphilus crataegicola  Shinji, 1922
光市虹ヶ浜 2001.05.02 三好和雄 三好  (2002)

6. ヒイラギオオワタムシ(ヒイラギハマキワタムシ ) Prociphilus osmanthae  Essig et Kuwana, 1918
光市虹ヶ浜 1998.05.02 三好和雄 三好  (2002)

ワタムシ族　Tribe Eriosomatini
7. スゲワタムシ(カンスゲノアブラムシ  Colopha kansugei (Uye, 1924)
データなし 三好・田中  (1988)

8. ケヤキフシアブラムシ  Paracolopha morrisoni  (Baker, 1919)
データなし 三好・田中  (1988)

9. ニレヨスジワタムシ(ナカボノクロアブラムシ) Tetraneura nigriabdominalis  (Sasaki, 1899)
山口市 三好・田中  (1988)

マダラアブラムシ亜科　Subfamily Drepanosiphinae
マダラアブラムシ族　Tribe Phyllaphidini

10. エノキワタアブラムシ  Shivaphis celti  Das, 1918
光市茶臼山 1997.02.30 三好和雄 三好  (2002)

11. ササヒゲマダラアブラムシ  Takecallis sasae  (Matsumura, 1917)
データなし 三好・田中  (1988)

12. アルファルファアブラムシ  Therioaphis trifolii  (Monell, 1882)
瀬戸内海沿岸 三好・田中  (1988)

アブラムシ亜科　Subfamily Aphidinae
アブラムシ族　Tribe Aphidini

13. マメアブラムシ  Aphis (Aphis ) craccivora  Koch, 1854
データなし 三好・田中  (1988)

14. ワタアブラムシ  Aphis (Aphus ) gossypii  Glover, 1877
データなし 三好・田中  (1988)

＊  リンゴアブラムシ  Aphis pomi  de Geer
日本昆虫目録(4)では学名・和名は確認できない 三好・田中  (1988)

15.ユキヤナギノアブラムシ  Aphis (Aphus ) spiraecola  Patch, 1914
データなし

16. コミカンアブラムシ  Aphus (Toxoptera ) aurantii aurantii  Boyer de Fonscolombe, 1841
データなし 三好・田中  (1988)

17. ミカンクロアブラムシ  Aphus (Toxoptera ) citricida (Kirkaldy, 1907)
データなし 三好・田中  (1988)

18. タケノアブラムシ  Melanaphis bambusae  (Fullaway, 1910)
データなし 三好・田中  (1988)

19. ヒエノアブラムシ  Melanaphis sorghi (Theobald, 1904)
データなし 三好・田中  (1988)

20. トウモロコシアブラムシ  Rhopalosiphum maidis  (Fitch, 1856)
データなし 三好・田中  (1988)

21. ムギクビレアブラムシ  Rhopalosiphum padi  (Linneaus, 1758)
データなし 三好・田中  (1988)

22. オカボアカアブラムシ  Rhopalosiphum rufiabdominale  (Sasaki, 1899)
データなし 三好・田中  (1988)

ヒゲナガアブラムシ族　Tribe Macrosiphini
23. ムギワラギクオマルアブラムシ (スモモオマルアブラムシ) Brachycaudus (Brachycaudus ) helichrysi  (Kaltenbach, 1843)
山口市 三好・田中  (1988)

24. ダイコンアブラムシ  Brevicoryne brassica  (Linnaeus, 1758)
データなし 三好・田中  (1988)

田中伸一
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採集地 個体数 採集日 採集者 備考 出典・収蔵

25. ヤナギフタオアブラムシ  Cavariella (Cavariella ) salicicola (Matsumura, 1917)
データなし 三好・田中  (1988)

26. ニセダイコンアブラムシ  Lipaphis erysimi (Kaltenbach, 1843)
データなし 三好・田中  (1988)

27. コモチシダコブアブラムシ (イタチシタアブラムシ) Macromyzus woodwardiae  (Takahashi, 1921)
徳地町 三好・田中  (1988)

28. キクヒメヒゲナガアブラムシ  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella ) sanborni (Gillete, 1908)
データなし 三好・田中  (1988)

29. ボタンズルヒゲナガアブラムシ  Macrosiphum (Macrosiphum ) clematifoliae  Shinji, 1924
データなし 三好・田中  (1988)

30. ソラマメフクレアブラムシ (ソラマメヒゲナガアブラムシ ) Megoura crassicauda  Mordvilko, 1919
光市虹ヶ浜 2exs. 1995.06.01 三好和雄 福田・五味(2015)

31. モモアカアブラムシ  Myzus (Nectarosiphon ) persicae  (Sulzer, 1776)
データなし 三好・田中  (1988)

32. ヒキオコシコブアブラムシ (ヤマトコブアブラムシ) Myzus  (Myzus ) siegesbeckiae  Takahashi, 1965
データなし 三好・田中  (1988)

33. ニワトコヒゲナガアブラムシ  Pseudomegoura magnoliae  (Essig et Kuwana, 1918)
データなし 三好・田中  (1988)

34. ヘクソカズラヒゲナガアブラムシ  Pseudomegoura nipponica  (Essig et Kuwana, 1918)
データなし 三好・田中  (1988)

35. ムギヒゲナガアブラムシ  Sitobion akebiae  (Shinji, 1935)
データなし 三好・田中  (1988)

36. イバラヒゲナガアブラムシ  Sitobion ibarae  (Matsumura, 1917)
データなし 三好・田中  (1988)

37. ゴボウヒゲナガアブラムシ  Uroleucon (Uromelan)  gobonis  (Matsumura, 1917)
データなし 三好・田中  (1988)

オオアブラムシ亜科　Lachninae
38. クリオオアブラムシ  Lachnus tropicalis  (van der Goot, 1916)
山口市吉敷佐畑 1ex. 2005.05.03 角田正明 角田  (2015)

＊  チサノミドリアブラムシ  Amphorophora oleracea  van der Goot,
*日本昆虫目録(4)では学名・和名は確認できない 三好・田中  (1988)

腹吻亜目　Suborder STERNORRHYNCHA
カイガラムシ上科　Superfamily COCCOIDEA
カタカイガラムシ科　Family Coccidae

1. ツノロウムシ(ツノロウカイガラムシ) Ceroplastes ceriferus  (Fabricius, 1798)
光市光井 3exs. 1988.04.20 三好和雄 福田・五味(2015)

2. ルビーロウムシ(ルビーロウカイガラムシ ) Ceroplastes rubens  Maskell, 1893
光市浅江 1994.11.23 三好和雄 三好  (1997)

3. モミジワタカイガラムシ  Nippoonpulvinaria horii (Kuwana, 1902)
平野部 Lecanium 三好・田中  (1988)

4. ヒモワタカイガラムシTakahashia japonica  (Cockerell, 1896)
データなし 三好・田中  (1988)

マルカイガラムシ科　Family Diaspididae
1. カツラマルカイガラムシ  Comstockaspis macroporana  (Takagi, 1956)
萩市(児玉，1985) 三好・田中  (1988)

2. ナシマルカイガラムシ  Comstockaspis perniciosa (Comstock, 1881)
平野部 Aspidiotus 三好・田中  (1988)

3. ヤノネカイガラムシ  Unaspis yanonensis  (Kuwana, 1923)
光市室積 3exs. 1990.12.16 三好和雄 福田・五味(2015)

ワタフキカイガラムシ科   Monophlebidae
1. オオワラジカイガラムシ  Drosicha corpulenta  (Kuwana, 1902)
岩国市錦町深谷峡付近 2♀ 2016.06.25 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)
岩国市錦町深谷峡付近 3♂1♀ 2017.06.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)

2. イセリアカイガラムシ(ワタフキカイガラムシ) Icerya purchasi  Maskell, 1879
下関市一の宮本町 多数確認 2014.06.12 山本匡章 山本  (2016)
下関市一の宮本町 多数確認 2014.06.21 山本匡章 山本  (2016)
下関市一の宮本町 4exs.確認 2015.08.16 山本匡章 山本  (2016)
下関市一の宮本町 1ex. 2015.09.06 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ネコナカイガラムシ科　Family Rhizoecidae
1. ミカンネコナカイガラムシ  Ripersiella kondonis  (Kuwana, 1923)
平野部 三好・田中  (1988)

キジラミ上科　Sperfamily PSYLLOIDEA
キジラミ科　Family Psyllidae
ヤマトキジラミ亜科　Subfamily Acizziinae

1. ヤマトキジラミAcizzia jamatonica  (Kuwayama, 1908)
平野部及び山間部 Psylla 三好・田中  (1988)

キジラミ亜科　Subfamily Psyllinae
2. クワキジラミAnomoneura mori  Schwarz, 1896
宇部市二俣瀬 1ex. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

3. カエデキジラミ  Cacopsylla japonica  (Kuwayama, 1955)
岩国市錦町寂地山 1ex. 2016.07.10 伊ヶ崎伸彦 Psylla 伊ヶ崎  (2018a)
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3. カエデキジラミ  Cacopsylla japonica  (Kuwayama, 1955)の続き

下関市豊田町華山 1ex. 2016.08.20 伊ヶ崎伸彦 Psylla 伊ヶ崎  (2018a)
下関市豊田町華山 1ex. 2016.08.28 伊ヶ崎伸彦 Psylla 伊ヶ崎  (2018a)
下関市豊田町華山 5exs. 2017.08.11 伊ヶ崎伸彦 Psylla 伊ヶ崎  (2018a)

頚吻亜目　Suborder AUCHENORRHYNCHA
セミ型下目　Infraorder CICADOMORPHA
セミ科　Family Cicadidae
セミ亜科　Subfamily Cicadinae
ニイニイゼミ族　Tribe Platypleurini

1. ニイニイゼミPlatypleura kaempferi  (Fabricius, 1794)
岩国市柱島 確認 2009.08.22 下野誠之 下野  (2011)
岩国市錦町宇佐郷 羽化殻数頭確認 2016.07.02 伴　一利 伴  (2017)
柳井市余田中郷 1ex. 1997.08.15 角田正明 角田  (2015)
熊毛郡田布施町 1♂2♀ 1989.07.28 三好和雄 福田・五味(2015)
光市 1ex. 1972.08.08 不明 福田・五味(2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.07.24 三好和雄 福田・五味(2015)
周南市横浜町甲南緑地 多数確認 2017.07.10 後藤和夫 伴  (2018)
阿武郡福栄村紫福 1996.08.02 大木克行 大木  (1999b)
萩市土原 1996.08.28 大木克行 大木  (1999b)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.01 後藤和夫 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.04 後藤和夫 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.07 後藤和夫 山口むしの会  (2014)
美祢市秋芳町秋吉台 1ex確認 2017.07.12 後藤和夫 伴  (2018)
宇部市常磐公園 1998.07.20 大木克行 大木  (1999b)
宇部市常磐公園 2000.08.08 大木克行 大木  (2002b)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♀ 2003.07.22 田中　馨 田中  (2004)
下関市豊田町江良華山 1♂ 2011.07.24 伴　一利 伴  (2012)
下関市秋根上 1♀ 2015.07.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

クマゼミ族　Tribe Cryptotympanini
2. アカエゾゼミ  Auritibicen flammatus  (Distant, 1892)
調査中 三好・田中  (1988)

3. エゾゼミAuritibicen japonicus  (Kato, 1925)
周南市鹿野上長野山 5exs.羽化殻 2011.07.16 伴　一利 伴  (2012)
周南市鹿野上長野山 5exs.羽化殻 2011.07.18 伴　一利 伴  (2012)
周南市鹿野上長野山 3♂ 2011.08.15 伴　一利 伴  (2012)
周南市鹿野上長野山 1♂ .羽化殻1♀確認2016.07.15 伴　一利 Lyristes 伴  (2017)
周南市鹿野上長野山 ♂数頭確認 2017.07.15 伴　一利 Lyristes 伴  (2018)
佐波郡徳地町飯ヶ岳 1ex. 2003.08.05 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1997.08.27 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡阿東町十種ヶ峰中腹 1♂ 1998.07.26 田中　馨 田中  (2011)
山口市十種ヶ峰 1♀、羽化殻1♀ 2017.08.05 伴　一利 Lyristes 伴  (2018)

4. キュウシュウエゾゼミAuritibicen kyushyuensis (Kato, 1926)
玖珂郡錦町寂地山 1♂ 1999.07.17 田中　馨 田中  (2011)

5. クマゼミCryptotympana facialis  (Walker, 1858)
岩国市柱島 確認 2009.08.22 下野誠之 下野  (2011)
岩国市柱島 確認 2010.08.07-08 下野誠之 下野  (2011)
玖珂郡美和町 2♂1♀ 1975.08.xx 三好和雄 福田・五味(2015)
大島郡沖家室島 1996.08.20 大木克行 大木  (1999b)
大島郡吉浦 1996.08.20 大木克行 大木  (1999b)
大島郡周防大島町東屋代 1♂ 2011.07.26 伴　一利 伴  (2012)
大島郡周防大島町椋野 2♂1♀ 2011.07.30 伴　一利 伴  (2012)
柳井市柳井宮本西 1ex. 1997.08.15 角田正明 角田  (2015)
光市 1ex. 1972.08.02 不明 福田・五味(2015)
光市浅江 1♂ 1981.08.05 三好和雄 福田・五味(2015)
光市浅江 1♂ 1982.08.01 三好和雄 福田・五味(2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.08.27 三好和雄 福田・五味(2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.08.30 三好和雄 福田・五味(2015)
周南市河東町 1♀確認 2017.07.10 後藤和夫 伴  (2018)
萩市相島 1♂確認 2017.08.27 後藤和夫 伴  (2018)
萩市羽島 1998.08.19 大木克行 大木  (1999b)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.24 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.27 後藤和夫 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.31 後藤和夫 山口むしの会  (2014)
宇部市句寄 1996.08.07 大木克行 大木  (1999b)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♂ 2003.07.28 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♂ 2003.07.31 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♂1♀ 2003.08.04 田中　馨 田中  (2004)
長門市床 1996.08.04 大木克行 大木  (1999b)
下関市清末 1998.09.07 大木克行 大木  (1999b)
下関市清末 2000.07.25 大木克行 大木  (2002b)
下関市古屋町 1♀ 2015.08.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

アブラゼミ族　Tribe Polyneurini
6. アブラゼミGraptopsaltria nigrofuscata  (Motschulsky, 1866)
岩国市柱島 確認 2010.08.07-08 下野誠之 下野  (2011)
大島郡周防大島町東屋代 1♂ 2011.07.26 伴　一利 伴  (2012)
柳井市柳井宮本西 1ex. 1997.08.15 角田正明 角田  (2015)
光市 1ex. 1972.07.29 不明 福田・五味(2015)
光市光井 2♂1♀ 1988.08.13 三好和雄 福田・五味(2015)
光市光井 1♂1♀ 1988.08.19 三好和雄 福田・五味(2015)
光市光井 2♂ 1988.08.21 三好和雄 福田・五味(2015)
光市浅江 1♂ 1988.08.01 三好和雄 福田・五味(2015)
光市浅江 1♂1♀ 1988.08.26 三好和雄 福田・五味(2015)
光市虹ヶ浜 2exs. 1995.07.24 三好和雄 福田・五味(2015)
周南市横浜町甲南緑地 羽化殻多数確認 2017.07.10 後藤和夫 伴  (2018)
阿武郡福栄村 1996.08.04 大木克行 大木  (1999b)
萩市相島 1ex.確認 2017.08.27 後藤和夫 伴  (2018)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.07.24 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.07.27 後藤和夫 山口むしの会  (2014)
宇部市常磐公園 1998.07.20 大木克行 大木  (1999b)

田中伸一
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6. アブラゼミGraptopsaltria nigrofuscata  (Motschulsky, 1866)の続き

宇部市常磐公園 2000.08.08 大木克行 大木  (2002b)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♂ 2003.06.28 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♀ 2003.09.12 田中　馨 田中  (2004)
山陽小野田市本山 1ex.確認 2013.08.16 後藤和夫 後藤  (2014b)
長門市床 1996.08.04 大木克行 大木  (1999b)
下関市深坂 1♂ 2015.08.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ヒグラシ族　Tribe Cicadini
7. ヒメハルゼミ  Euterpnosia chibensis chibensis Mastumura, 1917
岩国市横山 鳴声 2011.07.02 下野誠之 後藤  (2012)
岩国市横山 鳴声 2011.07.09 下野誠之 後藤  (2012)
岩国市横山 鳴声 2011.07.23 下野誠之 後藤  (2012)
岩国市横山 2♂羽化殻 2011.09.10 下野誠之 後藤  (2012)
大島郡大島町東屋代 5♂1♀ 1998.07.20 伴　一利 伴  (2000)
大島郡大島町東屋代 3♂ 1999.07.11 伴　一利 伴  (2000)
山口市亀山公園 1ex. 1996.07.20 角田正明 角田  (2015)
山口市滝町山口県庁 1ex. 1996.07.10 角田正明 角田  (2015)
阿武郡須佐町須佐大橋 1♀ 2000.07.22 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡旭村小木原 確認 2004.07.19 小坂一章他 小坂  (2005a)
阿武郡川上村野戸呂 確認 2004.07.19 小坂一章他 小坂  (2005a)
美祢市西厚保町原 目撃 2000.07.16 小坂一章 小坂  (2005a)
美祢市西厚保町原 目撃 2000.07.19 小坂一章 小坂  (2005a)
美祢市西厚保町原 目撃 2000.07.20 小坂一章 小坂  (2005a)
宇部市厚東区霜降岳(持世寺) 2♂ 2001.08.04 原　隆 椋木  (2002)
長門市青海島大日比 1996.08.04 大木克行 大木  (1999b)
下関市豊田町江良華山 4♂1♀ 2011.07.24 伴　一利 伴  (2012)
下関市豊田町華山 多数 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市菊川町東中山 鳴声確認 2005.07.06 小坂一章 小坂  (2006a)

8. ツクツクボウシ  Meimuna opalifera  (Walker, 1850)
岩国市柱島 確認 2010.08.07-08 下野誠之 下野  (2011)
大島郡周防大島町東屋代 2♂ 2011.07.26 伴　一利 伴  (2012)
柳井市柳井宮本西 1ex. 1997.08.15 角田正明 角田  (2015)
熊毛郡平生町沼 数頭確認 2016.09.03 伴　一利 伴  (2017)
熊毛郡平生町(大星山) 1♂2♀ 1989.08.28 三好和雄 福田・五味(2015)
光市 1ex. 1972.09.17 不明 福田・五味(2015)
光市浅江 1♂ 1988.08.22 三好和雄 福田・五味(2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.08.30 三好和雄 福田・五味(2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.09.05 三好和雄 福田・五味(2015)
周南市横浜町甲南緑地 数頭確認 2017.07.10 後藤和夫 伴  (2018)
佐波郡徳地町密成 1998.08.15 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1997.08.27 大木克行 大木  (1999b)
山口市亀山公園 1997.09.14 大木克行 大木  (1999b)
山口市平井 1997.10.11 大木克行 大木  (1999b)
萩市佐々並小木原 2♂ 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
萩市土原 1996.09.03 大木克行 大木  (1999b)
萩市相島 1♂確認 2017.08.27 後藤和夫 伴  (2018)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.24 後藤和夫 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.27 後藤和夫 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.08.03 後藤和夫 山口むしの会  (2014)
宇部市東岐波栗ヶ坪 1♀確認 2011.11.03 菅　哲郎 池田  (2012)
宇部市常盤公園 1996.08.31 大木克行 大木  (1999b)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♂ 2003.08.27 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♀ 2003.09.11 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♂ 2003.09.25 田中　馨 田中  (2004)
山陽小野田市高畑(江汐公園) 多数確認 2016.09.11 伴　一利 伴  (2017)
山陽小野田市西高泊縄地ヶ鼻公園 1♀確認 2011.11.03 菅　哲郎 池田  (2012)
下関市清末 1997.10.04 大木克行 大木  (1999b)
下関市清末東部中学校 2000.09.26 大木克行 大木  (2002b)
下関市形山みどり町 1ex. 2014.09.28 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

9. ヒグラシ  Tanna japonensis  (Distant, 1892)
岩国市柱島 確認 2010.08.07-08 下野誠之 下野  (2011)
玖珂郡錦町羅漢山 1ex. 1996.07.30 角田正明 角田  (2015)
岩国市錦町羅漢高原 ♂多数確認 ,羽化殻多数確認2016.07.02 伴　一利 伴  (2017)
岩国市錦町羅漢山 1♀確認 2017.06.17 後藤和夫 伴  (2018)
大島郡周防大島町東屋代 2♂ 2011.07.26 伴　一利 伴  (2012)
熊毛郡田布施町 1♂2♀ 1989.07.28 三好和雄 Platyleura 福田・五味(2015)
周南市鹿野長野山 1♀ 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
周南市鹿野上長野山 多数確認 2017.07.15 伴　一利 伴  (2018)
阿武郡阿武町田平 1998.06.27 大木克行 大木  (2002b)
阿武郡田万川町江崎 1996.08.03 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡須佐町高山 1995.08.26 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡福栄村紫福 1996.08.02 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡旭村小吹峠 1995.07.24 大木克行 大木  (1999b)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.01 後藤和夫 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.07 後藤和夫 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.09 後藤和夫 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町秋吉台 1♂ 2015.07.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市伊佐町南原桜山 2♂1♀ 2011.07.24 伴　一利 伴  (2012)
下関市豊田町華山 1♂ 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1♂ 2015.08.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

10. エゾハルゼミ  Terpnosia nigricosta (Motschulsky, 1866)
玖珂郡錦町寂地山 1♂ 1993.07.31 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1♀ 1995.08.03 K. Tanaka 大木  (1999b)
玖珂郡錦町寂地山 1996.05.03 H. Ikeda 大木  (1999b)
玖珂郡錦町寂地山 2♂ 1999.06.20 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1♀ 1999.07.20 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 2♂1♀ 2000.07.09 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1♀ 2000.08.06 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1♀ 2004.07.16 田中　馨 田中  (2011)
岩国市寂地山(林道終点，標高700m) 2♂ 2006.07.16 伴　一利 後藤  (2007)
都濃郡鹿野町長野山 1♀ 2002.07.06 村田敏満 大木  (2003c)
周南市鹿野上長野山 1♂ 2011.07.09 伴　一利 伴  (2012)
周南市鹿野上長野山 多数鳴き声 2011.07.16 伴　一利 伴  (2012)



84

凡例：
採集地 個体数 採集日 採集者 備考 出典・収蔵

10. エゾハルゼミ  Terpnosia nigricosta (Motschulsky, 1866)の続き

周南市鹿野上長野山 1♂ 2011.07.18 伴　一利 伴  (2012)
周南市鹿野上長野山 1♂確認 2017.06.17 伴　一利 伴  (2018)
周南市鹿野上長野山 ♂数頭確認 2017.07.15 伴　一利 伴  (2018)

11. ハルゼミ  Terpnosia vacua  (Olivier, 1790)
岩国市錦町羅漢高原 羽化殻1♀確認 2016.07.02 伴　一利 伴  (2017)
熊毛郡平生町沼 1♂鳴き声確認 2011.05.21 伴　一利 伴  (2012)
熊毛郡上関町室津皇座山 3♂ ,3exs羽化殻 2011.05.22 伴　一利 伴  (2012)
光市 1ex. 1974.06.16 不明 福田・五味(2015)
周南市八代新畑 1♂ 2016.05.14 伴　一利 伴  (2017)
萩市下小木原 ♂数頭確認 2017.05.28 伴　一利 伴  (2018)
萩市椿東田床山 ♂十数頭鳴き声 2011.05.18 後藤和夫 後藤  (2012)
萩市椿東田床山 ♂十数頭鳴き声 2011.05.25 後藤和夫 後藤  (2012)
萩市椿東田床山 ♂十数頭鳴き声 2011.06.13 後藤和夫 後藤  (2012)
宇部市丸山ダム 1997.05.20 大木克行 大木  (1999b)
宇部市宇部ゴルフ場西池コース入り口 1998.05.05 大木克行 大木  (1999b)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♂確認 2003.06.10 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♀ 2010.05.30 田中　馨 田中  (2011)

ミンミンゼミ族　Tribe Oncotympanini
12. ミンミンゼミ  Hyalessa maculaticollis  (Motschulsky, 1866)
岩国市柱島 確認 2009.08.22 下野誠之 下野  (2011)
岩国市柱島 確認 2010.08.07-08 下野誠之 下野  (2011)
岩国市錦町寂地山 1♀ 2011.08.20 伴　一利 伴  (2012)
大島郡周防大島町東屋代 1♂ 2011.07.30 伴　一利 伴  (2012)
柳井市琴石山 1ex. 2002.08.14 角田正明 角田  (2015)
都濃郡鹿野町 1ex. 1967.07.23 不明 福田・五味(2015)
佐波郡徳地町密成 1998.08.15 大木克行 大木  (1999b)
山口市吉敷佐畑 1ex. 1998.08.22 角田正明 角田  (2015)
阿武郡須佐町弥富 2001.09.20 大木克行 大木  (2002b)
阿武郡福栄村紫福 1995.10.03 T. Anno 大木  (1999b)
萩市相島 1♀確認 2017.08.27 後藤和夫 伴  (2018)
厚狭郡山陽町埴生 1ex. 2003.09.01 角田正明 角田  (2015)
下関市深坂 1♂ 2015.08.30 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

チッチゼミ亜科　Subfamily Cicadettinae
チッチゼミ族　Tribe Cicadettini

13. チッチゼミ  Kosemia radiator  (Uhler, 1896)
岩国市火打岩 4♂ 2002.08.18 伴　一利 伴  (2011)
岩国市玖珂町玖珂 1ex. 2010.09.02 佐久間英明 角田  (2015)
大島郡周防大島町小松 1♀ 1998.08.15 伴　一利 伴  (2011)
柳井市柳井三ヶ岳 1♂1♀ 1998.08.04 伴　一利 伴  (2011)
柳井市柳井三ヶ岳 3♂ 2002.08.17 伴　一利 伴  (2011)
熊毛郡平生町沼 1♂ 2001.08.22 伴　一利 伴  (2011)
熊毛郡平生町沼 1♀羽化殻 2002.08.12 伴　一利 伴  (2011)
熊毛郡平生町沼 1♂羽化殻 2002.08.13 伴　一利 伴  (2011)
熊毛郡平生町沼 1♂羽化殻 2002.08.16 伴　一利 伴  (2011)
熊毛郡平生町沼 1♀羽化殻 2002.08.18 伴　一利 伴  (2011)
熊毛郡平生町沼 1♂ 2002.08.31 伴　一利 伴  (2011)
周南市八代新畑 ♂数頭確認 2016.09.15 伴　一利 伴  (2017)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 1988.08.xx 田中　馨 田中  (2011)
周南市鹿野上長野山 1♂鳴き声確認 2011.08.15 伴　一利 伴  (2012)
佐波郡徳地町梶畑 1998.08.16 大木克行 大木  (1999b)
佐波郡徳地町船路 確認 大木克行 Melampsalta 大木  (1996a)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1997.08.27 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1997.08.28 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1998.08.27 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 2001.08.28 大木克行 大木  (2002b)
阿武郡須佐町須佐 確認 大木克行 Melampsalta 大木  (1996a)
阿武郡福栄村紫福 2♂2♀ 1995.09.18 大木克行 Melampsalta 大木  (1997a)
阿武郡福栄村紫福 2♂ 1995.09.24 大木克行 Melampsalta 大木  (1998a)
阿武郡むつみ村吉部 1♀ 1995.09.16 大木克行 Melampsalta 大木  (1999a)
山口市秋穂西(千防川砂防ダム公園) ♂数頭確認 2017.09.10 伴　一利 伴  (2018)
山陽小野田市高畑(江汐公園) ♂数頭確認 2016.09.11 伴　一利 伴  (2017)
豊浦郡豊田町華山 1♀ 1968.08.25 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊田町華山 1998.08.11 大木克行 大木  (1999b)

コガシラアワフキ科　Family Cercopidae
1. コガシラアワフキ  Eoscarta assimilis  (Uhler, 1896)
周南市鹿野長野山 多数 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
萩市佐々並小木原 2exs. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 Eoscartopis 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.06.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.07.07 田中　馨 Eoscartopis 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2011.06.24 田中　馨 Eoscartopis 伊ヶ崎  (2017c)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 4exs. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

アワフキムシ科　Family Aphrophoridae
1. トドマツホソアワフキ  Aphilaenus abieti  (Matsumura, 1904)
山口市徳地飯ヶ岳周辺 1ex. 2016.05.15 伊ヶ崎伸彦 Philaenus 伊ヶ崎  (2018a)

2. クロスジホソアワフキ  Aphilaenus nigripectus  (Matsumura, 1903)
岩国市錦町深谷峡付近 5exs. 2017.06.04 伊ヶ崎伸彦 Philaenus 伊ヶ崎  (2018a)

3. マツアワフキ  Aphrophora flavipes  Uhler, 1896
玖珂郡錦町河津峡 1ex. 2001.05.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
阿武郡旭村小木原 1ex. 2002.07.20 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
阿武郡福栄村紫福 2001.07.28 大木克行 大木  (2002b)
美祢市美東町秋吉台 2exs. 2015.07.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2007.07.12 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.07.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.07.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

田中伸一
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4. シロオビアワフキ  Aphrophora intermedia  Uhler, 1896
光市小水無瀬島 1ex. 1988.05.23 末岡恵治 福田・五味(2015)
周南市高瀬湖島地川ダム 1ex. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.07 大木克行 大木  (2003c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.07.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.06.27 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
豊浦郡豊北町角島大浜 1ex. 2003.10.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市小野下方川 1ex. 2014.07.27 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

5. イシダアワフキ  Aphrophora ishidae  Matsumura, 1903
佐波郡徳地町梶畑(滑山国有林) 1995.09.28 田中　馨 A.paguma 伊ヶ崎  (2016c)
山口市阿東長門峡遊歩道 1ex. 2014.09.14 田中　馨 A.paguma 伊ヶ崎  (2017c)
山口市阿東長門峡遊歩道 1ex. 2015.09.21 田中　馨 A.paguma 伊ヶ崎  (2018c)
山口市天花畑21世紀の森 1ex. 1985.12.10 田中　馨 A.paguma 伊ヶ崎  (2019c)
学名Aphrophora paguma はアマミシロセスジアワフキ，学名と和名が合わない．

6. モンキアワフキ  Aphrophora major  Uhler, 1896
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1995.05.18 田中　馨 Yezophora flavomaculata 伊ヶ崎  (2016c)
岩国市錦町河津峡 1ex. 2014.09.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
山口市阿東願成就温泉 2exs. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市阿東徳佐 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市宮野上荒谷ダム 2exs. 1999.10.01 田中　馨 Yezophora flavomaculata 伊ヶ崎  (2016c)
山口市上天花町一の坂ダム 1ex. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市香山町(瑠璃光寺) 1ex. 1994.08.06 田中　馨 Yezophora flavomaculata 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町華山 6exs. 2015.06.28 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.05.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.05.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

7. ハマベアワフキ  Aphrophora maritima  Matsumura, 1903
下松市切山 2000.08.16 大木克行 大木  (2002b)
萩市大島丸山 1ex. 2006.06.01 大島中学生 椋木  (2007)
萩市大島登 2exs. 2006.07.13 大島中学生 椋木  (2007)
宇部市上宇部黒岩(常盤池畔) 1ex. 2015.09.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.07.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2011.07.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.07.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.07.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町江良 1ex. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

8. ヒメシロオビアワフキ  Aphrophora obliqua  Uhler, 1896
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1995.08.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1999.07.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
周南市鹿野長野山 2exs. 2014.08.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市鹿野長野山 6exs. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 2005.08.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

9. マエキアワフキ  Aphrophora pectoralis  Mastumura, 1903
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2006.07.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

10. ヒメモンキアワフキ  Aphrophora rugosa Matsumura, 1903
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1999.07.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1999.07.18 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
光市駒ヶ原 1999.10.06 三好和雄 Tabiphora 三好  (2002)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 2005.08.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.07.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市厚東平栗 1ex. 2004.05.23 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町江良 3exs. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.08.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.10.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 5exs. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 4exs. 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

11. ホシアワフキ  Aphrophora stictica  Matsumura, 1903
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1995.08.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
山口市一の坂ダム 1ex. 1993.11.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
萩市佐々並小木原 多数 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.08.03 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
下関市豊田町江良 2exs. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

12. クロスジアワフキ  Aphrophora vittata  Matsumura, 1903
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1999.08.25 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
美和町 ブドウアワフキ  Dophora vitis 三好・田中  (1988)
周南市鹿野長野山 1ex. 2014.08.30 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1996.07.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

13. オオアワフキ  Aphropsis galloisi  (Matsumura, 1940)
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1995.08.26 田中　馨 A.major 伊ヶ崎  (2016c)
岩国市錦町寂地峡 1ex. 2012.08.25 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
玖珂郡錦町河津峡 1ex. 2004.07.17 田中　馨 A.major 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

14. マダラアワフキ  Awafukia nawae  (Matsumura, 1904)
玖珂郡錦町寂地山 2exs. 1993.07.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町羅漢山 1ex. 1993.08.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
萩市佐々並小木原 1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

15. マルアワフキ  Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758)
阿武郡阿武町福田上(長沢池畔) 1ex. 1999.08.01 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市岡の辻(常盤池東畔) 1ex. 1985.04.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
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16. オカダアワフキ  Lepyronia okadae (Matsumura, 1903)
下松市切山 2000.08.16 大木克行 大木  (2002b)
阿武郡川上村 1962.09.02 田中　馨 三好・田中  (1988)

17. コミヤマアワフキ  Peuceptyelus indentatus  (Uhler, 1896)
岩国市錦町河津峡 1ex. 2014.09.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

18. ミヤマアワフキ  Peuceptyelus nigroscutellatus Matsumura, 1904
玖珂郡錦町寂地山 1964.08.15 田中　馨 三好・田中  (1988)
周南市鹿野長野山 多数 2014.08.31 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

19. ホソアワフキ  Philaenus spumarius  (Linnaeus, 1758)
玖珂郡錦町寂地山 1979.08.10 田中　馨 三好・田中  (1988)

20. テングアワフキ  Philagra albinotata  Uhler, 1896
岩国市錦町寂地峡 1ex. 2013.06.30 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
岩国市錦町河津峡 3exs. 2015.07.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
玖珂郡錦町平瀬峡 1ex. 2004.06.13 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

21. クロフアワフキ  Sinophora submacula  Metcalf et Horton, 1934
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1999.07.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山 4exs. 1999.07.18 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山 2001.06.30 大木克行 大木  (2002b)
岩国市錦町河津峡 1ex. 2015.07.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
都濃郡鹿野町長野山 5♂5♀ 2002.07.06 大木克行 大木  (2003c)
周南市鹿野長野山 多数 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1997.06.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 2005.08.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

トゲアワフキ科　Family Machaerotidae
1. ムネアカアワフキ  Hindoloides bipunctata (Haupt, 1923)
玖珂郡錦町松の木峠 1♂ 1996.05.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
佐波郡徳地町 2001.04.27 大木克行 大木  (2002b)
山口市上天花町一の坂ダム 1♀ 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市開5丁目(常盤池周遊道路) 1♀ 2015.05.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町華山 1♀ 2015.05.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1♀ 2015.05.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市吉母海岸 1♀ 2015.04.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

2. タケウチトゲアワフキ  Machaerota takeuchii  Kato, 1931
阿武郡むつみ村吉部 1♂1♀ 1998.07.28 椋木博昭 大木  (2003h)

ツノゼミ科　Family Membracidae
1. ツノゼミ  Butragulus flavipes (Uhler, 1896)
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1995.05.18 田中　馨 Orthobelus 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2000.08.06 田中　馨 Orthobelus 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町羅漢山 1ex. 1989.08.30 田中　馨 Orthobelus 伊ヶ崎  (2016c)
都濃郡鹿野町長野山 1♂1♀ 2002.07.06 田中　馨 Orthobelus 大木  (2003c)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.06 大木克行 Orthobelus 大木  (2003c)
周南市鹿野長野山 1ex. 2014.08.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
佐波郡徳地町飯ヶ岳 1ex. 2005.06.25 田中　馨 Orthobelus 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.06.28 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

2. マルツノゼミ  Gargara genistae  (Fabricius, 1775)
玖珂郡錦町浦石峡～右谷山 1ex. 2005.06.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
岩国市錦町河津峡 1ex. 2015.07.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

3. オビマルツノゼミ  Gargara katoi  Metcalf et Wade, 1965
岩国市錦町深谷峡付近 1ex. 2017.07.15 伊ヶ崎伸彦 G.fasciata 伊ヶ崎  (2018a)
萩市長門峡付近 1ex. 2017.05.28 伊ヶ崎伸彦 G.fasciata 伊ヶ崎  (2018a)

4. トビイロツノゼミ  Machaerotypus sibiricus  (Lethierry, 1876)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1999.05.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町長野山・馬糞ヶ岳作業道 1ex. 2002.05.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
都濃郡鹿野町荕ヶ岳 1ex. 1969.05.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
山口市上天花町一の坂ダム 1ex. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡須佐町弥富 2001.05.15 大木克行 大木  (2002b)
阿武郡旭村小木原 1ex. 2009.05.13 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
萩市三見日尾山 1ex. 1994.05.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市楠町吉部犬迫(荒滝山麓) 1ex. 2006.06.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市楠町万倉今富ダム 1ex. 2005.05.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 1993.04.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町華山 2exs. 2015.04.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 2exs. 2015.05.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.05.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 7exs. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

5. モジツノゼミ  Tsunozemia paradoxa (Lethierry, 1876)
美祢郡美東町秋吉台 4exs. 1989.06.08 田中　馨 T.mojiensis 伊ヶ崎  (2016c)
下関市深坂 1ex. 2015.10.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ヨコバイ科　Family Cicadellidae
シダヨコバイ亜科　Subfamily Megophthalminae
Tribe Agalliini

1. シダヨコバイ  Japanagallia pteridis  (Matsumura, 1905)
玖珂郡錦町松の木峠 2♀ 1996.05.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山 1♂ 1998.05.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山(林道終点) 1♂ 2003.06.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町羅漢山 1♀ 2000.05.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
山口市阿東願成就温泉 1♀ 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市上天花町一の坂ダム 2♀ 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡福栄村紫福 2♀ 1995.04.30 大木克行 大木  (2002)
阿武郡阿武町白須 7♂2♀ 1998.04.04 大木克行 大木  (2002)
長門市日置千畳敷 1♀ 2011.05.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

田中伸一
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1. シダヨコバイ  Japanagallia pteridis  (Matsumura, 1905)の続き

下関市豊田町華山 2♂1♀ 2015.04.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1♀ 2015.05.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 2♀ 2015.05.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1♀ 2015.06.28 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
豊浦郡豊北町大浦岳 1♂ 1994.05.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市深坂 1ex. 2014.04.06 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

2. オヌキシダヨコバイ  Onukigallia onukii  (Matsumura, 1912)
玖珂郡錦町寂地山 2♂1♀ 1999.0.14 大木克行 大木  (2002)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1♀ 1997.10.21 大木克行 大木  (2002)
萩市虎ヶ崎 1♀ 1995.07.31 大木克行 大木  (2002)

ヒロズヨコバイ亜科　Subfamily Macropsinae
3. ゴマフハトムネヨコバイ  Macropsis irrorata  (Matsumura, 1912)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.10.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.07.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.09.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 4exs. 2015.07.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

4. クルミヒロズヨコバイ  Pediopsoides (Sispocnis ) kogotensis  (Matsumura, 1912)
山口市阿東願成就温泉 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 P.juglans 伊ヶ崎  (2016a)
山口市阿東徳佐 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 P.juglans 伊ヶ崎  (2016a)
*Pediopsoides juglans  はニトベヒロズヨコバイのシノニム

ズキンヨコバイ亜科　Subfamily Idiocerinae
5. モンキズキンヨコバイ(モンキヒロズヨコバイ) Balcanocerus mali (Matsumura, 1905)
山口市徳佐十種ヶ峰 2exs. 2017.08.28 伊ヶ崎伸彦 Oncopsis 伊ヶ崎  (2018a)
下関市豊田町華山 1ex. 2016.08.28 伊ヶ崎伸彦 Oncopsis 伊ヶ崎  (2018a)

6. クスドイゲズキンヨコバイ  Balcanocerus myroxyli  (Ishihara, 1955)
熊毛郡田布施町 1987.09.01 三好和雄 三好・田中  (1988)
日本昆虫目録(4)準新翅類の分布は愛媛・対馬．

7. カエデズキンヨコバイ(シロズキンヨコバイ) Idioceus ishiyamae  Matsumura, 1905
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1999.07.18 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
岩国市錦町河津峡 1ex. 2015.07.04 伊ヶ崎伸彦 Populicerus 伊ヶ崎  (2016a)

8. ヤノズキンヨコバイ  Idioceus yanonis  Matsumura, 1912
宇部市小松原町2丁目 6exs. 2004.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2006.06.30 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.06.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2013.07.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2014.10.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 4exs. 2015.06.12 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市清末 1♀ 1999.10.30 大木克行 大木  (2002)

9. ムナグロズキンヨコバイ  Metidiocerus rutilans  (Kirschbaum, 1868)
阿武郡阿武町福賀 1♂1♀ 1999.07.24 大木克行 大木(2002)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.06.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

10. ズキンヨコバイ  Podulmorinus vitticollis  (Matsumura, 1905)
佐波郡徳地町長者ヶ原 2exs. 2003.07.12 田中　馨 Idiocerus 伊ヶ崎  (2016c)
阿武郡阿武町福賀 1♂1♀ 1999.07.24 大木克行 大木  (2002)
宇部市上宇部風呂ヶ迫 1ex. 1986.07.30 田中　馨 Idiocerus 伊ヶ崎  (2016c)

オサヨコバイ亜科　Subfamily Tartessinae
11. オサヨコバイ  Tartessus ferrugineus  (Walker, 1851)
阿武郡川上村野戸呂(長門峡) 1ex. 1965.08.30 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
萩市川上長門峡(鈴ヶ茶屋林道) 1ex. 2015.09.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市深坂 1ex. 2015.10.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ミミズク亜科　Subfamily Ledrinae
12. ミミズク  Ledra auditura  Walker, 1858
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1995.07.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1994.07.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
熊毛郡田布施町 1ex. 1989.07.28 三好和雄 福田・五味(2015)
光市 1ex. 1980.08.22 末岡恵治 福田・五味(2015)
光市光井 1ex. 1988.10.03 三好和雄 福田・五味(2015)
光市光井 1ex. 1989.09.20 三好和雄 福田・五味(2015)
光市光井 1ex. 1989.09.26 三好和雄 福田・五味(2015)
光市光井 1ex. 1990.06.08 三好和雄 福田・五味(2015)
周南市鹿野長野山 1ex. 2014.08.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市鹿野長野山 3exs. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
周南市鹿野長野山 1ex. 2015.09.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町長者ヶ原 2exs. 2004.08.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
山口市宮野荒谷ダム 1ex. 1999.10.01 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
萩市佐々並小木原 多数 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 2exs. 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
宇部市上宇部風呂ヶ迫 1ex. 1994.07.02 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市上宇部黒岩 1ex. 1986.07.25 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.07.07 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.07.18 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.07.22 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.07.24 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市楠町吉部荒滝山 1ex. 2006.06.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

13. コミミズク  Ledropsis discolor  (Uhler, 1896)
光市光井 1ex. 1989.10.30 三好和雄 福田・五味(2015)
佐波郡徳地町梶畑(滑山国有林) 1ex. 2003.09.15 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市開5丁目(常盤池畔) 1ex. 2011.05.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市開5丁目(常盤池畔周遊道路) 1ex. 2015.05.02 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.07.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.04.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市楠町船木下田 1ex. 2007.05.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町華山 1ex. 1968.06.09 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊田町狗留孫山 1ex. 1994.08.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
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13. コミミズク  Ledropsis discolor  (Uhler, 1896)の続き

下関市清末 2000.08.30 大木克行 大木  (2002b)
下関市小野下方川 1ex. 2014.07.27 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.05.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 3exs. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

14. ホシコミミズク  Ledropsis wakabae Kato, 1931
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2007.05.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.04.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
長門市日置千畳敷 1ex. 2011.05.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町華山 1ex. 2005.05.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊田町狗留孫山 1ex. 1994.08.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

オオヨコバイ亜科　Subfamily Cicadellinae
オオヨコバイ族　Tribe Cicadellini

15. ツマグロオオヨコバイ  Bothrogonia ferruginea  (Fabricius, 1787)
光市 1ex. 1971.04.25 不明 福田・五味(2015)
光市牛島 1ex. 1973.03.23 不明 福田・五味(2015)
山口市阿東長門峡遊歩道 2exs. 2015.09.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
山口市上天花町一の坂ダム 1ex. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市吉敷佐畑 1ex. 2003.04.20 角田正明 角田  (2015)
山口市吉敷佐畑 1ex. 2007.05.03 角田正明 角田  (2015)
萩市佐々並小木原 1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
萩市大島登 1ex. 2006.11.15 大島中学生 椋木  (2007)
長門市日置千畳敷 1ex. 2011.05.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市清末 2000.09.07 大木克行 大木  (2002b)
下関市奥山 1ex. 2014.05.06 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市奥山 1ex. 2015.06.14 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2015.05.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 3exs. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 多数 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 多数 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

16. オオヨコバイ  Cicadella viridis  (Linnaeus, 1758)
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1999.07.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊北町角島大浜 1ex. 2003.10.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市清末 2000.09.26 大木克行 大木  (2002b)
下関市王司赤池町 1ex. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

17. マエジロオオヨコバイ  Kolla atramentaria  (Motschulsky, 1859)
周南市高瀬湖島地川ダム 1♂ 2015.04.26 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
周南市高瀬湖島地川ダム 1♀ 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
萩市佐々並小木原 1♂ 2009.05.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
美祢市美東町秋吉台 1♀ 2015.07.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 1♀ 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市開(常盤池周遊園路) 1♀ 2015.09.27 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1♂ 2015.05.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
長門市日置千畳敷 1♀ 2011.05.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町華山 1♀ 2015.05.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 3exs. 2014.08.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1♂2♀ 2015.05.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市吉母海岸 1♀ 2015.07.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

カンムリヨコバイ亜科　Subfamily Evacanthinae
カンムリヨコバイ族　Tribe Evacanthni

18. クロキスジカンムリヨコバイ  Evacanthus fatuus Anufriev, 1970
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1993.07.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

19. キスジカンムリヨコバイ  Evacanthus interruptus  (Linnaeus, 1758)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1999.07.20 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
岩国市錦町河津峡 1ex. 2015.07.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢郡美東町秋吉台育成牧場 1ex. 2002.06.23 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.05.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市楠町吉部荒滝山 1ex. 2006.06.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市奥山 2exs. 2015.06.14 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.05.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

20. オヌキヨコバイ  Onukia onukii  Matsumura, 1912
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1999.08.25 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
都濃郡鹿野町長野山 5♀ 1999.08.14 大木克行 大木  (2002)
周南市鹿野長野山 1ex. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
周南市鹿野長野山 2exs. 2015.09.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡旭村黒ヶ谷 1♂ 1995.07.28 大木克行 大木  (2002)

クワキヨコバイ族　Tribe Pagaroniini
21. フタテンオオヨコバイ  Epiacanthus stramineus (Motschulsky, 1861)
玖珂郡錦町寂地山 2exs. 1994.06.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2000.08.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地峡～右谷山 2exs. 1997.06.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
岩国市錦町河津峡 1ex. 2015.07.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
都濃郡鹿野町荕ヶ岳 1ex. 1998.05.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

22. 和名なし  Pagaronia curvispina Higuchi et Okudera, 2013
Mt.Nagano Shûnan, Yamaguchi Pref., Honshu, Japan. 日本昆虫目録編集委員会  (2016)
*記載文献は未入手．

23. クロツヤオオヨコバイ  Kurotsuyanus sachalinensis  (Oshanin, 1912)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1992.06.12 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1994.06.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山(林道終点) 1ex. 2003.06.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1999.07.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

田中伸一
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24. オオクワキヨコバイ  Pagaronia grossa  Anufrtev, 1970
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2004.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 6exs. 2008.05.13 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2010.05.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2011.08.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.05.09 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.05.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2013.07.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2014.07.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

25. クワキヨコバイ  Pagaronia guttigera  (Uhler, 1896)
下関市豊田町華山 3exs. 2015.06.28 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2014.06.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
*日本昆虫目録(4)準新翅類の分布は関東地方．

26. ハギクワキヨコバイ  Pagaronia hagiensis Higuchi et Okudera, 2013
Fukudashimo, Abu, Yamaguchi Pref., Honshu, Japan. 日本昆虫目録編集委員会  (2016)
*記載文献は未入手．

27. クワキヨコバイ  Pagaronia minor Anufriev, 1970
*日本昆虫目録編集委員会  (2016)分布による．文献は未入手 . 日本昆虫目録編集委員会  (2016)

28. オオギクワキヨコバイ  Pagaronia ohgii Higuchi et Okudera, 2013
Mt. Gesan, Toyoda, Yamaguchi Pref., Honshu, Japan. 日本昆虫目録編集委員会  (2016)
*記載文献は未入手．

29. ヒメクワキヨコバイ  Pagaronia pumila Yoshida et Okudera, 2013
*日本昆虫目録編集委員会  (2016)分布による．文献未入手． 日本昆虫目録編集委員会  (2016)

ホソサジヨコバイ族　Tribe Nirvanini
30. ホソサジヨコバイ  Nirvana pallida Melichar, 1903
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 2♂1♀ 1995.08.22 大木克行 大木  (2002)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1♂ 1998.07.26 大木克行 大木  (2002)
阿武郡阿武町奈古 1♀ 1999.08.27 大木克行 大木  (2002)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2010.09.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

31. シロズオオヨコバイ  Oniella honesta  (Melichar, 1902)
玖珂郡錦町寂地山 4exs. 1999.07.18 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
岩国市錦町寂地峡 1ex. 2012.08.25 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.06 大木克行 大木  (2003c)
周南市鹿野長野山 1♂ 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1985.08.10 田中　馨 三好・田中  (1988)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1999.07.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

32. クロスジホソサジヨコバイ  Sophonia orientalis  (Matsumura, 1912)
光市虹ヶ浜 1999.03.26 三好和雄 Nirvana 三好  (2002)
宇部市小松原町2丁目 5♂ 2004.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1♂1♀ 2011.12.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 4♂ 2012.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1♀ 2012.10.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

アオズキンヨコバイ亜科　Subfamily Iassinae
33. ヒメアオズキンヨコバイ  Batracomorphus diminutus  (Matsumura, 1912)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 7♂11♀ 1995.08.22 大木克行 大木  (2002)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.08.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.09.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

34. アオズキンヨコバイ  Batracomorphus mundus  (Uhler, 1897)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1990.08.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
周南市鹿野長野山 5exs. 2014.08.30 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市鹿野長野山 2exs. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
周南市鹿野長野山 1ex. 2015.09.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町長者ヶ原 1ex. 2003.07.12 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
萩市佐々並小木原 7exs. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
大津郡日置町千畳敷 1ex. 1997.07.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊北町角島牧崎 2exs. 2003.09.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市王司赤池町 1ex. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

35. ホシアオズキンヨコバイ  Batracomorphus stigmaticus  (Matsumura, 1912)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.09.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 2005.09.23 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

36. セグロアオズキンヨコバイ  Trocnadella suturalis  (Melichar, 1902)
周南市鹿野長野山 4exs. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
周南市鹿野長野山 1ex. 2015.09.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町野谷白井川 1ex. 2002.09.30 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
萩市佐々並小木原 2exs. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 1968.08.25 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

ヒラタヨコバイ亜科　Subfamily Aphrodinae
37. クロサジヨコバイ(シマサジヨコバイ) Planaphrodes nigricans  (Matsumura, 1912)
阿武郡福栄村紫福 1♂ 1995.06.15 大木克行 大木  (2002)
阿武郡福栄村紫福 1♂ 1995.07.19 大木克行 大木  (2002)
阿武郡旭村黒ヶ谷 1♀ 1995.08.28 大木克行 大木  (2002)
宇部市東岐波岐波(月崎海岸) 1ex. 2001.06.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市開5丁目 1ex. 1999.05.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
小野田市竜王山 1♂ 1991.06.26 田中　馨 大木  (2002)
豊浦郡豊田町華山 1♂ 1998.07.18 大木克行 大木  (2002)
豊浦郡豊北町角島 1ex. 2004.09.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊北町角島夢ヶ崎 1ex. 1992.10.11 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

38. イネヒラタヨコバイ  Stroggylocephalus agrestis (Fallen, 1806)
防府市台道大原 1♀ 1999.10.10 大木克行 大木  (2002)
阿武郡阿武町福賀 1♀ 1999.07.24 大木克行 大木  (2002)
宇部市沖宇部 1♂ 1998.07.20 大木克行 大木  (2002)
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オモナガヨコバイ亜科　Subfamily Coelidiinae
39. サツマオモナガヨコバイ  Thagria satsumensis  (Matsumura, 1914)
阿武郡阿東町長門峡 1ex. 1964.07.26 田中　馨 三好・田中  (1988)

ヨコバイ亜科　Subfamily Deltocephalinae
Tribe Chiasmini

40. クロミャクイチモンジヨコバイ  Exitianus indicus  (Distant, 1908)
萩市佐々並小木原 1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2011.12.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.10.12 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2013.10.15 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2014.09.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.06.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町江良 1ex. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
豊浦郡豊北町角島牧崎 1ex. 2003.09.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

41. ツマグロヨコバイ  Nephotettix cincticeps  (Uhler, 1896)
萩市佐々並小木原 2exs. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
宇部市小松原町2丁目 1♂1♀ 2012.08.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3♂ 2013.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

マダラヨコバイ族　Tribe Deltocephalini
42. イナズマヨコバイ  Maiestas dorsalis  (Motschulsky, 1859)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.09.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2013.09.20 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.06.27 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2014.09.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

43. シロミャクイチモンジヨコバイ  Paramesodes albinervosus (Matsumura, 1902)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)

ウスバヨコバイ族 (ヨツテンヨコバイ族)   T ribe Macrostelini
44. ミドリカスリヨコバイ  Balclutha incisa (Matsumura, 1902)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.09.18 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

45. アカカスリヨコバイ  Balclutha rubrinervis  (Matsumura, 1902)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.09.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

46. フタテンウスバヨコバイ(フタテンヨコバイ) Macrosteles alpinus  (Zetterstedt, 1828)
美祢市美東町長登夫婦窪 2exs. 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦  M.fasciifrons 山口むしの会  (2014)
神奈川県昆虫誌（2004）によれば本種は日本には生息しないとしている．

47. ヒシウスバヨコバイ(ヒシヨコバイ) Macrosteles cyane (Boheman, 1845)
熊毛郡熊毛町迫 17♂33♀ 1999.07.24 大木克行 大木  (2002)
阿武郡阿武町福賀 1♀ 1999.07.24 大木克行 大木  (2002)

48. ヨツテンウスバヨコバイ(ヨツテンヨコバイ) Macrosteles quadrimaculatus  (Matsumura, 1900)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2013.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2014.07.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.09.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.08.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町江良 2exs. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

49. ヒメフタテンウスバヨコバイ (ヒメフタテンヨコバイ) Macrosteles striifrons  Anufriev, 1968
宇部市小松原町2丁目 4exs. 2014.06.27 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.06.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

50. クロモンヤマトヨコバイ  Yamatotettix nigromaculatus  Ishihara, 1954
阿武郡阿東町上半久 3♀ 1998.08.21 大木克行 大木  (2002)

ヒシモンヨコバイ族　Tribe Opsiini
51. アライヒシモンヨコバイ  Hishimonus araii  Okada, 1978
阿武郡阿武町白須 1♂ 1999.07.31 大木克行 大木  (2002)
宇部市開5丁目 1ex. 1998.07.02 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2004.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.09.09 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.08.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2013.07.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2014.09.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

クロヒラタヨコバイ族　Tribe Penthimiini
52. クロヒラタヨコバイ  Penthimia nitida  Lethierry, 1876
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1994.06.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町河津峡 1ex. 2006.05.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
防府市台道 1ex. 1998.08.01 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
山口市阿東願成就温泉 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡須佐町弥富 2001.10.12 大木克行 大木  (2002b)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.10.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市妻崎開作 2001.05.12 大木克行 大木  (2002b)
宇部市楠町船木下田 1ex. 2007.05.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市深坂 1ex. 2015.08.30 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市蓋井島 1ex. 2012.05.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

ブチミャクヨコバイ族　Tribe Drabescini
53. サツマヒロズクサビヨコバイ  Bhatia satsumensis (Matsumura, 1914)
豊浦郡豊北町角島牧崎 2exs. 2003.09.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

54. タイワンブチミャクヨコバイ  Drabescus formosanus  Matsumura, 1912
岩国市柱島 3♀ 2010.08.07-08 下野誠之 下野  (2011)
阿武郡阿武町白須 3♂ 1999.08.31 大木克行 大木  (2002)

55. ブチミャクヨコバイ  Drabescus nigrifemoratus  (Matsumura, 1905)
玖珂郡鹿野町長野山 4exs. 2002.08.03 田中　馨 地名要確認 伊ヶ崎  (2016c)
周南市鹿野長野山 1ex. 2014.08.30 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市鹿野長野山 3exs. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
周南市鹿野長野山 3exs. 2015.09.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

田中伸一
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55. ブチミャクヨコバイ  Drabescus nigrifemoratus  (Matsumura, 1905)の続き

佐波郡徳地町長者ヶ原 5exs. 2003.08.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 2exs. 2005.08.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
萩市佐々並小木原 1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 2exs. 2013.08.03 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
宇部市上宇部風呂ヶ迫 1ex. 1993.08.11 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2010.11.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2011.11.18 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.11.10 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町華山 2exs. 2015.06.28 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市一之瀬 1ex. 2004.08.13 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市深坂 1ex. 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市形山みどり町 1ex. 2015.10.31 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

56. ウスブチミャクヨコバイ  Drabescus pallidus  Matsumura, 1912
山間部及び山地 三好・田中  (1988)

57. ホシサジヨコバイ  Parabolopona guttata  (Uhler, 1896)
阿武郡阿武町白須 1♂1♀ 1999.07.31 大木克行 大木  (2002)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.07.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市清末 1♂ 1999.06.12 大木克行 大木  (2002)
下関市清末 2♂5♀ 1999.07.21 大木克行 大木  (2002)

ヨコバイ族　Tribe Athysanini
58. モジヨコバイ  Amimenus mojiensis (Matsumura, 1914)
光市茶臼山 1999.07.05 三好和雄 三好  (2002)

59. ウスイロヒロヨコバイ  Handianus ogikubonis (Matsumura, 1914)
下関市深坂 2exs. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

60. ミドリヒロヨコバイ(フトヨコバイ) Laburrus similis Vilbaste, 1965
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦  Handianus ogikubonis 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦  Handianus ogikubonis 山口むしの会  (2014)
↑学名Handianus ogikubonis  ウスイロヒロヨコバイ．和名と学名が合わない

61. コチャイロヨコバイ  Matsumurella kogotensis (Matsumura, 1914)
阿武郡阿武町福賀 3♂16♀ 1999.07.24 大木克行 大木  (2002)

62. リンゴマダラヨコバイ  Orientus ishidae  (Matsumura, 1902)
光市茶臼山 1998.09.27 三好和雄 三好  (2002)
光市茶臼山 1998.10.26 三好和雄 三好  (2002)

スカシヨコバイ族　Tribe Scaphoideini
63. ヒトツメヨコバイ  Phlogotettix cyclops  (Mulsant et Rey, 1855)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2011.12.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2013.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

64. シロセスジヨコバイ  Scaphoideus albovittatus Matsumura, 1913
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.09.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

65. シラホシスカシヨコバイ  Scaphoideus festivus Matsumura, 1902
萩市佐々並小木原 6exs. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
萩市見島 1961.08-09～1962 三好・田中 (1988)(浜崎,1964)

ヨシヨコバイ族　Tribe Paralimnini
66. フタスジトガリヨコバイ  Futasujinus candidus  (Matsumura, 1914)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 3♂6♀ 1997.10.21 大木克行 大木  (2002)
阿武郡須佐町高山 3♂4♀ 1995.10.10 大木克行 大木  (2002)
萩市佐々並小木原 1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.07.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.08.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.08.01 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2015.08.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町江良 5exs. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

67. チョウセンマダラヨコバイ  Psammotettix koreanus  (Matsumura, 1915)
*日本昆虫目録(4):301-302,分布による．文献は未入手． 日本昆虫目録編集委員会  (2016)

68. マダラヨコバイ  Psammotettix striatus  (Linnaeus, 1758)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2015.09.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

69. ヤノトガリヨコバイ  Yanocephalus yanonis (Matsumura, 1902)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.06.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

トガリヨコバイ族　Tribe Scaphytopiini
70. ミスジトガリヨコバイ  Japananus hyalinus (Osborn, 1900)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2004.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2011.09.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.09.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2014.06.27 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

フクロクヨコバイ族　Tribe Hecalini
71. フクロクヨコバイ  Glossocratus fkuroki (Matsumura, 1905)
萩市佐々並小木原 6exs. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

72. キスジサジヨコバイ  Hecalus lineatus  (Horvath, 1899)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.07.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

73. サジヨコバイ  Hecalus prasinus (Matsumura, 1905)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1♀ 1995.08.22 大木克行 大木  (2002)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.06.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
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ホシヨコバイ亜科　Subfamily Xestocephalinae
74. イグチホソヨコバイ  Xestocephalus iguchii Matsumura, 1914
山口市上天花町一の坂ダム 1ex. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

75. ホシヨコバイ  Xestocephalus japonicus  Ishihara, 1961
阿武郡旭村小木原 1ex. 1999.08.10 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
阿武郡阿武町白須 1♂1♀ 1999.07.31 大木克行 大木  (2002)
宇部市開5丁目 2exs. 1998.07.02 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.08.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2010.08.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.09.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

ヒメヨコバイ亜科　Subfamily Typhlocybinae
オビヒメヨコバイ族　Tribe Dikraneurini

76. セスジヒメヨコバイ  Motschulskyia (Togaritettix ) serrata  (Matsumura, 1931)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1♂5♀ 1995.08.22 大木克行 大木  (2002)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

77. カワリオビヒメヨコバイ  Naratettix inornatus  (Matsumura, 1920)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.07.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.07.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

78. アカスジオビヒメヨコバイ  Naratettix rubrovittatus  (Matsumura, 1920)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.06.27 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.05.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

79. オビヒメヨコバイ  Naratettix zonatus  (Matsumura, 1915)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.07.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.08.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

マダラヒメヨコバイ族　Tribe Erythroneurini
80. スズキフタテンヒメヨコバイ (スズキヒメヨコバイ ) Arboridia (Arboridia ) suzukii (Matsumura, 1916)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.10.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.07.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

81. ヤノフタテンヒメヨコバイ (ヤノヒメヨコバイ)(黒化型) Arboridia (Arboridia ) yanonis (Matsumura, 1932)
宇部市開5丁目 2exs. 1998.07.18 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2011.12.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.10.10 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2014.10.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.11.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

82. マダラヒメヨコバイ  Diomma (Diomma ) pulchra  (Matsumura, 1916)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.06.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2013.07.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2013.10.10 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2014.08.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

83. ヨツモンコヒメヨコバイ(ヨツモンヒメヨコバイ) Empoascanara (Empoascanara ) limbata  (Matsumura, 1907)
宇部市開5丁目 2exs. 1998.07.02 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.09.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.09.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2015.05.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

84. クズヒメヨコバイ  Tautoneura japonica  (Dworakowska, 1972)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.12.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.10.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2014.10.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2015.05.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

85. チマダラヒメヨコバイ  Tautoneura mori  (Matsumura, 1910)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.11.20 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

86. イナズマヒメヨコバイ  Ziczacella hirayamella  (Matsumura, 1932)
宇部市開5丁目 1ex. 1998.07.18 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

87. ヤマシロヒメヨコバイ  Zygina (Zygina ) yamashiroensis  Matsumura, 1916
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2012.09.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.11.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2014.08.13 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.03.20 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

ミドリヒメヨコバイ族　Tribe Empoascini
88. キウｲヒメヨコバイ  Alebrasca actinidiae  M. Hayashi et Okada, 1994
宇部市小松原町2丁目 5♂ 2004.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1♂ 2008.09.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 6♂ 2013.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2♂ 2014.08.01 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

89. ハチジョウヒメヨコバイ  Alebroides hachijonis  Matsumura, 1931
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.10.30 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.11.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

90. アカヒメヨコバイ  Alebroides rubicundus  Ishihara, 1953
宇部市小松原町2丁目 4exs. 2012.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

91. カンキツヒメヨコバイ  Apheliona ferruginea  (Matsumura, 1931)
阿武郡阿武町白須 1♂1♀ 1999.07.31 大木克行 大木  (2002)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2011.09.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 4exs. 2012.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.10.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.09.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2014.09.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2015.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

田中伸一
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92. ベニヒメヨコバイ  Dayus takagii  Dworakowska, 1971
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.09.09 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.07.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.08.01 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.08.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

93. ヒトツメヒメヨコバイ  Ishiharella polyphemus  (Matsumura, 1931)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2015.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

ヒメヨコバイ族　Tribe Typhlocybini
94. カシヒメヨコバイ  Aguriahana quercus (Matsumura, 1916)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.07.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.11.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2015.05.15 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

95. シロズヒメヨコバイ  Aguriahana triangularis (Matsumura, 1932)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 2♂1♀ 1997.10.21 大木克行 大木  (2002)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.10.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.09.18 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

96. シロヒメヨコバイ  Eurhadina betularia  Anufriev, 1969
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.07.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

97. ホシヒメヨコバイ  Limassolla multipunctata  (Matsumura, 1920)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.09.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2013.10.15 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2014.10.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.03.20 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

98. アカシヒメヨコバイ  Paracyba akashiensis  (Takahashi, 1928)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2013.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.11.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2015.05.15 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

99. ホソヒメヨコバイ  Warodia hoso  (Matsumura, 1932)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.12.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 6exs. 2014.10.24 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.11.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2015.05.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

ハゴロモ型下目　Infraorder FULGOROMORPHA
ヒシウンカ科　Family Cixiidae
ヒシウンカ亜科　Subfamily Cixiinae

1. オビカワウンカ  Andes harimaensis  (Matsumura, 1914)
都濃郡鹿野町長野山 1♀ 2002.07.06 大木克行 大木  (2003c)
山口市上天花町一の坂ダム 1ex. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市奥山 1ex. 2015,06.14 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

2. ヤナギカワウンカ  Andes marmoratus  (Uhler, 1896)
平野部 三好・田中  (1988)

3. ハスオビヒシウンカ  Betacixius obliquus  Matsumura, 1914
下関市豊田町華山 1ex. 2015,06.28 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

4. キガシラヒシウンカ  Kuvera flaviceps  (Matsumura, 1900)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2000.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
周南市鹿野長野山 6exs. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市宮野上 1ex. 2013.05.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
萩市日尾山 1ex. 1994.05.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

5. イボタヒシウンカ  Kuvera ligustri  Matsumura, 1914
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1998.05.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1999.05.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町長野山 1ex. 2002.05.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
光市虹ヶ丘 1999.07.04 三好和雄 三好  (2002)
都濃郡鹿野町貞の森 1ex. 1972.05.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
佐波郡徳地町飯ヶ岳 2exs. 2008.05.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
阿武郡阿東町徳佐高岳山登山道 1ex. 1995.05.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
萩市(旭)佐々並 1ex. 2012.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

6. オオヒシウンカ  Oliarus subnubilus  (Uhler, 1896)
佐波郡徳地町飯ヶ岳 1ex. 2005.07.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
阿武郡須佐町(須佐大橋) 1ex. 2000.07.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2010.06.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

7. ヒシウンカ  Pentastiridius apicalis (Uhler, 1896)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2010.06.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2015.07.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 4exs. 2015.08.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

8. ヨスジヒシウンカ  Reptalus quadricinctus  (Matsumura, 1914)
山口市阿東願成就温泉 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ウンカ科  Family Delphacidae
ナガウンカ亜科　Subfamily Stenocraninae
1. ハリマナガウンカ  Stenocranus harimensis  Matsumura, 1935
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.08.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

2. タマガワナガウンカ  Stenocranus tamagawanus Matsumura, 1935
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2004.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.08.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.07.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
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3. テラウチウンカ(クロバネテラウチウンカ) Terauchiana singularis Matsumura, 1915
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

ウンカ亜科　Subfamily Delphacinae
4. タケウンカ  Epeurysa nawaii Matsumura, 1900
宇部市小松原町2丁目 7exs. 2014.06.27 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.08.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

5. コブウンカ  Tropidocephala brunnipennis  Signoret, 1860
美祢郡美東町秋吉台 1♀ 1999.08.24 大木克行 大木  (2002)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町江良 2exs. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

6. クロコブウンカ  Tropidocephala nigra  (Matsumura, 1900)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 3♂6♀ 1995.08.22 大木克行 大木  (2002)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 3♂5♀ 1998.07.26 大木克行 大木  (2002)
阿武郡須佐町高山 8♂3♀ 1995.08.26 大木克行 大木  (2002)
阿武郡福栄村紫福 1♂ 1995.04.30 大木克行 大木  (2002)
美祢郡美東町秋吉台 2♂ 1999.08.24 大木克行 大木  (2002)

7. ゴマフウンカ  Cemus nigroclyeatus  (Kuoh, 1982)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.08.21 田中　馨 (Matsumura, 1940) 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2013.09.20 田中　馨 (Matsumura, 1940) 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.08.08 田中　馨 (Matsumura, 1940) 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.07.17 田中　馨 (Matsumura, 1940) 伊ヶ崎  (2016c)

8. タテヤマヨシウンカ  Chloriona tateyamana  Matsumura,1935
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.07.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

9. クロスジオオウンカ  Euides basilinea  (Germar, 1821)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1ex. 1995.08.10 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 4exs. 1998.08.15 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1ex. 1999.08.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2004.06.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

10. ヒロズウンカ  Hirozuunka japonica  Matsumura et Ishihara, 1945
山口市秋穂二島 1♀ 1999.05.16 大木克行 大木  (2002)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1♂ 1996.05.12 大木克行 大木  (2002)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1♂ 1997.04.20 大木克行 大木  (2002)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1ex. 1997.05.11 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 13♂13♀ 1997.06.27 大木克行 大木  (2002)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1♂8♀ 1997.06.27 大木克行 大木  (2002)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 13♂7♀ 1997.07.26 大木克行 大木  (2002)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1♀ 1997.07.26 大木克行 大木  (2002)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1ex. 1998.08.15 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.07.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市東須恵前開作池 2♂3♀ 2000.05.03 大木克行 大木  (2002)
宇部市東須恵前開作池 4♂ 2000.05.07 大木克行 大木  (2002)

11. クワヤマウンカ  Kakuna kuwayamai Matsumura, 1935
阿武郡阿武町白須 1♀ 1999.07.31 大木克行 大木  (2002)
阿武郡阿武町田平 1♂ 1998.06.27 大木克行 大木  (2002)
阿武郡阿武町福賀 7♂3♀ 1999.07.24 大木克行 大木  (2002)
下関市深坂 1ex. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

12. ヒメトビイロウンカ  Laodelphax striatellus  (Fallen, 1826)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.09.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 4exs. 2014.09.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町江良 1ex. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

13. トビイロウンカ  Nilaparvata lugens  (Stal, 1854)
宇部市上宇部風呂ヶ迫 2exs. 1993.10.10 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2011.08.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.09.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 9exs. 2013.09.20 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.08.13 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.06.12 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

14. ハコネホソウンカ  Sogata hakonensis (Matsumura, 1935)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2004.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 4exs. 2012.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 4exs. 2013.07.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2014.07.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2014.08.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.09.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

15. セジロウンカ  Sogatella furcifera (Horvath, 1899)
萩市佐々並小木原 多数 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2004.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2009.09.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2011.08.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2012.09.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.10.15 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2014.07.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町江良 3exs. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

16. カヤウンカ  Yanunka miscanthi Ishihara, 1952
阿武郡須佐町高山 1♂ 1995.08.26 大木克行 大木  (2002)
阿武郡須佐町高山 3♂1♀ 1995.08.26 大木克行 大木  (2002)

シマウンカ科　Family Meenoplidae
1. シマウンカモドキ  Eponisiella guttulinervis  (Matsumura, 1914)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1♀ 1995.08.22 大木克行 大木  (2002)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 2♀ 1998.08.26 大木克行 大木  (2002)
美祢郡美東町秋吉台 1♀ 1999.08.24 大木克行 大木  (2002)

田中伸一
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2. シマウンカ  Nisia nervosa  (Motschulsky, 1863)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 12♂32♀ 1998.07.26 大木克行 大木  (2002)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1♂8♀ 1998.07.26 大木克行 大木  (2002)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.09.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 5exs. 2014.07.25 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.08.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.08.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

ハネナガウンカ科　Family Derbidae
ハネナガウンカ亜科　Subfamily Zoraidinae

1. アカハネナガウンカ  Diostrombus politus  Uhler, 1896
佐波郡徳地町梶畑 8exs. 1996.08.25 田中　馨 田中  (2011)
宇部市厚東川ダム 1962.09.09 田中　馨 三好・田中  (1988)

2. アヤヘリハネナガウンカ  Losbanosia hibarensis  (Matsumura, 1935)
光市光井六丁目 1ex. 1991.07.09 三好和雄 Nomuraida 三好  (1992)
光市茶臼山 1998.06.18 三好和 三好  (2002)
都濃郡鹿野町長野山 1ex. 2002.07.06 田中　馨 Nomuraida 大木  (2003c)

3. マダラハネナガウンカ  Pamendanga matsumurae  (Muir, 1918)
寂地山 三好・田中  (1988)

4. クワヤマハネナガウンカ  Zoraida kuwayamae  (Matsumura, 1913)
佐波郡徳地町梶畑 1ex. 2003.09.16 田中　馨 田中  (2011)

5. マエグロハネナガウンカ  Zoraida pterophoroides (Westwood, 1851)
宇部市開(常盤池周遊園路畔) 1ex. 2015.09.27 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
*日本昆虫目録  準新翅類　の日本の分布は疑問符付き．

ハネビロウンカ亜科　Subfamily Derbinae
6. クロフハネビロウンカ(クロフハネナガウンカ) Mysidioides sapporensis (Matsumura, 1900)
光市 三好・田中  (1988)

7. キスジハネビロウンカ  Rhotana satsumana  Matsumura, 1914
周南市鹿野長野山 1ex. 2017.08.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018e)
阿武郡阿武町白須 2♂2♀ 1999.07.31 大木克行 大木  (2002)
阿武郡阿武町遠賀岳 1♀ 1999.07.25 大木克行 大木  (2002)

8. アカフハネビロウンカ(アカフハネナガウンカ) Robigus flexuosus  (Uhler. 1896)
玖珂郡錦町寂地山 1♂ 1999.07.17 田中　馨 大木  (2002)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2000.07.09 田中　馨 田中  (2011)

9. アカメガシワハネビロウンカ (アカメガシワハネナガウンカ ) Vekunta malloti Matsumura, 1914
山口市阿東長門峡(遊歩道) 1ex. 2014.09.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

コガシラウンカ科　Family Achilidae
1. ウスグロコガシラウンカ  Akotropis fumata  Matsumura, 1914
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.09.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

2. アカフコガシラウンカ  Deferunda rubrostigma (Matsumura, 1914)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.09.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.09.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

3. ナワコガシラウンカ  Errada nawae  (Mastumura, 1914)
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1995.05.18 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1999.07.20 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2001.06.30 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町右谷山 1ex. 1995.06.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町木谷峡 1ex. 1992.05.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
熊毛郡田布施町 1ex. 1987.07.04 三好和雄 Rhotala 福田・五味(2015)
熊毛郡田布施町 1ex. 1989.07.12 三好和雄 Rhotala 福田・五味(2015)
都濃郡鹿野町小峰峠 4exs. 1994.08.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
佐波郡徳地町滑 2001.05.20 大木克行 大木  (2002b)
阿武郡阿東町高岳林道 3exs. 1999.04.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊田町西市  (貯木場) 1ex. 1993.05.30 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

4. スジコガシラウンカ  Errada vittata  (Matsumura, 1914)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2000.05.23 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町羅漢山 1ex. 1993.08.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町木谷峡 1ex. 1994.04.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
阿武郡須佐町弥富 2001.10.12 大木克行 大木  (2002b)
豊浦郡豊田町西市  (貯木場) 1ex. 1993.08.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 1968.04.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊田町華山 2exs. 1993.04.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

テングスケバ科　Family Dictyopharidae
1. テングスケバ  Dictyophara patruelis  (Stal, 1859)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1ex. 1998.10.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
萩市大島丸山 1ex. 2006.09/21 大島中学生 椋木  (2007)
豊浦郡豊北町角島牧崎 2exs. 2003.09.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

2. ツマグロスケバ  Orthopagus lunulifer Uhler, 1896
佐波郡徳地町梶畑 2exs. 1996.08.18 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
山口市宮野荒谷ダム 1ex. 1999.08.13 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1996.09.01 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市上宇部黒岩(常盤池園路畔) 1ex. 2015.09.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.09.02 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2003.09.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市清末 2000.08.29 大木克行 大木  (2002b)
下関市内日下内日ダム 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

3. ミツハシテングスケバ  Tenguella mitsuhashii  Matsumura, 1910
下関市長府乃木浜 4exs. 2017.09.13 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)
下関市長府乃木浜 4exs. 2017.09.25 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)

グンバイウンカ科　Family Tropiduchidae
1. タテスジグンバイウンカ  Catullia vittata  Matsumura, 1914
阿武郡須佐町須佐大橋 1ex. 1999.09.11 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)



96

凡例：
採集地 個体数 採集日 採集者 備考 出典・収蔵

1. タテスジグンバイウンカ  Catullia vittata  Matsumura, 1914の続き

山口市春日町春日山 2000.08.27 大木克行 大木  (2002b)

2. ヒシウンカモドキ  Cixiopsis punctata Matsumura, 1900
光市茶臼山 1999.04.21 三好和雄 三好  (2002)

3. ミドリグンバイウンカ  Kallitaxila sinica  (Walker, 1851)
山口市阿東長門峡遊歩道入口 1ex. 2015.09.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市上宇部黒岩(常盤池園路畔) 1ex. 2015.09.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.09.09 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2009.09.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2011.09.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2011.12.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2012.08.23 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.08.09 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

4. オヌキグンバイウンカ  Mesepora onukii  (Matsumura, 1905)
光市虹ヶ浜 1997.09.08 三好和雄 三好  (2002)

5. ヒラタグンバイウンカ  Ossoides lineatus Bierman, 1910
萩市佐々並小木原 1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2004.08.02 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

6. ハウチワウンカ  Trypetimorpha japonica  Ishihara, 1954
阿武郡福栄村紫福 1♂ 1995.08.02 大木克行 大木  (2002)
阿武郡阿武町遠賀岳 6♂2♀ 1995.08.02 大木克行 大木  (2002)
下関市豊北町角島牧崎 1ex. 2017.09.23 田中　馨 田中  (2018)

マルウンカ科　Family Issidae
クサビウンカ亜科　Subfamily Issinae
1. カタビロクサビウンカ  Issus harimensis  Matsumura, 1913
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1989.07.25 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地峡～右谷山 1ex. 1998.05.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
山口市東鳳翩山 1ex. 1968.06.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

2. クサビウンカ  Sarima amagisana  Melichar, 1906
阿武郡阿東町長門峡 1964.07.26 田中　馨 三好・田中  (1988)
阿武郡川上村長門峡 1ex. 1965.08.30 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
萩市川上長門峡(鈴ヶ茶屋林道) 1ex. 2015.09.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市上宇部黒岩(常盤池園路畔) 2exs. 2015.09.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 2004.09.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町華山 2exs. 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
豊浦郡豊田町狗留孫山 3exs. 1994.08.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市深坂 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

マルウンカ亜科　Subfamily Hemisphaeriinae
3. キボシマルウンカ  Gergithus iguchii Matsumura, 1916
周南市高瀬湖島地川ダム 1ex. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町梶畑 1ex. 1995.09.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
佐波郡徳地町梶畑 4exs., 2003.09.15 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢郡秋芳町桂木山 1968.10.06 田中　馨 三好・田中  (1988)

4. マルウンカ  Gergithus variabilis  (Butler, 1875)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1994.06.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町右谷山 1ex. 1994.07.15 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
山口市上天花町一の坂ダム 4exs. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 5exs. 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
長門市日置千畳敷 1ex. 2005.11.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.05.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 2exs. 2015,06.28 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.08.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

アオバハゴロモ科　Family Flatidae
1. キノカワハゴロモ  Atracis formosana  Jacobi, 1915
佐波郡徳地町長者ヶ原 1ex. 2003.08.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
佐波郡徳地町長者ヶ原 1ex. 2004.08.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

2. アオバハゴロモ  Geisha distinctissima  (Walker, 1858)
光市虹ヶ浜 2exs. 1995.08.24 三好和雄 福田・五味(2015)
下松市切山 2000.07.25 大木克行 大木  (2002b)
山口市吉敷佐畑 1ex. 1996.08.20 角田正明 角田  (2015)
萩市堀内 2000.08.06 大木克行 大木  (2002b)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex., 2013.05.04 椋木博昭 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2003.09.23 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.09.24 田中　馨 田中  (2004)
豊浦郡豊北町角島牧崎 1ex. 2003.09.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市小野下方川 1ex. 2014.07.27 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.08.30 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

3. トビイロハゴロモ  Mimophantia maritima  Matsumura, 1900
光市小水無瀬島 1ex. 1988.05.23 末岡恵治 福田・五味 (2015)
宇部市上宇部黒岩(常盤池園路畔) 3exs. 2015.09.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市東須恵 2000.08.11 大木克行 大木  (2002b)
下関市豊田町江良 2exs. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ハゴロモモドキ科　Family Nogodinidae
1. スカシハゴロモモドキ  Pisacha naga  Distant, 1906
山口市宮野荒谷ダム 1ex. 1999.10.01 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

ハゴロモ科　Family Ricaniidae
1. スケバハゴロモ  Euricania facialis  (Walker, 1858)

周南市高瀬湖島地川ダム 2exs. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 E.ocellus 伊ヶ崎  (2016a)
岩国市錦町河津峡 2exs. 2014.09.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015) E.ocellus

田中伸一
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1. スケバハゴロモ  Euricania facialis  (Walker, 1858)の続き

佐波郡徳地町梶畑 1ex. 1995.09.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
佐波郡徳地町梶畑 3exs. 1996.08.25 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
佐波郡徳地町長者ヶ原 2exs. 2003.08.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
山口市阿東長門峡(遊歩道) 1ex. 2015.09.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
山口市吉敷佐畑 1ex. 2001.09.05 角田正明 角田  (2015)
山口市吉敷佐畑 1ex. 2003.09.10 角田正明 角田  (2015)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 E.ocellus 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.08.03 伊ヶ崎伸彦 E.ocellus 山口むしの会  (2014)
美祢郡秋芳町大正洞 2000.08.05 大木克行 大木  (2002b)

2. ベッコウハゴロモ  Orosanga japonicus (Melichar, 1898)
光市虹ヶ浜 2exs. 1995.08.03 三好和雄 福田・五味(2015)
萩市佐々並小木原 2exs. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.08.03 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
宇部市開5丁目 1ex. 2004.07.13 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.08.02 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.07.18 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 2004.09.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市清末 2000.07.30 大木克行 大木  (2002b)
下関市深坂 2exs. 2014.08.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

3. アミガサハゴロモ  Pochazia albomaculata  (Uhler, 1896)
山口市春日町春日山 2000.08.27 大木克行 大木  (2002b)
宇部厚南塩屋台 1ex. 2005.11.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市小野下方川 1ex. 2014.07.27 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.08.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

4. ヒメベッコウハゴロモ  Ricania taeniata  Stal, 1870
周南市熊毛八代 3exs. 2014.09.13 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

異翅亜目　Suborder HETEROPTERA
クビナガカメムシ下目　 Infraorder ENICOCEPHALOMORPHA
クビナガカメムシ科　Family Enicocephalidae
クビナガカメムシ亜科　Subfamily Enicocephalinae
Tribe Enicocephalini

1. ヒメクビナガカメムシ  Hoplitocoris (Pseudenicocephalus ) lewisi (Distant, 1903)
平野部及び山間部 三好・田中  (1988)

2. クロクビナガカメムシ  Stenopirates japonicus  (Esaki, 1935)
小野田市 1978.06.02 田中　馨 三好・田中  (1988)

タイコウチ下目　Infraorder NEPOMORPHA
タイコウチ科　Family Nepidae
タイコウチ亜科　Subfamily Nepinae

1. タイコウチ  Laccotrephes japonensis  Scott, 1874
柳井市古開作(柳井高) 4exs. 1898.07.31 三好和雄 福田・五味(2015)
熊毛郡大和町束荷 1ex.(幼虫) 1993.08.09 大木克行 大木  (1999b)
光市三井 1ex. 1988.07.29 三好和雄 福田・五味(2015)
下松市大原 1ex. 1994.07.26 大木克行 大木・三時  (1995) ,大木  (1999b)
下松市河内 1ex. 1993.03.28 大木克行 大木・三時  (1995) ,大木  (1999b)
下松市若太郎 2exs.(幼虫) 1993.08.12 大木克行 大木・三時  (1995) ,大木  (1999b)
周南市熊毛八代 5exs. 2014.09.13 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市八代 10exs. 2017.08.05 相本篤志 相本  (2018)
防府市台道 1ex. 2017.08.28 相本篤志 相本  (2018)
防府市台道 1ex. 2017.08.30 相本篤志 相本  (2018)
阿武郡須佐町弥富 2001.06.12 大木克行 大木(2002b)
宇部市吉見 1ex. 2017.07.29 相本篤志 相本  (2018)
下関市乃木浜 1ex. 2017.08.03 相本篤志 相本  (2018)

ミズカマキリ亜科　Subfamily Ranatrinae
2. ミズカマキリ  Ranatra chinensis Mayr, 1865
柳井市黒杭 1ex. 1993.08.09 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
周南市熊毛八代 2exs. 2014.09.13 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
熊毛郡熊毛町新畑 4exs. 1994.03.26 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
熊毛郡熊毛町迫 2exs. 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
下松市大原 1ex. 1994.03.26 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
下松市大原 1ex. 1994.07.26 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
下松市切山 1ex. 1994.03.19 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
下松市生野屋 1ex. 1993.08.11 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
下松市若太郎 1ex.(幼虫) 1993.08.12 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
周南市須金 2exs. 2017.10.03 相本篤志 相本  (2018)
徳山市須々万 17exs 1993.08.06 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
防府市台道 2exs. 2017.08.28 相本篤志 相本  (2018)
山口市吉敷佐畑 1ex. 1998.10.25 角田正明 角田  (2015)
山口市深溝 1995.05.04 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡須佐町弥富 2001.06.12 大木克行 大木(2002b)
宇部市二俣瀬 2exs. 2017.06.21 田原美桜 田原  (2018)
宇部市二俣瀬 1ex. 2017.07.13 田原美桜 田原  (2018)

3. ヒメミズカマキリ  Ranatra unicolor  Scott, 1874
熊毛郡熊毛町新畑 3exs. 1994.03.26 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
防府市浮野 1ex. 1994.03.19 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
防府市台道 1ex. 2017.08.30 相本篤志 相本  (2018)
山口市吉敷佐畑 1ex. 2004.04.11 角田正明 角田  (2015)
山口市深溝 1995.05.04 大木克行 大木  (1999b)
山口市深溝 1995.08.22 大木克行 大木  (1999b)
吉敷郡阿知須町宮ノ脇池 1995.05.03 大木克行 大木  (1999b)
吉敷郡阿知須町源河(焼野池) 1995.05.03 大木克行 大木  (1999b)
美祢市大嶺町東分大福 3exs. 2017.10.07 後藤和夫 伊ヶ崎  (2018e)
宇部市東際波 1998.05.05 大木克行 大木  (1999b)
下関市豊田町阿座上 1ex. 2017.10.08 後藤和夫 伊ヶ崎  (2018e)
下関市菊川 1ex. 2017.09.04 相本篤志 相本  (2018)

周南市高瀬湖島地川ダム 1ex. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 E.ocellus 伊ヶ崎  (2016a)
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凡例：
採集地 個体数 採集日 採集者 備考 出典・収蔵

コオイムシ科　Family Belostomatidae
コオイムシ亜科　Subfamily Belostomatinae

1. コオイムシ  Appasus japonicus  Vuillefroy, 1864
岩国市由宇町 1♂1♀ 2017.07.10 弓崎　昴 Diplonychus 重中  (2018a)
岩国市由宇町 2♂ ,9exs確認 2017.08.02 重中良之 Diplonychus 重中  (2018a)
柳井市柳井 1ex. 2012.08.09 寄元海渡 稲田  (2013)
柳井市柳井 1ex. 2012.08.11 寄元海渡 稲田  (2013)
柳井市古開作(柳井高) 2exs. 1991.06.18 三好和雄 福田・五味(2015)
周南市熊毛八代 5exs. 2014.09.13 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市八代 10exs,多数確認 2017.08.05 相本篤志 相本  (2018)
周南市須金 2exs,多数確認 2017.10.03 相本篤志 相本  (2018)
周南市安田周南カントリークラブ 1ex. 2011.07.26 池田一喜  Diplonychus 池田  (2012)
防府市台道 2000.04.16 大木克行 Diplonyhus 大木(2002b)
防府市台道 1ex. 2017.08.30 相本篤志 相本  (2018)
山口市徳地船路 1ex. 2017.05.28 相本篤志 相本  (2018)
吉敷郡阿知須町宮ノ脇池 1995.04.29 大木克行 大木  (1999b)
吉敷郡阿知須町宮ノ脇池 1995.05.03 大木克行 大木  (1999b)
吉敷郡阿知須町宮ノ脇池 1998.05.04 大木克行 大木  (1999b)
宇部市二俣瀬 1ex. 2016.09.11 伊ヶ崎伸彦 Diplonychus 伊ヶ崎  (2017a)
宇部市二俣瀬 1ex. 2017.05.11 田原美桜 田原  (2018)
宇部市二俣瀬 1ex. 2017.05.18 田原美桜 田原  (2018)
宇部市二俣瀬 1ex. 2017.05.25 田原美桜 田原  (2018)
宇部市二俣瀬 5exs. 2017.05.31 田原美桜 田原  (2018)
宇部市二俣瀬 9exs. 2017.06.08 田原美桜 田原  (2018)
宇部市二俣瀬 22exs. 2017.06.15 田原美桜 田原  (2018)
宇部市二俣瀬 13exs. 2017.06.21 田原美桜 田原  (2018)
宇部市二俣瀬 14exs. 2017.06.28 田原美桜 田原  (2018)
宇部市二俣瀬 26exs. 2017.07.06 田原美桜 田原  (2018)
宇部市二俣瀬 2exs. 2017.07.13 田原美桜 田原  (2018)
宇部市二俣瀬 4exs. 2017.07.19 田原美桜 田原  (2018)
宇部市二俣瀬 10exs. 2017.07.26 田原美桜 田原  (2018)
宇部市二俣瀬 7exs. 2017.08.02 田原美桜 田原  (2018)
下関市豊田町江良 2exs. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町江良 幼虫4exs. 2016.06.30 伊ヶ崎伸彦 Diplonychus 伊ヶ崎  (2017a)
下関市菊川 2exs. 2017.09.04 相本篤志 相本  (2018)
下関市乃木浜 1ex. 2017.08.03 相本篤志 相本  (2018)

タガメ亜科　Subfamily Lethocerinae
2. タガメ  Kirkaldyia deyrolli  (Vuillefroy, 1864)
岩国市南岩国 1♀ 2012.07.07 坂根史郎 稲田  (2013)
岩国市保木 2exs. 2014.07.14 辻　雄介 辻(2015)
岩国市保木 1ex. 2014.07.23 辻　雄介 辻(2015)
岩国市南河内竹安 1ex.幼虫 2012.07.06 三吉武昭 稲田  (2013)
岩国市大山 1ex.確認 2012.09.10 高木　泉 稲田  (2013)
岩国市大山 2exs.確認 2012.11.26 高木　泉 稲田  (2013)
岩国市錦町中ノ瀬 1ex. 2014.09.09 辻　雄介 辻(2015)
岩国市美和町長谷 6exs.確認 2008.07.30 守川明夫 池田  (2012)
岩国市美和町長谷 1ex.確認 2012.07.27 守川明夫 稲田  (2013)
岩国市美和町長谷 1♂ 2012.09.20 稲田博夫 稲田  (2013)
岩国市由宇町 1♀ 2017.06.30 弓崎　昴  Lethocerus 重中  (2018a)
岩国市由宇町 1幼虫 2017.07.20 弓崎　昴  Lethocerus 重中  (2018a)
岩国市周東町祖生 1ex. 2012.07.16 中西矢江子 稲田  (2013)
岩国市周東町差川 1♀ 2012.06.04 秋本義春 稲田  (2013)
岩国市周東町樋余地 1♀確認 2017.08.22 後藤和夫・管哲郎  Lethocerus 後藤・管  (2018)
岩国市周東町樋余地 20exs確認 2017.09.13 後藤和夫・管哲郎  Lethocerus 後藤・管  (2018)
岩国市周東町樋余地 1♀確認 2017.10.10 後藤和夫・管哲郎  Lethocerus 後藤・管  (2018)
周南市八代 1♂1♀ 2012.06.xx ツルを愛する会 田島(2014)
周南市八代 ♂♀数頭確認 2012.08.10 田島　実 田島(2014)
周南市八代 ♂♀多数確認 2013.08.07 田島　実 田島(2014)
周南市熊毛八代 1♂1♀ 2014.09.13 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市八代 1ex. 2017.08.05 相本篤志  Lethocerus 相本  (2018)
徳山市管野ダム堰堤 1991.08.02 池田一喜 池田  (1991a)
徳山市須々万 1991.07.06 小西　寛 池田  (1991a)

ミズムシ上科　Superfamily Corixoides
ミズムシ科　Family Corixidae
チビミズムシ亜科　Subfamily Micronectinae

1. ハイイロチビミズムシ  Micronecta (Basileonecta ) sahlbergii  (Jakovlev, 1881)
防府市長沢 1♂ 1994.03.20 大木克行 大木・三時  (1995)

2. チビミズムシ  Micronecta (Basileonecta ) sedula  Horvath, 1905
光市三井 83♂66♀ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市若太郎 26♂21♀ 1993.03.05 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市若太郎 多数 1993.03.26 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市若太郎 37♂18♀ 1993.08.12 大木克行 大木・三時  (1995)
熊毛郡熊毛町迫 1♀ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)
防府市長沢 16♂21♀ 1994.03.20 大木克行 大木・三時  (1995)
宇部市吉見 5exs. 2017.07.29 相本篤志 相本  (2018)
下関市菊川 7exs. 2017.09.04 相本篤志 相本  (2018)
下関市乃木浜 2exs. 2017.08.03 相本篤志 相本  (2018)

3. クロチビミズムシ  Micronecta (Dichaetonecta ) orientalis  Wroblewski. 1960
防府市長沢 1♂1♀ 1994.03.20 大木克行 大木・三時  (1995)

4. コチビミズムシ  Micronecta (Micronecta ) guttata Matsumura, 1905
光市小周防 5♂ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)
熊毛郡熊毛町安田(島田川) 11♂1♀ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)
徳山市大向(錦川) 多数 1993.08.12 大木克行 大木・三時  (1995)
佐波郡徳地町漆尾 多数 1994.03.19 大木克行 大木・三時  (1995)
防府市奈美(佐波川) 4♂1♀ 1994.03.19 大木克行 大木・三時  (1995)
吉敷郡小郡町岩屋(椹野川) 32♂3♀ 1994.03.20 大木克行 大木・三時  (1995)
宇部市池ノ原(厚東川) 74♂12♀ 1994.03.20 大木克行 大木・三時  (1995)

ミゾナシミズムシ亜科　Subfamily Cymatiainae
5. ミゾナシミズムシ  Cymatia apparens  (Distant, 1911)
光市三井 1♂ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)
熊毛郡熊毛町迫 1♂1♀ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)

田中伸一
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凡例：
採集地 個体数 採集日 採集者 備考 出典・収蔵

ミズムシ亜科　Subfamily Corixinae
ミズムシ族　Tribe Corixini

6. ホッケミズムシ(ミズムシ) Hesperocorixa distanti hokkensis  (Matsumura, 1905)
熊毛郡熊毛町新畑 20♂38♀ 1994.03.26 大木克行 大木・三時  (1995)
熊毛郡熊毛町迫 1♂ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)

7. オオミズムシ  Hesperocorixa kolthoffi (Lundblad, 1933)
防府市台道 4exs. 2017.08.30 相本篤志 相本  (2018)
阿武郡須佐町弥富中学校 16♂9♀ 2001.06.11 大木克行 大木  (2003g)
萩市宇津(見島) 2exs. 2016.10.07 後藤和夫 伊ヶ崎  (2017a)
美祢市美東町鳶の巣 1ex. 2017.05.13 後藤和夫 伊ヶ崎  (2018b)
下関市菊川 1ex. 2017.09.04 相本篤志 相本  (2018)
下関市形山みどり町 多数 2014.07.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

8. ナガミズムシ  Hesperocorixa mandshurica  (Jaczewski, 1924)
防府市長沢 1♂ 1994.03.20 大木克行 大木・三時  (1995)
下関市形山みどり町 多数 2013.07.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2014)

9. ヒメコミズムシ  Sigara (Pseudovermicorixa ) matsumurai  Jaczewski, 1968
光市光井 2♂2♀ 1994.03.24 大木克行 大木・三時  (1995)
光市三井 2♀ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)
光市植松 1♂ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)
光市別所 1♂ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市大原 3♂3♀ 1994.03.26 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市河内 3♂1♀ 1993.03.28 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市河内 17♂10♀ 1994.03.25 大木克行 大木・三時  (1995)
熊毛郡熊毛町新畑 1♂4♀ 1994.03.26 大木克行 大木・三時  (1995)
徳山市山手 1♂ 1994.03.23 大木克行 大木・三時  (1995)

10. エサキコミズムシ  Sigara (Pseudovermicorixa ) septemlineata  (Paiva, 1918)
柳井市河添 7♂1♀ 1993.08.11 大木克行 大木・三時  (1995)
熊毛郡田布施町波野 2♂2♀ 1993.08.11 大木克行 大木・三時  (1995)
熊毛郡大和町束荷 1♂5♀ 1993.03.29 大木克行 大木・三時  (1995)
熊毛郡大和町束荷 1♀ 1993.08.09 大木克行 大木・三時  (1995)
光市光井 8♂5♀ 1994.03.24 大木克行 大木・三時  (1995)
光市三井 8♂6♀ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)
光市植松 3♂1♀ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)
光市別所 2♂3♀ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市大原 3♂3♀ 1994.03.26 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市来巻 1♂ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市河内 1♂ 1993.03.28 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市河内 14♂9♀ 1994.03.25 大木克行 大木・三時  (1995)
熊毛郡熊毛町新畑 7♂5♀ 1994.03.26 大木克行 大木・三時  (1995)
熊毛郡熊毛町迫 1♂7♀ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)
都濃郡鹿野町今井 3♂3♀ 1994.03.26 大木克行 大木・三時  (1995)
防府市台道 1ex. 2017.08.30 相本篤志 相本  (2018)
防府市長沢 2♀ 1994.03.20 大木克行 大木・三時  (1995)
山口市徳地船路 2exs. 2017.05.28 相本篤志 相本  (2018)
佐波郡徳地町漆尾 28♂19♀ 1994.03.19 大木克行 大木・三時  (1995)
阿武郡須佐町弥富中学校 1♂2♀ 2001.06.11 大木克行 大木  (2003g)
萩市佐々並 1ex. 2017.05.28 相本篤志 相本  (2018)

11. オモナガコミズムシ  Sigara (Tropocorixa ) bellula  (Horvath, 1879)
山口市深溝 1♂ 1995.04.29 大木克行 大木  (2003b)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1♂ 1996.08.18 大木克行 大木  (2003b)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 23♂ 1996.08.27 大木克行 大木  (2003b)
宇部市西沖干拓 19♂ 2002.05.25 大木克行 大木  (2003b)
下関市菊川 1ex. 2017.09.04 相本篤志 相本  (2018)
下関市乃木浜 4exs. 2017.08.03 相本篤志 相本  (2018)

12. アサヒナコミズムシ  Sigara (Tropocorixa ) maikoensis (Matsumura, 1915)
玖珂郡錦町府谷(中ノ瀬川) 1♂1♀ 1993.08.06 大木克行 大木・三時  (1995)
熊毛郡熊毛町新畑 6♀ 1994.03.26 大木克行 大木・三時  (1995)
熊毛郡熊毛町迫 1♂1♀ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)
光市三井 2♂1♀ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市河内 105♂166♀ 1993.03.28 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市河内 3♂1♀ 1993.08.05 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市河内 3♂10♀ 1994.03.25 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市若太郎 1♂6♀ 1993.03.26 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市若太郎 6♂7♀ 1993.08.12 大木克行 大木・三時  (1995)
都濃郡鹿野町今井 1♂ 1994,03,23 大木克行 大木・三時  (1995)
山口市徳地船路 3exs. 2017.05.28 相本篤志 相本  (2018)
阿武郡須佐町弥富中学校 5♂32♀ 2001.06.11 大木克行 大木  (2003g)

13. ハラグロコミズムシ  Sigara (Tropocorixa ) nigroventralis  (Matsumura, 1905)
熊毛郡大和町束荷 1♂ 1993.03.29 大木克行 大木・三時  (1995)
吉敷郡阿知須町杖川 1♀ 1994.03.20 大木克行 大木・三時  (1995)

14. コミズムシ  Sigara  (Tropocorixa ) substriata  (Uhler, 1896)
萩市佐々並小木原 1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町江良 多数 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

15. ミヤケミズムシ  Xenocorixa vittipennis (Horvath, 1879)
熊毛郡熊毛町新畑 1♂ 1994.03.26 大木克行 大木・三時  (1995)

メミズムシ科　Family Ochteridae
1. メミズムシ  Ochterus marginatus marginatus (Latreille, 1804)
下松市切山 2001.08.14 大木克行 大木(2002b)
熊毛郡熊毛町新畑 1ex.(幼虫) 1994.07.26 大木克行 大木・三時  (1995)
都濃郡鹿野町金松 9exs.(幼虫) 1993.08.06 大木克行 大木・三時  (1995)
下関市菊川 1ex. 2017.09.04 相本篤志 相本  (2018)
下関市乃木浜 1ex. 2017.08.03 相本篤志 相本  (2018)

ナベブタムシ科　Family Aphelocheiridae
1. ナベブタムシ  Aphelocheirus vittatus  Matsumura, 1905
玖珂郡錦町府谷(中ノ瀬川) 1ex.(幼虫) 1993.08.06 大木克行 大木・三時  (1995)
玖珂郡錦町府谷(中ノ瀬川) 1993.08.09 大木克行 大木  (1999b)
光市小周防 1997.05.25 久重克己 三好  (1999)
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採集地 個体数 採集日 採集者 備考 出典・収蔵

1. ナベブタムシ  Aphelocheirus vittatus  Matsumura, 1905の続き

周南市大潮 5exs. 2004.05.06 小坂一章 小坂  (2005a)
佐波郡徳地町三谷野々井 4exs. 2005.09.01 小坂一章 小坂  (2006a)
山口市徳地三谷野々井 4exs. 2016.05.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017a)
山口市宮野上 1♂ 2004.09.20 大木克行 大木  (2005)

マツモムシ科　Family Notonectidae
マツモムシ亜科　Subfamily Notonectinae

1. マツモムシ  Notonecta (Paranecta ) triguttata  Motschulsky, 1861
柳井市新庄 1ex. 2000.05.04 角田正明 角田  (2015)
熊毛郡大和町束荷 2exs. 1993.08.09 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
光市 1ex. 1972.12.03 不明 福田・五味(2015)
光市光井 1ex. 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
下松市大原 2exs. 1994.07.26 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
下松市来巻 1ex. 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
下松市河内 1ex. 1993.08.05 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
下松市河内 2exs. 1994.03.25 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
下松市生野屋 1ex. 1993.08.11 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
周南市小松原 1ex. 2017.04.23 相本篤志 相本  (2018)
熊毛郡熊毛町新畑 5exs. 1994.03.26 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
周南市熊毛八代 多数 2014.09.13 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
徳山市須々万 2exs. 1993.08.06 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
徳山市西和奈古 1ex. 1994.03.23 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
防府市浮野 1ex. 1994.03.19 大木克行 大木・三時  (1995) , 大木  (1999b)
防府市台道 1ex. 2017.08.30 相本篤志 相本  (2018)
防府市台道 1ex. 2017.08.30 相本篤志 相本  (2018)
山口市阿東徳佐 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市鋳銭司 1ex. 1998.06.07 角田正明 角田  (2015)
阿武郡阿武町田平 1998.06.27 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡むつみ村吉部 1995.04.08 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡むつみ村吉部 1996.03.17 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡福栄村紫福 1996.04.25 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡福栄村福井入谷 1996.04.25 大木克行 大木  (1999b)
萩市大島登 1ex. 2006.09.15 大島中学生 椋木  (2007)
吉敷郡阿知須町青畑(万年池) 1995.04.16 大木克行 大木  (1999b)
下関市豊田町江良 2exs. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

コマツモムシ亜科　Subfamily Anisopinae
2. チビコマツモムシ  Anisops exiguus Horvath, 1919
下松市大原 43♂36♀ 1994.07.26 大木克行 大木・三時  (1995)

3. コマツモムシ  Anisops ogasawarensis  Matsumura, 1915
柳井市尾林 1♂ 1993.08.11 大木克行 大木・三時  (1995)
熊毛郡田布施町波野 2exs. 1993.08.11 大木克行 大木・三時  (1995)
熊毛郡大和町束荷 3♂4♀ 1993.08.09 大木克行 大木・三時  (1995)
光市島田 3♂6♀ 1993.03.29 大木克行 大木・三時  (1995)
光市別所 8♂14♀ 1994.03.22 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市大原 7♂5♀ 1994.03.26 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市大原 1♂ 1994.07.26 大木克行 大木・三時  (1995)
熊毛郡熊毛町新畑 1♂2♀ 1994.03.26 大木克行 大木・三時  (1995)
周南市須金 1ex. 2017.10.03 相本篤志 相本  (2018)
防府市台道 3exs. 2017.08.30 相本篤志 相本  (2018)
萩市佐々並 1ex. 2017.05.28 相本篤志 相本  (2018)
萩市大島登 3exs. 2006.09.15 大島中学生 椋木  (2007)
下関市豊田町江良 3exs. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市菊川 1ex. 2017.09.04 相本篤志 相本  (2018)
下関市清末 2000.08.30 大木克行 大木(2002b)
下関市乃木浜 4exs. 2017.08.03 相本篤志 相本  (2018)
下関市吉見 3exs. 2017.07.29 相本篤志 相本  (2018)

マルミズムシ科　Family Pleodae
1. ヒメマルミズムシ  Paraplea indistinguenda  (Matsumura, 1905)
下松市大原 74exs. 1994.07.26 大木克行 大木・三時  (1995)
周南市八代 1ex. 2017.08.05 相本篤志 相本  (2018)
周南市須金 2exs. 2017.10.03 相本篤志 相本  (2018)
吉敷郡秋穂町長池 2001.05.05 大木克行 大木(2002b)
萩市佐々並 1ex. 2017.05.28 相本篤志 相本  (2018)
下関市乃木浜 2exs. 2017.08.03 相本篤志 相本  (2018)

2. マルミズムシ  Paraplea japonica  (Horvath, 1904)
玖珂郡周東町中山 2exs. 1993.08.11 大木克行 大木・三時  (1995)
柳井市尾林 4exs. 1993.08.11 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市大原 2exs. 1994.07.26 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市河内 80exs. 1993.03.28 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市河内 114exs. 1993.08.05 大木克行 大木・三時  (1995)
下松市河内 1ex. 1994.03.25 大木克行 大木・三時  (1995)
周南市小松原 1ex. 2017.04.23 相本篤志 相本  (2018)
熊毛郡熊毛町新畑 1ex. 1994.03.26 大木克行 大木・三時  (1995)
周南市八代 1ex. 2017.08.05 相本篤志 相本  (2018)
周南市須金 2exs. 2017.10.03 相本篤志 相本  (2018)
防府市浮野 1ex. 1994.03.19 大木克行 大木・三時  (1995)
防府市台道 4exs. 2017.08.28 相本篤志 相本  (2018)
防府市台道 2exs. 2017.08.30 相本篤志 相本  (2018)
防府市台道 1ex. 2017.08.30 相本篤志 相本  (2018)
山口市徳地船路 1ex. 2017.05.28 相本篤志 相本  (2018)
吉敷郡秋穂町長池 2001.05.05 大木克行 大木(2002b)
宇部市吉見 2exs. 2017.07.29 相本篤志 相本  (2018)
宇部市吉見 1ex. 2017.07.29 相本篤志 相本  (2018)
下関市豊田町江良 1ex. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市菊川 2exs. 2017.09.04 相本篤志 相本  (2018)
下関市乃木浜 1ex. 2017.08.03 相本篤志 相本  (2018)

ミズカメムシ科　Family Mesoveliidae
1. マダラミズカメムシ  Mesovelia horvathi  Lundblad, 1933
下関市深坂 3♂4♀ 2000.04.04 大木克行 大木(2002b)

2. ムモンミズカメムシ  Mesovelia miyamotoi Kerzhner, 1977
文献未入手 三好和雄 *三好  (1990)

田中伸一
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2. ムモンミズカメムシ  Mesovelia miyamotoi Kerzhner, 1977の続き

下関市菊川 1ex. 2017.09.04 相本篤志 相本  (2018)
下関市乃木浜 1ex. 2017.08.03 相本篤志 相本  (2018)

3. ヘリグロミズカメムシ  Mesovelia thermalis  Horvath, 1915
周南市須金 2exs. 2017.10.03 相本篤志 相本  (2018)
下関市菊川 1ex. 2017.09.04 相本篤志 相本  (2018)

4. ミズカメムシ  Mesovelia vittigera Horvath, 1895
吉敷郡秋穂町中津江 2000.08.12 大木克行 大木(2002b)

5. ウミミズカメムシ  Speovelia maritima  Esaki, 1929
下関市豊北町湧田 観察 2016.04.14 松田真紀子 松田  (2018)
下関市豊北町神田 1♀ 2015.11.03 松田真紀子 松田  (2016)
下関市豊北町神田 幼虫1ex. 2016.09.15 松田真紀子 松田  (2018)
下関市豊北町角島 観察 2016.04.12 松田真紀子 松田  (2018)
下関市豊北町角島牧崎 観察 2016.11.04 松田真紀子 松田  (2018)
下関市長府宮崎町三軒家海岸 1♀ 2014.08.23 松田真紀子 松田  (2016)
下関市白崎付近(木屋川河口) 1♀ 2015.10.28 松田真紀子 松田  (2016)
下関市吉母眼の先 2exs. 2016.03.12 松田真紀子 松田  (2018)
下関市彦島迫町 観察 2016.11.17 松田真紀子 松田  (2018)
下関市六連島 2exs. 2016.10.14 松田真紀子 松田  (2018)

イトアメンボ科　Family Hydrometridae
1. イトアメンボ  Hydrometra albolineata  (Scott, 1874)
阿武郡旭村小木原 1ex. 2002.09.30 田中　馨 田中  (2011)
吉敷郡阿知須町干拓 1ex. 1993.08.09 田中　馨 田中  (2011)
吉敷郡阿知須町干拓 1ex. 1998.08.02 田中　馨 田中  (2011)
吉敷郡阿知須町きらら浜自然観察公園 1ex. 2001.04.22 田中　馨 田中  (2011)

2. オキナワイトアメンボ  Hydrometra okinawana  Drake, 1951
周南市小松原 2exs. 2017.04.23 相本篤志 相本  (2018)
周南市八代 6exs. 2016.06.16 辻　雄介 辻  (2017b)
周南市八代 4exs. 2016.07.20 辻　雄介 辻  (2017b)
山口市徳地船路 1ex. 2017.05.28 相本篤志 相本  (2018)

3. ヒメイトアメンボ  Hydrometra procera Horvath, 1905
岩国市玖珂町 2exs. 2016.09.16 辻　雄介 辻  (2017b)
岩国市玖珂町 3exs. 2016.09.17 辻　雄介 辻  (2017b)
下松市河内 3♀ 1993.08.05 大木克行 大木・三時  (1995)
周南市小松原 1♀ 2016.09.25 辻　雄介 辻  (2017b)
周南市小松原 10exs. 2016.10.08 辻　雄介 辻  (2017b)
吉敷郡阿知須町干拓 1ex. 1998.05.24 田中　馨 田中  (2011)

カタビロアメンボ科　Family Veliidae
ケシカタビロアメンボ亜科　Subfamily Microveliinae

1. ケシカタビロアメンボ  Microvelia douglasi Scott, 1874
下関市清末 2000.08.30 大木克行 大木(2002b)

2. ホルバートケシカタビロアメンボ  Microvelia horvathi  Lundblad, 1993
下関市豊田町江良 1ex. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ケシウミアメンボ亜科　Subfamily Haloveliinae
3. ケシウミアメンボ  Halovelia septentrionalis  Esaki, 1926
岩国市日の出町(錦川河口右岸) 6exs. 2017.09.06 辻　雄介 辻  (2018)
岩国市通津通津美が浦 12exs. 2012.08.15 下野誠之 下野  (2014)
岩国市通津通津美が浦 7exs. 2013.07.07 下野誠之 下野  (2014)
大島郡東和町内入 3♂3♀ 1998.08.21 大木克行 大木  (2000)
大島郡東和町西方 26♂45♀24幼虫 1997.08.14 大木克行 大木  (2000)
大島郡東和町西方 2000.08.12 大木克行 大木(2002b)
大島郡橘町長浜 6幼虫 1997.08.14 大木克行 大木  (2000)
光市舵取岬 35♂16♀ 1996.08.13 大木克行 大木  (2000)

アメンボ科　Family Gerridae
ウミアメンボ亜科　Subfamily Halobatinae

1. シオアメンボ  Asclepios shiranui  (Esaki, 1924)
萩市明神池 1♂1♀ 1950.09.14 M. Moritsu 大木・三時  (2001)

2. ツヤウミアメンボ  Halobates micans  Eschscholtz, 1822
光市虹ヶ浜 1997.07.05 三戸雅就 三好  (2002)

3. コガタウミアメンボ  Halobates sericeus  Eschscholtz, 1822
萩市堀内(菊ヶ浜海水浴場) 1ex. 2017.10.25 小川鷹祐 小川  (2018)
下関市長府宮崎町三軒海岸 3exs. 2013.07.09 松田真紀子 松田・川野  (2014)

4. シマアメンボ  Metrocoris histrio  (White, 1883)
岩国市柱野御庄川ダム 2exs. 2016.06.26 辻　雄介 辻  (2017b)
岩国市美川町錦川水系錦川 1ex. 2016.06.16 辻　雄介 辻  (2017b)
岩国市玖珂町 1ex. 2016.06.26 辻　雄介 辻  (2017b)
岩国市周東町 1ex. 2016.10.01 辻　雄介 辻  (2017b)
周南市久米 1ex.確認 2016.05.26 辻　雄介 辻  (2017b)
佐波郡徳地町滑日暮川上流 2♂6♀無翅 1997.10.21 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
阿武郡阿東町上半久 2♂4♀無翅 1998.08.21 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿東町高岳下 1998.08.21 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡阿東町神角 1998.08.26 大木克行 大木  (1999b)
山口市吉敷佐畑 1ex. 1998.10.25 角田正明 角田  (2015)
阿武郡阿武町愛宕山 3♀無翅 1999.08.27 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町白須 3♂4♀無翅 1999.07.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町惣郷 2♂3♀無翅 1999.07.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町奈古筒尾 1幼虫 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡川上村湯ノ瀬 2♂8♀長翅 1998.06.27 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
阿武郡川上村湯ノ瀬 9♂6♀無翅 1998.06.27 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
阿武郡川上村湯ノ瀬 1998.08.14 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡川上村長門峡 1♂2♀無翅 1996.08.26 大木克行 大木・三時  (2001)
豊浦郡豊田町華山キャンプ場 2♀無翅 1998.08.11 大木克行 大木・三時  (2001)
豊浦郡豊田町華山 3♂無翅 1999.10.24 大木克行 大木・三時  (2001)
下関市豊田町華山 2exs. 2015.05.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
豊浦郡菊川町中山渓 1♀無翅 1998.08.11 大木克行 大木・三時  (2001)
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4. シマアメンボ  Metrocoris histrio  (White, 1883)の続き

下関市清末千房 幼虫3exs. 2015.11.01 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 5♂4♀無翅 1999.11.13 大木克行 大木・三時  (2001)
下関市深坂 2exs. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

トガリアメンボ亜科　Subfamily Rhagadotarsinae
5. トガリアメンボ  Rhagadotarsus (Rhagadotarsus ) kraepelini  Breddin, 1905
防府市台道 3exs. 2017.08.28 相本篤志 相本  (2018)

アメンボ亜科　Subfamily Gerrinae
6. オオアメンボ  Aquarius elongatus (Uhler, 1896)
岩国市六呂師御庄川 4exs. 2016.07.09 辻　雄介 辻  (2017b)
光市光井 1ex. 1991.05.19 三好和雄 福田・五味(2015)
光市光井 3exs. 1993.06.18 三好和雄 福田・五味(2015)
周南市小松原 1ex. 2017.04.03 相本篤志 相本  (2018)
防府市台道 1ex. 2017.08.30 相本篤志 相本  (2018)
山口市徳地船路 1ex. 2017.05.28 相本篤志 相本  (2018)
山口市亀山 1998.07.25 大木克行 大木  (1999b)
山口市亀山公園 1♂1♀ 1998.08.25 大木克行 大木・三時  (2001)
山口市鴻ノ峰 1♂ 1999.07.18 大木克行 大木・三時  (2001)
萩市(須佐)高山 1ex. 2013.07.06 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
阿武郡須佐町弥富 2001.05.09 大木克行 山口のむし2000(1):60
阿武郡福栄村紫福 1♀ 1996.04.25 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
阿武郡川上村長門峡 1998.06.27 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡川上村長門峡 1♂ 1996.08.26 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町福賀 2♀ 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町福賀 same locality 1999.07.25 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市吉見 1ex. 2017.07.29 相本篤志 相本  (2018)
豊浦郡菊川町中山渓 1♂ 1998.08.11 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
豊浦郡豊田町狗留孫山 3♂4♀ 1999.09.18 大木克行 大木・三時  (2001)

7. アメンボ  Aquarius paludum paludum  (Fabricius, 1794)
岩国市柱島 1ex. 2009.08.22 下野誠之 下野  (2011)
岩国市楠木町八幡堰 7exs. 2016.04.11 辻　雄介 辻  (2017b)
岩国市柱野御庄川ダム 4exs. 2016.06.26 辻　雄介 辻  (2017b)
岩国市六呂師御庄川 1ex. 2016.07.09 辻　雄介 辻  (2017b)
熊毛郡大和町束荷 3♂2♀ 1993.08.09 大木克行  A.p.japonicus 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
光市光井 1♂ 1994.03.24 大木克行  A.p.japonicus 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
下松市大原 1♂ 1994.07.26 大木克行  A.p.japonicus 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
下松市河内 1♂1♀ 1993.08.05 大木克行  A.p.japonicus 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
周南市小松原 1ex. 2017.04.23 相本篤志 相本  (2018)
周南市八代 1ex. 2016.06.16 辻　雄介 辻  (2017b)
周南市八代 1ex. 2016.06.30 辻　雄介 辻  (2017b)
防府市山田 1♀ 1994.03.19 大木克行  A.p.japonicus 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
防府市台道 1ex. 2017.08.28 相本篤志 相本  (2018)
防府市台道 1ex. 2017.08.28 相本篤志 相本  (2018)
防府市台道 1ex. 2017.08.30 相本篤志 相本  (2018)
防府市台道 1ex. 2017.08.30 相本篤志 相本  (2018)
防府市長沢 1♀ 1994.03.20 大木克行  A.p.japonicus 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
山口市徳地船路 1ex. 2017.05.28 相本篤志 相本  (2018)
山口市阿東徳佐 1♂1♀ 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市亀山公園 2♂2♀短翅 1998.07.25 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
山口市深溝 1♂長翅 1996.05.03 大木克行 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1♂2♀長翅 1996.04.27 大木克行 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1♂長翅 1996.08.27 大木克行 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 2♂2♀長翅 1998.04.11 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町源河焼野池 1♂1♀長翅 1995.05.03 大木克行 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町青畑(万年池) 1995.04.16 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡須佐町須佐 2♂短翅 1996.08.03 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡須佐町須佐 1♀長翅 1996.08.03 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡福栄村紫福 1996.04.25 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡福栄村紫福奥畑 1♂1♀長翅 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町福賀 1♂1♀長翅 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町福賀 1♂2♀短翅 1999.07.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町福賀 1♂長翅 1999.08.27 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町福賀 1♀短翅 1999.08.27 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町愛宕山 1♂長翅 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町愛宕山 1♀短翅 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町愛宕山 1♂2♀短翅 1999.08.27 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町金社 1♂1♀長翅 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町熊田溜池 1♂長翅 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町惣郷 1♀長翅 1999.07.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町田平 3♂2♀長翅 1998.04.04 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町田平 3♂3♀短翅 1998.06.27 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町田平 2♀短翅 1999.06.31 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町奈古筒尾 1♂1♀長翅 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町奈古土 1♀長翅 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 1♂長翅 1998.09.26 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
宇部市吉見 1ex. 2017.07.29 相本篤志 相本  (2018)
下関市菊川 1ex,多数確認 2017.09.04 相本篤志 相本  (2018)
下関市清末 2♂1♀長翅 1999.05.29 大木克行 大木・三時  (2001)
下関市清末 1♂短翅 1999.05.29 大木克行 大木・三時  (2001)
下関市清末 2000.09.25 大木克行 大木(2002b)
下関市乃木浜 100exs以上確認 2017.08.03 相本篤志 相本  (2018)

8. ババアメンボ  Gerris  (Gerris ) babai  Miyamoto, 1958
熊毛郡熊毛町迫 2♂ 1994.03.22 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
宇部市東須恵 2000.08.11 大木克行 大木(2002b)
宇部市東須恵 2000.08.14 大木克行 大木(2002b)
宇部市東須恵前開作池 1♂微翅 1998.04.29 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 2♂1♀微翅 1998.05.31 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 3♂長翅 1988.08.12 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 2♂3♀微翅 1998.08.12 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 3♂2♀長翅 1988.08.13 大木克行 大木 (1999b),大木・三時 (2001)
宇部市東須恵前開作池 8♂6♀微翅 1998.08.13 大木克行 大木 (1999b),大木・三時 (2001)
宇部市東須恵前開作池 2♂1♀長翅 1998.09.26 大木克行 大木 (1999b),大木・三時 (2001)
宇部市東須恵前開作池 5♂3♀長翅 1998.10.28 大木克行 大木 (1999b),大木・三時 (2001)
宇部市東須恵前開作池 5♂5♀長翅 1999.04.04 大木克行 大木・三時  (2001)

田中伸一
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凡例：
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8. ババアメンボ  Gerris  (Gerris ) babai  Miyamoto, 1958の続き

宇部市東須恵前開作池 12♂3♀微翅 1999.04.24 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 1♂1♀微翅 1999.08.08 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 2♂2♀長翅 1999.08.08 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 3♂1♀長翅 2000.04.23 大木克行 大木・三時  (2001)

9. ヒメアメンボ  Gerris (Gerris ) latiabdominis  Miyamoto, 1958
岩国市柱野御庄川ダム 2exs. 2016.06.05 辻　雄介 辻  (2017b)
岩国市柱野御庄川ダム 1ex. 2016.06.26 辻　雄介 辻  (2017b)
岩国市六呂師御庄川 1ex. 2016.07.09 辻　雄介 辻  (2017b)
岩国市玖珂町 2exs. 2016.06.20 辻　雄介 辻  (2017b)
岩国市玖珂町 1ex. 2016.06.26 辻　雄介 辻  (2017b)
岩国市祖生 1ex. 2016.08.13 辻　雄介 辻  (2017b)
玖珂郡錦町府谷(中ノ瀬川) 1♂1♀ 1993.08.06 大木克行 大木・三時  (1995)
玖珂郡周東町中山 2♀ 1993.08.09 大木克行 大木・三時  (1995)  熊毛郡

光市室積 5exs. 1988.04.23 三好和雄 福田・五味(2015) G.lacustris
光市光井 1♀ 1994.03.24 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
光市島田 2♂2♀ 1993.03.29 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
下松市大原 5♂1♀ 1994.07.26 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
下松市河内 1♀ 1993.03.28 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
下松市河内 1♀ 1993.08.05 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
周南市八代 1ex. 2016.06.30 辻　雄介 辻  (2017b)
熊毛郡熊毛町新畑 1995.03.29 大木克行 大木  (1999b)
熊毛郡熊毛町迫 1♀ 1994.03.22 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
周南市八代 2exs. 2016.06.16 辻　雄介 辻  (2017b)
徳山市滑溜池 1♀ 1993.03.23 大木克行  1994.03.23 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
徳山市須々万 1♂ 1993.08.12 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
周南市小松原 1ex. 2017.04.23 相本篤志 相本  (2018)
防府市貸草 3♂3♀ 1994.03.19 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
防府市浮野 2♀ 1994.03.19 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
防府市浮野 4♀ 1994.03.20 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
防府市台道大原 2♂2♀ 1999.05.16 大木克行 大木・三時  (2001)
防府市長沢 2♂3♀ 1994.03.20 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
佐波郡徳地町漆尾 1♂ 1994.03.19 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
阿武郡阿東町徳佐下 2001.04.15 大木克行 大木(2002b)
山口市天神原 2♂ 1999.05.16 大木克行 大木・三時  (2001)
山口市天神原 5♂1♀ 2000.04.16 大木克行 大木・三時  (2001)
山口市深溝 1995.04.23 大木克行 大木  (1999b)
山口市深溝 1995.04.29 大木克行 大木  (1999b)
山口市深溝 1995.05.04 大木克行 大木  (1999b)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 3♂3♀ 1996.04.27 大木克行 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 2♂1♀ 1996.05.03 大木克行 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1♂ 1997.04.20 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1997.06.20 大木克行 大木  (1999b)
吉敷郡阿知須町青畑(万年池) 1995.04.16 大木克行 大木  (1999b)
吉敷郡阿知須町河内(宮の脇池) 1995.04.29 大木克行 大木  (1999b)
吉敷郡阿知須町河内宮ノ脇池 3♀ 1999.04.29 大木克行 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町河内宮ノ脇池 1♂ 1999.08.08 大木克行 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町源河焼野池 1♂1♀ 1995.04.29 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町源河(焼野池) 1995.05.03 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡阿武町福田上 1♂5♀ 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町福賀 6♂9♀ 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町福賀 1♂ 1999.08.27 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町愛宕山 3♂5♀ 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町愛宕山 2♂ 1999.08.27 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町金社 7♂3♀ 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町熊田溜池 8♂1♀ 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町惣郷 1♀ 1999.07.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町田平 1♂2♀ 1998.04.04 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町田平 5♂4♀ 1998.06.27 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町田平 2♀ 1999.06.31 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町田平 3♂ 1999.07.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町奈古筒尾 2♂1♀ 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町奈古土 7♂5♀ 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡むつみ村吉部 1995.04.08 大木克行 大木  (1999b)
阿武郡福栄村紫福奥畑 6♂8♀ 1999.04.25 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
阿武郡川上村湯ノ瀬 4♂1♀ 1998.06.27 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
阿武郡川上村長門峡 1♂1♀ 1998.06.27 大木克行 大木・三時  (2001)
美祢市堤 2♂1♀ 2000.05.05 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市際波(大浴池) 1997.04.20 大木克行 大木  (1999b)
宇部市東須恵前開作池 2♀ 1998.05.16 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 1♂ 1998.05.31 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 2♂ 1999.04.04 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 2♂1♀ 1999.04.24 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市吉見 1ex. 2017.07.29 相本篤志 相本  (2018)
下関市清末 1♂ 1999.05.29 大木克行 大木・三時  (2001)

10. ハネナシアメンボ  Gerris (Gerris ) nepalensis  Distant, 1910
岩国市柱野御庄川ダム 1ex. 2016.06.26 辻　雄介 辻  (2017b)
岩国市周東町祖生 1ex. 2016.08.13 辻　雄介 辻  (2017b)
柳井市柳井 1ex. 2016.007.02 辻　雄介 辻  (2017b)
下松市大原 1994.07.26 大木克行 大木  (1999b)
周南市小松原 1ex. 2016.09.25 辻　雄介 辻  (2017b)
周南市八代 2exs. 2016.09.18 辻　雄介 辻  (2017b)
周南市須金 1ex. 2017.10.03 相本篤志 相本  (2018)
防府市浮野 1994.03.20 大木克行 大木  (1999b)
防府市台道 1ex. 2017.08.30 相本篤志 相本  (2018)
山口市深溝 1♀長翅 1995.04.29 大木克行 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1♂長翅 1996.08.27 大木克行 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町青畑(万年池) 1995.04.16 大木克行 大木  (1999b)
吉敷郡阿知須町青畑(万年池) 1995.04.23 大木克行 大木  (1999b)
吉敷郡阿知須町源河焼野池 1♂長翅 1995.04.29 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町源河焼野池 2♀無翅 1995.04.29 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町源河(焼野池) 1995.05.03 大木克行 大木  (1999b)
吉敷郡阿知須町源河宮ノ池 3♂3♀長翅 1999.04.29 大木克行 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町源河宮ノ池 2♂1♀無翅 1999.08.08 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町福田上 11♂3♀無翅 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町福田上 1♀長翅 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
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10. ハネナシアメンボ  Gerris (Gerris ) nepalensis  Distant, 1910の続き

阿武郡阿武町奈古土 3♂2♀無翅 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
美祢市堤 6♂5♀無翅 2000.05.05 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市前開作池 1998.04.04 大木克行 大木  (1999b)
宇部市東須恵前開作池 3♂1♀無翅 1998.05.04 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 10♂12♀無翅 1998.05.31 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 2♂無翅 1998.08.12 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 1♂長翅 1998.08.13 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 2♀無翅 1998.08.13 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 2♂2♀無翅 1998.09.26 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 3♀長翅 1998.09.26 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 1♀無翅 1998.10.28 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 1♀無翅 1999.04.04 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 3♂1♀無翅 1999.04.24 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 1♂長翅 1999.08.08 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵 1998.06.14 大木克行 大木(2002b)
宇部市東須恵 2000.08.11 大木克行 大木(2002b)
宇部市吉見 2exs. 2017.07.29 相本篤志 相本  (2018)
下関市乃木浜 1ex. 2017.08.03 相本篤志 相本  (2018)

11. コセアカアメンボ  Gerris (Macrogerris ) gracilicornis  (Horvath, 1879)
玖珂郡錦町羅漢山 3♂2♀ 1996.05.17 大木克行 大木・三時  (2001)
岩国市柱野御庄川ダム 6exs. 2016.06.05 辻　雄介 辻  (2017b)
岩国市柱野御庄川ダム 2exs. 2016.06.26 辻　雄介 辻  (2017b)
岩国市六呂師御庄川 1ex. 2016.07.09 辻　雄介 辻  (2017b)
光市室積象鼻ヶ崎 1♀ 1995.05.30 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
周南市八代 1ex. 2016.06.30 辻　雄介 辻  (2017b)
防府市台道大原 1♂ 2000.04.16 大木克行 大木・三時  (2001)
山口市阿東徳佐 2♂ 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡阿武町愛宕山 3♀ 1999.08.27 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町熊田溜池 1♀ 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町田平 3♂2♀ 1998.04.04 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町田平 5♂6♀ 1998.06.27 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
阿武郡福栄村紫福奥畑 1♂1♀ 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡川上村湯ノ瀬 1♂ 1998.06.27 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
阿武郡川上村長門峡 1♂1♀ 1996.08.26 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡川上村長門峡 4♂1♀ 1998.06.27 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
阿武郡旭村黒ぬた谷 1♀ 1995.04.11 大木克行 大木・三時  (2001)
長門市青海 1♂ 1996.03.23 大木克行 大木・三時  (2001)
下関市豊田町華山 5exs. 2015.05.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

12. ヤスマツアメンボ  Gerris (Macrogerris ) insularis (Motschulsky, 1866)
山口市徳地船路 1ex. 2017.05.28 相本篤志 相本  (2018)
山口市阿東徳佐 2♂ 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
吉敷郡阿知須町源河(焼野池) 2♂ 1995.05.03 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町愛宕山 7♂5♀ 1999.08.27 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町熊田溜池 1♂ 1999.04.25 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡阿武町田平 1♂1♀ 1998.06.27 大木克行 大木・三時  (2001)
阿武郡川上村長門峡 6♂6♀ 1996.08.26 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
阿武郡川上村長門峡 1♀ 1998.06.27 大木克行 大木・三時  (2001)
美祢市堤 6♂4♀ 2000.05.05 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市吉見 2exs. 2017.07.29 相本篤志 相本  (2018)
豊浦郡豊田町華山 3♂9♀ 1998.08.11 大木克行 大木・三時  (2001)
下関市清末 6♂13♀ 1999.09.30 大木克行 大木・三時  (2001)
下関市清末 2♂2♀ 2000.09.28 大木克行 大木・三時 (2001), 大木(2002b)
下関市王司 2♂4♀ 1999.10.03 大木克行 大木・三時  (2001)
下関市王司 5♂2♀ 2000.08.09 大木克行 大木・三時 (2001), 大木(2002b)

13. エサキアメンボ  Limnoporus esakii (Miyamoto, 1958)
防府市浮野 2♂1♀ 1994.03.19 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
防府市浮野 1♀ 1994.03.20 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (1995)
山口市天神原 1♀ 1999.05.16 大木克行 大木・三時  (2001)
山口市天神原 4♂3♀ 2000.04.16 大木克行 大木・三時  (2001)
山口市深溝 1♂1♀ 1995.04.23 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
山口市深溝 1♂ 1995.05.04 大木克行 大木・三時  (2001)
山口市深溝 2♀ 1995.08.22 大木克行 大木・三時  (2001)
山口市深溝 3♀ 1996.03.27 大木克行 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 2♂2♀ 1996.08.27 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町宮ノ脇池 1998.05.04 大木克行 大木  (1999b)
吉敷郡阿知須町河内宮ノ脇池 3♂3♀ 1999.08.08 大木克行 大木・三時  (2001)
吉敷郡阿知須町源河(焼野池) 1995.04.29 大木克行 大木  (1999b)
吉敷郡阿知須町源河焼野池 1♂1♀ 1995.05.03 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市際波大浴堤 1♀ 1996.05.03 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
宇部市際波西ヶ迫池 1♂1♀ 1998.04.26 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 1♂3♀ 1998.04.29 大木克行 大木 (1999b), 大木(2002b), 大木・三時 (2001)

宇部市東須恵前開作池 3♂3♀ 1998.05.04 大木克行 大木 (1999b), 大木(2002b), 大木・三時 (2001)

宇部市東須恵前開作池 7♂8♀ 1998.05.16 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 12♂12♀ 1998.05.31 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 10♂7♀ 1998.08.12 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 9♂8♀ 1998.08.13 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 1♂1♀ 1998.09.26 大木克行 大木 (1999b),大木・三時 (2001)
宇部市東須恵前開作池 3♂5♀ 1998.10.28 大木克行 大木  (1999b), 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 1♂ 1999.04.04 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 4♂5♀ 1999.04.24 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 2♂8♀ 1999.08.08 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵前開作池 3♂ 2000.04.23 大木克行 大木・三時  (2001)
宇部市東須恵 2000.08.11 大木克行 大木(2002b)
厚狭郡山陽町埴生 1♂2♀ 2000.04.02 大木克行 大木・三時  (2001)
厚狭郡山陽町埴生 1♂2♀ 2000.04.23 大木克行 大木・三時  (2001)
下関市長府乃木浜 2♀ 2017.07.26 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018b)
下関市長府乃木浜 1ex. 2017.08.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018b)
下関市乃木浜 3exs,多数確認 2017.08.03 相本篤志 相本  (2018)

ミズギワカメムシ下目　 Infraorder LEPTOPODOMORPHA
ミズギワカメムシ科　Family Saldidae
ミズギワカメムシ族　Tribe Saldoidini

1. モンシロミズギワカメムシ  Chartoscirta elegantula longicornis  (Jakovlev, 1882)
光市浅江柏木堤 1995.05.16 三好和雄 三好  (1997)

田中伸一
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1. モンシロミズギワカメムシ  Chartoscirta elegantula longicornis  (Jakovlev, 1882)の続き

下松市切山 2000.08.16 大木克行 C. e.elegantula 大木(2002b)
佐波郡徳地町漆尾 12♂12♀ 1994.07.26 大木克行  C.elegantula 大木・三時  (1995)

2. タニガワミズギワカメムシ  Macrosaldula miyamotoi Cobben, 1985
佐波郡徳地町滑 1♀ 1975.08.01 田中　馨 大木(2003a)
佐波郡徳地町日暮川上流 2♂1♀ 1997.10.21 大木克行 大木(2003a)
阿武郡阿東町長門峡 7♂9♀ 1996.08.17 大木克行 大木(2003a)
阿武郡川上村長門峡 12♂5♀ 1996.08.26 大木克行 大木(2003a)
阿武郡須佐町弥富畳ヶ淵 14♂7♀ 2001.08.06 大木克行 大木(2003a)
阿武郡阿武町惣郷 3♀ 1999.07.25 大木克行 大木(2003a)
豊浦郡豊田町華山キャンプ場 4♂ 1998.08.11 大木克行 大木(2003a)

3. コミズギワカメムシ  Micracanthia ornatula (Reuter, 1881)
熊毛郡熊毛町新畑 1♀ 1994.07.26 大木克行 大木・三時  (1995)
徳山市大向 1♂4♀ 1993.08.12 大木克行 大木・三時  (1995)
佐波郡徳地町漆尾 2♀ 1994.03.19 大木克行 大木・三時  (1995)

4. トゲミズギワカメムシ  Saldoida armata  Horvath, 1911
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1978.09.24 田中　馨 三好・田中  (1988)
宇部市西沖干拓 6♀ 2002.05.25 大木克行 大木  (2003e)
下関市菊川 5exs. 2017.09.04 相本篤志 相本  (2018)

5. ウスイロミズギワカメムシ  Saldula pallipes  (Fabricius, 1794)
徳山市大向 1♀ 1993.08.12 大木克行 大木・三時  (1995)
佐波郡徳地町漆尾 2♀ 1994.03.19 大木克行 大木・三時  (1995)

6. ミズギワカメムシ  Saldula saltatoria  (Linnaeus, 1758)
下松市若太郎 1♀ 1993.08.05 大木克行 大木・三時  (1995)
佐波郡徳地町漆尾 3♂23♀ 1994.03.19 大木克行 大木・三時  (1995)

トコジラミ下目　Infraorder CIMICOMORPHA
カスミカメムシ科　Family Miridae
ダルマカメムシ亜科　Subfamily Isometopinae
Tribe Isometopini

1. ダルマカメムシ  Isometopus japonicus  Hasegawa, 1946
宇部市小松原町2丁目 1♀ 2011.06.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

キノコカスミカメ亜科　Subfamily Cylapinae
Tribe Bothriomirini
2. ダルマキノコカスミカメ  Bothriomiris gotohi  Yasunaga, 2000
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1990.07.20 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊田町華山 3exs. 1990.08.12 田中　馨 田中  (2011)
*カメムシ図鑑2巻の分布は本州(紀伊半島・佐渡島・八丈島 )・四国・九州・沖縄本島

Tribe Fulviini
3. クロキノコカスミカメ  Punctifulvius kerzhneri Schmitz, 1978
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1994.07.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
山口市阿東長門峡(遊歩道) 多数 2014.09.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
美祢郡秋芳町秋吉台家族旅行村 3exs. 1993.09.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

アオナガカスミカメムシ亜科　Subfamily Orthotylinae
Tribe Halticini

4. ガマカスミカメ  Coridromius chinensis  Liu et Zhao, 1999
光市茶臼山 1997.09.05 三好和雄 Orthotyline subfam 三好  (1999)
※宮本先生によるとして？マーク付き
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.06.20 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

5. オオクロトビカスミカメ  Ectmetopterus micantulus  (Horvath, 1905)
宇部市開5丁目(常盤池周遊園路) 1ex. 2015.06.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.07.24 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.08.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

6. クロマルカスミカメ  Orthocephalus funestus Jakovlev, 1881
山地 三好・田中  (1988)

7. ツヤクロマルカスミカメ  Strongylocoris leucocephalus  (Linnaeus, 1758)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 2exs. 1988.06.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 2exs. 1988.06.26 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1990.06.17 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1997.06.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
*カメムシ図鑑2巻の分布は北海道・本州北部

Tribe Orthotylini
8. カタグロミドリカスミカメ  Cyrtorhinus lividipennis Reuter, 1884
都濃郡鹿野町長野山 1ex. 1993.09.12 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市風呂ヶ迫町 1ex. 1993.09.12 田中　馨 田中  (1999)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2009.09.29 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2010.10.22 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2012.09.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2012.10.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.08.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

9. キアシアカカスミカメ  Orthotylus (Yamatorthotylus ) xanthopoda  Yasunaga, 1999
岩国市錦町深谷峡付近 1ex. 2017.07.01 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)

10. ネッタイヒイロカスミカメ  Pseudoloxops imperatorius  (Distant, 1904)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
*カメムシ図鑑2巻の分布は四国・沖縄、

11. クヌギヒイロカスミカメ  Pseudoloxops miyamotoi  Yasunaga, 1997
玖珂郡錦町寂地峡～右谷山 1ex. 1997.06.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.08.01 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.08.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
*カメムシ図鑑2巻の分布は兵庫県・福岡県・長崎県
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チビカスミカメムシ亜科　Subfamily Phylinae
ハシリカスミカメムシ族　Tribe Hallodapini

12. イッカクカスミカメ  Acrorrhinium inexpectatum  (Josifov, 1978)
阿武郡須佐町弥富 1ex. 1999.07.24 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2003.09.05 田中　馨 田中  (2011)
*カメムシ図鑑2巻の分布は東京都・新潟県

13. モンキハシリカスミカメ  Hallodapus centrimaculatus  (Poppous, 1915)
宇部市小松原町2丁目 1♂ 2013.09.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1♂ 2014.09.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

チビトビカスミカメ族　Tribe Nasocorini
14. コミドリチビトビカスミカメ  Campylomma livida  Reuter, 1885
宇部市小松原町2丁目 多数 2013.08.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 多数 2014.08.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

15. ミナミチビトビカスミカメ (ミドリトビメクラガメ ) Campylomma lividicornis  Reuter, 1912
各地  ミドリトビメクラガメ 三好・田中  (1988)
*カメムシ図鑑2巻の分布は西表島．

16. マツトビカスミカメ  Kasumiphylus kyushuensis  (Linnavuori, 1961)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.06.27 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.07.10 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.10.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

コブヒゲカスミカメ族　Tribe Cremnorrhini
Subtribe Cremnorrhina

17. コブヒゲカスミカメ  Harpocera orientalis  Kerzhner, 1979
玖珂郡錦町寂地山 1♂1♀ 2005.05.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
光市茶臼山 1998.04.27 三好和雄 三好  (1999)
阿武郡旭村小木原 多数 2009.05.03 田中　馨 田中  (2011)
美祢郡美東町秋吉台育成牧場 1♂ 1992.04.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市開5丁目(常盤池畔周遊園路) 1♂1♀ 2011.05.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市開5丁目(常盤池畔周遊園路) 3♀ 2015.05.02 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2♂ 2003.04.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1♂ 2006.05.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 4♂3♀ 2008.04.17-05.01田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1♂ 2009.04.30 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1♂ 2014.04.25 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2♂ 2015.04.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
長門市日置千畳敷 1♂ 2012.04.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

チビカスミカメ族　Tribe Phylini
Subtribe Phylina

18. キアシクロホソカスミカメ  Phylus miyamotoi  Yasunaga, 1999
宇部市開5丁目(常盤池畔周遊園路) 1ex. 2015.05.02 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市開5丁目(常盤池畔周遊園路) 2exs. 2015.05.10 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2007.07.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.05.20 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2009.05.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.05.09 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

19. クリトビカスミカメ  Psallus (Phylidea ) castaneae Josifov, 1983
宇部市開5丁目(常盤池畔周遊園路) 2exs. 2015.05.10 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

20. クヌギトビカスミカメ  Psallus (Psallus? ) bagjonicus  Josifov, 1983
宇部市開5丁目 1ex. 1998.04.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市開5丁目 多数 2013.05.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市開5丁目(常盤池畔周遊園路) 2♂1♀ 2015.05.02 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2009.05.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.05.09 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2014.05.02 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
*カメムシ図鑑2巻の分布は四国・九州．

21. ウスイロホソカスミカメ  Europiella miyamotoi  (Kerzhner, 1988)
山地 Plagiognathus lividus 三好・田中  (1988)

22. ヒメヨモギカスミカメ  Plagiognathus yomogi  Miyamoto, 1969
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2007.07.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.05.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

ムナグロキイロカスミカメ族　Tribe Semiini
Subtribe Bemiina

23. ムナグロキイロカスミカメ  Tytthus chinensis (Stal, 1860)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.08.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2014.08.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

ヒョウタンカスミカメ族　Tribe Pilophorini
24. ホソヒョウタンカスミカメ  Pilophorus erraticus Linnavuori, 1962
美祢市岩永台 1ex. 2016.07.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)
下関市豊田町華山 1ex. 2017.07.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)

25. マツヒョウタンカスミカメ  Pilophorus miyamotoi  Linnavuori, 1961
美祢市美東町秋吉台 3exs. 2015.07.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市東岐波月崎海岸 1ex. 2002.06.21 田中　馨 田中  (2011)
宇部市開5丁目(常盤池周遊園路) 2exs., 2幼虫 2015.05.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2006.06.30 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2008.06.20 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2010.06.28 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.08.23 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

26. オオクロヒョウタンカスミカメ  Pilophorus niger  Poppius, 1914
宇部市上宇部黒岩(常盤池周遊園路) 1ex. 2015.09.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

27. ヒョウタンカスミカメ  Pilophorus setulosus Horvath, 1905
萩市西鳳翩山 1ex. 2013.08.10 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
美祢郡美東町秋吉台長者ヶ森付近 1ex. 1991.07.06 田中　馨 田中  (2011)
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28. クロヒョウタンカスミカメ  Pilophorus typicus  (Distant, 1909)
宇部市上宇部黒岩(常盤池周遊園路) 1ex. 2015.09.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

クロツヤチビカスミカメ族　Tribe Leucophoropterini
Subtribe Leucophoropterina

29. ヒメクロツヤチビカスミカメ  Sejanus breviniger  Yasunaga, 2001
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.06.27 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
*カメムシ図鑑2巻の分布は四国・九州・沖縄本島．

シダカスミカメ亜科　Subfamily Bryocorinae
Tribe Bryocorini

30. ズアカシダカスミカメ  Monalocoris filicis  (Linnaeus, 1758)
宇部市 1976.05.16 田中　馨 M. japonicus 三好・田中(1988)
宇部市開5丁目(常盤池遊園池) 1ex. 2015.05.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
小野田市波瀬の崎竜王山 (紅葉谷) 1ex. 2002.05.23 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

Tribe Dicyphini
31. タバコカスミカメ  Nesidiocoris tenuis  (Reuter, 1895)
光市光井 1973.10.16 光高校 Cyrtopeltis 田中  (1999)

ツヤカスミカメ亜科　Subfamily Deraeocorinae
Tribe Deraeocorini

32. マツノヒゲボソカスミカメ  Alloeotomus simplus  (Uhler, 1896)
玖珂郡錦町町松の木峠 2exs. 1995.05.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町長野山 2exs. 2002.05.05 田中　馨 都濃郡 田中  (2011)
光市茶臼山 1999.08.13 三好和雄 三好  (2002)
山口市宮野上(荒谷ダム) 1ex. 1999.08.13 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
萩市佐々並小木原 2exs. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 4exs. 2015.07.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市開5丁目(常盤池畔) 1ex. 2011.05.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市開5丁目(常盤池周遊園路) 2exs. 2015.05.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2007.12.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2009.05.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市二俣瀬善和(霜降岳) 1ex. 1987,04.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市深坂 2exs. 2015.08.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

33. モンキクロカスミカメ  Deraeocoris ater  (Jakovlev, 1889)
山間部部及び山地 D.amplus 三好・田中  (1988)

34. シロテンツヤカスミカメ  Deraeocoris pulchellus  (Reuter, 1906)
光市茶臼山 2000.12.14 三好和雄 三好  (2002)

35. ケヤキツヤカスミカメ  Deraeocoris ulmi Josifov, 1983
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2004.04.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2009.06.02 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.04.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.04.11 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

36. ハナダカカスミカメ  Fingulus longicornis  Miyamoto, 1965
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2009.06.18 田中　馨 田中  (2011)

Tribe Hyaliodini
37. グンバイカスミカメ  Stethoconus japonicus  Schumacher, 1917
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.08.26 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2008.07.25 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2011.08.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.07.08 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

Tribe Termatophylini
38. ヒコサンテングカスミカメ  Termatophylum hikosanum  Miyamoto, 1965
都濃郡鹿野町長野山 1ex. 2002.07.06 田中　馨 田中  (2011)
宇部市常盤公園 1ex. 1998.08.29 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.07.25 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.10.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.11.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

カスミカメムシ亜科　Subfamily Mirinae
Tribe Hyalopeplini

39. アカアシカスミカメ  Onomaus lautus (Uhler, 1896)
岩国市錦町河津峡 2exs. 2015.07.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町滑国有林～梶畑 1ex. 1997.09,10 田中　馨 田中  (2011)
萩市(須佐)高山 1ex. 2014.07.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)

Tribe Mirini
40. ヨツモンカスミカメ  Adelphocoris albonotatus  (Jakovler, 1881)
山口市東方便山 1968.06.16 田中　馨 Trichophoroncus 三好・田中  (1988)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1989.06.08 田中　馨 田中  (2011)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.09.27 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

41. ウスモンカスミカメ  Adelphocoris demissus  Horvath, 1905
山口市宮野上(荒谷ダム) 1ex. 1999.08.13 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1987.07.12 田中　馨 田中  (2011)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1992.10.04 田中　馨 田中  (2011)
美祢郡秋芳町秋吉台家族旅行村 1ex. 1990.07.01 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市上宇部黒岩(年金センター) 1ex. 1986.07.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.06.19 田中　馨 ？マーク付き 田中  (2004)
下関市深坂 2exs. 2015.10.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

42. ウスアカカスミカメ  Adelphocoris piceosetosus  Kulik, 1965
下関市深坂 2exs. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

43. ナカグロカスミカメ  Adelphocoris suturalis  (Jakovlev, 1882)
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1991.08.20 田中　馨 田中  (2011)
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43. ナカグロカスミカメ  Adelphocoris suturalis  (Jakovlev, 1882)の続き

玖珂郡錦町常国松の木峠 1ex. 1995.08.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1990.07.14 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1994.07.31 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡須佐町須佐大橋 1ex. 1999.09.11 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1987.10.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 1ex. 1992.07.24 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2010.07.20 田中　馨 田中  (2011)

44. ブチヒゲクロカスミカメ  Adelphocoris triannulatus  (Stal, 1858)
玖珂郡錦町常国松の木峠 1ex. 1999.07.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
周南市鹿野長野山 多数 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町滑国有林 2exs. 1995.09.28 田中　馨 田中  (2011)
佐波郡徳地町長者ヶ原 2exs. 1988.10.10 田中　馨 田中  (2011)
山口市阿東願成就温泉 3exs. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市阿東長門峡(遊歩道入り口) 1ex. 2014.09.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
阿武郡川上村野戸呂長門峡 1ex. 1994.06.19 田中　馨 田中  (2011)
美祢市美東町長登夫婦窪 2exs. 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢郡秋芳町秋吉台家族旅行村 1ex. 1990.07.01 田中　馨 田中  (2011)
下関市深坂 1ex. 2015.10.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市秋根上 1ex. 2015.07.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

45. フタモンカスミカメ  Adelphocoris variabilis  (Uhler, 1896)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市王司赤池町 3exs. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市王司赤池町 2exs. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

46. クロバカスミカメ  Apolygopsis nigritulus  (Linnavuori, 1961)
玖珂郡錦町寂地山 1978.07.23 田中　馨 Lygus 三好・田中  (1988)

47. フタモンアカカスミカメ  Apolygus hilaris  (Horvath, 1905)
山間部及び山地 Lygus adustus hilaris 三好・田中  (1988)

48. コアオカスミカメ  Apolygus lucorum  (Meyer-Dur, 1843)
岩国市錦町羅漢山 1ex. 2015.07.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市阿東長門峡 6exs. 2014.09.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町江良 1ex. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

49. クロスジコアオカスミカメ (ハナグロミドリメクラガメ ) Apolygus nigrovirens  (Kerzhner, 1988)
各地 ハナグロミドリメクラガメ 三好・田中  (1988)
*カメムシ図鑑(2):214分布は北海道・千島．

50. ウスイロツヤマルカスミカメ  Apolygus pulchellus  (Reuter, 1906)
萩市佐々並小木原 3exs. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

51. モモアカハギカスミカメ  Apolygus roseofemoralis  (Yasunaga, 1992)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1990.08.11 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡須佐町須佐大橋 1ex. 2000.08.26 田中　馨 田中  (2011)
山口市宮野荒谷ダム 2exs. 1999.08.13 田中　馨 田中  (2011)
山口市宮野荒谷ダム 2exs. 1999.10.01 田中　馨 田中  (2011)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 1ex. 1993.08.22 田中　馨 田中  (2011)

52. ツマグロアオカスミカメ  Apolygus spinolae  (Meyer-Dur, 1841)
周南市鹿野長野山 1ex. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
萩市(須佐)高山 1ex. 2014.07.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

53. ツマグロハギカスミカメ  Apolygus subpulchellus  (Kerzhner, 1988)
光市茶臼山 1998.08.17 三好和雄 Lygocoris 三好  (1999)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 Lygocoris・Apolygus 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 Lygocoris・Apolygus 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.08.03 伊ヶ崎伸彦 Lygocoris・Apolygus 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.07.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

54. ヨツボシカスミカメ  Bertsa lankana  (Kirby, 1891)
岩国市柱島 1ex. 2009.08.22 下野誠之 下野  (2011)
光市茶臼山 1ex. 1998.08.20 三好和雄 田中  (1999)
佐波郡徳地町長者ヶ原 1ex. 2003.08.28 田中　馨 田中  (2011)
宇部市風呂ヶ迫 1ex. 1993.08.22 田中　馨 田中  (1999)

55. モンキカスミカメ(モンキメクラガメ) Capsodes gothicus  (Linnaeus, 1758)
光市 田中  (1999)
*カメムシ図鑑(2):225分布は北海道・本州(北部)・千島．

56. クヌギカスミカメ  Castanopsides kerzhneri  (Josifov, 1985)
山口市阿東願成就温泉 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

57. ヒメセダカカスミカメ  Charagochilus angusticollis  Linnavuori, 1961
下関市深坂 2exs. 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦  C.gyllenhalii 伊ヶ崎  (2016a)

58. アカホシカスミカメ  Creontiades coloripes Hsiao, 1963
吉敷郡秋穂町中道海水浴場 1ex. 1983.07.10 田中　馨 C.pallidifer 伊ヶ崎  (2016c)
吉敷郡阿知須町きらら浜自然観察公園 2exs. 2001.06.24 田中　馨 C.pallidifer 伊ヶ崎  (2016c)
吉敷郡阿知須町きらら浜自然観察公園 1ex. 2001.09.15 田中　馨 C.pallidifer 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊北町角島(尾山海岸) 1ex. 2001.09.15 田中　馨 C.pallidifer 伊ヶ崎  (2016c)

59. マダラカスミカメ  Cyphodemidea saundersi  (Reuter, 1896)
周南市高瀬湖島地川ダム 1ex. 2015.04.26 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

60. アカスジヒゲブトカスミカメ  Eolygus rubrolineatus  (Matsumura, 1913)
萩市田床山 1ex. 1983.10.06 田中　馨 田中  (2011)
美祢郡美東町秋吉台長者ヶ森 1ex. 1991.07.06 田中　馨 田中  (2011)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1996.09.01 田中　馨 田中  (2011)

61. メンガタカスミカメ  Eurystylus coelestialium  (Kirkaldy, 1902)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1999.06.20 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町右谷山 1ex. 2005.06.19 田中　馨 田中  (2011)
光市(千坊山) 2exs. 1989.06.07 三好和雄 福田・五味(2015)
佐波郡徳地町滑国有林 1ex. 1995.09.28 田中　馨 田中  (2011)

田中伸一
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61. メンガタカスミカメ  Eurystylus coelestialium  (Kirkaldy, 1902)の続き

佐波郡徳地町梶畑 1ex. 1996.08.18 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町高岳山林道 1ex. 1994.07.04 田中　馨 田中  (2011)
山口市阿東長門峡 2exs. 2014.09.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.08.03 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
下関市深坂 1ex. 2015.05.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

62. ハギメンガタカスミカメ  Eurystylus luteus Hsiao, 1941
佐波郡徳地町長者ヶ原 1ex. 2004.08.28 田中　馨 田中  (2011)
山口市宮野荒谷ダム 1ex. 1999.10.01 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡須佐町須佐大橋 1ex. 1999.09.11 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡旭村小木原 2exs. 2000.08.29 田中　馨 田中  (2011)
萩市佐々並小木原 1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦  E. sp. 伊ヶ崎  (2016a)

63. アカスジオオカスミカメ  Gigantomiris jupiter  Miyamoto et Yasunaga, 1988
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1994.06.21 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2001.05.28 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2002.06.09 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山林道終点 1ex. 2001.06.30 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町右谷山 1ex. 1994.06.05 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町容谷山麓 1ex. 1995.05.31 田中　馨 田中  (2011)
岩国市錦町深谷峡付近 終齢幼虫4exs 2010.05.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018b)
美祢郡秋芳町秋吉台家族旅行村 1ex. 1997.08.30 田中　馨 田中  (2011)

64. ハナアカカスミカメ  Lygocorides  (Lygocorides ) rubronasutus  (Linnavuori, 1961)
光市茶臼山 1999.06.22 三好和雄 三好  (2002)

65. ムモンミドリカスミカメ  Lygocoris  (Lygocoris ) idoneus  (Linnavuori, 1963)
玖珂郡錦町寂地山 1978.07.02 田中　馨  Lygus 三好・田中  (1988)

66. ナガミドリカスミカメ  Lygocoris  (Lygocoris ) pabulinus  (Linnaeus, 1761)
岩国市錦町河津峡 1ex. 2015.07.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

67. マキバカスミカメ  Lygus rugulipennis  Poppius, 1911
光市 田中  (1999)

68. シマアオカスミカメ(クロスジアオメクラガメ) Mermitelocerus annulipes  Reuter, 1908
鹿野町 三好・田中  (1988)

69. フタモンウスキカスミカメ  Neolygus honshuensis  (Linnavuori, 1961)
山地 三好・田中  (1988)

70. ムモンミドリカスミカメ(モンミドリカスミカメ) Neolygus lobatus  (Linnavuori, 1963)
豊浦郡豊田町華山 1968.06.23 田中　馨 三好・田中  (1988)

71. ミイロカスミカメ  Neomegacoelum vitreum  (Kerzhner, 1988)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.07.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

72. オオチャイロカスミカメ  Orientomiris tricolor  (Scott, 1880)
玖珂郡錦町寂地山 2exs. 1994.07.24 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1999.08.15 田中　馨 田中  (2011)
岩国市錦町河津峡 1ex. 2015.07.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

73. モンキマキバカスミカメ  Orthops  (Orthops ) scutellatus  Uhler, 1877
光市千坊山 1997.04.16 三好和雄  O.schalinus 三好  (1999)

74. チャイロカスミカメ  Philostephanus fulvus  (Jakovlev, 1882)
玖珂郡錦町寂地山 2exs. 1995.05.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山 2exs. 2001.06.30 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2003.06.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山(林道終点) 2exs. 1999.07.18 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町右谷山 1ex. 1994.06.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
周南市鹿野長野山 1ex. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町長者ヶ原 2exs. 2003.06.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

75. アシアカクロカスミカメ  Philostephanus rubripes  (Jakovlev, 1876)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1989.06.26 三好和雄 田中  (1999)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1990.07.14 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1994.08.14 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 3exs. 1995.08.03 田中　馨 田中  (2011)
都濃郡鹿野町長野山 1♀ 2002.08.04 田中　馨 田中  (2011)
周南市鹿野長野山 1ex. 2015.09.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
都濃郡鹿野町荕ヶ岳 2exs. 1994.07.03 田中　馨 田中  (2011)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1994.05.29 田中　馨 田中  (2011)

76. トビマダラカスミカメ  Phytocoris nowickyi　Fieber, 1870
周南市鹿野長野山 6exs. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
日本昆虫目録(4)の分布は北海道・本州(中部山岳以北)．

77. オオマダラカスミカメ  Phytocoris ohataensis  Linnavuori, 1963
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1995.08.04 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1995.08.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山 2exs. 1994.07.24 田中　馨 田中  (1999)
玖珂郡錦町寂地山 3exs. 1999.07.18 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町河津峡 3exs. 1989.0.05 三好和雄 田中  (1999)
玖珂郡錦町羅漢山 1ex. 1993.08.29 田中　馨 田中  (1999)
周南市鹿野長野山 1ex. 2014.08.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市鹿野長野山 多数 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
周南市鹿野長野山 1ex. 2015.09.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1996.06.23 田中　馨 田中  (2011)

 クロオオマダラカスミカメ  Phytocoris scotinus  Kerzhner, 1977
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2001.06.30 田中　馨 クロオオマダラカスミカメ P.pallidicollis 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2003.06.07 田中　馨 〃 伊ヶ崎  (2016c)
都濃郡鹿野町長野山 1ex. 1988.08.26 田中　馨 〃 伊ヶ崎  (2016c)
阿武郡阿東町徳佐高岳山登山道 1ex. 1994.07.04 田中　馨 〃 伊ヶ崎  (2016c)
*学名Phytocoris pallidicollis はウスモンオオマダラカスミカメであり和名と学名合わない．和名が正しければ前種オオマダラカスミカメムシのシノニム．
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78. ウスモンオオマダラカスミカメ  Phytocoris pallidicollis  Kerzhner, 1977
周南市鹿野長野山 1ex. 2016.06.25 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)
周南市鹿野長野山 4exs. 2017.09.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)

79. ズグロマツカスミカメ(ズグロキベリカスミカメ ) Pinalitus nigriceps  Kerzhner, 1988
岩国市錦町河津峡 1ex. 2015.07.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
都濃郡鹿野町長野山 2exs. 2002.07.06 田中　馨 田中  (2011)
周南市鹿野長野山 2exs. 2015.09.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.06.28 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 2exs. 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

80. アシマダラクロカスミカメ  Polymerus  (Polymerus ) pekinensis  Horvath, 1901
玖珂郡錦町寂地山 1978.07.02 田中　馨 三好・田中  (1988)

81. オオクロセダカカスミカメ  Proboscidocoris varicornis  (Jakovlev, 1904)
佐波郡徳地町梶畑 2exs. 1995.09.28 田中　馨 田中  (2011)
宇部市 1974.09.15 田中　馨 三好・田中  (1988)
宇部市上宇部黒岩(常盤池畔) 1ex. 2015.09.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊北町角島牧崎 1ex. 2003.09.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

82. フタスジカスミカメ  Stenotus binotatus  (Fabricius, 1794)
玖珂郡錦町寂地山 1982.06.20 田中　馨 三好・田中  (1988)
玖珂郡錦町(寂地山) 4exs. 1989.06.26 三好和雄 福田・五味(2015)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1994.06.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
玖珂郡錦町河津峡 1ex. 2003.05.10 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

83. アカスジカスミカメ  Stenotus rubrovittatus  (Matsumura, 1913)
萩市(須佐)高山 1ex. 2014.07.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.08.03 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢郡秋芳町秋吉台 1ex. 1989.10.12 三好和雄 福田・五味(2015)
宇部市上宇部風呂ヶ迫 1ex. 1993.08.11 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.08.13 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2011.07.11 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.07.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.06.27 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.08.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.08.07 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
小野田市竜王山 1ex. 2002.05.23 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市豊田町江良 5exs. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

84. ウスモンミドリカスミカメ  Taylorilygus apicalis  (Fieber, 1861)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2005.11.10 田中　馨  T.pallidulus 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2007.11.02 田中　馨 〃 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 4exs. 2010.10.22 田中　馨 〃 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2011.09.14 田中　馨 〃 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2013.10.08 田中　馨 〃 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2014.08.29 田中　馨 〃 伊ヶ崎  (2016c)
下関市王司赤池町 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市王司赤池町 8exs. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2015.10.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

85. ケブカカスミカメ  Tinginotum perlatum  Linnavuori, 1961
玖珂郡錦町羅漢山スキー場 1ex. 1991.05.04 田中　馨 田中  (2011)
光市茶臼山 1998.11.16 三好和雄 三好  (1999)
山口市徳地飯ヶ岳 1ex. 2008.05.08 田中　馨 田中  (2011)
山口市宮野荒谷ダム 4exs. 1999.10.01 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.03.13 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2005.09.17 田中　馨 田中  (2006)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2005.10.11 田中　馨 田中  (2006)
宇部市小松原町2丁目 4exs. 2005.10.12 田中　馨 田中  (2006)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2005.10.13 田中　馨 田中  (2006)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2005.10,14 田中　馨 田中  (2006)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2005.10.24 田中　馨 田中  (2006)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2005.11.07 田中　馨 田中  (2006)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2005.11.11 田中　馨 田中  (2006)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2005.11.15 田中　馨 田中  (2006)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2006.01.17 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 meny exs. 2007.10.04-12.25田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.01.09 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.03.13 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.10.14 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2009.02.09 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2013.10.11 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市楠町荒滝山 1ex. 2008.04.20 田中　馨 田中  (2011)
長門市日置千畳敷 1ex. 2013.10.13 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊田町華山 4exs. 1991.05.05 田中　馨 田中  (2011)
下関市豊田町華山 2exs. 2015.04.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

86. マツケブカカスミカメ  Tinginotum pini  Kulik, 1965
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1991.08.20 田中　馨 田中  (2011)

Tribe Stenodemini
87. フタトゲムギカスミカメ  Stenodema  (Brachystira ) calcarata (Fallen, 1807)
阿武郡阿東町長門峡湯の瀬 1ex. 1998.06.27 田中　馨 田中  (2011)
山口市深溝北ノ江干拓 1ex. 1997.10.26 田中　馨 田中  (2011)
吉敷郡阿知須町きらら浜自然観察公園 1ex. 2001.07.08 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.07.22 田中　馨 田中  (2011)
宇部市厚東平栗 1ex. 2003.05.16 田中　馨 田中  (2011)

88. ベニナガムギカスミカメ  Stenodema  (Stenodema ) longula  Zheng, 1981
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1999.07.18 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町羅漢山 1ex. 1989.08.30 田中　馨 田中  (2011)
都濃郡鹿野町長野山 1ex. 2002.07.06 田中　馨 田中  (2011)
都濃郡鹿野町長野山 1ex. 2002.08.04 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1990.06.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

田中伸一
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88. ベニナガムギカスミカメ  Stenodema  (Stenodema ) longula  Zheng, 1981の続き

豊浦郡豊北町一位ヶ岳 1ex. 1982.08.09 田中　馨 田中  (2011)

89. アカミャクカスミカメ(アカスジカスミカメ) Stenodema  (Stenodema ) rubrinervis  Horvath, 1905
光市光井 1972.11.12 末岡恵治 三好  (1997)
阿武郡須佐町須佐大橋 1ex. 2000.07.22 田中　馨 田中  (2011)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 1ex. 1993.06.30 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2006.06.30 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2008.09.09 田中　馨 田中  (2011)

90. イネホソミドリカスミカメ (アカヒゲホソミドリメクラガメ ) Trigonotylus caelestialium  (Kirkaldy, 1902)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)

91. ヒメホソミドリカスミカメ (ホソミドリカスミカメ) Trigonotylus tenuis  Reuter, 1893
萩市佐々並小木原 1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2004.05.26 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2010.09.29 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2011.09.14 田中　馨 T.tenus 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.08.21 田中　馨 〃 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2013.07.22 田中　馨 〃 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.09.06 田中　馨 〃 伊ヶ崎  (2016c)

ハナカメムシ科　Family Anthocoridae
ハナカメムシ亜科　Subfamily Anthocorinae
Tribe Anthocorini

1. クロハナカメムシ  Anthocoris japonicus Poppius, 1909
徳山市須金 7exs. 1988.12.25 三好和雄 福田・五味(2015)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.03.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2014.04.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

2. キモンクロハナカメムシ  Anthocoris miyamotoi  Hiura, 1959
光市茶臼山 1997.06.18 三好和雄 三好  (1999)
光市茶臼山 1997.07.14 三好和雄 三好  (1999)
宇部市開5丁目(常盤池畔) 1ex.,幼虫1ex 2015.05.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市開5丁目(常盤池周遊道路) 幼虫1ex., 2015.05.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

3. ナミヒメハナカメムシ(ヒメハナカメムシ) Orius  (Heterorius ) sauteri  (Poppius, 1909)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.06.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2013.07.03 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

ズイムシハナカメムシ亜科　Subfamily Lyctocorinae
Tribe Almeidini

4. ヤサハナカメムシ  Amphiareus obscuriceps  (Poppius, 1909)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2015.06.12 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

5. ケシハナカメムシ(クロズケシハナカメムシ ) Cardiastethus exiguus  Poppius, 1913
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.09.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

6. ユミアシハナカメムシ  Physopleurella armata  Poppius, 1909
山口市宮野上荒谷ダム 1ex. 1999.08.13 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

グンバイムシ科　Family T ingidae
ウチワグバイ亜科　Subfamily Cantacaderinae
ウチワグンバイ族　Tribe Cantacaderini

1. ウチワグンバイ  Cantacader lethierryi  Scott, 1874
光市八海 1998.03.07 三好和雄 三好  (1999)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2010.08.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.07.16 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2013.08.09 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.09.12 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

2. オオウチワグンバイ  Cantacader quinquecostatus  (Fieber, 1844)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 C.japonicus 山口むしの会  (2014)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2008.08.05 田中　馨 C.japonicus 田中  (2009)
カメムシ図鑑(3)によればタイプ標本以外確かな標本は確認されていない．

グンバイムシ亜科　Subfamily T inginae
3. ヒゲブトグンバイ  Copium japonicum  Esaki, 1931
宇部市開5丁目 2exs. 1998.08.13 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 1967.05.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 1991.06.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

4. アワダチソウグンバイ  Corythuca marmorata  (Uhler, 1878)
宇部市西岐波床波漁港 確認 2008.10.13 田中　馨 田中  (2009)
宇部市西岐波下片倉 確認 2008.08.05 田中　馨 田中  (2009)
宇部市開5丁目 1ex., 2012.09.15 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市開5丁目(常盤池畔) 3exs. 2015.05.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市上宇部風呂ヶ迫 確認 2008.09.23 田中　馨 田中  (2009)
宇部市東新川町 meny exs. 2008.08.08 田中　馨 田中  (2009)
宇部市東新川町 meny exs. 2008.09.18 田中　馨 田中  (2009)
宇部市東新川町 確認 2008.10.07 田中　馨 田中  (2009)
宇部市東新川町 確認 2008.11.06 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.08.05 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 確認 2008.09.22 田中　馨 田中  (2009)

5. ヤブガラシグンバイ  Cysteochila consueta  Drake, 1948
宇部市開5丁目(常盤池畔林) 3exs. 2015.05.26 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
小野田市竜王山 1ex. 2002.05.23 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

6. コアカソグンバイ  Cysteochila fieberi  (Scott, 1874)
山口市 写真 1997.09.xx 高井幹夫 石川ほか  (2012)

7. ヘクソカズラグンバイ  Dulinius conchatus  Distant, 1903
宇部市開5丁目 2exs. 2012.09.15 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市東新川町 5exs. 2010.08.16 田中　馨 田中  (2011)
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7. ヘクソカズラグンバイ  Dulinius conchatus  Distant, 1903の続き

宇部市東新川町 多数確認 2010.08.30 田中　馨 田中  (2011)
宇部市東新川町 多数確認 2010.10.04 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.09.19 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

8. キクグンバイ  Galeatus affinis  (Herrich-Schaeffer, 1835)
宇部市東新川町 1ex. 2010.08.16 田中　馨 G.spinifrons 伊ヶ崎  (2016c)
下関市深坂 1ex. 2014.06.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

9. ヤナギグンバイ  Metasalis populi  (Takeya, 1932)
宇部市小野下小野橋河原 1ex. 1995.09.05 田中　馨 田中  (1999)

10. チャイログンバイ  Physatocheila orientis  Drake, 1942
下関市深坂 1ex. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

11. クスグンバイ  Stephanitis  (Stephanitis ) fasciicarina  Takeya, 1931
光市 田中  (1999)

12. ナシグンバイ  Stephanitis (Stephanitis ) nashi  Esaki et Takeya, 1931
宇部市開5丁目(常盤池周遊園絽) 1ex. 2015.05.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2010.09.29 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2011.07.17 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.08.22 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
小野田市竜王山 1ex. 2002.05.23 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

13. ツツジグンバイ  Stephanitis  (Stephanitis ) pyrioides  (Scott, 1874)
宇部市小松原町2丁目5-18 many exs. 2003.05.26 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 4exs. 2003.10.15 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 確認 2003.11.14 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 4exs. 2008.10.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2011.08.11 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2014.06.05 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市清末 2000.09.28 大木克行 大木(2002b)

14. シキミグンバイ  Stephanitis (Stephanitis ) svensoni  Drake, 1948
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2012.05.21 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

15. トサカグンバイ  Stephanitis (Stephanitis ) takeyai  Drake et Maa, 1955
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1994.07.31 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
都濃郡鹿野町荕ヶ岳 1ex. 1969.07.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 1967.05.28 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
豊浦郡豊田町華山 2exs. 1991.06.14 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)
下関市深坂 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

16. マツムラグンバイ  Tingis  (Tropidocheila ) matsumurai  Takeya, 1962
光市茶臼山 2001.12.18 三好和雄 三好  (2002)

17. ヒメグンバイ  Uhlerites debilis  (Uhler, 1896)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
宇部市開5丁目(常盤池畔遊歩道) 3exs. 2013.05.06 田中　馨 伊ヶ崎  (2016c)

18. クルミグンバイ  Uhlerites latiorus Takeya, 1931
山間部 三好・田中  (1988)

19. クチナガグンバイ  Xynotingis hoytona  Drake, 1948
光市千坊山 1997.12.10 三好和雄 三好  (1999)

マキバサシガメ科　Family Nabidae
アシブトマキバサシガメ亜科　Subfamily Prostemmatinae
アシブトマキバサシガメ族　Tribe Prostemmatini

1. アシブトマキバサシガメ  Prostemma hilgendorfii  Stein, 1878
山口市上天花町一の坂ダム 1ex. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
厚狭郡楠町今富ダム 2exs. 1992.10.22 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊北町大浜ャンプ場 1ex. 1989.10.10 田中　馨 田中  (2011)

2. キバネアシブトマキバサシガメ  Prostemma kiborti  Jakovlev,1889
萩市高佐下(むつみ中学校) 1♀ 2014.09.02 小川鷹裕 小川  (2015)
美祢郡美東町秋吉台 2exs. 1985.05.12 田中　馨 田中  (2011)
美祢郡美東町秋吉台 2exs. 1991.09.23 田中　馨 田中  (2011)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1993.05.05 田中　馨 田中  (2011)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1999.08.10 田中　馨 田中  (2011)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1999.10.02 田中　馨 田中  (2011)
美祢市岩永台 1ex. 2016.05.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017a)
美祢市岩永台 1ex. 2016.07.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017a)

チビアシブトマキバサシガメ族　Tribe Phorticini
3. キイロアシブトマキバサシガメ  Phorticus flavescens  (Scott, 1880)
下関市深坂 1ex. 2017.05.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)

マキバサシガメ亜科　Subfamily Nabinae
ベニモンマキバサシガメ族　Tribe Gorpini

4. ベニモンマキバサシガメ  Gorpis  (Gorpis ) japonicus Kerzhner, 1968
玖珂郡錦町寂地山 1977.09.15 田中　馨 C.cribraticolis 三好・田中  (1988)

5. アカマキバサシガメ  Gorpis  (Oronabis ) brevilineatus  (Scott, 1874)
玖珂郡錦町河津峡 1ex. 2006.05.04 田中　馨 田中  (2011)
周南市高瀬湖島地川ダム 1ex. 2015.04.26 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町滑国有林 1ex. 1995.09.28 田中　馨 田中  (2011)

マキバサシガメ族　Tribe Nabini
6. ハラビロマキバサシガメ  Himacerus (Himacerus ) apterus (Fabricius, 1798)
下関市 1964.08.05 三好和雄 三好・田中  (1988)

7. コバネマキバサシガメ  Nabis (Milu ) apicalis  Matsumura, 1913
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1999.05.28 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 2exs. 2001.05.28 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2004.06.06 田中　馨 田中  (2011)

田中伸一



113

山口県産半翅目目録

凡例：
採集地 個体数 採集日 採集者 備考 出典・収蔵

7. コバネマキバサシガメ  Nabis (Milu ) apicalis  Matsumura, 1913の続き

岩国市錦町河津峡 1ex. 2014.09.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市高瀬湖島地川ダム 1ex. 2015.04.26 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
周南市高瀬湖島地川ダム 2exs. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町滑国有林 1ex. 1995.09.28 田中　馨 田中  (2011)

8. ハネナガマキバサシガメ  Nabis (Nabis ) stenoferus  Hsiao, 1964
光市虹ヶ浜 2exs. 1995.11.18 三好和雄 福田・五味(2015)
佐波郡徳地町堀(島地川畔) 1ex. 1996.05,14 田中　馨 田中  (2011)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1ex. 1989.10.19 田中　馨 田中  (2011)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 2001.09.08 大木克行 大木  (2002b)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)

9. セスジマキバサシガメ  Stenonabis uhleri Miyamoto, 1964
光市  Nabis (Tropiconabis ) kinbergii 田中  (1999)

サシガメ科　Family Reduviidae
ビロウドサシガメ亜科　Subfamily Ectrichodiinae

1. ビロウドサシガメ  Ectrychotes andreae  (Thunberg, 1784)
宇部市厚南区東須恵 2001.05.03 大木克行 大木  (2002b)

2. クビグロアカサシガメ(クビグロサシガメ) Haematoloecha delibuta  (Distant, 1883)
玖珂郡錦町木谷峡 1ex. 1992.05.05 田中　馨 田中  (2011)
光市 1971.11.13 末岡恵治 三好  (1997)
周南市高瀬湖島地川ダム 1♀ 2015.04.25 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡須佐町弥富下 2001.04.21 大木克行 大木  (2002b)
阿武郡川上村湯の瀬 1ex. 1992.04.29 田中　馨 田中  (2011)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 2000.04.29 田中　馨 田中  (2011)
宇部市二又瀬厚東川ダム畔 1ex. 1989.04.13 田中　馨 田中  (2011)

3. アカシマサシガメ  Haematoloecha  nigrorufa (Stal, 1867)
玖珂郡錦町広瀬 1ex. 1988.05.08 三好和雄 福田・五味(2015)
光市浅江 1ex. 1956.09.12 三好和雄 福田・五味(2015)
光市浅江 1ex. 1963.09.27 三好和雄 福田・五味(2015)
阿武郡須佐町弥富下 2001.04.25 大木克行 大木  (2002b)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.05.02 田中　馨 田中  (2004)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.05.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市形山みどり町 3exs. 2015.10.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

4. クロバアカサシガメ  Labidocoris insignis  Distant, 1883
大島郡文殊山中腹 1ex. 1993.06.27 田中　馨 田中  (2011)
大島郡 :源明峠 1ex. 2003.06.14 田中　馨 田中  (2011)
佐波郡徳地町梶畑 1ex. 1996.05.24 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1996.06.23 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1997.06.22 田中　馨 田中  (2011)
萩市大島丸山 1ex. 2006.06.01 大島中学生 椋木  (2007)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1988.06.12 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊田町華山 2exs. 1999.05.30 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊田町狗留孫山 1ex. 1996.06.13 田中　馨 田中  (2011)

アシナガサシガメ亜科　Subfamily Emesinae
セスジアシナガサシガメ族　Tribe Emesini

5. セスジアシナガカメムシ  Gardena brevicollis  Stal, 1871
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1ex. 1998.08.02 田中　馨 オオアシナガカメムシ 田中  (1999)
宇部市上宇部黒岩常盤池 1ex. 2002.10.01 田中　馨 田中  (2011)
宇部市厚南区東須恵 2000.08.11 大木克行 大木  (2002b)

6. オオアシナガカメムシ  Gardena melinarthrum  Dohrn, 1860
熊毛郡平生町沼 2exs. 2011.09.04 伴　一利 伴  (2016)
熊毛郡平生町沼 2exs. 2011.09.11 伴　一利 伴  (2016)
×吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1ex. 1998.08.02 田中　馨 田中  (1999)
↑大木(2002)によりセスジアシナガカメムシと訂正された．

7. ゴミアシナガサシガメ  Myiophanes tipulina  Reuter, 1881
熊毛郡平生町沼 1♂ 2002.07.21 伴　一利 田中  (2011)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 1ex. 1975.08.19 田中　馨 田中  (2011)

アシナガサシガメ族　Tribe Metapterini
8. アシナガサシガメ  Schidium marcidum (Uhler, 1896)
熊毛郡平生町沼 2exs. 2011.09.04 伴　一利 伴  (2016)
吉敷郡秋穂町秋穂東 2001.05.03 大木克行 大木  (2002b)
美祢郡美東町秋吉台 4exs. 1987.10.29 田中　馨 田中  (2011)
宇部市厚南区東須恵 2000.08.11 大木克行 大木  (2002b)

カモドキサシガメ族　Tribe Ploiariolini
9. マダラカモドキサシガメ  Empicoris rubromaculatus  (Blackburn, 1889)
光市光井(市役所) 1975.09.21 末岡恵治 三好  (1997)
光市光井(市役所) 1994.11.07 末岡恵治 三好  (1997)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 1ex. 1973.10.21 田中　馨 田中  (2011)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 1ex. 1995.07.25 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.10.28 田中　馨 田中  (2009)

カモドキサシガメの一種

阿武郡阿武町清ヶ浜 1ex. 2012.10.07 椋木博昭 椋木  (2013)

モンシロサシガメ亜科　Subfamily Harpactorinae
モンシロサシガメ族　Tribe Harpactorini

10. ヨコズナサシガメ  Agriosphodrus dohrni  (Signoret, 1862)
岩国市山手町 　 1987.05.31 竹内保巳 田中  (1999)
岩国市横山吉香公園 5exs. 1994.10.16 増野和幸 増野  (1996)
玖珂郡錦町松の木峠 1♀ 1990.07.06 三好和雄 田中  (1999)
玖珂郡周東町 1994.06.02 藤元　徹 田中  (1999)
光市浅江 1ex. 1994.05.31 三好和雄 田中  (1999)
光市浅江 1ex. 1994.06.14 三好和雄 田中  (1999)
光市虹ヶ浜 終令幼虫20exs. 1995.03.06 三好和雄 田中  (1999)
光市虹ヶ浜 3exs. 1995.03.06 三好和雄 福田・五味(2015)
防府市台道 1♀ 1999.05.16 大木克行 椋木 .･田中  (1999)
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10. ヨコズナサシガメ  Agriosphodrus dohrni  (Signoret, 1862)の続き

山口市徳地青少年自然の家 多数 2014.08.31 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
佐波郡徳地町荷卸峠 1ex. 確認 2005.05.11 後藤和夫 田中  (2006)
山口市阿東篠目 1ex. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市上天花町一の坂ダム 確認 2015.05.17 椋木博昭 伊ヶ崎  (2016a)
山口市亀山県立美術館前庭 3exs. 1994.11.12 増野和幸 増野  (1996)
山口市亀山公園 1ex. 1997.06.06 角田正明 角田  (2015)
山口市吉敷関屋赤田八幡宮 多数 1993.04.27 増野和幸 増野  (1996)
山口市吉敷佐畑 1ex. 2009.05.27 角田正明 角田  (2015)
吉敷郡小郡町権現堂熊野神社 多数 1991.05.12 増野和幸 増野  (1996)
吉敷郡阿知須町阿知須河内 3♂2♀ 1999.04.29 大木克行 椋木 .･田中  (1999)
吉敷郡阿知須町阿知須河内 2000.04.23 大木克行 大木  (2002b)
萩市大島登 1ex. 2006.06.01 大島中学生 椋木  (2007)
美祢郡美東町育成牧場 2♀ 1999.05.15 田中　馨 田中  (1999)
美祢郡美東町秋吉台 2000.05.05 大木克行 大木  (2002b)
宇部市神原公園 1♂1♀ 1998.05.23 田中　馨 田中  (1999)
宇部市神原公園 1♀ 1998.06.04 田中　馨 田中  (1999)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.05.13 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 3exs. 2003.05.21 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.05.23 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.05.28 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 2exs. 2003.06.04 田中　馨 田中  (2004)
宇部市二俣瀬 多数 2014.11.25 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山陽小野田市高畑(江汐公園) 1ex,幼虫多数確認2005.04.22 後藤和夫 田中  (2006)
下関市清末 1♂1♀ 1998.04.16 大木克行 椋木 .･田中  (1999)
下関市清末 4♂ 1998.04.17 大木克行 椋木 .･田中  (1999)
下関市清末 1♂ 1998.04.18 大木克行 椋木 .･田中  (1999)
下関市清末 2♂1♀ 1998.04.19 大木克行 椋木 .･田中  (1999)
下関市清末 1♂ 1998.04.20 大木克行 椋木 .･田中  (1999)
下関市清末 1♂1♀ 1998.04.21 大木克行 椋木 .･田中  (1999)
下関市清末 3♂ 1998.04.22 大木克行 椋木 .･田中  (1999)
下関市清末 6♂2♀ 1998.04.23 大木克行 椋木 .･田中  (1999)
下関市清末 1♂ 1998.04.24 大木克行 椋木 .･田中  (1999)
下関市清末 1♀ 1998.04.25 大木克行 椋木 .･田中  (1999)
下関市清末 1♂ 1999.04.17 大木克行 椋木 .･田中  (1999)
下関市清末 1♂ 1999.06.12 大木克行 椋木 .･田中  (1999)
下関市清末 1999.04.18 大木克行 大木  (2002b)
下関市清末 2000.04.04 大木克行 大木  (2002b)
下関市長府開見台公園 幼虫8exs. 2015.10.25 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 幼虫10exs. 2015.10.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市住吉神社 1ex. 2015.04.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市住吉神社 1ex. 2015.05.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

11. アカサシガメ  Cydnocoris russatus  Stal, 1867
佐波郡徳地町滑 2001.05.20 大木克行 大木  (2002b)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.08.03 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
下関市王司赤池町 1ex. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2014.06.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.05.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 3exs. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市一の宮本町 1ex. 2015.09.10 山本匡章 伊ヶ崎  (2016a)

12. オオトビサシガメ  Isyndus obscurus (Dallas, 1850)
玖珂郡錦町広瀬 1ex. 1989.03.19 三好和雄 福田・五味(2015)
徳山市須金 4exs. 1988.12.25 三好和雄 福田・五味(2015)
佐波郡徳地町滑 1ex. 1990.03.09 三好和雄 福田・五味(2015)
阿武郡福栄村紫福山の口ダム奥 1995.12.xx 大木克行 大木  (1996b)
阿武郡福栄村紫福山の口ダム 2000.09.12 大木克行 大木  (2002b)
豊浦郡菊川町歌野川ダム 2000.11.03 大木克行 大木  (2002b)
下関市深坂 2exs. 2014.09.16 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

13. トゲサシガメ  Polididus armatissimus  Stal, 1859
光市浅江虹ヶ丘 1ex. 1996.02.19 三好和雄 田中  (1999)
下松市切山 2000.08.16 大木克行 大木  (2002b)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 2exs. 1988.10.16 田中　馨 田中  (1999)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 14exs. 1989.10.19 田中　馨 田中  (1999)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 4exs. 1995.05.28 田中　馨 田中  (1999)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 6exs. 1996.04.21 田中　馨 田中  (1999)
大津郡日置町千畳敷キャンプ場 1ex. 1997.07.29 田中　馨 田中  (1999)
豊浦郡豊北町角島大浜海水浴場 9exs. 2003.10.19 田中　馨 田中  (2011)

14. アカヘリサシガメ  Rhynocoris rubromarginatus (Jakovlev, 1893)
玖珂郡錦町松の木峠～寂地山 9exs. 2003.10.19 三好和雄 R.ornatus 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2000.05.30 三好和雄 R.ornatus 三好  (2001)
萩市むつみ伏馬山 1ex. 2017.06.23 伊ヶ崎伸彦 R.ornatus 伊ヶ崎  (2018b)

15. ヒゲナガサシガメ  Serendiba staliana  (Horvath, 1879)
岩国市柱島 1ex. 2010.08.07-08 下野誠之 Endochus 下野  (2011)
玖珂郡玖珂町山陽自動車道玖珂PA 2exs. 1993.09.12 三好和雄 三好  (1993)
光市高尾工業団地 1995.07.17 三好和雄 三好  (1997)
光市浅江中村 1994.09.13 三好和雄 三好  (1997)
宇部市 1962.08.12 田中　馨 Endochus 三好・田中  (1988)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.08.18 田中　馨 Endochus 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 5exs. 2005.09.08 田中　馨 Endochus 田中  (2006)
宇部市小松原町2丁目 3exs. 2005.09.09 田中　馨 〃 田中  (2006)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2005.09.15 田中　馨 〃 田中  (2006)
宇部市小松原町2丁目 1ex., 2005.09.26 田中　馨 〃 田中  (2006)
下関市清末 2000.08.30 大木克行 Endochus 大木  (2002b)
下関市清末 2000.08.31 大木克行 〃 大木  (2002b)
下関市清末 2000.09.12 大木克行 〃 大木  (2002b)
下関市深坂 2exs. 2014.08.17 伊ヶ崎伸彦 Endochus 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 3exs. 2015.08.23 伊ヶ崎伸彦 Endochus 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 幼虫1ex. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)

16. シマサシガメ  Sphedanolestes impressicollis  (Stal, 1861)
玖珂郡錦町(寂地山) 1ex. 1966.07.22 三好和雄 福田・五味(2015)
光市(千坊山) 1ex. 1989.06.07 三好和雄 福田・五味(2015)

田中伸一
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16. シマサシガメ  Sphedanolestes impressicollis  (Stal, 1861)の続き

周南市高瀬湖島地川ダム 幼虫1ex. 2015.04.26 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町長者ヶ原 2001.04.27 大木克行 大木  (2002b)
山口市阿東願成就温泉 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡須佐町弥富 2001.06.15 大木克行 大木  (2002b)
萩市大島丸山 1ex. 2006.05.18 大島中学生 椋木  (2007)
萩市木間木間中学校裏林 1ex. 1995.04.xx 増野和幸 増野  (1996)
美祢市伊佐町河原 1ex. 2005.06.01 角田正明 角田  (2015)
美祢市伊佐町南原　(桜山) 確認 2003.08.09 後藤和夫 重中  (2004b)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.06.05 田中　馨 田中  (2004)
下関市豊田町華山 幼虫1ex. 2015.05.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2014.07.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 幼虫1ex. 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

17. ヤニサシガメ  Velinus nodipes  (Uhler, 1860)
光市浅江 1ex. 1989.05.05 三好和雄 福田・五味(2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.06.01 三好和雄 福田・五味(2015)
徳山市須金 1ex. 1988.12.25 三好和雄 福田・五味(2015)
山口市春日町春日山 2000.11.23 大木克行 大木  (2002b)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.06.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

クロモンサシガメ亜科　Subfamily Peiratinae
18. クロサシガメ  Peirates cinctiventris  Horvath, 1879
各地に普通 Pirates 三好・田中  (1988)

19. クロモンサシガメ  Peirates turpis  Walker, 1873
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.03.28 三好和雄 福田・五味(2015)
光市虹ヶ浜 2exs. 1995.08.03 三好和雄 福田・五味(2015)
阿武郡須佐町弥富下 2001.07.11 大木克行 大木  (2002b)
萩市大島登 1ex. 2006.11.15 大島中学生 椋木  (2007)

20. キイロサシガメ  Sirthenea flavipes  (Stal, 1855)
宇部市上宇部黒岩常盤池畔 1ex. 1983.05.29 田中　馨 田中  (2011)
宇部市上宇部 1ex. 1992.07.08 田中　馨 田中  (2011)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 1ex. 1993.07.11 田中　馨 田中  (2011)
下関市形山みどり町 1ex. 2014.09.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

クビアカサシガメ亜科　Subfamily Reduviinae
21. ハリサシガメ(ハサミサシガメ) Acanthaspis cincticrus  Stal, 1859
光市 1951.09.13 三好和雄 三好・田中  (1988)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1998.10.19 田中　馨 田中  (2011)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1991.10.10 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊北町角島夢ヶ崎 1ex. 1992.10.11 田中　馨 田中  (2011)

22. クビアカサシガメ  Reduvius humeralis  (Scott, 1874)
岩国市錦町寂地山 1ex. 2016.06.25 重中良之 伊ヶ崎  (2017a)
玖珂郡美和町秋中 1971.07.08 三好和雄 三好  (1971)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 1987.07.10 田中　馨 田中  (2011)

ユミアシサシガメ亜科　Subfamily Saicinae
23. フタスジユミアシサシガメ  Polytoxus annulipes  Miyamoto et Lee, 1966
山口県の昆虫目録に収録，文献は未入手． 大木  (2003i)

24. キベリユミアシサシガメ  Polytoxus fuscovittatus  (Stal, 1860)
吉敷郡阿知須町干拓 1ex. 1995.05.28 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2007.08.10 田中　馨 田中  (2011)
山陽小野田市江汐公園 1ex. 2016.09.11 相本篤志 P.selangorensis 伊ヶ崎  (2017a)

25. セアカユミアシサシガメ  Polytoxus rufinervis ardens  Ishikawa et Yano, 2002
山口県の昆虫目録に収録，文献は未入手． 大木  (2003i)

ミユアシサシガメ  Polytoxus  sp.
玖珂郡周東町 1987.09.09 三好和雄 三好・田中  (1988)
下松市切山 2000.08.16 大木克行 大木  (2002b)
宇部市厚南区東須恵 2000.08.11 大木克行 大木  (2002b)

トビイロサシガメ亜科　Subfamily Stenopodainae
26. トビイロサシガメ  Oncocephalus assimilis  Reuter, 1882
光市光井 1ex. 1989.07.17 三好和雄 福田・五味(2015)
光市光井 1ex. 1989.10.30 三好和雄 福田・五味(2015)
周南市鹿野長野山 1ex. 2014.08.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
阿武郡須佐町弥富 2001.06.09 大木克行 大木  (2002b)
下関市植田薫木 2000.11.26 大木克行 大木  (2002b)
下関市形山みどり町 1ex. 2015.09.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市形山みどり町 1ex. 2015.09.24 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

27. クロトビイロサシガメ  Oncocephalus breviscutum  Reuter, 1882
美祢郡美東町秋吉台 1♀ 1986.09.04 田中　馨 田中(2013)
美祢郡美東町秋吉台 1♀ 1994.11.13 田中　馨 田中(2013)
宇部市西岐波片倉あすとぴあ 1♀ 1998.08.29 田中　馨 田中(2013)
宇部市小松原2丁目 1♂ 2012.09.10 田中　馨 田中(2013)
長門市日置千畳敷 3♀ 2005.11.05 田中　馨 田中(2013)

28. モモブトトビイロサシガメ  Oncocephalus femoratus  Reuter, 1882
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.06.01 三好和雄 福田・五味(2015)
光市虹ヶ浜 2exs. 1995.10.09 三好和雄 福田・五味(2015)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.06.17 田中　馨 田中  (2004)

29. シロスジトビイロサシガメOncocephalus heissi  Ishikawa, Cai et Tomokuni, 2006
宇部市小松原2丁目 1♂ 2003.09.08 田中　馨 田中(2013)
宇部市小松原2丁目 1♀ 2010.07.02 田中　馨 田中(2013)

30. ホソサシガメ  Pygolampis bidentata (Goeze, 1778)
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1995.08.26 田中　馨  P.cognate 田中  (2011)
吉敷郡秋穂二島周防大橋 1ex. 1993.06.20 田中　馨 〃 田中  (2011)
阿武郡阿武町福田長沢溜池 1ex. 1999.08.01 田中　馨 〃 田中  (2011)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦  P.cognate 山口むしの会  (2014)

山口県産半翅目目録



116

凡例：
採集地 個体数 採集日 採集者 備考 出典・収蔵

30. ホソサシガメ  Pygolampis bidentata (Goeze, 1778)の続き

美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦  P.cognate 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 2exs. 2013.08.03 伊ヶ崎伸彦 〃 山口むしの会  (2014)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 1ex. 1993.07.11 田中　馨  P.cognate 田中  (2011)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 1ex. 1996.06.25 田中　馨 〃 田中  (2011)
宇部市厚南区東須恵 2001.05.03 大木克行  P.cognate 大木  (2002b)

31. ヒメトビサシガメ  Staccia diluta  (Stal, 1860)
阿武郡阿東町長門峡入り口 1ex. 2000.08.26 田中　馨 田中  (2011)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 1ex. 1992.07.19 田中　馨 田中  (2011)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 1ex. 1993.07.11 田中　馨 田中  (2011)

カメムシ下目　Infraorder PENTATOMOMORPHA
ヒラタカメムシ科　Family Aradidae
ヒメヒラタカメムシ亜科　Subfamily Aneurinae

1. ヒメヒラタカメムシ  Aneurus (Neaneurus ) macrotylus  Jakovlev, 1880
光市小周防下中郷 2exs. 1990.02.11 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市千坊山 1998.12.15 三好和雄 三好  (1999)

＊シナヒラタカメムシ  Aneurus sinensis  Kiritschenko,
光市小周防 1882.07.07 三好和雄 三好  (1997b)
光市小周防 1985.05.09 三好和雄 三好  (1997b)
カメムシ図鑑(3)では、同定が不確実として記載していない．

2. ニッポンヒメヒラタカメムシ  Paraneurus nipponicus (Kormilev et Heiss, 1976)
岩国市錦町深谷峡付近 1ex. 2016.05.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)
岩国市錦町深谷峡付近 1ex. 2017.06.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)

3. ツヤヒメヒラタカメムシ  Paraneurus nitidulus (Kormilev, 1955)
美祢市秋芳町秋吉台 1ex. 2016.05.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)

4. ツヤアカヒメヒラタカメムシ  Paraneurus similis  (Liu, 1981)
岩国市錦町深谷峡付近 1ex. 2017.06.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)

ヒラタカメムシ亜科　Subfamily Aradinae
5. ヒラタカメムシ  Aradus consentaneus  Horvath, 1905
荕ヶ岳 5～7月 三好・田中  (1988)

6. スズヤヒラタカメムシ  Aradus corticalis  (Linnaeus, 1758)
華山・徳地町 5月、 三好・田中  (1988)
*カメムシ図鑑(3)によれば，北海道以外では稀種．

7. ノコギリヒラタカメムシ  Aradus orientalis  Bergroth, 1885
玖珂郡錦町(寂地山) 1ex. 1987.06.14 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市 2exs. 1966.05.22 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市浅江 1ex. 1953.04.25 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市浅江 1ex. 1966.04.25 三好和雄 福田・五味  (2015)
阿武郡阿東町(長門峡) 2exs. 1976.07.20 三好和雄 福田・五味  (2015)
美祢郡入見 1ex. 1964.05.21 三好和雄 福田・五味  (2015)
年間、最も普通

8. マツヒラタカメムシ  Aradus unicolor  Kiritshenko, 1913
寂地山・荕ヶ岳・阿東町 5～7月 三好・田中  (1988)

オオヒラタカメムシ亜科　Subfamily Mezirinae
9. クロヒラタカメムシ  Brachyrhynchus taiwanicus  (Kormilev, 1957)
各地 5～8月 三好・田中  (1988)

10. オオヒラタカメムシ  Mezira scabrosa  Scott, 1874
玖珂郡錦町(寂地山) 1ex. 1987.06.14 三好和雄 福田・五味  (2015)
玖珂郡錦町(河津峡) 1ex. 1984.06.24 三好和雄 福田・五味  (2015)
玖珂郡錦町広瀬 1ex. 1988.01.06 三好和雄 福田・五味  (2015)
玖珂郡錦町広瀬 1ex. 1988.12.30 三好和雄 福田・五味  (2015)
玖珂郡周東町米川 1ex. 1988.08.12 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市千坊山 1998.02.06 三好和雄 三好  (1999)
周南市高瀬湖島地川ダム 1♂ 2015.04.26 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町滑 1ex. 1985.05.03 三好和雄 福田・五味  (2015)
阿武郡阿東町篠目 2exs. 1965.07.18 三好和雄 福田・五味  (2015)
山口市上天花町一の坂ダム 1ex. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

11. トビイロオオヒラタカメムシ  Neuroctenus castaneus  (Jakovlev, 1878)
山間部及び山地 年間 オオチャイロヒラタカメムシ 三好・田中  (1988)

12. チャイロナガヒラタカメムシ  Neuroctenus taiwanicus  Kormilev, 1955
岩国市錦町深谷峡付近 1ex. 2017.06.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)

13. イボヒラタカメムシ  Usingerida verrucigera  (Bergroth, 1892)
宇部市・阿東町 4～9月 三好・田中  (1988)

クロマダラナガカメムシ科　Family Heterogasteridae
1. クロキノウエナガカメムシ  Sadoletus izzardi  Hidaka, 1959
光市萩の平 1997.02.05 三好和雄 三好  (2002)
光市千坊山萩の平 2♂1♀ 1997.02.05 三好和雄 田中  (1999)
光市千坊山萩の平 2♂ 1997.02.12 三好和雄 田中  (1999)
光市千坊山萩の平 2♀ 1997.02.19 三好和雄 田中  (1999)
光市千坊山大峰峠 3♂1♀ 1997.02.12 三好和雄 田中  (1999)

ヒゲナガカメムシ科　Family Pachygronthidae
ヒゲナガカメムシ族　Tribe Pachygronthini

1. ヒゲナガカメムシ  Pachygrontha antennata  (Uhler, 1860)
大島郡大島町 1ex. 1959.05.03 三好和雄 福田・五味(2015)
光市浅江 1ex. 1984.09.11 三好和雄 福田・五味(2015)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.07.10 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市秋吉台 4exs. 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 1998.08.13 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2003.05.29 田中　馨 田中  (2011)
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採集地 個体数 採集日 採集者 備考 出典・収蔵

1. ヒゲナガカメムシ  Pachygrontha antennata  (Uhler, 1860)の続き

下関市豊田町華山 1ex. 2015.05.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市清末 2000.09.06 大木克行 大木(2002b)
下関市王司赤池町 3exs. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市王司赤池町 2exs. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市形山みどり町 1ex. 2015.09.26 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 3exs. 2014.08.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.10.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

2. ミナミヒゲナガカメムシ  Pachygrontha bipunctata Stal, 1865
吉敷郡阿知須干拓 1ex. 1988.10.16 田中　馨 田中  (2011)

3. クロスジヒゲナガカメムシ (ウスイロヒゲナガカメムシ ) Pachygrontha similis  Uhler, 1896
玖珂郡錦町浦石峡～右谷山 1ex. 1999.05.02 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町木谷峡 1ex. 1992.05.17 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.05.23 田中　馨  P.nigrovittata 田中  (2004)
宇部市楠町今富ダム 1ex. 2006.05.12 田中　馨 田中  (2011)
下関市深坂 1ex. 2015.05.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.05.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.05.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ヒョウタンナガカメムシ科　Family Rhyparochromidae
ヒョウタンナガカメムシ亜科　Subfamily Rhyparochrominae
クロナガカメムシ族　Tribe Drymini

1. ヒゲブトナガカメムシ  Appolonius oblongus  Tomokuni, 1995
光市茶臼山 2exs. 1995.02.16 三好和雄 P.crassus 田中  (1999)
光市茶臼山 meny exs. 1997.01.10 三好和雄 〃 田中  (1999)
光市茶臼山 1♀ 1998.05.09 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 1♀ 1998.05.20 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 1♀ 1998.06.18 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 2♂2♀2幼虫 1998.07.03 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 2♂1♀1幼虫 1998.07.06 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 3♂3幼虫 1998.07.11 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 2♂1♀1幼虫 1998.07.13 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 2♀1幼虫 1998.07.17 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 1♂2♀2幼虫 1998.07.24 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 2♂2♀ 1998.07.29 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 4♂2♀1幼虫 1998.08.02 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 3♂2♀1幼虫 1998.08.05 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 1♀ 1998.08.07 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 2♂1♀2幼虫 1998.08.12 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 2♂2♀ 1998.08.17 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 2♂3♀ 1998.08.20 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 2♂ 1998.08.28 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 3♂1♀ 1998.09.03 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 1♂ 1998.09.08 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 1♂1♀ 1998.09.12 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 1♂1♀ 1998.09.23 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 1♀ 1998.09.27 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 3♂2♀ 1998.10.02 三好和雄 三好  (2000)
光市茶臼山 1♂ 1998.10.21 三好和雄 三好  (2000)
宇部市開5丁目 1ex. 2004.09.13 田中　馨  P.crassus 大木  (2005)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2010.06.14 田中　馨  P.crassus 田中  (2011)

2. ヒラシマナガカメムシ  Eremocoris planus  Uhler, 1896
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2007.09.27 田中　馨 E.hirashimai 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.10.10 田中　馨 〃 田中  (2009)
宇部市厚南区塩屋台 1ex. 2004.10.28 田中　馨 E.hirashimai 大木  (2005)

3. クロナガカメムシ  Drymus (Sylvadrymus ) marginatus Distant, 1883
普通 三好・田中  (1988)

4. マツヒラタナガカメムシ  Gastrodes grossipes  japonicus (Stal, 1874)
玖珂郡錦町羅漢山スキー場 1ex. 1991.05.04 田中　馨 田中  (2011)
光市茶臼山 2000.04.07 三好和雄 三好  (2002)
山口市宮野荒谷ダム 1ex. 1992.11.23 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.06.02 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.06.11 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2003.06.16 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.11.05 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.12.05 田中　馨 田中  (2011)
大津郡日置町千畳敷 2exs. 1998.04.21 田中　馨 田中  (2011)
下関市深坂 1ex. 2015.05.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

5. ツツイナガカメムシ  Hidakacoris tsutsuii  (Hidaka, 1963)
山口県長門峡 写真 1997.09.xx 高井幹夫 石川ほか  (2012)

6. オオツヤナガカメムシ  Lamproplax majuscula  Kerzhner, 1977
玖珂郡錦町木谷峡 1ex. 1996.04.28 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町長野山 1ex. 2002.05.05 田中　馨 田中  (2011)
都濃郡鹿野町 1984.07.22 三好和雄  L. sp. 三好・田中  (1988)
佐波郡徳地町滑国有林日暮林道 1ex. 2004.03.14 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1999.05.09 田中　馨 田中  (2011)

7. クロツヤナガカメムシ  Lamproplax membranea  Distant, 1883
光市茶臼山 1998.02.17 三好和雄 三好  (1999)

8. ヒサゴナガカメムシ(ルイスナガカメムシ) Neomizaldus lewisi  (Distant, 1901)
宇部市・川上村・平原岳 三好・田中(1988)

9. チャモンナガカメムシ  Paradieuches dissimilis  (Distant, 1883)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 4exs. 1994.06.06 田中　馨 田中  (2011)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 1ex. 1994.08.06 田中　馨 田中  (2011)

10. ケブカナガカメムシ  Trichodrymus pallipes  Josifov et Kerzhner, 1978
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2003.05.17 田中　馨  T.pameroides 田中(2013)
都濃郡鹿野町長野山 1ex. 1985.08.11 田中　馨 〃 田中(2013)
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10. ケブカナガカメムシ  Trichodrymus pallipes  Josifov et Kerzhner, 1978の続き

都濃郡鹿野町長野山 1ex. 1987.05.25 田中　馨 田中(2013)
※カメムシ図鑑3巻の分布は、北海道・本州 (関東以北)．

11. ヒメネジロツヤナガカメムシ (ヒメツヤナガカメムシ  Diniella pallipes  (Scott, 1874)
光市給水池 1999.03.08 三好和雄 三好  (2002)
下関市長府乃木浜 1ex. 2017.09.25 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)
下関市深坂 1ex. 2016.04.30 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)

チャイロナガカメムシ族　Tribe Lethaeini

12. オオチャイロナガカメムシ  Neolethaeus assamensis  (Distant, 1901)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1997.06.22 田中　馨 Lethaeus 田中  (2011)
山口市宮野荒谷ダム 1ex. 1999.07.13 田中　馨 〃 田中  (2011)
阿武郡川上村笩場 1ex. 1999.07.24 田中　馨 〃 田中  (2011)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦  Lethaeus 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.07.10 伊ヶ崎伸彦 〃 山口むしの会  (2014)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1991.05.26 田中　馨  Lethaeus 田中  (2011)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.07.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢郡美東町秋吉台長者ヶ森付近 1ex. 1991.07.06 田中　馨  Lethaeus 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2003.07.11 田中　馨 〃 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.07.17 田中　馨  Lehaeusas samensis 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2008.07.07 田中　馨  Lethaeus 田中  (2009)
小野田市竜王山 1ex. 1991.06.29 田中　馨 〃 田中  (2011)

13. チャイロナガカメムシ  Neolethaeus dallasi  (Scott, 1874)
熊毛郡平生町(大星山) 5exs. 1989.08.28 三好和雄 福田・五味  (2015)
周南市鹿野長野山 多数 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町梶畑 2exs. 1995,10.01 田中　馨 田中  (2011)
萩市佐々並小木原 多数 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.07.10 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢郡秋芳町秋吉台 2000,10,03 大木克行 大木(2002b)
美祢郡秋芳町秋吉台家族旅行村 1ex. 1991.07.14 田中　馨 田中  (2011)
宇部市常盤公園 1ex. 1998.08.29 田中　馨 田中  (2011)
下関市王司赤池町 4exs. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

14. ルイスチャイロナガカメムシ  Neolethaeus lewisi (Distant, 1883)
佐波郡徳地町梶畑 2exs. 1995.10.01 田中　馨 田中(2013)
佐波郡徳地町長者ヶ原 1ex. 2000.06.06 田中　馨 田中(2013)
山口市宮野荒谷ダム 3exs. 1999.10.01 田中　馨 田中(2013)
宇部市上宇部開常盤湖畔 1ex. 1996.04.29 田中　馨 田中(2013)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2012.10.12 田中　馨 田中(2013)

サビヒョウタンナガカメムシ族　Tribe Myodochini
15. ヨツボシヒョウタンナガカメムシ  Gyndes pallicornis  (Dallas, 1852)
光市虹ヶ浜 1998.12.12 三好和雄 Eucometus 三好  (1999)
光市茶臼山 1998.03.18 三好和雄 Eucometus 三好  (1999)
下関市深坂 1ex. 2017.05.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)

16. サビヒョウタンナガカメムシ  Horridipamera inconspicua (Dallas, 1852)
光市光井 2exs. 1988.12.15 三好和雄 Pamerarma rustica 福田・五味  (2015)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 Pamerarma rustiea 山口むしの会  (2014)

17. キベリヒョウタンナガカメムシ  Horridipamera lateralis  (Scott, 1874)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.02.17 三好和雄  Paraparomius 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1994.04.16 三好和雄 〃 福田・五味  (2016)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.07.19 三好和雄 〃 福田・五味  (2017)
周南市鹿野長野山 2exs. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦  Paraparomius 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡川上村笩場 1ex. 1999.07.24 田中　馨 Paraparomius ateralis 田中  (2011)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.07.27 椋木博昭 山口むしの会  (2014)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 1ex. 1993.07.11 田中　馨 Paraparomius ateralis 田中  (2011)

18. ヒラタヒョウタンナガカメムシ (クロヒョウタンナガカメムシ ) Pachybrachius luridus Hahn, 1826
萩市佐々並小木原 2exs. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡川上村笩場 1ex. 1999.07.24 田中　馨 田中  (2011) -122

19. スコットヒョウタンナガカメムシ  Pamerana scotti  (Distant, 1901)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1992.06.16 田中　馨 田中  (2011)
光市千坊山 1998.09.04 三好和雄 三好  (1999)

20. アカアシホソナガカメムシ  Paromius gracilis (Rambur, 1839)
吉敷郡阿知須干拓 2exs. 1995.08.10 田中　馨 田中  (2011)
吉敷郡阿知須干拓 1ex. 1996.04.21 田中　馨 田中  (2011)

21. クロアシホソナガカメムシ  Paromius jejunus  (Distant, 1883)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 2exs. 1998.11.01 田中　馨  P.exiguous 田中(2013)
山口市阿知須きらら浜自然観察公園 1ex. 2001.04.22 田中　馨 〃 田中(2013)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 1ex. 1992.08.10 田中　馨  P.exiguous 田中(2011)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 2exs. 1993.07.11 田中　馨  P.exiguous 田中(2013)

＊ホソナガカメムシ  Paromius seychellesus  Walker
各地 三好・田中  (1988)
*日本昆虫目録準新翅類に記載されていない．

22. イチゴチビナガカメムシ  Stigmatonotum geniculatum  (Motschulsky, 1863)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.05.04 椋木博昭 山口むしの会  (2014)

23. チビナガカメムシ  Stigmatonotum rufipes  (Motschulsky, 1866)
萩市むつみ伏馬山 2exs. 2016.09.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)
美祢市岩永台 1ex. 2016.08.31 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)

24. コバネヒョウタンナガカメムシ  Togo hemipterus (Scott, 1874)
岩国市錦町河津峡 1ex. 2014.09.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市高瀬湖島地川ダム 2exs. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町梶畑 1ex. 1996.08.25 田中　馨 田中  (2011)
山口市上天花町一の坂ダム 1ex. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1998,11.08 田中　馨 田中  (2011)

 T.pameroides

田中伸一
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24. コバネヒョウタンナガカメムシ  Togo hemipterus (Scott, 1874)の続き

美祢市美東町秋吉台 2exs. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ウスイロナガカメムシ族　Tribe Ozophorini
25. チャイロホソナガカメムシ  Prosomoeus brunneus Scott, 1874
山口市阿東願成就温泉 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 5exs. 2015.05.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

シロヘリナガカメムシ族　Tribe Rhyparochromini
26. ヒョウタンナガカメムシ  Caridops albomarginatus  (Scott, 1874)
玖珂郡錦町長野山 1ex. 2002.05.05 田中　馨 田中  (2011)

27. キベリナガカメムシ  Dieuches uniformis Distant, 1903
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 1ex. 1998.08.02 田中　馨 田中(2013)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 3exs. 1998.11.01 田中　馨 田中(2013)

28. オオモンシロナガカメムシ  Metochus abbreviatus Scott, 1874
光市光井 2exs. 1990.09.20 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.02.16 三好和雄 福田・五味  (2015)
萩市大島登 1ex. 2006.07.13 大島中学生 Dieuches 椋木  (2007)
宇部市西岐波あすとぴあ 1ex. 1998.08.29 田中　馨 田中  (2011)
下関市清末 2000.08.29 大木克行 大木(2002b)
下関市清末 2000.08.31 大木克行 大木(2002b)
下関市形山みどり町 1ex. 2014.07.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市吉母海岸 多数 2015.07.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

29. モンシロナガカメムシ  Panaorus albomaculatus  (Scott, 1874)
岩国市錦町河津峡 3exs. 2014.09.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市高瀬湖島地川ダム 1ex. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡須佐町弥富下 2001.07.23 大木克行 大木  (2002b)
萩市大島丸山 1ex. 2006.06.01 大島中学生 椋木  (2007)
下関市形山みどり町 1ex. 2015.08.13 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

30. アムールシロヘリナガカメムシ  Panaorus csikii  (Horvath, 1901)
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1995.08.26 田中　馨 Pachygrontha 田中  (2011)
光市浅江 1956.08.29 三好和雄 三好  (1999)
阿武郡川上村長門峡竜宮ヶ淵 1ex. 1996.04.28 田中　馨 Pachygrontha 田中  (2011)
豊浦郡菊川町歌野川ダム 2000.11.03 大木克行 大木  (2002b)

31. シロヘリナガカメムシ  Panaorus japonicus  (Stal, 1874)
美祢郡美東町秋吉台育成牧場 1ex. 1985.01.16 田中　馨 Pachygrontha 田中  (2011)
美祢郡美東町秋吉台育成牧場 2exs. 1987.10.29 田中　馨 〃 田中  (2011)
美祢郡美東町秋吉台育成牧場 1ex. 1991.10.27 田中　馨 〃 田中  (2011)
美祢郡美東町秋吉台育成牧場 1ex. 1992.05.10 田中　馨 〃 田中  (2011)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.07.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市東新川町 2exs. 2009.04.21 田中　馨 Pachygrontha 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2004.04.08 田中　馨 〃 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2007.07.12 田中　馨 〃 田中  (2011)

32. アシナガナガカメムシ(アシナガカメムシ) Poeantius lineatus Stal, 1874
光市高尾団地 1995.07.17 三好和雄 三好  (2002)

オオメナガカメムシ科　Family Geocoridae
1. ヒメオオメナガカメムシ(ヒメオオメカメムシ) Geocoris  (Geocoris ) proteus  Distant, 1883
光市虹ヶ浜 3exs. 1995.03.14 三好和雄 福田・五味  (2015)
阿武郡須佐町弥富下 2001.08.11 大木克行 大木  (2002b)
吉敷郡秋穂二島周防大橋 1ex. 1993.06.20 田中　馨 山口市 田中  (2011)
吉敷郡阿知須町きらら浜自然観察公園 1ex. 2001.04.22 田中　馨 山口市 田中  (2011)
下関市王司赤池町 1ex. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

2. オオメナガカメムシ(オオメカメムシ) Geocoris  (Geocoris ) varius (Uhler, 1860)
岩国市柱島 確認 2010.06.12 下野誠之 Piocoris 下野(2011)
光市(千坊山) 1ex. 1989.07.05 三好和雄 福田・五味  (2015)
下松市切山 2000.08.16 大木克行 大木(2002b)
周南市高瀬湖島地川ダム 3exs. 2015.04.26 伊ヶ崎伸彦  Piocoris 伊ヶ崎  (2016a)
周南市高瀬湖島地川ダム 2exs. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
山口市阿東願成就温泉 2exs. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 4exs. 2015.06.21 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 2exs. 2015.07.19 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 2exs. 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.05.27 田中　馨  Piocoris 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2003.05.29 田中　馨  Piocoris 田中  (2011)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.05.02 伊ヶ崎伸彦  Piocoris 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.05.29 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市清末 2000.09.28 大木克行  Piocoris 大木(2002b)
下関市王司赤池町 2exs. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦  Piocoris 伊ヶ崎  (2016a)
下関市奥山 2exs. 2015.06.14 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦  Piocoris 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 5exs. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦  Piocoris 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)

コバネナガカメムシ科　Family Blissidae
1. ヒメコバネナガカメムシ  Dimorphopterus bicoloripes  (Distant,1883)
光市茶臼山 1998.01.11 三好和雄 三好  (1999)

2. ニッポンコバネナガカメムシ  Dimorphopterus japonicus  (Hidaka, 1959)
山間部 三好・田中  (1988)

3. コバネナガカメムシ  Dimorphopterus pallipes (Distant, 1883)
宇部市厚南区東須恵 2001.05.03 大木克行 大木  (2002b)

4. ツノコバネナガカメムシ  Iphicrates spinicaput  (Scott, 1874)
山口市仁保付近 3exs. 2014.05.24 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市豊田町江良 1ex. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
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5. ホソコバネナガカメムシ  Macropes obnubilus (Distant, 1883)
山口市上天花町一の坂ダム 1ex. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登 2exs. 2014.05.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市王司赤池町 2exs. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

マダラナガカメムシ科　Family Lygaeidae
ホソクチナガカメムシ亜科　Subfamily Ischnorhynchinae

1. ブチヒラタナガカメムシ  Kleidocerys nubilus  (Distant, 1883)
光市茶臼山 meny exs. 1997.02.24-07.14三好和雄 田中  (1999)
光市茶臼山 1997.03.16 三好和雄 三好  (1999)

2. ムラサキナガカメムシ  Pylorgus colon (Thunberg, 1784)
都濃郡鹿野町長野山 5♂1♀ 2002.07.06 大木克行 大木  (2003c)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体 2013.07.10 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.05.13 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.11.05 田中　馨 田中  (2004)
下関市豊田町華山 2exs. 2015.04.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 5exs. 2015.05.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.05.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2014.06.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

3. イシハラナガカメムシ  Pylorgus ishiharai  Hidaka et Izzard, 1960
都濃郡鹿野町長野山 1♀ 2002.07.06 大木克行 大木  (2003c)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.07 大木克行 大木  (2003c)

4. ヤスマツナガカメムシ  Pylorgus yasumatsui  Hidaka et Izzard, 1960
周南市鹿野長野山 1ex. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 3exs. 2015.05.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

マダラナガカメムシ亜科　Subfamily Lygaeinae
5. セスジナガカメムシ  Arocatus melanostoma  Scott, 1874
光市茶臼山 1998.08.17 三好和雄 三好  (1999)
阿武郡阿東町徳佐上 1ex. 1965.08.01 田中　馨 田中  (2011)
山口市阿東願成就温泉 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市上天花町一の坂ダム 2exs. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1998.11.08 田中　馨 田中  (2011)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.09.27 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
大津郡油谷町川尻岬 1ex. 1991.10.06 田中　馨 田中  (2011)
下関市王司赤池町 1ex. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2014.06.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex,幼虫1ex. 2015.08.30 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

6. アカヘリナガカメムシ  Arocatus sericans (Stal, 1860)
玖珂郡錦町木谷峡 1ex. 1996.04.28 田中　馨 田中  (2011)
光市茶臼山 1998.10.19 三好和雄 三好  (1999)
都濃郡鹿野町荕ヶ岳 1ex. 1998.05.28 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2006.05.01 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 1991.05.05 田中　馨 田中  (2011)
下関市奥山 3exs. 2015.06.14 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.05.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

7. ヒメマダラナガカメムシ  Graptostethus servus (Fabricius, 1787)
光市虹ヶ浜 3exs. 1995.04.08 三好和雄 福田・五味(2015)
美祢郡秋芳町秋吉台家族旅行村 1ex. 1993.10.10 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊北町角島夢ヶ崎 1ex. 1992.10.11 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊北町角島大浜 1ex. 2003.10.19 田中　馨 田中  (2011)

8. ヒメジュウジナガカメムシ  Tropidothorax sinensis (Reuter, 1888)
熊毛郡大畠町上原 2exs. 2002.10.26 田中　馨 T.belogolowi 田中  (2011)
光市尾島 3exs. 1989.05.18 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市浅江 3exs. 1989.11.26 三好和雄 福田・五味  (2015)
宇部市小松原町2丁目 1ex., 2008.05.02 田中　馨 T.belogolowi 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2008.05.09 田中　馨 〃 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 1ex., 2008.05.19 田中　馨 T.belogolowi 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex., 2008.07.18 田中　馨 〃 田中  (2011)
宇部市厚南区東須恵 2001.05.04 大木克行 大木  (2002b)
下関市吉見下 1ex., 2015.04.24 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ヒメナガカメムシ亜科　Subfamily Orsillinae
ヒメナガカメムシ族　Tribe Nysiini

9. エチゴヒメナガカメムシ  Nysius expressus  Distant, 1883
美祢市美東町長登夫婦窪 2exs. 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
*カメムシ図鑑(3)の分布は北海道・本州(中部以北)．

10. ヒメナガカメムシ  Nysius plebeius Distant, 1883
山口市阿東願成就温泉 2exs. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市上天花町一の坂ダム 3exs. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市江崎 4exs. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡川上村笩場 1ex. 1999.07.24 田中　馨 Lethaeus 田中  (2011)
下関市豊田町華山 1ex 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市清末 2000.10.07 大木克行 大木  (2002b)
下関市王司赤池町 2exs. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市秋根上 1ex. 2015.07.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 4exs. 2014.06.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2014.08.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.05.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.05.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ホソメダカナガカメムシ科　Family Ninidae
1. ホソメダカナガカメムシ  Ninomimus flavipes  (Matsumura, 1913)
下松市切山 2000.08.16 大木克行 大木  (2002b)

田中伸一
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メダカナガカメムシ科　Family Malcidae
メダカナガカメムシ亜科　Subfamily Malcinae

1. メダカナガカメムシ  Chauliops fallax Scott, 1874
光市光井 4exs. 1989.10.03 三好和雄 福田・五味  (2015)
周南市高瀬湖島地川ダム 1ex. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市上天花町一の坂ダム 2exs. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 2exs. 2015.06.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 2exs. 2015.07.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市清末 2000.08.31 大木克行 大木  (2002b)
下関市王司赤池町 2exs. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市小野下方川 1ex. 2014.07.27 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

オオメダカナガカメムシ亜科　Subfamily Malcinae
2. オオメダカナガカメムシ  Malcus japonicus Ishihara et Hasegawa, 1941
岩国市錦町河津峡 3exs. 2014.09.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市高瀬湖島地川ダム 1ex. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
萩市田床山 2001.07.27 大木克行 大木  (2002b)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.08.03 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)

科不明
イチゴナガカメムシ  Exptochiomera japonica  Distant
山間部 三好・田中  (1988)
*日本昆虫目録準新翅類に記載されていない．

イトカメムシ科　Family Berytidae
イトカメムシ亜科　Subfamily Metacanthinae
イトカメムシ族　Tribe Metachanthini

1. ヒメイトカメムシ  Metacanthus pulchellus  Dallas, 1852
宇部市 1960.06.12 田中　馨 Gampsocoris viridiventris 三好・田中  (1988)

2. イトカメムシ  Yemma exilis  Horvath, 1905
長門市青海島通 1ex. 1996,10.24 田中　馨 田中  (2011)
宇部市開5丁目 1ex. 1998.08.13 田中　馨 田中  (2011)

オオイトカメムシ族　Tribe Metatropini
3. オオイトカメムシ  Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835)
都濃郡鹿野町荕ヶ岳 1969.06.08 田中　馨 三好・田中  (1988)

オオホシカメムシ科　Family Largidae
オオホシカメムシ亜科　Subfamily Physopeltinae
オオホシカメムシ族　Tribe Physopeltini

1. オオホシカメムシ  Physopelta gutta  (Burmeister, 1834)
岩国市柱島 確認 2010.08.07-08 下野誠之 下野  (2011)
光市 1ex. 1972.10.09 不明 福田・五味  (2015)
光市 1ex. 1973.07.28 不明 福田・五味  (2015)
光市(千坊山) 1ex. 1990.06.06 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1989.09.21 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1989.09.28 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1990.11.01 斉藤まゆみ 福田・五味  (2015)
周南市高瀬湖島地川ダム 1ex. 2015.04.26 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 2001.09.08 大木克行 大木  (2002b)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.08.03 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.09.11-17 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.10.09 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 2exs.確認 2003.10.31 田中　馨 田中  (2004)
下関市深坂 1ex. 2014.06.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 幼虫5exs. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.10.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

2. ヒメホシカメムシ  Physopelta parviceps  Blote, 1931
岩国市柱島 確認 2010.06.12 下野誠之 P.cincticollis 下野  (2011)
岩国市柱島 確認 2010.08.07-08 下野誠之 〃 下野  (2011)
玖珂郡美和町 1ex. 1972.07.28 三好和雄 P.cinctiocollis 福田・五味  (2015)
光市 2exs. 1973.07.28 不明 〃 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1988.09.05 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1989.05.02 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
光市浅江 1ex. 1965.09.04 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.08.27 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
周南市鹿野長野山 3exs. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 P.cinctiocollis 伊ヶ崎  (2016a)
萩市佐々並小木原 3exs. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡川上村笩場 3exs. 1999.07.24 田中　馨 P.cinctiocollis 田中  (2011)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 P.cinctiocollis 山口むしの会  (2014)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1992.05.10 田中　馨 P.cinctiocollis 田中  (2011)
美祢市美東町秋吉台 2exs. 2015.07.12 伊ヶ崎伸彦 P.cinctiocollis 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.07.23 田中　馨 P.cinctiocollis 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.08.08 田中　馨 〃 田中  (2004)
長門市青海島 1ex. 1961.07.27 三好和雄 P.cinctiocollis 福田・五味  (2015)
下関市豊田町華山 2exs. 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 P.cinctiocollis 伊ヶ崎  (2016a)
下関市形山みどり町 1ex. 2014.07.22 伊ヶ崎伸彦 P.cinctiocollis 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 P.cinctiocollis 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)

ホシカメムシ科　Family Pyrrhocoridae
1. フタモンホシカメムシ  Pyrrhocoris sibiricus Kuschakewitsch, 1866
玖珂郡美和町 1ex. 1973.06.04 三好和雄 福田・五味  (2015)
熊毛郡上関町 1ex. 1984.09.11 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1993.06.05 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.03.19 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.04.10 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.11.17 三好和雄 福田・五味  (2015)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.05.04 椋木博昭 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 2exs. 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.08.05 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.08.18 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.09.09 田中　馨 田中  (2004)
宇部市二俣瀬 1ex. 2014.07.01 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

山口県産半翅目目録
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1. フタモンホシカメムシ  Pyrrhocoris sibiricus Kuschakewitsch, 1866の続き

下関市王司赤池町 2exs. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

2. クロホシカメムシ  Pyrrhocoris sinuaticollis  Reuter, 1885
大島郡大島町津海木押前鼻 9exs. 1999.05.05 田中　馨 田中  (1999)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.08.30 三好和雄 福田・五味  (2015)
吉敷郡秋穂町中道海水浴場 4exs. 1996.03.03 田中　馨 田中  (2011)
萩市菊ヶ浜 8exs 1995.03.28 田中　馨 田中  (1999)
萩市菊ヶ浜 6exs. 1996.03.26 田中　馨 田中  (2011)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2007.07.30 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊北町角島夢ヶ崎 1ex. 1992.10.11 田中　馨 田中  (2011)
下関市植田薫木 2000.11.26 大木克行 大木  (2002b)
下関市形山みどり町 1ex. 2015.08.31 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ホソヘリカメムシ科　Family Alydidae
クモヘリカメムシ亜科　Subfamily Leptocorisinae

1. クモヘリカメムシ  Leptocorisa chinensis  Dallas, 1852
周南市熊毛八代 3exs. 2014.09.13 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2003.07.27 椋木博昭 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.31 椋木博昭 山口むしの会  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.08.22 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.11.04 田中　馨 田中  (2004)
下関市清末 2000.09.26 大木克行 大木  (2002b)
下関市王司赤池町 2exs. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市王司赤池町 2exs. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ヒメクモヘリカメムシ亜科　Subfamily Micrelytrinae
2. ヒメクモヘリカメムシ  Paraplesius unicolor  Scott, 1874
周南市鹿野長野山 1ex. 2014.08.31 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
佐波郡徳地町飯ヶ岳 2exs. 2008.05.08 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町高岳山林道 1♂ 1994.05.01 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡菊川町歌野川ダム 2000.11.03 大木克行 大木  (2002b)
下関市深坂 2exs. 2015.08.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 3exs. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

3. ニセヒメクモヘリカメムシ  Paraplesius vulgaris  (Hsiao, 1964)
宇部市小松原町2丁目 1♂ 2010.07.16 田中　馨 田中  (2011)
宇部市楠町荒滝山 1♂ 2006.05.05 田中　馨 田中  (2011)
宇部市楠町今富ダム 1♂ 2006.05.21 田中　馨 田中  (2011)

ホソヘリカメムシ亜科　Subfamily Alydinae
4. ホソヘリカメムシ  Riptortus (Riptortus ) pedestris (Fabricius, 1775)
光市小水無瀬島 1ex. 1988.05.23 末岡恵治 R.clavatus 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.08.12 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 2exs. 1995.08.24 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
萩市大島登 1ex. 2006.06.29 大島中学生  Cletus punctiger 椋木  (2007)
学名Cletus punctiger はホソハリカメムシ，和名と学名が合わない．

美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.31 椋木博昭 山口むしの会  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.07.29 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.08.19 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.09.08 田中　馨 田中  (2004)
下関市植田薫木 2000.11.26 大木克行 大木  (2002b)
下関市深坂 2exs. 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦  R.clavatus 伊ヶ崎  (2016a)
下関市形山みどり町 1ex. 2014.09.06 伊ヶ崎伸彦  R.clavatus 伊ヶ崎  (2015)

ヒメヘリカメムシ科　Family Rhopalidae
ヒメヘリカメムシ亜科　Subfamily Rhopalinae

1. スカシヒメヘリカメムシ(スカシヘリカメムシ) Liorhyssus hyalinus  (Fabricius, 1794)
光市茶臼山 1999.06.13 三好和雄 三好  (2002)
山口市阿東願成就温泉 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市 1977.12.12 田中　馨 　スカシヘリカメムシ 三好・田中  (1988)

2. アカヒメヘリカメムシ  Rhopalus (Aeschynteles ) maculatus (Fieber, 1837)
山口市上天花町一の坂ダム 1ex. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.08.03 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
下関市王司赤池町 1ex. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市内日下内日ダム 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市秋根上 1ex. 2015.08.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市一の宮本町 1ex. 2015.09.06 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.05.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

3. ケブカヒメヘリカメムシ  Rhopalus  (Aeschyntelus ) sapporensis (Matsumura, 1905)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1989.07.25 田中　馨 田中  (1999)
光市茶臼山 2000.06.08 三好和雄 三好  (2002)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.07 大木克行 大木  (2003c)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.07.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 3exs. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 5exs. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

4. ブチヒメヘリカメムシ(ブチヒゲヒメヘリカメムシ ) Stictopleurus punctatonervosus  (Goeze, 1778)
周南市高瀬湖島地川ダム 2exs. 2015.04.26 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
都濃郡鹿野町長野山 2♀ 2002.07.07 大木克行 大木  (2003c)
山口市阿東徳佐 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市江崎 4exs. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.05.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015,05,23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 3exs. 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ヘリカメムシ科　Family Coreidae
トゲヘリカメムシ亜科　Subfamily Pseudophloeinae
トゲヘリカメムシ族　Tribe Pseudophloeini

1. ヒメトゲヘリカメムシ(ヒメヘリカメムシ) Coriomeris scabricornis (Panzer, 1805)
宇部市東新川 1ex. 2008.05.20 田中　馨 田中  (2009)

田中伸一
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採集地 個体数 採集日 採集者 備考 出典・収蔵

ヘリカメムシ亜科　Subfamily Coreinae
ホオズキカメムシ族　Tribe Acanthocorini

2. ホオズキカメムシ  Acanthocoris sordidus  (Thunberg, 1783)
光市 1ex. 1972.05.29 不明 福田・五味  (2015)
光市 1ex. 1973.08.09 不明 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1988.05.26 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1988.06.04 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1988.08.09 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 2exs. 1989.09.27 三好和雄 福田・五味  (2015)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.07.10 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.07.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市清末 2000.08.29 大木克行 大木  (2002b)
下関市王司赤池町 2exs. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市秋根上 1ex. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市形山みどり町 2exs. 2015.05.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

アシビロヘリカメムシ族　Tribe Anisoscelini
3. アシビロヘリカメムシ  Leptoglossus gonagra (Fabriciu, 1775)
文献は未入手． Rostria 2014(56):41-42

ツマキヘリカメムシ族　Tribe Colpurini
4. オオツマキヘリカメムシ  Hygia (Colpura ) lativentris  (Motschulsky, 1866)
玖珂郡錦町河津峡 2exs. 1989.06.11 三好和雄 福田・五味  (2015)
岩国市錦町河津峡 1ex. 2014.09.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
岩国市錦町河津峡 1♂1♀ 2015.07.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
周南市高瀬湖島地川ダム 1♀ 2015.04.26 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
周南市高瀬湖島地川ダム 1♂ 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
周南市高瀬湖島地川ダム 1♂ 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.06 大木克行 大木(2003c)
佐波郡徳地町滑 2001.05.20 大木克行 大木  (2002b)
萩市大島丸山 1ex. 2006.05.18 大島中学生 椋木  (2007)
萩市大島登 2exs. 2006.06.29 大島中学生 椋木  (2007)
美祢市美東町秋吉台 2exs. 2015.07.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.06.03 田中　馨 田中  (2004)
下関市奥山 1♀ 2015.06.14 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1♂ 2015.08.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 幼虫1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.10.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

5. ツマキヘリカメムシ  Hygia (Hygia ) opaca  (Uhler, 1860)
光市虹ヶ浜 2exs. 1995.02.18 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.04.05 三好和雄 福田・五味  (2015)
山口市阿東願成就温泉 多数 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市上天花町一の坂ダム 2♂2♀ 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.07.10 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
下関市豊田町華山 1♂2♀ 2015.05.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市王司赤池町 2exs. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市植田薫木 2000.11.26 大木克行 大木  (2002b)
下関市奥山 1♂2♀ 2015.06.14 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 3♀ 2015.05.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 幼虫1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

アカスジヘリカメムシ族　Tribe Dasynini
6. ミナミトゲヘリカメムシ  Paradasynus spinosus  Hsiao, 1963
光市虹ヶ浜 1997.12.03 三好和雄 三好  (1999)
光市茶臼山 1♀ 1997.09.26 友国雅章 田中  (1999)
周南市鹿野長野山 1ex. 2014.08.30 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
佐波郡徳地町滑国有林梶畑 1ex. 1995.09.28 田中　馨 田中  (1999)
美祢市伊佐桜山 1ex. 2004.08.05 久保田　孝 大木  (2005)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.08.06 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2004.09.27 田中　馨 大木  (2005)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2007.10.20 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.08.12 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.11.04 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2009.09.12 田中　馨 田中  (2011)
下関市深坂 1ex. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ハリカメムシ族　Tribe Gonocerini
7. ホソハリカメムシ  Cletus punctiger  (Dallas, 1852)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.07.11 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.07.27 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.09.20 三好和雄 福田・五味  (2015)
山口市阿東願成就温泉 2exs. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市阿東徳佐 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡須佐町弥富下 2001.05.11 大木克行 大木  (2002b)
下関市王司赤池町 2exs. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市王司赤池町 2exs. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2014.06.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.05.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市秋根上 1ex. 2015.08.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

8. ハリカメムシ  Cletus schmidti  Kiritshenko, 1916
都濃郡鹿野町長野山 1♀ 2002.07.06 大木克行  C.rusticus 大木(2003c)
山口市阿東徳佐 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市江崎 1ex. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡須佐町弥富下 2001.04.25 大木克行  C.rusticus 大木(2002b)
萩市大島丸山 2exs. 2006.06.01 大島中学生  C.rusticus 椋木  (2007)
下関市深坂 1ex. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

9. ヒメハリカメムシ  Cletus trigonus  (Thunberg, 1783)
阿武郡須佐町弥富下 2001.04.21 大木克行 大木  (2002b)

山口県産半翅目目録
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10. キバラヘリカメムシ  Plinachtus bicoloripes  Scott, 1874
光市 1ex. 1972.12.03 不明 福田・五味  (2015)
光市(千坊山) 1ex. 1987.06.07 丸岡敦雄 福田・五味  (2015)
光市(千坊山) 3exs. 1989.07.05 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1988.09.28 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 2exs. 1988.12.08 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1989.09.20 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 3exs. 1990.05.15 三好和雄 福田・五味  (2015)
徳山市須々万 1ex. 1982.09.23 三好和雄 福田・五味  (2015)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 2001.08.05 大木克行 大木  (2002b)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 2001.08.11 大木克行 大木  (2002b)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 12♂15♀ 2002.09.21 大木克行 大木  (2003d)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 34♂36♀ 2002.09.23 大木克行 大木  (2003d)
宇部市上宇部山門5丁目 1ex. 2008.10.24 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.05.15 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 2exs. 2003.09.11-17 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 2exs. 2003.10.22-31 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 3exs. 2003.11.04-27 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.11.07 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2008.11.13 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.11.14 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2008.11.17 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.12.02 田中　馨 田中  (2009)
宇部市二俣瀬 3exs. 2014.11.25 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市二俣瀬 2exs. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山陽小野田市新沖3丁目 1ex. 2015.10.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊浦町リフレッシュパーク 5exs. 2014.10.25 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ハラビロヘリカメムシ族　Tribe Homoeocerini
11. オオクモヘリカメムシ  Homoeocerus (Anacanthocoris ) striicornis  Scott, 1874
熊毛郡平生町(大星山) 1ex. 1989.08.28 三好和雄  Anacanthocoris 福田・五味  (2015)
光市 1ex. 1972.10.08 不明 〃 福田・五味  (2015)
光市 1ex. 1973.12.13 不明 〃 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1988.12.07 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1990.10.02 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.10.04 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
萩市大島登 1ex. 2006.11.09 大島中学生  Anacanthocoris 椋木  (2007)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦  Anacanthocoris 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 〃 山口むしの会  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.04.17 田中　馨  Anacanthocoris 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.05.14 田中　馨 〃 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.09.10 田中　馨 〃 田中  (2004)
下関市清末 2000.08.29 大木克行  Anacanthocoris 大木(2002b)
下関市小野下方川 1ex. 2014.07.27 伊ヶ崎伸彦  Anacanthocoris 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 2exs. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)

12. ハラビロヘリカメムシ  Homoeocerus (Tliponius ) dilatatus  Horvath, 1879
萩市(旭)佐々並 1ex. 2012.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市清末 2000.09.12 大木克行 大木(2002b)

13. アズキヘリカメムシ  Homoeocerus (Tliponius ) marginiventris  Dohrn, 1860
萩市高佐下伏馬山 1ex. 2009.09.23 椋木博昭 田中  (2011)

14. ホシハラビロヘリカメムシ  Homoeocerus (T liponius) unipunctatus (Thunberg, 1783)
岩国市柱島 確認 2010.06.12 下野誠之 下野  (2011)
岩国市柱島 確認 2010.08.07-08 下野誠之 下野  (2011)
光市 1ex. 1972.05.29 不明 福田・五味  (2015)
光市 1ex. 1973.03.31 不明 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.02.17 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.03.19 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.04.05 三好和雄 福田・五味  (2015)
周南市高瀬湖島地川ダム 1ex. 2015.04.26 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
周南市高瀬湖島地川ダム 2exs. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市阿東願成就温泉 2exs. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市阿東徳佐 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市上天花町一の坂ダム 1♂2♀ 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
萩市大島丸山 1ex. 2006.06.01 大島中学生 椋木  (2007)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.07.10 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.06.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 1♂ 2015.07.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 1♀ 2015.07.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.05.14 田中　馨 田中  (2004)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.05.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市清末 2000.09.07 大木克行 大木(2002b)
下関市王司赤池町 7exs. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市奥山 1♂1♀ 2015.06.14 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 3exs. 2015.05.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2015.08.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex.幼虫1ex. 2015.08.30 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

オオヘリカメムシ族　Tribe Mictini
15. オオヘリカメムシ  Molipteryx fuliginosa  (Uhler, 1860)
玖珂郡錦町(寂地山) 1ex. 1988.06.05 三好和雄 福田・五味  (2015)
玖珂郡錦町長野山 1♂ 2002.05.05 田中　馨 田中  (2011)
光市光井(光市役所) 1ex. 1991.06.13 不明 福田・五味  (2015)
佐波郡徳地町梶畑 1♀ 1995.10.08 田中　馨 田中  (2011)
佐波郡徳地町梶畑 1♂幼虫 1996.08.18 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町高岳山林道 1♀ 1999.05.16 田中　馨 田中  (2011)
宇部市楠町荒滝山 1♂ 2006.05.05 田中　馨 田中  (2011)
宇部市楠町今福ダム 2♂1♀ 2006.05.21 田中　馨 田中  (2011)
大津郡日置町千畳敷 1♂ 2007.04.30 田中　馨 田中  (2011) 
豊浦郡豊田町華山 1♀ 1991.06.27 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊田町狗留孫山 1♀ 1990.09.11 田中　馨 田中  (2011)
下関市深坂 幼虫1ex. 2015.08.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

田中伸一
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15. オオヘリカメムシ  Molipteryx fuliginosa  (Uhler, 1860)の続き

下関市深坂 1♂1♀ 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1♂1♀ 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

クヌギカメムシ科　Family Urostylididae
クヌギカメムシ亜科　Subfamily Urostylidinae
クヌギカメムシ族　Tribe Urostylydini

1. ナシカメムシ  Urochela luteovaria  Distant, 1881
玖珂郡錦町右谷山 2exs. 1990.08.05 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町羅漢山 2exs. 1989.08.30 田中　馨 田中  (2011)
岩国市錦町羅漢山 3exs. 2015.07.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
都濃郡鹿野町荕ヶ岳 1ex. 1994.07.03 田中　馨 田中  (2011)
都濃郡鹿野町小峰峠 1ex. 1994.08.14 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 5exs. 1990.06.17 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 2exs. 1994.06.07 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 2001.05.13 大木克行 大木  (2002b)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 2001.06.24 大木克行 大木  (2002b)

2. ヘラクヌギカメムシ  Urostylis annulicornis  Scott, 1874
岩国市錦町河津峡 1♀ 2015.07.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.06 大木克行 大木  (2003c)
山口市阿東願成就温泉 1♂ 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市阿東徳佐 1♀ 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市滝町1-1(県庁) 1♀ 2015.10.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 1♀ 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢郡秋芳町秋吉台家族旅行村 4♂2♀ 1993.10.10 田中　馨 田中  (2011)
下関市深坂 1♂1♀ 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1♀ 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 多数 2015,11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

3. サジクヌギカメムシUrostylis striicornis Scott, 1874
都濃郡鹿野町長野山 4♂ 2002.07.06 大木克行 大木  (2003c)
都濃郡鹿野町長野山 1♀ 2002.07.07 大木克行 大木  (2003c)
都濃郡鹿野町長野山 1♂1♀ 2002.08.04 田中　馨 田中  (2011)
周南市鹿野長野山 1♂ 2014.08.30 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市鹿野長野山 1♂ 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 4♂2♀ 2015.05.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1♂3♀ 2015.08.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1♀ 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 多数 2015,11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 多数 2015,11.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

4. クヌギカメムシ  Urostylis westwoodii  Scott, 1874
佐波郡徳地町長者ヶ原 2001.04.28 大木克行 大木  (2002b)
美祢市美東町長登夫婦窪 4exs. 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 3exs. 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
山陽小野田市江汐公園 1ex. 2014.11.25 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市清末 2000.11.18 大木克己 大木  (2002b)

マルカメムシ科　Family Plataspidae
マルカメムシ亜科　Subfamily Coptosomatinae

1. ヒメマルカメムシ  Coptosoma biguttulum  Motschulsky, 1860
阿武郡阿東町十種ヶ峰 2exs. 1988.06.26 田中　馨 田中  (2011)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市上宇部黒岩 1ex. 1986.07.25 田中　馨 田中  (2011)
下関市深坂 1ex. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

2. キボシマルカメムシ  Coptosoma japonicum  Matsumura, 1913
山口市秋穂西 1ex. 2017.009.10 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018c)
吉敷郡阿知須町 多数 1994.07.23 三好和雄 三好(1995a)
吉敷郡阿知須町 many exs. 1996.07.21 田中　馨 田中  (1999)
山口市阿知須きらら浜 多数 2016.08.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017a)
山口市阿知須きらら浜 7exs. 2016.08.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017a)
山口市阿知須きらら浜 6exs. 2017.07.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018c)
山陽小野田市高畑 11exs. 2017.07.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018c)
山陽小野田市高畑 2exs. 2017.08.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018c)

3. ダテマルカメムシ  Coptosoma parvipictum  Montandon, 1892
光市浅江柏木 10exs. 1996.06.23 三好和雄 田中  (1999)
佐波郡徳地町滑国有林梶畑 7exs. 1995.09.28 田中　馨 田中  (1999)
山口市上天花町一の坂ダム 多数 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013,06,23 椋木博昭 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.31 椋木博昭 山口むしの会  (2014)
美祢郡美東町秋吉台長者ヶ森 1ex. 1991.06.28 田中　馨 田中  (2011)
宇部市上小野瀬戸原厚東川河原 1ex. 1994.06.26 田中　馨 田中  (1999)
宇部市上小野瀬戸原厚東川原 1ex. 1994.08.28 田中　馨 田中  (2011)
宇部市東岐波月崎海岸 2exs. 2002.06.04 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2007.06.11 田中　馨 田中  (2011)
小野田市竜王山 1ex. 1991.06.29 田中　馨 田中  (2011)

4. クズマルカメムシ  Coptosoma semiflavum  Jakovlev, 1890
周南市高瀬湖島地川ダム 1ex. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a) ,174
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.06.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a) ,174
宇部市上宇部黒岩 1ex. 1986.07.25 田中　馨 伊ヶ崎  (2016b)

5. マルカメムシ  Megacopta punctatissima  (Montandon, 1896)
岩国市柱島 確認 2010.06.12 下野誠之 下野  (2011)
光市 1ex. 1972.04.19 不明 福田・五味  (2015)
光市 1ex. 1979.05.30 不明 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 2exs. 1995.04.05 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.07.12 三好和雄 福田・五味  (2015)
周南市高瀬湖島地川ダム 1ex. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市上天花町一の坂ダム 1ex. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.05.04 椋木博昭 山口むしの会  (2014)
美祢郡美東町赤 1ex. 2002.07.05 角田正明 角田  (2015)
宇部市妻崎開作 2001.05.12 大木克行 大木  (2002b)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.06.19 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.11.05 田中　馨 田中  (2004)
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5. マルカメムシ  Megacopta punctatissima  (Montandon, 1896)の続き

下関市豊田町江良 1ex. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市清末 2000.10.07 大木克行 大木  (2002b)
下関市王司赤池町 1ex. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市小野下方川 1ex. 2014.07.27 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.05.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 多数 2015.10.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 4exs. 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ツチカメムシ科　Family Cydnidae
ツチカメムシ亜科　Subfamily Cydninae
ツヤツチカメムシ族　Tribe Cydnini

1. チビツヤツチカメムシ(チビツチカメムシ) Chilocoris confusus  Horvath, 1919
豊浦郡豊田町華山 1979.05.06 田中　馨 チビツチカメムシ 三好・田中  (1988)

2. オオツヤツチカメムシ  Chilocoris monticola  Imura, 2011
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1999.07.19 田中　馨 田中  (1999)
光市茶臼山 1997.05.19 三好和雄 C.nitidus 三好  (1999)

3. ヒメツヤツチカメムシ  Chilocoris nigricans  Josifov et Kerzhner, 1978
美祢市岩永台 1ex. 2016.05.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018a)

ツチカメムシ族　Tribe Geotomini
4. ヨコズナツチカメムシ  Adrisa magna  (Uhler, 1860)
光市 1ex. 1975.05.15 不明 福田・五味  (2015)
光市 1ex. 1975.06.14 不明 福田・五味  (2015)
山口市滝町山口県庁 1ex. 2000.06.07 角田正明 角田  (2015)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1990.09.02 田中　馨 田中  (2011)
宇部市上宇部黒岩 1ex. 1986.07.25 田中　馨 田中  (2011)
宇部市常盤台 1ex. 2003.05.15 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.04.28 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.05.14 田中　馨 田中  (2004)
豊浦郡豊北町角島夢ヶ崎 1ex. 1992.10.11 田中　馨 田中  (2011)
下関市形山みどり町 1ex. 2013.05.27 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市形山みどり町 1ex. 2015.06.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

5. ハマベツチカメムシ  Byrsinus varians  (Fabricius, 1803)
光市 写真 1997.09.xx 高井幹夫 石川ほか  (2012)
光市虹ヶ浜 2exs. 1994.12.03 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.03.18 三好和雄 福田・五味  (2015)
吉敷郡秋穂町中道海水浴場 3exs. 1996.03.03 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊北町附野海岸 1ex. 1997.04.29 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊北町角島大浜海水浴場 4exs. 2003.10.09 田中　馨 田中  (2011)
下関市豊北町土井ヶ浜海水浴場 2exs. 2016.04.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017a)
下関市吉母海水浴場 1ex. 2016.04.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017a)
下関市吉母海水浴場 1ex. 2017.05.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018b)

6. ヒメツチカメムシ  Fromundus pygmaeus  (Dallas, 1851)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.05.04 椋木博昭 Geotomus 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 〃 山口むしの会  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.08.20 田中　馨 Geotomus 田中  (2004)

7. コツチカメムシ  Macroscytus fraterculus  Horvath, 1919
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)

8. ツチカメムシ  Macroscytus japonensis  Scott, 1874
光市光井 1ex. 1988.07.24 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.08.03 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.08.18 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.08.27 三好和雄 福田・五味  (2015)
萩市佐々並小木原 1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目5-18 2exs. 2003.07.23 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.08.21 田中　馨 田中  (2004)
下関市秋根上 1ex. 2015.05.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市秋根上 1ex. 2015.05.31 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市形山みどり町 1ex. 2014.07.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

9. マルツチカメムシ  Microporus nigrita (Fabricius, 1794)
岩国市柱島 1ex. 2010.06.12 下野誠之 下野  (2011)
光市虹ヶ浜 1ex. 1953.04.27 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.03.08 三好和雄 福田・五味  (2015)

ホシツチカメムシ亜科　Subfamily Sehirinae
ホシツチカメムシ族　Tribe Sehirini

10. フタボシツチカメムシ  Adomerus rotundus  (Hsiao, 1977)
宇部市西岐波片倉新都市 1ex. 1998.08.15 田中　馨 田中  (1999)
宇部市風呂ヶ迫 1ex. 1997.08.15 田中　馨 田中  (1999)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.07.07 田中　馨  A.biguttulus 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.09.04 田中　馨 〃 田中  (2004)

11. ミツボシツチカメムシ  Adomerus triguttulus  (Motschulsky, 1866)
光市浅江柏木堤 1995.05.15 三好和雄 三好  (1997)
阿武郡須佐町弥富下 2001.04.25 大木克行 大木  (2002b)
宇部市上小野瀬戸(厚東川) 1ex. 1994.08.28 田中　馨 田中  (2011)
宇部市西岐波片倉あすとぴあ 1ex. 1998.08.15 田中　馨 田中  (2011)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 1ex. 1996.08.15 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2004.04.14 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2009.09.29 田中　馨 田中  (2011)

12. シロヘリツチカメムシ  Canthophorus niveimarginatus  Scott, 1874
美祢郡秋芳町秋吉台 1ex. 1998.06.12 田中　馨 田中  (1999)
美祢市秋吉台 1ex. 2015.06.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市秋吉台 1ex. 2015.06.21 後藤和夫 伊ヶ崎  (2016b)
美祢市秋吉台 1ex. 2016.06.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017a)
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ベニツチカメムシ亜科　Subfamily Parastrachiinae
13. ベニツチカメムシ  Parastrachia japonensis  (Scott, 1880)
柳井市琴石山 1♀ , 3exs 確認 2010.06.19 重中良之 重中  (2018a)
小野田市 1966. 09.xx 後藤和夫 三好・田中  (1988)

キンカメムシ科　Family Scutelleridae
キンカメムシ亜科　Subfamily Scutellerinae
キンカメムシ族　Tribe Scutellerini

1. アカギカメムシ  Cantao ocellatus  (Thunberg, 1784)
光市白石山 2♂1♀ 2003.08.27 重中良之 重中  (2004b)
光市白石山 14exs. 2003.08.28 重中良之 重中  (2004b)
光市白石山 12exs. 2003.08.30 重中良之 重中  (2004b)

2. オオキンカメムシ  Eucorysses grandis  (Thunberg, 1783)
光市室積 1ex. 1951.02.21 不明 福田・五味  (2015)
光市室積北町 1ex. 1989.11.08 起本貞雄 福田・五味  (2015)
下松市笠戸島白浜 1♂ 2013.10.21 五味　清 五味  (2014)
徳山市上一の井手 1ex. 1991.06.02 花田敏彦 池田  (1991b)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1997.06.22 田中　馨 田中  (2011)
吉敷郡阿知須町遠石きらら浜自然観察公園 1ex. 2001.11.09 田中潤子 椋木  (2002)
萩市上小川西分 1ex. 2014.08.19 小川鷹裕 小川  (2015)
宇部市丸尾三神社 4exs. 2003.01.12 久保田　孝 久保田・光矢  (2004)
宇部市亀浦公園 1ex.,確認 2002.09.13 後藤和夫 後藤  (2003b)
宇部市岬町 1ex. 2004.09.12 富田由紀子 大木  (2005)
宇部市開5丁目 1ex. 1999.03.22 田中　馨 田中  (2011)
宇部市開5丁目 1ex. 2000.02.20 田中　馨 田中  (2011)
宇部市上宇部山門5丁目 1ex. 2008.07.19 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2007.10.15 田中　馨 田中  (2009)
宇部市妻開作 1♀ 2008.08.06 管　哲郎 後藤  (2009)
小野田市本山岬 1ex.確認 2002.01.27 後藤和夫 後藤  (2003b)
山陽小野田市本山 ♂♀10exs.確認 2010.12.04 管　哲郎 後藤  (2011a)
山陽小野田市本山 1♂確認 2015.12.29 後藤和夫 伊ヶ崎  (2016a)
小野田市高泊 2exs. 1960.10.xx 田村武人 田中  (2011)
長門市船越(青海島) 確認 2008.10.03 後藤和夫 後藤  (2009)
長門市油谷本油谷 1♀ .確認 2010.06.13 後藤和夫 後藤  (2011a)
下関市豊田町天井ヶ岳 1♀ 2008.07.20 柿沼　進 後藤  (2009)
下関市一の宮本町 1ex. 2012.06.23 山本匡章 山本(2015)

3. アカスジキンカメムシ  Poecilocoris lewisi  (Distant, 1883)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1992.07.29 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1993.06.06 田中　馨 田中  (2011)
光市(千坊山) 1ex. 1990.06.06 三好和雄 福田・五味  (2015)
徳山市須金 1ex. 1969.06.01 不明 福田・五味  (2015)
周南市鹿野石船温泉 1ex. 2015.09.06 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町長者ヶ原 1ex. 2004.06.03 田中伸一 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1996.07.14 田中　馨 田中  (2011)
山口市仁保金剛 1ex. 2014.05.24 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
山口市糸米川砂防公園 1ex. 2010.11.03 角田正明 角田  (2015)
阿武郡須佐町弥富下 2001.10.30 大木克行 大木  (2002b)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1991.07.14 田中　馨 田中  (2011)
美祢郡秋芳町秋吉 1ex. 2002.05.14 角田正明 角田  (2015)
宇部市霜降岳鳥越広場付近 1幼虫 2001.05,12 久保田　孝 久保田・久保  (2002)
宇部市霜降岳鳥越広場付近 2exs. 2001.05.26 久保田　孝 久保田・久保  (2002)
宇部市霜降岳鳥越広場付近 1ex. 2001.05,27 久保田　孝 久保田・久保  (2002)
宇部市霜降岳鳥越広場付近 2exs. 2001.06,17 久保田　孝 久保田・久保  (2002)
厚狭郡楠町荒滝山 2exs. 1960.07.xx 田村武人 田中  (2011)

チャイロカメムシ亜科　Subfamily Eurygastrinae
チャイロカメムシ族　Tribe Eurygastrini

4. チャイロカメムシ  Eurygaster testudinaria  (Geoffroy, 1785)
周南市高瀬湖島地川ダム 1ex. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡須佐町弥富下 2001.07.11 大木克行 大木  (2002b)

ノコギリカメムシ科　Family Dinidoridae
ノコギリカメムシ亜科　Subfamily Megymeninae
ノコギリカメムシ族　Tribe Megymenini

1. ノコギリカメムシ  Megymenum gracilicorne  Dallas, 1851
岩国市錦町宇佐 1ex. 2016.08.15 下野誠之 伊ヶ崎  (2017a)
大島郡源明峠 1♂ 2003.06.14 田中　馨 田中  (2011)
光市 2exs. 1972.09.09 不明 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1991.06.13 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井金山 1ex. 1989.09.10 丸岡敦雄 福田・五味  (2015)
萩市高佐下伏馬山 1ex. 2014.07.12 小川鷹裕 小川  (2015)
萩市吉部上 1ex. 2015.06.21 小川鷹裕 小川  (2017)
萩市吉部上 1ex. 2015.06.28 小川鷹裕 小川  (2017)
萩市田床山 4exs. 1984.06.17 田中　馨 田中  (2011)
美祢市岩永台 1ex. 2016.10.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017a)
美祢市岩永台 1ex. 2016.10.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017a)
宇部市開5丁目 1ex. 1998.09.06 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.06.19 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2003.06.24 田中　馨 田中  (2011)
小野田市竜王山 2exs. 2002.05.23 田中　馨 田中  (2011)
小野田市波瀬の崎 5exs. 1958.06.xx 田村武人 田中  (2011)
豊浦郡豊田町西市矢田 1ex. 1997.06.22 角田正明 角田  (2015)
下関市王司赤池町 幼虫3exs. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 多数 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 3exs. 2016.09.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017a)
下関市秋根南町 1ex. 2013.06.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2014)

カメムシ科　Family Pentatomidae
クチブトカメムシ亜科　Subfamily Asopinae

1. シロヘリクチブトカメムシ  Andrallus spinidens  (Fabricius, 1787)
光市高尾工業団地 1995.07.17 三好和雄 三好  (1997)
光市虹ヶ浜 1995.07.24 三好和雄 三好  (1997)
阿武郡須佐町須佐大橋 1ex. 2005.09.12 田中　馨 田中  (2011)
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 2001.09.08 大木克行 大木  (2002b)
宇部市東梶返 1ex. 2003.09.06 久保田　孝 久保田・光矢  (2004)
宇部市開5丁目 1ex. 1999.09.14 田中　馨 田中  (2011)
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128

凡例：
採集地 個体数 採集日 採集者 備考 出典・収蔵

1. シロヘリクチブトカメムシ  Andrallus spindens  (Fabricius, 1787)の続き

宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 2exs. 1993.07.05 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.07.22 田中　馨 田中  (2004)
下関市 1982.07.02  吉中　亮 三好・田中  (1988)

2. チャイロクチブトカメムシ  Arma custos  (Fabricius, 1794)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1998.05.17 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町右谷山 1ex. 1990.06.10 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町右谷山 1ex. 1990.08.05 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1990.06.17 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1996.06.23 田中　馨 田中  (2011)

3. アオクチブトカメムシ  Dinorhynchus dybowskyi  Jakovlev, 1876
玖珂郡錦町松の木峠登山道 8exs. 1994.07.28 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町松の木峠登山道 1ex. 1994.07.31 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1978.07.09 三好和雄 三好・田中  (1988)
玖珂郡錦町寂地山山頂 1ex. 1994.07.24 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2002.07.28 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町右谷山山麓 5exs. 1994.07.15 田中　馨 田中  (2011)

4. シモフリクチブトカメムシEocanthecona japonicola  (Esaki et Ishihara, 1950)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.06 田中　馨 大木  (2003c)
阿武郡阿東町高岳山林道 2♂ 1999.05.09 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡福栄村紫福 2000.12.03 大木克行 大木  (2002b)

5. キュウシュウクチブトカメムシEocanthecona kyushuensis  (Esaki et Ishihara, 1950)
光市茶臼山 1999.06.28 三好和雄 三好  (2002)
光市茶臼山 1999.08.01 三好和雄 三好  (2002)
山口市鴻ノ峰 1♀ 2000.07.02 大木克行 大木  (2000)
萩市笠山 2001.07.09 大木克行 大木  (2002b)
萩市指月山 1ex. 2003.06.13 久保田　孝 久保田・光矢  (2004)
宇部市厚東川ダム 1962.04.29 田中　馨 三好・田中  (1988)
宇部市霜降岳鳥越広場付近中山登山道 1ex. 2001.06.17 久保田　孝 久保田・久保  (2002)
小野田市竜王山 1ex. 2003.07.27 久保田　孝 久保田・光矢  (2004)
小野田市竜王山 1ex. 2004.07.03 久保田　孝 大木  (2005)
小野田市竜王山 2exs. 2004.08.09 久保田　孝 大木  (2005)
下関市御坂 1♀ 2000.06.04 藤田智大 大木  (2000)
下関市清末 1♀ 2000.05.31 大木克行 大木  (2000)
下関市一の宮本町 9幼虫 2016.08.01 山本匡章 山本  (2017)
下関市一の宮本町 1ex.1幼虫 2016.08.07 山本匡章 山本  (2017)

6. オオクチブトカメムシ  Picromerus bidens  (Linnaeus, 1758)
岩国市錦町羅漢山 1ex. 2016.07.02 伊ヶ崎伸彦 P.fuscoannulatus 伊ヶ崎  (2017a)
岩国市錦町羅漢山 2exs. 2017.07.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018b)

7. クチブトカメムシ  Picromerus lewisi  Scott, 1874
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1991.08.20 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1990.07.14 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町河津峡 1ex. 2001.05.04 田中　馨 田中  (2011) -126
玖珂郡錦町木谷峡 1ex. 1992.05.05 田中　馨 田中  (2011)
周南市鹿野長野山 1ex. 2017.08.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018b)
佐波郡徳地町長者ヶ原 1ex. 1988.10.10 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1999.07.04 田中　馨 田中  (2011)
美祢市美東町鳶の巣 1ex. 2017.04.09 後藤和夫 伊ヶ崎  (2018b)
美祢市秋吉台 4exs. 2016.10.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017a)
美祢市秋吉台 3exs. 2016.10.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017a)
下関市深坂 1ex. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 2♂1♀ 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1♂2♀ 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 3exs. 2016.10.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017a)

8. アカアシクチブトカメムシ  Pinthaeus sanguinipes  (Fabricius, 1781)
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1995.05.18 田中　馨 田中  (2011)
岩国市錦町寂地峡 1ex. 2012.08.25 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
玖珂郡錦町浦石峡 1ex. 2012.08.25 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2013)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1997.06.22 田中　馨 田中  (2011)
山口市阿東十種ヶ峰 1ex. 2017.08.28 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018b)

9. ルリクチブトカメムシ  Zicrona caerulea  (Linnaeus, 1758)
光市 1ex. 1957.09.29 不明 福田・五味  (2015)
光市 1ex. 1973.09.15 不明 福田・五味  (2015)
周南市熊毛八代 1ex. 2014.09.13 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
佐波郡徳地町長者ヶ原 2exs. 1988.10.10 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡須佐町弥富下 2001.08.08 大木克行 大木  (2002b)
阿武郡須佐町弥富下 2001.08.11 大木克行 大木  (2002b)
宇部市開5丁目 1ex. 2004.06.15 田中　馨 田中  (2011)
下関市深坂 1ex. 2015.08.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

カメムシ亜科　Subfamily Pentatominae
ウズラカメムシ族　Tribe Aeliini

10. ウズラカメムシ  Aelia fieberi  Scott, 1874
光市虹ヶ浜 3exs. 1995.07.12 三好和雄 福田・五味  (2015)
宇部市厚南区東須恵 2001.05.12 大木克行 大木  (2002b)

チャバネアオカメムシ族　Tribe Antestiini
11. ヒメチャバネアオカメムシ  Plautia splendens  Distant, 1900
吉敷郡阿知須町阿知須干拓 2exs. 1998.08.15 田中　馨 田中  (1999)

12. チャバネアオカメムシ  Plautia stali  Scott, 1874
熊毛郡平生町(大星山) 5exs. 1989.08.28 三好和雄 P.crossota 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.07.11 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 2exs. 1995.09.05 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
都濃郡鹿野町長野山 3♀ 2002.07.06 大木克行 P.crossota 大木  (2003c)
周南市鹿野長野山 5exs. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 P.crossota 伊ヶ崎  (2016a)
山口市阿東願成就温泉 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
山口市滝町1-1(県庁) 1ex. 2015.10.04 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
山口市吉敷佐畑 1ex. 2004.09.10 角田正明 P.crossota 角田  (2015)
萩市佐々並小木原 多数 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 P.crossota 伊ヶ崎  (2016a)

田中伸一
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採集地 個体数 採集日 採集者 備考 出典・収蔵

12. チャバネアオカメムシ  Plautia stali  Scott, 1874の続き

萩市大島登 1ex. 2006.06.29 大島中学生  P.crossota stali 椋木  (2007)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 P.crossota 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 〃 山口むしの会  (2014)
美祢郡秋芳町秋吉台 2000.09.03 大木克行 P.crossota 大木  (2002b)
美祢市美東町秋吉台 幼虫3exs. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 P.crossota 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.09.27 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.05.15 田中　馨 P.crossota 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.07.28 田中　馨 〃 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.09.10 田中　馨 〃 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 2exs. 2003.11.20-23 田中　馨 〃 田中  (2004)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.05.02 伊ヶ崎伸彦 P.crossota 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.05.29 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 2exs. 2015.06.28 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市王司赤池町 1ex. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市奥山 1ex. 2015.06.14 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2014.06.08 伊ヶ崎伸彦 P.crossota 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.05.05 伊ヶ崎伸彦 P.crossota 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2015.10.18 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)

クサギカメムシ族　Tribe Cappaeini
13. クサギカメムシ  Halyomorpha halys  (Stal, 1855)
玖珂郡周東町米川 1ex. 1988.08.12 三好和雄 H.picus 福田・五味  (2015)
光市 1ex. 1973.03.27 不明 〃 福田・五味  (2015)
光市浅江 1ex. 1989.02.12 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.08.24 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 2exs. 1995.08.27 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
下松市切山 2000.07.28 大木克行 H.picus 大木  (2002b)
徳山市須金 2exs. 1988.12.25 三好和雄 H.picus 福田・五味  (2015)
都濃郡鹿野町長野山 1♀ 2002.07.07 大木克行 H.picus 大木  (2003c)
周南市鹿野長野山 5exs. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 H.picus 伊ヶ崎  (2016a)
山口市上天花町一の坂ダム 1ex. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
山口市吉敷佐畑 1ex. 2001.12.15 角田正明 P.crossota 角田  (2015)
萩市佐々並小木原 多数 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 H.picus 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 H.picus 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 〃 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 〃 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 H.picus 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.04.18 田中　馨 H.picus 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.05.29 田中　馨 〃 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.08.05-06 田中　馨 〃 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.10.10 田中　馨 〃 田中  (2004)
下関市豊田町華山 2exs. 2015.05.02 伊ヶ崎伸彦 H.picus 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.05.29 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.06.28 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 幼虫1ex. 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市王司赤池町 幼虫2exs. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市一の宮本町 幼虫1ex. 2015.09.06 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市一の宮本町 幼虫1ex. 2015.09.10 山本匡章 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 H.picus 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.08.02 伊ヶ崎伸彦 H.picus 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.10.18 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)

14. ヨツボシカメムシ  Homalogonia obtusa  (Walker, 1868)
山口市阿東願成就温泉 1ex. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市奥山 1ex. 2014.05.06 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

ムラサキカメムシ族　Tribe Carpocorini
15. ムラサキカメムシ  Carpocoris purpureipennis  (De Geer, 1773)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)

16. イシハラカメムシ  Chalazonotum ishiharai  (Linnavuori, 1961)
玖珂郡錦町河津峡 1986.05.10 三好和雄 光昆虫グループ  (1987)
岩国市錦町河津峡 3exs. 2016.06.25 伊ヶ崎伸彦 Bracynema 伊ヶ崎  (2017a)
岩国市錦町河津峡 5exs. 2017.07.01 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018b)

17. ブチヒゲカメムシ  Dolycoris baccarum  (Linnaeus, 1758)
光市 1ex. 1972.04.28 不明 福田・五味  (2015)
光市 1ex. 1974.04.01 不明 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1989.11.25 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.02.17 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 2exs. 1995.05.26 三好和雄 福田・五味  (2015)
阿武郡須佐町弥富下 2001.07.07 大木克行 大木  (2002b)
萩市大島登 1ex. 2006.06.29 大島中学生 椋木  (2007)
萩市大島登 1ex. 2006.11.15 大島中学生 椋木  (2007)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.05.04 椋木博昭 山口むしの会  (2014)
下関市王司赤池町 2exs. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市王司赤池町 1♂1♀ 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

18. エゾアオカメムシ  Palomena angulosa  (Motschulsky, 1861)
玖珂郡錦町(寂地山) 1ex. 1988.06.05 三好和雄 福田・五味  (2015)
玖珂郡錦町(寂地山) 2exs. 1988.06.19 三好和雄 福田・五味  (2015)
玖珂郡錦町(寂地山) 3exs. 1989.06.26 三好和雄 福田・五味  (2015)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.06 大木克行 大木  (2003c)
都濃郡鹿野町長野山 2♂1♀ 2002.07.07 大木克行 大木  (2003c)

19. ヒメカメムシ  Rubiconia intermedia  (Wolff, 1811)
玖珂郡錦町寂地山 1978.07.23 田中　馨 三好・田中  (1988)
美祢市美東町秋吉台 2exs. 2015.07.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a) ,174
美祢市秋吉台 8exs. 2016.07.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017a)
美祢市秋吉台 6exs. 2017.07.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018b)
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凡例：
採集地 個体数 採集日 採集者 備考 出典・収蔵

シラホシカメムシ族　Tribe Eysarcorini
20. トゲカメムシ  Carbula abbreviata  (Motsculusky, 1866)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1992.08.23 田中　馨 C.humerigera 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1995.08.03 田中　馨 〃 田中  (2011)
玖珂郡錦町長野山 1ex. 2002.07.07 田中　馨 〃 田中  (2011)
都濃郡鹿野町長野山 2♂1♀ 2002.07.07 大木克行 C.humerigera 大木  (2003c)
周南市鹿野石船温泉 1♂1♀ 2015.09.05 後藤和夫 C.humerigera 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡阿東町篠目 1ex. 1989.08.14 三好和雄 C.humerigera 福田・五味  (2015)

21. トゲシラホシカメムシ  Eysarcoris aeneus  (Scopoli, 1763)
平野部及び山間部 E.parvus 三好・田中  (1988)

22. ムラサキシラホシカメムシ (ツヤマルシラホシカメムシ ) Eysarcoris annamita Breddin, 1909
岩国市錦町河津峡 1ex. 2014.09.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市清末 2000.08.25 大木克行 大木  (2002b)
下関市王司赤池町 1ex. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市一の宮本町 2exs. 2015.10.10 山本匡章 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs. 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

23. マルシラホシカメムシ  Eysarcoris guttigerus  (Thunberg, 1783)
周南市高瀬湖島地川ダム 4exs. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 E.guttiger 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 3exs. 2015.08.09 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2014.06.29 伊ヶ崎伸彦 E.guttiger 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.05.08 伊ヶ崎伸彦 E.guttiger 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.08.02 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)

24. オオトゲシラホシカメムシ  Eysarcoris lewisi  (Distant, 1883)
十種ヶ峰及び長門峡 三好・田中  (1988)
*カメムシ図鑑(3):482の分布は北海道・本州・千島列島

25. シラホシカメムシ  Eysarcoris ventralis  (Westwood, 1837)
光市光井 1ex. 1989.05.09 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 2exs. 1995.07.24 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.09.11 三好和雄 福田・五味  (2015)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.06.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 幼虫1ex. 2015.07.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.05.22 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.09.11 田中　馨 田中  (2004)
下関市豊田町江良 2exs. 2015.10.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市王司赤池町 1ex. 2015.09.10 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市王司赤池町 1ex. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市植田薫木 2000.11.26 大木克行 大木  (2002b)

26. ミヤマカメムシ  Hermolaus amurensis  Horvath, 1903
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1990.07.14 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1993.07.31 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町右谷山 1ex. 1990.05.24 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町木谷峡 1ex. 1996.04.28 田中　馨 田中  (2011)

27. タマカメムシ  Sepontiella aenea  (Distant, 1883)
玖珂郡錦町寂地山麓 1ex. 1995.05.31 田中　馨 田中  (1999)
光市光井 1ex. 1990.07.05 三好和雄 田中  (1999)
光市光井六丁目 1ex. 1991.06.27 三好和雄 三好  (1992)
光市光井六丁目 1ex. 1991.07.27 三好和雄 三好  (1992)
山口市上天花町一の坂ダム 1ex. 2015.05.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
萩市吉部上 1ex. 2015.05.10 小川鷹裕 小川  (2017)
阿武郡旭村小木原 1ex. 2009.05.10 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 2003.05.24 久保田　孝 久保田・光矢  (2004)
下関市深坂 1ex. 2016.04.30 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017a)

キマダラカメムシ族　Tribe Halyini
28. キマダラカメムシ  Erthesina fullo  (Thunberg, 1783)
岩国市横山吉香公園 1ex. 2005.08.14 下野誠之 下野  (2006)
岩国市横山吉香公園 9exs. 2005.09.27 下野誠之 下野  (2006)
岩国市錦帯橋～岩国市営バス 7exs.確認 2005.09.27 下野誠之 下野  (2006)
岩国市御庄新岩国駅付近 7exs.,確認 2005.09.27 下野誠之 下野  (2006)
岩国市錦町広瀬 2exs.確認 2014.08.30 後藤和夫 小川  (2015)
光市室積 2exs.確認 2010.09.25 稲田博夫 後藤  (2011a)
周南市鹿野中 1ex. 2014.05.10 後藤和夫 小川  (2015)
山口市吉敷佐畑 1ex. 2006.10.09 角田正明 P.crossota 角田  (2015)
山口市阿知須深溝東今津 3exs.確認 2013.10.04 後藤和夫 後藤  (2014b)
萩市佐々並和田 1ex.確認 2012.09.22 後藤和夫 後藤  (2014b)
萩市堀内春日神社 1ex.他多数確認 2014.10.03 小川鷹裕 小川  (2015)
宇部市常盤町宇部市役所 ♂♀多数 2010.07.05 後藤和夫 後藤  (2011a)
宇部市開5丁目 1ex. 2007.10.11 田中　馨 田中  (2009)
宇部市東琴芝宇部市立琴芝小学校 2exs. 2002.11.11 久保田　孝 大木  (2003e)
宇部市琴芝小学校 1ex. 2003.09.08 久保田　孝 久保田・光矢  (2004)
宇部市琴芝小学校 1ex. 2003.09.30 久保田　孝 久保田・光矢  (2004)
宇部市琴芝小学校 2exs. 2003.10.01 久保田　孝 久保田・光矢  (2004)
宇部市琴芝小学校 1ex. 2003.10.13 久保田　孝 久保田・光矢  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.05.13 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2004.10.25 田中　馨 大木  (2005)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2004.12.01 田中　馨 大木  (2005)
宇部市小松原町2丁目 4exs. 2008.04.21-30 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 4exs. 2008.05.16-27 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.06.02 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 9exs. 2008.10.07-24 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 2exs. 2008.11.04-13 田中　馨 田中  (2009)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2010.05.18 田中　馨 田中  (2011)
宇部市西宇部多賀丘 4exs.確認 2013.10.06 後藤和夫 後藤  (2014b)
小野田市セメント町 1♀ 2002.06.03 樋元忠征 大木  (2003e)
山陽小野田市渡場 3exs.確認 2010.07.15 後藤和夫 後藤  (2011a)
山陽小野田市横土手 2exs.確認 2010.07.15 管　哲郎 後藤  (2011a)
下関市一の宮本町 11exs. 2011.07.02 山本匡章 山本(2015)
下関市一の宮本町 2exs. 2011.08.07 山本匡章 山本(2015)
下関市形山みどり町 1ex. 2014.08.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市形山みどり町 1ex. 2015.09.26 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市安岡中学校 幼虫多数確認 2009.09.12 後藤和夫 後藤  (2011a)
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凡例：
採集地 個体数 採集日 採集者 備考 出典・収蔵

ウシカメムシ族　Tribe Hoplistoderini
29. ウシカメムシ  Alcimocoris japonensis  (Scott, 1880)
岩国市柱島 確認 2010.06.12 下野誠之 下野  (2011)
光市光井六丁目 1991.05.07 三好和雄 三好  (1992)
光市光井六丁目 1991.05.17 三好和雄 三好  (1992)
萩市指月山石彫公園 2001.04.22 大木克行 大木  (2002b)
美祢市美東町赤 1ex. 2008.07.21 角田正明 角田  (2015)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.05.04 椋木博昭 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢郡美東町秋吉台 2exs. 1990.09.02 田中　馨 田中  (2011)
美祢市美東町秋吉台 幼虫1ex. 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢郡秋芳町秋吉台家族旅行村 1ex. 1993.10.10 田中　馨 田中  (2011)
宇部市開5丁目 1ex. 2002.06.05 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目5-18 4exs. 2003.04.28 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.05.23 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.07.16 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.07.28 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.09.29 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2004.04.14 田中　馨 田中  (2011)
小野田市竜王山 1ex. 1991.06.20 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 1968.06.11 田村武人 田中  (2011)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 1991.06.14 田中　馨 田中  (2011)
下関市深坂 幼虫1ex. 2015.08.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市一の宮本町 1exs.確認 2014.06.01 山本匡章 小川  (2018)
下関市一の宮本町 1exs.確認 2017.05.03 山本匡章 小川  (2018)
下関市一の宮本町 1exs.確認 2017.07.22 山本匡章 小川  (2018)

ツマジロカメムシ族　Tribe Menidini
30. スコットカメムシ  Menida disjecta (Uhler, 1860)
玖珂郡錦町松の木峠 2exs. 1991.08.20 田中　馨  M.scotti 田中  (2011)
岩国市錦町寂地峡 1ex. 2012.08.25 伊ヶ崎伸彦  M.scotti 伊ヶ崎  (2015)
玖珂郡錦町右谷山 3exs. 1990.05.24 田中　馨  M.scotti 田中  (2011)
都濃郡鹿野町長野山 3exs. 1992.09.27 田中　馨 〃 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1ex. 1999.07.04 田中　馨 〃 田中  (2011)

31. ナカボシカメムシ  Menida musiva  (Jakovlev, 1876)
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1996.08.26 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町河津峡 1ex. 2001.05.04 田中　馨 田中  (2011)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1988.02.11 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2007.05.08 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.05.08 田中　馨 田中  (2009)

32. ツマジロカメムシ  Menida violacea  Motschulsky, 1861
岩国市錦町河津峡 1ex. 2014.09.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
玖珂郡錦町(平家ヶ岳) 1ex. 1988.05.30 三好和雄 福田・五味  (2015)
都濃郡鹿野町長野山 1♀ 2002.07.06 大木克行 大木  (2003c)
都濃郡鹿野町長野山 2♂4♀ 2002.07.07 大木克行 大木  (2003c)

フタテンカメムシ族　Tribe Myrocheini
33. フタテンカメムシ  Laprius gastricus  (Thunberg, 1822)
光市 2exs. 1973.07.28 不明 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.02.17 三好和雄 福田・五味  (2015)
山口市秋穂二島周防大橋 1ex. 1992.08.11 田中　馨 田中  (2011)
吉敷郡阿知須干拓 1ex. 1995.07.30 田中　馨 田中  (2011)
美祢市美東町長登夫婦窪 2exs. 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 3exs.確認 2013.07.10 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢郡美東町秋吉台 2exs. 1988.02.11 田中　馨 田中  (2011)
萩市(須佐)高山 1ex. 2013.07.06 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
萩市高佐下(むつみ中学校) 1ex. 2014.09.28 小川鷹裕 小川  (2017)
萩市吉部上 1ex. 2016.05.21 小川鷹裕 小川  (2017)
宇部市上宇部黒岩 1ex. 1986.07.25 田中　馨 田中  (2011)
宇部市厚南区東須恵 2001.05.03 大木克行 大木  (2002b)
豊浦郡豊田町一ノ俣一位ヶ岳 1ex. 1991.04.09 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊北町角島尾山海岸 5exs. 2001.09.15 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊北町角島大浜海水浴場 6exs. 2003.10.19 田中　馨 田中  (2011)
下関市一之瀬 1ex. 2004.08.13 田中　馨 田中  (2011)

アシアカカメムシ族　Tribe Pentatomini
34. ツヤアオカメムシ  Glaucias subpunctatus  (Walker, 1867)
熊毛郡平生町(大星山) 2exs. 1989.08.28 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市 1ex. 1972.10.07 不明 福田・五味  (2015)
光市 1ex. 1973.08.01 不明 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1989.04.18 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1989.09.27 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1989.09.29 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市浅江 1ex. 1989.02.12 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 3exs. 1995.09.14 三好和雄 福田・五味  (2015)
周南市鹿野長野山 1♂1♀ 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市滝町1-1(県庁) 1ex. 2015.10.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
萩市佐々並小木原 3exs. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.06.28 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 2exs. 2003.10.21 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 2exs. 2003.11.13-20 田中　馨 田中  (2004)
下関市形山みどり町 2exs. 2014.09.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 1ex. 2015.05.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

35. トホシカメムシ  Lelia decempunctata  (Motschulsky, 1860)
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1994.07.28 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1992.07.29 田中　馨 田中  (2011)
岩国市錦町寂地山 1ex. 2004.06.06 田中　馨 田中  (2011)
岩国市錦町寂地山 1ex. 2004.07.16 田中　馨 田中  (2011)
光市浅江 1973.11.03 三好和雄 三好  (1994)
光市(烏帽子岳) 1ex. 1974.05.05 不明 福田・五味  (2015)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.06 田中　馨 大木  (2003c)
阿武郡阿東町高岳山 1ex. 1994.05.01 田中　馨 田中  (2011)
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35. トホシカメムシ  Lelia decempunctata  (Motschulsky, 1860)の続き

阿武郡阿東町十種ヶ峰 3exs. 1996.06.23 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町長門峡 1ex. 2003.04.27 久保田　孝 久保田・光矢  (2004)
美祢郡美東町秋吉台 1ex. 1991.07.14 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 1991.05.05 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊田町華山 2exs. 1991.06.14 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 1991.06.27 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 1996.06.13 田中　馨 田中  (2011)
下関市豊田町華山 1♂1♀ 2015.06.28 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1♀ 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1♂1♀ 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

36. アオクサカメムシ  Nezara antennata  Scott, 1874
光市 1ex. 1973.04.29 不明 福田・五味  (2015)
光市 1ex. 1973.07.28 不明 福田・五味  (2015)
萩市大島登 1ex. 2006.06.01 大島中学生 椋木  (2007)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数 2013.06.26 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.06.30 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.08.22 田中　馨 田中  (2004)
豊浦郡豊田町西市矢田 1ex. 1997.06.20 角田正明 角田  (2015)
下関市奥山 1ex. 2014.05.06 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

37. ミナミアオカメムシ  Nezara viridula  (Linnaeus, 1758)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.08.03 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市秋吉台 幼虫1ex. 2015.07.05 管　哲郎 伊ヶ崎  (2016a)
宇部市東新川 1ex. 2008.11.19 田中　馨 田中  (2009)
宇部市東新川 1ex. 2010.03.05 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2007.11.27 田中　馨 田中  (2009)
下関市王司赤池町 1ex. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市形山みどり町 1ex. 2015.08.31 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市形山みどり町 1ex. 2015.11.18 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

38. ツノアオカメムシ  Pentatoma japonica  (Distant, 1882)
玖珂郡錦町松の木峠 3exs. 1994.07.28 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1994.07.31 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町松の木峠 1ex. 1995.08.05 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 7exs. 1994.07.24 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1999.08.25 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 4exs. 2000.08.06 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2005.08.13 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町右谷山 1ex. 1994.07.15 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町羅漢山 1ex. 1986.08.04 田中　馨 田中  (2011)
都濃郡鹿野町長野山 1♂2♀ 2002.07.06 田中　馨 大木  (2003c)
都濃郡鹿野町長野山 1♀ 2002.08.04 田中　馨 田中  (2011)
周南市鹿野長野山 多数 2014.08.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市鹿野長野山 多数 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
周南市鹿野長野山 1ex. 2015.09.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
都濃郡鹿野町荕ヶ岳 1ex. 1987.07.26 田中　馨 田中  (2011)

39. アシアカカメムシ  Pentatoma rufipes  (Linnaeus, 1758) 
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1990.07.14 田中　馨 田中  (1999)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1990.07.26 田中　馨 田中  (1999)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1990.08.05 田中　馨 田中  (1999)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1990.08.11 田中　馨 田中  (1999)
玖珂郡錦町寂地山 2exs. 1993.07.31 田中　馨 田中  (1999)
玖珂郡錦町寂地山 12exs. 1995.08.03 田中　馨 田中  (1999)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 2004.07.16 田中　馨 田中  (2011)

イチモンジカメムシ族　Tribe Piezodorini
40. イチモンジカメムシ  Piezodorus hybneri  (Gmelin, 1790)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
下関市王司赤池町 1♂ 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市彦島老の山 1ex. 2014.06.01 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

イネカメムシ族　Tribe Sephelini
41. シロヘリカメムシ  Aenaria lewisi  (Scott, 1874)
玖珂郡錦町(河津峡) 1ex. 1988.05.08 三好和雄 福田・五味  (2015)
都濃郡鹿野町長野山 2♀ 2002.07.07 大木克行 大木  (2003c)
山口市阿東願成就温泉 2exs. 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 2001.04.15 大木克行 大木  (2002b)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市奥山 1ex. 2014.05.06 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

42. ヒラタトガリカメムシ  Brachymna tenuis  Stal, 1861
山口市阿東十種ヶ峰 2exs. 2017.08.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018e)
美祢市秋吉台 1ex. 2016.05.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017b)
美祢市岩永台 2exs. 2016.05.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017b)
美祢市岩永台 2exs. 2016.05.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017b)
美祢市岩永台 5exs. 2017.06.10 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018e)
宇部市小松原町2丁目 1♀ 2013.06.24 田中　馨 田中  (2013)
宇部市小松原町2丁目 1♂ 2013.06.26 田中　馨 田中  (2013)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♂ 2014.04.08 田中　馨 田中  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♀ 2014.04.17 田中　馨 田中  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 2♂2♀ 2014.04.18 田中　馨 田中  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♀ 2014.04.21 田中　馨 田中  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 3♂2♀ 2014.04.22 田中　馨 田中  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♂ 2014.04.23 田中　馨 田中  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 4♂ 2014.04.25 田中　馨 田中  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♀ 2014.06.30 田中　馨 田中  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♀ 2014.07.08 田中　馨 田中  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♂1♀ 2014.07.18 田中　馨 田中  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 2♀ 2014.07.24 田中　馨 田中  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♀ 2014.07.28 田中　馨 田中  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♀ 2014.07.29 田中　馨 田中  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♀ 2014.07.30 田中　馨 田中  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 1♀ 2014.08.30 田中　馨 田中  (2014)
下関市豊田町華山 1ex. 2017.07.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018e)
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42. ヒラタトガリカメムシ  Brachymna tenuis  Stal, 1861の続き

下関市豊北町角島牧崎 1ex. 2017.09.23 田中　馨 伊ヶ崎  (2018e)
下関市菊川町歌野ダム 1ex. 2016.04.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017b)
下関市王司赤池町 1ex. 2015.09.23 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市長府外浦町 1ex. 2017.04.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018e)
下関市奥山 1ex. 2014.05.06 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016b)
下関市深坂 1♂1♀ .幼虫2exs.2015.08.02 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 2exs.幼虫1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2016.09.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017b)
下関市深坂 1ex. 2017.04.16 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018e)
下関市形山みどり町 1ex. 2015.07.27 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市形山みどり町 1ex. 2016.07.06 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2017b)
下関市形山みどり町 1ex. 2017.04.17 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018e)
下関市形山みどり町 1ex. 2017.06.30 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2018e)
下関市一の宮本町 1ex. 2017.07.12 山本匡章 伊ヶ崎  (2018e)
下関市幡生新町 1ex. 2017.04.23 山本匡章 伊ヶ崎  (2018e)

43. イネカメムシ  Niphe elongata  (Dallas, 1851)
吉敷郡阿知須町遠石 1ex. 2007.07.27 椋木博昭 Lagynoyomus 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2017.08.24 田中　馨 田中  (2018)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2017.10.31 田中　馨 田中  (2018)

ナガメ族　Tribe Strachiini
44. ヒメナガメEurydema dominulus  (Scopoli, 1763)
玖珂郡錦町平瀬峡 2exs. 2004.06.13 田中　馨 田中  (2011)
宇部市厚南区妻崎開作 2001.05.12 大木克行 大木  (2002b)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.07.16 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.09.04 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2008.07.16 田中　馨 田中  (2011)
下関市秋根上 1ex. 2015.10.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

45. ナガメ  Eurydema rugosa  Motschulsky, 1861
光市 1ex. 1971.04.25 不明 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1989.04.03 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1989.07.15 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 2exs. 1989.11.17 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1989.11.28 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 2exs. 1995.07.17 三好和雄 福田・五味  (2015)
熊毛郡熊毛町八代 1ex. 1973.04.01 不明 福田・五味  (2015)
阿武郡阿東町徳佐下 2001.04.15 大木克行 大木  (2002b)
山口市吉敷佐畑 1ex. 1999.05.26 角田正明 角田  (2015)
山口市吉敷佐畑 1ex. 2009.06.03 角田正明 角田  (2015)
阿武郡須佐町弥富下 2001.06.15 大木克行 大木  (2002b)
萩市大島登 1ex. 2006.06.01 大島中学生 椋木  (2007)
萩市大島登 2exs. 2006.06.29 大島中学生 椋木  (2007)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.05.04 椋木博昭 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.06.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.07.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

エビイロカメムシ亜科　Subfamily Phyllocephalinae
エビイロカメムシ族　Tribe Phyllocephalini

46. エビイロカメムシ  Gonopsis affinis  (Uhler, 1860)
光市 1ex. 1973.06.08 不明 福田・五味  (2015)
光市 1ex. 1973.09.01 不明 福田・五味  (2015)
豊浦郡菊川町歌野川ダム 2000.11.03 大木克己 大木  (2002b)
下関市王司山田 1♂2♀ 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

クロカメムシ亜科　Subfamily Podopinae
ハナダカカメムシ族　Tribe Tarisini

47. ハナダカメムシ  Dybowskyia reticulata  (Dallas, 1851)
宇部市楠町今福ダム 4exs. 2006.05.21 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊北町角島 1ex. 1983.05.01 田中　馨 田中  (2011)
下関市深坂 2exs. 2014.06.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

アカスジカメムシ族　Tribe Graphosomatini
48. アカスジカメムシ  Graphosoma rubrolineatum  (Westwood, 1837)
柳井市柳井宮本西 1ex. 1996.08.19 角田正明 角田  (2015)
光市 1ex. 1972.06.11 不明 福田・五味  (2015)
光市 1ex. 1973.08.06 不明 福田・五味  (2015)
光市牛島 1ex. 1989.07.07 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 6exs. 1990.06.14 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市光井 2exs. 1990.06.29 三好和雄 福田・五味  (2015)
下松市山田 2001.08.14 大木克行 大木  (2002b)
山口市吉敷佐畑 1ex. 2000.06.11 角田正明 角田  (2015)
美祢市美東町秋吉台 4exs. 2015.06.21 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町秋吉台 1ex. 2015.07.19 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
萩市大島丸山 1ex. 2006.06.01 大島中学生 椋木  (2007)
萩市大島登 1ex. 2006.06.29 大島中学生 椋木  (2007)
下関市一の宮本町 2exs. 2015.09.06 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

クロカメムシ族　Tribe Podopini
49. オオクロカメムシ  Scotinophara horvathi  Distant, 1883
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.08.30 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市虹ヶ浜 1ex. 1995.09.11 三好和雄 福田・五味  (2015)
下松市切山 2000.08.16 大木克行 大木  (2002b)
佐波郡徳地町堀島地川畔 1ex. 1996.05.14 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町長門峡口 1ex. 2000.08.26 田中　馨 田中  (2011)
山口市宮野荒谷ダム 1ex. 1999.08.13 田中　馨 田中  (2011)
吉敷郡秋穂町中道海水浴場 3exs. 1983.07.10 田中　馨 田中  (2011)
萩市菊ヶ浜海水浴場 1ex. 1996.03.26 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡川上村湯の瀬 1ex. 1999.05.09 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿武町福田長沢溜池 1ex. 1999.08.01 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.10.08 田中　馨 田中  (2004)
宇部市厚南東須恵 1ex. 1995.11.05 田中　馨 田中  (2011)
下関市深坂 1ex. 2015.09.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
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50. イネクロカメムシ(クロカメムシ) Scotinophara lurida  (Burmeister, 1834)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex.確認 2013.07.31 椋木博昭 山口むしの会  (2014)
宇部市上宇部黒岩 1ex. 1986.07.25 田中　馨 田中  (2011)
宇部市風呂ヶ迫～ひらき台 1992.06.28 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目5-18 2exs. 2003.09.04-11 田中　馨 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2004.07.21 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2009.10.22 田中　馨 田中  (2011)
宇部市厚南東須恵 1ex. 1995.11.05 田中　馨 田中  (2011)
下関市形山みどり町 2exs. 2014.07.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市形山みどり町 1ex. 2015.08.14 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

51. ヒメクロカメムシ  Scotinophara scottii  Horvath, 1879
光市虹ヶ浜 2exs. 1995.03.31 三好和雄 福田・五味  (2015)
下松市切山 2000.08.16 大木克行 大木  (2002b)
大津郡油谷町川尻岬 1ex. 1991.10.06 田中　馨 田中  (2011)
下関市形山みどり町 1ex. 2015.09.11 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

ツノカメムシ科　Family Acanthosomatidae
ツノカメムシ亜科　Subfamily Acanthosomatinae

1. フトハサミツノカメムシ  Acanthosoma crassicaudum  Jakovlev, 1880
玖珂郡錦町松の木峠 1♀ 1993.07.29 田中　馨 田中  (1999)
玖珂郡錦町寂地山 1♂ 1997.06.15 田中　馨 田中  (1999)
岩国市錦町浦石峡 1♂ 2017.05.28 川元　祐 伊ヶ崎  (2018b)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 1990.07.05 三好和雄 田中  (1999)

2. セアカツノカメムシ  Acanthosoma denticaudum  Jakovlev, 1880
玖珂郡錦町寂地山 1♂ 1990.08.05 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町木谷峡 1♀ 1992.05.05 田中　馨 田中  (2011)
大島郡源明峠 1♂ 2003.06.14 田中　馨 田中  (2011)
熊毛郡平生町(大星山) 3exs. 1989.08.28 三好和雄 福田・五味  (2015)
光市茶臼山 1998.07.24 三好和雄 三好  (1999)
都濃郡鹿野町長野山 2♀ 1985.08.11 田中　馨 田中  (2011)
周南市鹿野長野山 1♂2♀ 2014.08.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市鹿野長野山 6♂3♀ 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
周南市鹿野長野山 1♂ 2015.09.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町飯ヶ岳 1♂ 2005.06.25 田中　馨 田中  (2011)
佐波郡徳地町飯ヶ岳 1♂ 2008.05.08 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町高岳山林道 1♂ 1999.05.16 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1♂ 1997.06.22 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 2001.08.15 大木克行 大木  (2002b)
阿武郡阿東町蔵目喜 1♀ 2000.07.22 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町篠目 1ex. 1989.08.14 三好和雄 福田・五味  (2015)
美祢郡美東町秋吉台 1♀ 1989.08.20 田中　馨 田中  (2011)
宇部市上宇部風呂ヶ迫団地 1♀ 1992.07.19 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊田町一位ヶ岳 1♂ 1991.04.09 田中　馨 田中  (2011)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.06.28 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1♂ 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

3. エゾツノカメムシ  Acanthosoma expansum  Horvath, 1905
玖珂郡錦町寂地山 1♀ 1989.07.25 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 2♂1♀ 1990.08.05 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1♂2♀ 1995.08.03 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1♂ 1998.08.30 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1♂ 1999.05.28 田中　馨 田中  (2011)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 1985.08.11 田中　馨 田中  (2011)
都濃郡鹿野町長野山 1♀ 1992.09.27 田中　馨 田中  (2011)
周南市鹿野長野山 1ex. 2014.08.30 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市鹿野長野山 1ex. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡阿東町高岳山林道 1♀ 1999.05.05 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1♀ 1983.05.03 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1♂ 1997.06.22 田中　馨 田中  (2011)

4. ヒメハサミツノカメムシ  Acanthosoma forficula  Jakovlev, 1880
玖珂郡錦町寂地山 1♀ 1990.05.27 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1♀ 1990.07.14 田中　馨 田中  (2011)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 1985.08.11 田中　馨 田中  (2011)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 1992.09.27 田中　馨 田中  (2011)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.06 田中　馨 大木  (2003c)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.06 大木克行 大木  (2003c)
都濃郡鹿野町長野山 2♀ 2002.07.07 大木克行 大木  (2003c)
周南市鹿野長野山 1♂2♀ 2014.08.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1♂1♀ 1986.06.26 田中　馨 田中  (2011)
大津郡日置町千畳敷 1♂ 1998.04.21 田中　馨 田中  (2011)

5. オオツノカメムシ  Acanthosoma firmatum  (Walker, 1868)
玖珂郡錦町寂地山 1ex. 1997.08.09 三好和雄 田中  (2011)
光市茶臼山 1999.10.29 三好和雄 三好  (2002)
宇部市小松原町2丁目 1ex. 2004.06.15 田中　馨 大木  (2005)
豊浦郡豊田町華山 1ex. 1975.04.29 田中　馨 田中  (2011)
下関市豊田町華山 1♀ 2017.07.17 伊ヶ崎伸彦  A.giganteum 伊ヶ崎  (2018b)

6. ツノアカツノカメムシ  Acanthosoma haemorrhoidale  angulatum Jakovlev, 1880
玖珂郡錦町寂地山 1♂ 1990.07.14 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1♂ 1999.06.06 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊田町華山 1968.06.09 田中　馨 三好・田中  (1988)

7. ハサミツノカメムシ  Acanthosoma labiduroides  Jakovlev, 1880
玖珂郡錦町寂地山 1♂ 1990.07.14 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1♂ 1990.08.05 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1♂ 2004.06.06 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町右谷山 1♂ 1992.05.24 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地峡～右谷山 1♂ 1990.06.10 田中　馨 田中  (2011)
光市茶臼山 2000.06.08 三好和雄 三好  (2002)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 1985.08.11 田中　馨 田中  (2011)
都濃郡鹿野町長野山 3♀ 1992.09.27 田中　馨 田中  (2011)
都濃郡鹿野町長野山 1♀ 2002.07.06 椋木博昭 大木  (2003c)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.07 大木克行 大木  (2003c)
周南市鹿野長野山 1♂1♀ 2014.08.30 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
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7. ハサミツノカメムシ  Acanthosoma labiduroides  Jakovlev, 1880の続き

周南市鹿野長野山 3♂1♀ 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
周南市鹿野長野山 1♀ 2015.09.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
山口市阿東願成就温泉 1♂ 2015.06.07 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1♀ 1994.06.07 田中　馨 田中  (2011)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1♂ 1999.07.04 田中　馨 田中  (2011)
美祢郡美東町秋吉台 1♀ 1990.09.02 田中　馨 田中  (2011)
大津郡日置町千畳敷 1♂ 1998.04.21 田中　馨 田中  (2011)
豊浦郡豊田町華山 2♂ 1991.06.27 田中　馨 田中  (2011)

8. ベニモンツノカメムシElasmostethus humeralis  Jakovlev, 1883
玖珂郡錦町寂地山 1♀ 1994.07.10 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町河津 1ex. 1989.03.19 三好和雄 福田・五味  (2015)
岩国市錦町河津峡 1ex. 2015.07.04 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
光市光井 2exs. 1958.11.17 三好和雄 福田・五味  (2015)
徳山市須金 2exs. 1988.12.25 三好和雄 福田・五味  (2015)
都濃郡鹿野町長野山 1♀ 2002.08.04 田中　馨 田中  (2011)
都濃郡鹿野町長野山 1♂1♀ 2002.07.07 大木克行 大木  (2003c)
周南市鹿野長野山 2exs. 2014.08.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市鹿野長野山 多数 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町滑 1ex. 1990.03.09 三好和雄 福田・五味  (2015)
阿武郡阿東町徳佐 1ex. 1975.08.16 三好和雄 福田・五味  (2015)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1♂ 1997.06.22 田中　馨 田中  (2011)
萩市佐々並小木原 1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢市美東町長登夫婦窪 数個体確認 2013.07.19 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

9. アオモンツノカメムシElasmostethus nubilus  (Dallas, 1851)
玖珂郡錦町(河津峡) 1ex. 1989.03.19 三好和雄 Dichobothrium 福田・五味  (2015)
光市 2exs. 1972.03.17 不明 〃 福田・五味  (2015)
光市(千坊山) 1ex. 1990.06.06 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
光市光井 1ex. 1988.12.09 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
光市光井 4exs. 1989.01.13 三好和雄 〃 福田・五味  (2015)
周南市高瀬湖島地川ダム 1ex. 2015.04.26 伊ヶ崎伸彦 Dichobothrium 伊ヶ崎  (2016a)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.06 大木克行 Dichobothrium 大木  (2003c)
都濃郡鹿野町長野山 1♀ 2002.08.04 田中　馨 Dichobothrium 田中  (2011)
周南市鹿野長野山 5exs. 2014.08.12 伊ヶ崎伸彦 Dichobothrium 伊ヶ崎  (2015)
周南市鹿野長野山 多数 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 〃 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡阿東町高岳山林道 1♂ 1994.05.01 田中　馨 Dichobothrium 田中  (2011)
山口市宮野荒谷ダム 1ex. 1999.08.13 田中　馨 〃 田中  (2011)
山口市瑠璃光寺 1♂ 1994.08.06 田中　馨 〃 田中  (2011)
美祢市美東町長登夫婦窪 多数確認 2013.07.14 伊ヶ崎伸彦 Dichobothrium 山口むしの会  (2014)
宇部市小松原町2丁目5-18 2exs. 2003.05.14-28 田中　馨 Dichobothrium 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目5-18 2exs. 2003.11.12-17 田中　馨 〃 田中  (2004)
宇部市小松原町2丁目 1♂ 2008.11.13 田中　馨 Dichobothrium 田中  (2011)
宇部市楠町荒滝山 1ex. 2006.05.05 田中　馨 〃 田中  (2011)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.05.29 伊ヶ崎伸彦 Dichobothrium 伊ヶ崎  (2016a)

10. アカヒメツノカメムシ  Elasmucha dorsalis  (Jakovlev, 1876)
十種ヶ峰及び羅漢山 三好・田中  (1988)

11. ヒメツノカメムシ  Elasmucha putoni  Scott, 1874
玖珂郡錦町河津 1ex. 1987.03.25 三好和雄 福田・五味  (2015)
都濃郡鹿野町長野山 1♂6♀ 2002.07.06 大木克行 大木  (2003c)
周南市鹿野長野山 1ex. 2014.08.12 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
周南市鹿野長野山 2♂2♀ 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
阿武郡須佐町弥富下 2001.11.06 大木克行 大木  (2002b)
美祢市美東町秋吉台 1♂ 2015.09.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1♂1♀ 2015.05.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 5♂3♀ 2015.06.28 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1♂1♀ 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市奥山 1♂2♀ 2015.06.14 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

12. セグロヒメツノカメムシ  Elasmucha signoreti  Scott, 1874
玖珂郡錦町寂地山 1♂ 1990.07.14 田中　馨 田中  (2011)
岩国市錦町寂地峡 1ex. 2012.08.25 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
玖珂郡錦町右谷山 1♂ 1994.07.15 田中　馨 田中  (2011)
光市茶臼山 1988.06.11 三好和雄 三好  (1999)
徳山市須金 1ex. 1988.12.25 三好和雄 福田・五味  (2015)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.06 田中　馨 大木  (2003c)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.07 大木克行 大木  (2003c)

13. エサキモンキツノカメムシ  Sastragala esakii  Hasegawa, 1959
玖珂郡錦町(寂地山) 2exs. 1989.06.26 三好和雄 福田・五味  (2015)
熊毛郡平生町(大星山) 1ex. 1989.08.28 三好和雄 福田・五味  (2015)
熊毛郡田布施町(飛地) 1ex. 1989.08.31 三好和雄 福田・五味  (2015)
徳山市須金 2exs. 1988.12.25 三好和雄 福田・五味  (2015)
都濃郡鹿野町長野山 1♂1♀ 2002.07.06 椋木博昭 大木  (2003c)
都濃郡鹿野町長野山 1♂ 2002.07.06 大木克行 大木  (2003c)
都濃郡鹿野町長野山 3♂3♀ 2002.07.07 大木克行 大木  (2003c)
周南市鹿野長野山 1ex. 2015.08.08 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
佐波郡徳地町滑 2exs. 1990.03.09 三好和雄 福田・五味  (2015)
佐波郡徳地町野谷 1ex. 2001.11.30 角田正明 角田  (2015)
阿武郡阿東町十種ヶ峰 1♀ 1989.06.29 田中　馨 田中  (2011)
山口市吉敷佐畑 1ex. 2003.04.06 角田正明 角田  (2015)
阿武郡須佐町弥富下 2001.10.24 大木克行 大木  (2002b)
阿武郡むつみ村吉部上 1ex. 1999.12.12 角田正明 角田  (2015)
萩市佐々並小木原 1ex. 2015.08.22 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
美祢市美東町長登夫婦窪 1ex. 2013.08.03 伊ヶ崎伸彦 山口むしの会  (2014)
美祢郡美東町秋吉台 1♀ 1990.09.02 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目5-18 1ex. 2003.09.12 田中　馨 田中  (2004)
大津郡日置町千畳敷 1♂ 1997.07.29 田中　馨 田中  (2011)
大津郡日置町千畳敷 1♀ 1998.04.21 田中　馨 田中  (2011)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.06.28 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
豊浦郡豊北町大浦山 1ex. 1994.05.14 田中　馨 田中  (2011)
下関市深坂 1ex. 2014.06.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)
下関市深坂 2exs. 2015.11.03 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
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凡例：
採集地 個体数 採集日 採集者 備考 出典・収蔵

13. エサキモンキツノカメムシ  Sastragala esakii  Hasegawa, 1959の続き

下関市深坂 1ex. 2015.11.15 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)

14. モンキツノカメムシ  Sastragala scutellata  (Scott, 1874)
玖珂郡錦町松の木峠 1♂ 1997.07.20 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町寂地山 1♀ 1990.08.05 田中　馨 田中  (2011)
玖珂郡錦町右谷山 1♀ 1990.05.24 田中　馨 田中  (2011)
光市(千坊山) 5exs. 1990.06.06 三好和雄 福田・五味  (2015)
都濃郡鹿野町長野山 3♂1♀ 2002.07.06 大木克行 大木  (2003c)
都濃郡鹿野町長野山 1♀ 2002.07.07 大木克行 大木  (2003c)
佐波郡徳地町飯ヶ岳 1♀ 2008.05.08 田中　馨 田中  (2011)
美祢郡秋芳町秋吉台家族旅行村 1♀ 1991.07.14 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1♀ 2007.06.27 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1♀ 2009.08.20 田中　馨 田中  (2011)
宇部市小松原町2丁目 1♀ 2009.09.07 田中　馨 田中  (2011)
大津郡日置町千畳敷 1♀ 1998.04.21 田中　馨 田中  (2011)
下関市豊田町華山 1ex. 2015.05.29 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 1♂1♀ 2015.06.28 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市豊田町華山 2exs. 2015.07.20 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2016a)
下関市深坂 1ex. 2014.06.05 伊ヶ崎伸彦 伊ヶ崎  (2015)

田中伸一

「山口県初記録または記録の少ない甲虫類（２）」の訂正

田中伸一

〒 746-0065　山口県周南市上迫町 2-40

　田中（2017）においてマルツヤニジゴミムシダマシ Tetraphyllus scatebrae (Lewis, 1894)を報告したが，秋田

勝巳氏よりマルツヤキノコゴミムシダマシ Platydema kurama Nakane, 1963の誤同定であるとご指摘を頂いたの

で，ここに訂正する．ご指摘頂いた秋田勝巳氏に御礼申し上げる．
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