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トンボ目
福井順治

種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名

カワトンボ アオハダトンボ Calopteryx japonica  Selys, 1869
カワトンボ ハグロトンボ Calopteryx atrata  Selys, 1853
カワトンボ ミヤマカワトンボ Calopteryx cornelia  Selys, 1853
カワトンボ カワトンボ Mnais pruinosa Selys, 1853
カワトンボ オオカワトンボ Mnais costalis  Selys, 1869
アオイトトンボ オツネントンボ Sympecma paedisca paedisca  (Eversmann, 1836)
アオイトトンボ ホソミオツネントンボ Indolestes peregrinus  (Ris, 1916)
アオイトトンボ アオイトトンボ Lestes sponsa  (Hansemann, 1823)
アオイトトンボ オオアオイトトンボ Lestes temporalis  Selys, 1883
アオイトトンボ コバネアオイトトンボ Lestes japonicus  Selys, 1883
モノサシトンボ グンバイトンボ Platycnemis foliacea sasakii  Asahina, 1949
モノサシトンボ モノサシトンボ Copera annulata  (Selys, 1863)
イトトンボ モートンイトトンボ Mortonagrion selenion  (Ris, 1916)
イトトンボ ヒヌマイトトンボ Mortonagrion hirosei Asahina, 1972
イトトンボ ホソミイトトンボ Aciagrion migratum  (Selys, 1876)
イトトンボ キイトトンボ Ceriagrion melanurum  Selys, 1876
イトトンボ ベニイトトンボ Ceriagrion nipponicum  Asahina, 1967
イトトンボ アジアイトトンボ Ischnura asiatica  Brauer, 1865
イトトンボ アオモンイトトンボ Ischnura senegalensis  (Rambur, 1842)
イトトンボ クロイトトンボ Cercion calamorum calamorum  (Ris, 1916)
イトトンボ オオイトトンボ Cercion sieboldii  (Selys, 1876)
イトトンボ セスジイトトンボ Cercion hieroglyphiccum  (Brauer, 1865)
イトトンボ ムスジイトトンボ Cercion sexlineatum  (Selys, 1883)
イトトンボ ルリイトトンボ Enallagma boreale circulatum  Selys, 1883
ムカシトンボ ムカシトンボ Epiophlebia superstes  (Selys, 1889)
ムカシヤンマ ムカシヤンマ Tanypteryx pryeri  (Selys, 1889)
ヤンマ サラサヤンマ Sarasaeschna pryeri  (Martin, 1909)
ヤンマ ミルンヤンマ Planaeschna milnei  (Selys, 1883)
ヤンマ コシボソヤンマ Boyeria maclachlani  (Selys, 1883)
ヤンマ アオヤンマ Aeschnophlebia longistigma  Selys, 1883
ヤンマ ネアカヨシヤンマ Aeschnophlebia anisoptera  Selys, 1883
ヤンマ カトリヤンマ Gynacantha japonica  Bartenef, 1909
ヤンマ ヤブヤンマ Polycanthagyna melanictera  (Selys, 1883)
ヤンマ ルリボシヤンマ Aeshna juncea  (Linnaeus, 1758)
ヤンマ オオルリボシヤンマ Aeshna nigroflava  Martin, 1908
ヤンマ トビイロヤンマ Anaciaeschna jaspidea  (Burmeister, 1839)
ヤンマ マルタンヤンマ Anaciaeschna martini  (Selys, 1897)
ヤンマ ヒメギンヤンマ Hemianax ephippiger  (Burmeister, 1839)
ヤンマ クロスジギンヤンマ Anax nigrofasciatus nigrofasciatus  Oguma, 1915
ヤンマ ギンヤンマ Anax parthenope julius  Brauer, 1865
ヤンマ オオギンヤンマ Anax guttatus  (Burmeister, 1839)
サナエトンボ ミヤマサナエ Anisogomphus maacki  (Selys, 1872)
サナエトンボ ヤマサナエ Asiagomphus melaenops  (Selys, 1854)
サナエトンボ キイロサナエ Asiagomphus pryeri  (Selys, 1883)
サナエトンボ ホンサナエ Gomphus postocularis  Selys, 1869
サナエトンボ コサナエ Trigomphus melampus  (Selys, 1869)
サナエトンボ フタスジサナエ Trigomphus interruptus  (Selys, 1854)
サナエトンボ タベサナエ Trigomphus citimus tabei  Asahina, 1949
サナエトンボ ダビドサナエ Davidius nanus  (Selys, 1869)
サナエトンボ クロサナエ Davidius fujiama  Fraser, 1936
サナエトンボ ヒメクロサナエ Lanthus fujiacus  (Fraser, 1936)
サナエトンボ ヒメサナエ Sinogomphus flavolimbatus  (Oguma, 1926)
サナエトンボ オジロサナエ Stylogomphus suzukii (Oguma, 1926)
サナエトンボ アオサナエ Nihonogomphus viridis  Oguma, 1926
サナエトンボ オナガサナエ Onychogomphus viridicostus  (Oguma, 1926)
サナエトンボ コオニヤンマ Sieboldius albardae  Selys, 1886
サナエトンボ ウチワヤンマ Sinictinogomphus clavatus  (Fabricius, 1775)
サナエトンボ タイワンウチワヤンマ Ictinogomphus pertinax  (Selys, 1854)
オニヤンマ オニヤンマ Anotogaster sieboldii (Selys, 1854)
エゾトンボ コヤマトンボ Macromia amphigena amphigena  Selys, 1871
エゾトンボ キイロヤマトンボ Macromia daimoji Okumura, 1949
エゾトンボ オオヤマトンボ Epophthalmia elegans  (Brauer, 1865)
エゾトンボ トラフトンボ Epitheca marginata  (Selys, 1883)
エゾトンボ オオトラフトンボ Epitheca bimaculata sibirica  Selys, 1887

備考科　　名
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種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名
備考科　　名

エゾトンボ エゾトンボ Somatochlora viridiaenea (Uhler, 1858)
エゾトンボ ハネビロエゾトンボ Somatochlora clavata  Oguma, 1913
エゾトンボ タカネトンボ Somatochlora uchidai  Foerster, 1909
トンボ ハラビロトンボ Lyriothemis pachygastra  (Selys, 1878)
トンボ シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum  (Uhler, 1858)
トンボ シオヤトンボ Orthetrum japonicum japonicum  (Uhler, 1858)
トンボ オオシオカラトンボ Orthetrum triangulare melania  (Selys, 1883)
トンボ ベッコウトンボ Libellula angelina  Selys, 1883
トンボ ヨツボシトンボ Libellula quadrimaculata asahinai Schmidt, 1957
トンボ ハッチョウトンボ Nannophya pygmaea  Rambur, 1842
トンボ ショウジョウトンボ Crocothemis servilia mariannae Kiauta, 1983
トンボ コフキトンボ Deielia phaon  (Selys, 1883)
トンボ スナアカネ Sympetrum fonscolombei  (Selys, 1840)
トンボ ミヤマアカネ Sympetrum pedemontanum elatum  (Selys, 1872)
トンボ ナツアカネ Sympetrum darwinianum  (Selys, 1883)
トンボ アキアカネ Sympetrum frequens  (Selys, 1883)
トンボ オナガアカネ Sympetrum cordulegaster  (Selys, 1883)
トンボ タイリクアキアカネ Sympetrum depressiusculum  (Selys, 1841)
トンボ ヒメアカネ Sympetrum parvulum  (Bartenef, 1914)
トンボ マイコアカネ Sympetrum kunckeli  (Selys, 1884)
トンボ マユタテアカネ Sympetrum eroticum eroticum  (Selys, 1883)
トンボ リスアカネ Sympetrum risi risi  Bartenef, 1914
トンボ コノシメトンボ Sympetrum baccha matutinum  Ris, 1911
トンボ ノシメトンボ Sympetrum infuscatum  (Selys, 1883)
トンボ マダラナニワトンボ Sympetrum maculatum  (Oguma, 1915)
トンボ ネキトンボ Sympetrum speciosum speciosum  Oguma, 1915
トンボ キトンボ Sympetrum croceolum  (Selys, 1883)
トンボ オオキトンボ Sympetrum uniforme  (Selys, 1883)
トンボ コシアキトンボ Pseudothemis zonata  (Burmeister, 1839)
トンボ ウスバキトンボ Pantala flavescens  (Fabricius, 1798)
トンボ テンジクハネビロトンボ Tramea basilaris burmeisteri  Kirby, 1889
トンボ ハネビロトンボ Tramea virginia  (Rambur, 1842)
トンボ コモンヒメハネビロトンボ Tramea transmarina euryale  Selys, 1878
トンボ チョウトンボ Rhyothemis fuliginosa  Selys, 1883
トンボ アメイロトンボ Tholymis tillarga  (Fabricius, 1798)

　備考欄：●は外来種
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ゴキブリ目

種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名

オガサワラゴキブリ オガサワラゴキブリ Pycnoscelis surinamensis (Linnaeus, 1758) ●
オオゴキブリ オオゴキブリ Panesthia angustipennis spadica (Shiraki, 1906)
ヒメクロゴキブリ ヒメクロゴキブリ Chorisoneura nigra Shiraki, 1908
ゴキブリ ワモンゴキブリ Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) ●
ゴキブリ クロゴキブリ Periplaneta fuliginosa (Serville, 1839) ●
ゴキブリ ヤマトゴキブリ Periplaneta japonica Karny, 1915
マダラゴキブリ サツマゴキブリ Opisthoplatia orientalis (Burmeister, 1838) ●
チャバネゴキブリ キョウトゴキブリ Asiablatta kyotensis (Asahina, 1976) ●
チャバネゴキブリ チャバネゴキブリ Blattella germanica (Linnaeus, 1767) ●
チャバネゴキブリ モリチャバネゴキブリ Blattella nipponica Asahina, 1963
チャバネゴキブリ ヨウランゴキブリ Shelfordina orchidae (Asahina, 1985) ●
チャバネゴキブリ ツチゴキブリ Margattea kumamotonis kumamotonis (Shiraki, 1931)
チャバネゴキブリ ウスヒラタゴキブリ Onychostylus pallidiolus pallidiolus (Shiraki, 1906)

　備考欄：●は外来種

備考科　　名
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カマキリ目

種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名

カマキリ ヒナカマキリ Amantis nawai Shiraki, 1911
カマキリ ハラビロカマキリ Hierodula patellifera (Serville, 1839)
カマキリ ウスバカマキリ Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)
カマキリ コカマキリ Statilia maculata (Thunberg et Lundahl, 1784)
カマキリ チョウセンカマキリ Tenodera angustipennis Saussure, 1869
カマキリ オオカマキリ Tenodera aridifolia (Stoll, 1813)
ヒメカマキリ ヒメカマキリ Acromantis japonica Westwood, 1889

　備考欄：●は外来種

備考科　　名
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バッタ目

種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名

コロギス コロギス Prosopogryllacris japonica (Matsumura et Shiraki, 1908)
コロギス ハネナシコロギス Nippancistroger testaceus (Matsumura et Shiraki, 1908)
コロギス オオハネナシコロギス Nippancistroger izuensis Ichikawa, 2001
カマドウマ マダラカマドウマ Diestrammena (Diestrammena ) japanica Blatchley, 1920

カマドウマ ハヤシウマ
Diestrammena (Aemodogryllus ) itodo Sugimoto et Ichikawa,
 2003

カマドウマ コノシタウマ Diestrammena (Aemodogryllus ) elegantissima Griffini, 1912
カマドウマ クラズミウマ Diestrammena (Tachycines ) asynamora Adelung, 1902
カマドウマ カマドウマ Atachycines apicalis (Brunner von Wattenwyl, 1888)
カマドウマ アマギカマドウマ Atachycines sp.
カマドウマ ヒメキマダラウマ Neotachycines furukawai Sugimoto et Ichikawa, 2003

カマドウマ コガタカマドウマ
Paratachycines (Allotachycines ) masaakii
　Sugimoto et Ichikawa, 2003

カマドウマ イシカワカマドウマの一種 Paratachycines (Allotachycines ) sp.
カマドウマ クチキウマ Anoplophilus acuticercus Karny, 1931
カマドウマ アマギクチキウマ Anoplophilus amagisanus Ishikawa, 2002
カマドウマ チュウブクチキウマ Anoplophilus utsugidakensis Ishikawa, 2002
カマドウマ オオクチキウマ Anoplophilus major Ishikawa, 2002
カマドウマ チビクチキウマ Anoplophilus minor Ishikawa, 2002
カマドウマ ヒラタクチキウマ Alpinanoplophilus longicercus (Karny, 1931)
キリギリス ヤブキリ Tettigonia orientalis Uvarov, 1924
キリギリス ヤマヤブキリ Tettigonia yama Furukawa, 1938
キリギリス アマギコズエヤブキリ Tettigonia sp.
キリギリス ヒガシキリギリス Gampsocleis mikado Burr, 1899
キリギリス ヒメギス Eobiana engelhardti subtropica (Bey-Bienko, 1949)
キリギリス コバネヒメギス Metrioptera bonneti (Bolivar, 1890)
キリギリス ヒサゴクサキリ Palaeoagraecia lutea  (Matsumura et Shiraki, 1908)
キリギリス カヤキリ Pseudorhynchus japonicus  Shiraki, 1930
キリギリス クサキリ Ruspolia lineosa (Walker, 1869)
キリギリス ヒメクサキリ Ruspolia jezoensis (Matsumura et Shiraki, 1908)
キリギリス シブイロカヤキリモドキ Xestophrys javanicus Redtenbacher, 1891
キリギリス クビキリギス Euconocephalus varius (Walker, 1869)
キリギリス オガサワラクビキリギス Euconocephalus pallidus (Redtenbacher, 1891)
キリギリス ホシササキリ Conocephalus maculatus (Le Guillou, 1841)
キリギリス ウスイロササキリ Conocephalus chinensis (Redtenbacher, 1891)
キリギリス オナガササキリ Conocephalus gladiatus (Redtenbacher, 1891)
キリギリス コバネササキリ Conocephalus japonicus (Redtenbacher, 1891)
キリギリス イズササキリ Conocephalus halophilus  Ishikawa, 2004
キリギリス ササキリ Conocephalus melaenus (de Haan, 1842)
キリギリス フタツトゲササキリ Conocephalus bambusanus Ingrisch, 1988
キリギリス ハヤシノウマオイ Hexacentrus hareyamai Furukawa, 1941
キリギリス ハタケノウマオイ Hexacentrus japonicus Karny, 1907
キリギリス スルガセモンササキリモドキ Nipponomeconema surugaense Yamasaki, 1983
キリギリス ササキリモドキ Kuzicus suzukii (Matsumura et Shiraki, 1908)
キリギリス セスジササキリモドキ Xiphidiopsis subpunctata (Motschulsky, 1866)
キリギリス ヒメツユムシ Leptoteratura albicornis (Motschulsky,1866)
キリギリス アマギササキリモドキ Gibbomeconema odoriko Ishikawa, 1999
キリギリス クロスジコバネササキリモドキ Cosmetura ficifolia Yamasaki, 1983
キリギリス ヒメヤブキリモドキ Tettigoniopsis forcipicercus Yamasaki, 1982
キリギリス タイワンクツワムシ Mecopoda elongata (Linnaeus, 1758)
キリギリス クツワムシ Mecopoda niponensis (de Haan, 1842)
キリギリス ツユムシ Phaneroptera falcata (Poda, 1761)
キリギリス アシグロツユムシ Phaneroptera nigroantennata Brunner von Wattenwyl, 1878
キリギリス セスジツユムシ Ducetia japonica (Thunberg, 1815)
キリギリス エゾツユムシ Ducetia sapporensis (Matsumura et Shiraki, 1908)
キリギリス ホソクビツユムシ Shirakisotima japonica (Matsumura et Shiraki, 1908)
キリギリス ヒメクダマキモドキ Phaulula gracilis (Matsumura et Shiraki, 1908)
キリギリス サトクダマキモドキ Holochlora japonica Brunner von Wattenwyl, 1878
キリギリス ヤマクダマキモドキ Holochlora longifissa Matsumura et Shiraki, 1908
キリギリス ヘリグロツユムシ Psyrana japonica (Shiraki, 1930)
コオロギ クロツヤコオロギ Phonarellus ritsemae (Saussure, 1877)
コオロギ イエコオロギ Acheta domesticus (Linnaeus, 1758) ●
コオロギ エンマコオロギ Teleogryllus emma (Ohmachi et Matsuura, 1951)
コオロギ タンボコオロギ Modicogryllus siamensis Chopard, 1961

備考科　　名
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種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名
備考科　　名

コオロギ クマコオロギ Mitius minor (Shiraki, 1913)
コオロギ ヒメコオロギ Comidogryllus nipponensis (Shiraki, 1913)
コオロギ モリオカメコオロギ Loxoblemmus sylvestris Matsuura, 1988
コオロギ ハラオカメコオロギ Loxoblemmus campestris Matsuura, 1988
コオロギ タンボオカメコオロギ Loxoblemmus aomoriensis Shiraki, 1930
コオロギ ミツカドコオロギ Loxoblemmus doenitzi Stein, 1881
コオロギ オオオカメコオロギ Loxoblemmus magnatus Matsuura, 1986 ("1985")
コオロギ クチナガコオロギ Velarifictorus aspersus (Walker, 1869)
コオロギ ツヅレサセコオロギ Velarifictorus micado (Saussure, 1877)
コオロギ ナツノツヅレサセコオロギ Velarifictorus grylloides (Chopard, 1969)
コオロギ コガタコロギ Velarifictorus ornatus (Shiraki, 1913)
コオロギ カマドコオロギ Gryllodes sigillatus (Walker, 1869) ●
コオロギ クマスズムシ Sclerogryllus punctatus (Brunner von Wattenwyl, 1893)
コオロギ クチキコオロギ Duolandrevus ivani (Gorochov, 1988)
コオロギ マツムシ Xenogryllus marmoratus marmoratus (de Haan, 1842)
コオロギ アオマツムシ Truljialia hibinonis (Matsumura, 1917) ●

コオロギ マツムシモドキ Aphonoides japonicus (Shiraki, 1930)
コオロギ カヤコオロギ Euscyrtus japonicus (Shiraki, 1930)
コオロギ スズムシ Meloimorpha japonica (de Haan, 1842)
コオロギ カンタン Oecanthus longicauda Matsumura, 1904
コオロギ ヒロバネカンタン Oecanthus euryelytra Ichikawa, 2001
コオロギ コガタカンタン Oecanthus similator Ichikawa, 2001
コオロギ ヤマトヒバリ Homoeoxypha obliterata (Caudell, 1927)
コオロギ カヤヒバリ Natula pallidula (Matsumura, 1910)
コオロギ キンヒバリ Natula matsuurai Sugimoto, 2001
コオロギ クサヒバリ Svistella bifasciatum (Shiraki, 1913)
コオロギ キアシヒバリモドキ Trigonidium japonicum Ichikawa, 2001
コオロギ ウスグモスズ Metiochodes genji (Furukawa, 1970) ●
コオロギ ウスモンウミコオロギ Caconemobius takarai (Ôshiro, 1990)
コオロギ ウミコオロギ Caconemobius sazanami (Furukawa, 1970)
コオロギ エゾスズ Pteronemobius yezoensis (Shiraki, 1913)
コオロギ ヤチスズ Pteronemobius ohmachii (Shiraki, 1930)
コオロギ ヒメスズ Pteronemobius nigrescens (Shiraki, 1913)
コオロギ マダラスズ Dianemobius nigrofasciatus (Matsumura, 1904)
コオロギ ハマスズ Dianemobius csikii (Bolivár, 1901)
コオロギ カワラスズ Dianemobius furumagiensis (Ohmachi et Furukawa, 1929)
コオロギ シバスズ Polionemobius mikado (Shiraki, 1913)
コオロギ ヒゲシロスズ Polionemobius flavoantennalis (Shiraki, 1913)
カネタタキ カネタタキ Ornebius kanetataki (Matsumura, 1904)
カネタタキ イソカネタタキ Ornebius bimaculatus (Shiraki, 1930)
カネタタキ アシジマカネタタキ Ectatoderus annulipedus (Shiraki, 1911)
アリツカコオロギ アリツカコオロギの一種 Myrmecophilus kubotai Maruyama, 2004
アリツカコオロギ テラニシアリツカコオロギ Myrmecophilus teranishii Teranishi, 1914
アリツカコオロギ アメイロアリツカコオロギ Myrmecophilus ishikawai  Maruyama, 2004
ケラ ケラ Gryllotalpa orientalis Burmeister, 1839
ノミバッタ ノミバッタ Xya japonica (de Haan, 1842)
ヒシバッタ トゲヒシバッタ Criotettix japonicus (de Haan, 1842)
ヒシバッタ ハネナガヒシバッタ Euparatettix insularis Bey-Bienko, 1951
ヒシバッタ ニセハネナガヒシバッタ Ergatettix dorsifer (Walker, 1871)
ヒシバッタ コバネヒシバッタ Formosatettix larvatus Bey-Bienko, 1951
ヒシバッタ トウカイコバネヒシバッタ Formosatettix tokaiensis Uchida, 2001
ヒシバッタ スルガコバネヒシバッタ Formosatettix surugaensis  Ishikawa, 2004
ヒシバッタ ハラヒシバッタ Tetrix japonica (Bolivár, 1887)
ヒシバッタ ヤセヒシバッタ Tetrix macilenta Ichikawa, 1993
ヒシバッタ ヒメヒシバッタ Tetrix minor Ichikawa, 1993
オンブバッタ オンブバッタ Atractomorpha lata (Motschulsky, 1866)
イナゴ ヤマトフキバッタ Parapodisma setouchiensis Inoue, 1979
イナゴ メスアカフキバッタ Parapodisma tenryuensis Kobayashi, 1983
イナゴ セアカフキバッタ Parapodisma tenryuensis ssp.
イナゴ タンザワフキバッタ Parapodisma tanzawaensis Tominaga et Wada, 2001
イナゴ カケガワフキバッタ Parapodisma awagatakensis Ishikawa, 1998
イナゴ テカリダケフキバッタ Parapodisma caelestis Tominaga et Ishikawa, 2001
イナゴ ヒメフキバッタ Parapodisma etsukoana Kobayashi, 1986
イナゴ ハネナガフキバッタ Ognevia longipennis (Shiraki, 1910)
イナゴ ツチイナゴ Patanga japonica (Bolivar, 1898)
イナゴ ハネナガイナゴ Oxya japonica (Thunberg, 1824)
イナゴ コバネイナゴ Oxya yezoensis Shiraki, 1910
イナゴ セグロイナゴ Shirakiacris shirakii (Bolivár, 1914)

- 102 -
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バッタ ショウリョウバッタモドキ Gonista bicolor (de Haan, 1842)
バッタ ショウリョウバッタ Acrida cinerea (Thunberg, 1815)
バッタ ナキイナゴ Mongolotettix japonicus (Bolivár, 1898)
バッタ ヒロバネヒナバッタ Megaulacobothrus latipennis (Bolivár, 1898)
バッタ ヒナバッタ Glyptobothrus maritimus maritimus (Mistshenko, 1951)
バッタ タカネヒナバッタ Chorthippus intermedius (Bey-Bienko, 1926)
バッタ アカイシコバネヒナバッタ Chorthippus fallax akaishicus Ishikawa, 2003
バッタ トノサマバッタ Locusta migratoria (Linnaeus, 1758)
バッタ クルマバッタ Gastrimargus marmoratus (Thunberg, 1815)
バッタ クルマバッタモドキ Oedaleus infernalis Saussure, 1884
バッタ イボバッタ Trilophidia japonica Saussure, 1888
バッタ カワラバッタ Eusphingonotus japonicus (Saussure, 1888)
バッタ マダラバッタ Aiolopus thalassinus tamulus (Fabricius, 1798)
バッタ ヤマトバッタ Epacromius japonicus (Shiraki, 1910)
バッタ イナゴモドキ Mecostethus alliaceus (Germar, 1817)
バッタ ツマグロバッタ Stethophyma magister (Rehn, 1902)

　備考欄：●は外来種
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ナナフシ目

種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名

ナナフシ トゲナナフシ Neohirasea japonica (de Haan, 1842)
ナナフシ ナナフシ Phraortes elongatus (Thunberg, 1815)
ナナフシ エダナナフシ Phraortes illepidus (Brunner von Wattenwyl, 1907)
ナナフシ ニホントビナナフシ Micadina phluctaenoides (Rehn, 1904)
ナナフシ ヤスマツトビナナフシ Micadina yasumatsui Shiraki, 1935
ナナフシ シラキトビナナフシ Micadina sp.
ナナフシ タイワントビナナフシ Sipyloidea sipylus (Westwood, 1859) ●

　備考欄：●は外来種

備考科　　名
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ハサミムシ目

種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名

ハサミムシ ハマベハサミムシ Anisolabis (Anisolabis ) maritima (Bonelli, 1832)
ハサミムシ コヒゲジロハサミムシ Euborellia (Euborellia ) annulipes (Lucas, 1847)
ハサミムシ キアシハサミムシ Euborellia (Euborellia ) plebeja (Dohrn, 1863)
ハサミムシ ヒゲジロハサミムシ Gonolabis marginalis (Dohrn, 1864)
クロハサミムシ ミジンハサミムシ Labia minor (Linnaeus, 1758)
クロハサミムシ クロハサミムシ Nesogaster lewisi (Bormans, 1903)
オオハサミムシ オオハサミムシ Labidura riparia japonica (de Haan, 1842)
クギヌキハサミムシ コブハサミムシ Anechura harmandi (Burr, 1904)
クギヌキハサミムシ エゾハサミムシ Eparchus yezoensis (Matsumura et Shiraki, 1905)
クギヌキハサミムシ キバネハサミムシ Forficula mikado Burr, 1904
クギヌキハサミムシ クギヌキハサミムシ Forficula tomis (Kolenati, 1845)

　備考欄：●は外来種

備考科　　名
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カメムシ目（水生種）
多比良　嘉晃

種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名

ノミカメムシ チャイロノミカメムシ Kokeshia esakii  Miyamoto，1960
ムクゲカメムシ カワラムクゲカメムシ Cryptostemma japonicum  Miyamoto，1964
ミズカメムシ マダラミズカメムシ Mesovelia japonica  Miyamoto，1964
ミズカメムシ ミズカメムシ Mesovelia vittigera  Horváth，1895
ミズカメムシ ムモンミズカメムシ Mesovelia miyamotoi  Kerzhner，1977
ミズカメムシ ヘリグロミズカメムシ Mesovelia thermalis  Horváth，1915
ミズカメムシ ウミミズカメムシ Speovelia maritima  Esaki，1929
ケシミズカメムシ ケシミズカメムシ Herbus nipponicus  Horváth，1929
イトアメンボ イトアメンボ Hydrometra albolineata (Scott，1874)
イトアメンボ ヒメイトアメンボ Hydrometra procera (Horváth，1905)
イトアメンボ オキナワイトアメンボ Hydrometra okinawana  Drake，1951
カタビロアメンボ ケシカタビロアメンボ Microvelia douglasi  Scott，1874
カタビロアメンボ ホルバートケシカタビロアメンボ Microvelia horvathi  Lundblad，1933
カタビロアメンボ チャイロケシカタビロアメンボ Microvelia japonica  Esaki et Miyamoto，1955
カタビロアメンボ マダラケシカタビロアメンボ Microvelia reticulata (Burmeister，1835)
カタビロアメンボ ナガレカタビロアメンボ Pseudovelia tibialis  Esaki et Miyamoto，1955
カタビロアメンボ ケシウミアメンボ Halovelia septentrionalis  Esaki，1926
アメンボ オオアメンボ Aquarius elongatus (Uhler，1896)
アメンボ アメンボ Aquarius paludum paludum (Fabricius，1794)
アメンボ ババアメンボ Gerris  (Gerris ) babai  Miyamoto，1958
アメンボ ヒメアメンボ Gerris  (Gerris ) latiabdominis  Miyamoto，1958
アメンボ ハネナシアメンボ Gerris  (Gerris ) nepalensis  Distant，1910
アメンボ コセアカアメンボ Gerris  (Gerris ) gracilicornis (Horváth，1879)
アメンボ ヤスマツアメンボ Gerris (Gerris ) insularis (Motschulsky，1866)
アメンボ エサキアメンボ Limnoporus esakii (Miyamoto，1958)
アメンボ シマアメンボ Metrocoris histrio (B．White，1883)
アメンボ ウミアメンボ Halobates japonicus  Esaki，1924
アメンボ コガタウミアメンボ Halobates sericeus  Eschscholtz，1822
ミズギワカメムシ モンシロミズギワカメムシ Chartoscirta elegantula longicornis (Jakovlev，1882)
ミズギワカメムシ タニガワミズギワカメムシ Macrosaldula miyamotoi  Cobben，1985
ミズギワカメムシ ウスイロミズギワカメムシ Saldula pallipes (Linnaeus，1794)
ミズギワカメムシ ミズギワカメムシ Saldula saltatoria (Linnaeus，1758)
ミズギワカメムシ コミズギワカメムシ Saldula ornatula (Reuter，1881)
コオイムシ コオイムシ Diplonychus japonicus  Vuillefroy，1864
コオイムシ タガメ Lethocerus deyrollei  (Vuillefroy，1864)
タイコウチ タイコウチ Laccotrephes japonensis  Scott，1874
タイコウチ ヒメタイコウチ Nepa hoffmanni  Esaki，1925
タイコウチ ミズカマキリ Ranatra chinensis  Mayer, 1865
タイコウチ ヒメミズカマキリ Ranatra unicolor  Scott，1865
メミズムシ メミズムシ Ochterus marginatus  Latreille，1807
ミズムシ ホッケミズムシ Hesperocorixa distanti hokkensis (Matsumura，1905)
ミズムシ ミヤケミズムシ Xenocorixa vittipennis Horváth，1879
ミズムシ アサヒナコミズムシ Sigara maikoensis (Matsumura，1915)
ミズムシ ヒメコミズムシ Sigara matsumurai  Jaczewski，1968
ミズムシ ハラグロコミズムシ Sigara nigroventralis (Matsumura，1905)
ミズムシ コミズムシ Sigara substriata (Uhler，1896)
ミズムシ エサキコミズムシ Sigara septemlineata (Paiva，1918)
ミズムシ ミゾナシミズムシ Cymatia apparens  Distant，1910
ミズムシ コチビミズムシ Micronecta guttata  Matsumura，1905
ミズムシ チビミズムシ Micronecta sedula  Horváth，1905
ミズムシ ハイイロチビミズムシ Micronecta sahlbergi (Jakovlev，1881)
ミズムシ クロチビミズムシ Micronecta orientalis  Wroblewski，1960
コバンムシ コバンムシ Ilycoris exclamationis  Scott，1874
ナベブタムシ ナベブタムシ Aphelocheirus vittatus  Matsumura，1905
マツモムシ マツモムシ Notonecta triguttata  Motschulsky，1861
マツモムシ コマツモムシ Anisops ogasawarensis  Matsumura，1915
マルミズムシ マルミズムシ Paraplea japonica  Horváth，1905
マルミズムシ ヒメマルミズムシ Paraplea indistinguenda  Matsumura，1905

　備考欄：●は外来種

備考科　　名
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コウチュウ目
多比良嘉晃

種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名

ナガヒラタムシ ナガヒラタムシ Tenomerga mucida (Chevrolat，1829)
ナガヒラタムシ ヒメナガヒラタムシ Tenomerga japonica (Tamanuki，1928)
チビナガヒラタムシ チビナガヒラタムシ Micromalthus debilis  LeConte，1878 ●
セスジムシ ホソセスジムシ Yamatosa nipponensis (Lewis，1888)
セスジムシ セスジムシ Omoglymmius crassiusculus (Lewis，1888)
ヒゲブトオサムシ エグリゴミムシ Eustra japonica  Bates，1892
カワラゴミムシ カワラゴミムシ Omophron aequalis  Morawitz，1863
ハンミョウ ミヤマハンミョウ Cicindela  (Cicindela ) sachalinensis  Morawitz，1862
ハンミョウ アイヌハンミョウ Cicindela  (Cicindela ) gemmata aino  Lewis，1891
ハンミョウ コニワハンミョウ Cicindela  (Cicindela ) transbaicalica japanesnsis  Chaudoir，1863
ハンミョウ ニワハンミョウ Cicindela  (Cicindela ) japana  Motschulsky，1857
ハンミョウ ハンミョウ Cicindela (Sophiodela ) japonica  Thunberg，1781
ハンミョウ カワラハンミョウ Chaetodera laetescripta  circumpictula  (W．Horn，1938)
ハンミョウ ホソハンミョウ Cylindera (Cylindera ) gracilis  (Pallas，1777)
ハンミョウ トウキョウヒメハンミョウ Cylindera  (Ifasina ) kaleea yedoensis  (Kano，1933)
ハンミョウ エリザハンミョウ Cylindera  (Cicindina ) elisae  (Motschulsky，1859)
ハンミョウ コハンミョウ Myriochile speculifera  (Chevrolat，1845)
オサムシ クロカタビロオサムシ Calosoma maximowiczi (Morawitz，1863)
オサムシ エゾカタビロオサムシ Campalita chinense (Kirby，1818)
オサムシ ホソアカガネオサムシ Carabus  (Carabus ) vanvolxemi vanvolxemi  Putzeys，1875
オサムシ ヤマトオサムシ Carabus  (Ohomopterus ) yamato (Nakane，1953)
オサムシ スルガオサムシ Carabus  (Ohomopterus ) kimurai (Ishikawa，1965)
オサムシ ルイスオサムシ Carabus  (Ohomopterus ) lewisianus lewisianus  Breuning，1932
オサムシ チュウブオオオサムシ Carabus  (Ohomopterus ) dehaanii punctatostriatus  Bates，1873
オサムシ カケガワオサムシ Carabus  (Ohomopterus ) arrowianus komiyai (Ishikawa，1966)
オサムシ テンリュウオサムシ Carabus  (Ohomopterus ) arrowianus nakamurai (Ishikawa，1966)
オサムシ ミカワオサムシ Carabus  (Ohomopterus ) arrowianus arrowianus (Breuning，1934)
オサムシ シズオカオサムシ Carabus  (Ohomopterus ) esakii  Csiki，1927
オサムシ アオオサムシ Carabus  (Ohomopterus ) insulicola insulicola  Chaudoir，1859
オサムシ アオオサムシ信濃亜種 Carabus  (Ohomopterus ) insulicola shinano  Ishikawa，2000
オサムシ クロナガオサムシ Carabus  (Leptocarabus ) procerulus procerulus (Chaudoir，1862)
オサムシ オオクロナガオサムシ Carabus  (Leptocarabus ) kumagaii  kumagaii  Komiya et Kimura，1974
オサムシ ニシオオクロナガオサムシ Carabus  (Leptocarabus ) kumagaii  nishi  Kubota et Ishikawa，2004
オサムシ フジクロナガオサムシ Carabus  (Leptocarabus ) arboreus fujisanus (Bates，1883)
オサムシ サンプククロナガオサムシ Carabus  (Leptocarabus ) arboreus horioi (Nakane，1961)
オサムシ フジホソヒメクロオサムシ Carabus  (Leptocarabus ) harmandi fujisan (Ishikawa，1972)
オサムシ アカイシホソヒメクロオサムシ Carabus  (Leptocarabus ) harmandi akaishiensis  Ishikawa，1986
オサムシ ミナミホソヒメクロオサムシ Carabus  (Leptocarabus ) harmandi moritai  Imura et Mizusawa，2002
オサムシ セアカオサムシ Carabus  (Hemicarabus ) tuberculosus (Dejean et Boisduval，1829)
オサムシ ヒメマイマイカブリ Carabus  (Damaster ) blaptoides oxuroides (Schaum，1862)
オサムシ キノカワゴミムシ Leistus  (Leistus ) niger alecto  Bates，1883
オサムシ クロキノカワゴミムシ Leistus  (Leistus ) obtusicollis  Bates，1883
オサムシ アオキノカワゴミムシ Leistus  (Leistus ) subaeneus  Bates，1883
オサムシ ミヤママルクビゴミムシ Nippononebria chalceola (Bates，1883)
オサムシ ヤツチビマルクビゴミムシ Nippononebria pusilla yatsuana  Nakane，1960
オサムシ フタモンマルクビゴミムシ Nebria pulcherrima  Bates，1873
オサムシ カワチマルクビゴミムシ Nebria lewisi  Bates，1874
オサムシ タテヤママルクビゴミムシ Nebria taketoi  Habu，1962
オサムシ サドマルクビゴミムシ Nebria sadona leechii  Bates，1883
オサムシ オオマルクビゴミムシ Nebria macrogona  Bates，1873
オサムシ キベリマルクビゴミムシ Nebria livida angulata  Bänninger，1949
オサムシ ヒメマルクビゴミムシ Nebria reflexa niohozana  Bates，1883
オサムシ クロマルクビゴミムシ Nebria ochotica  R. F. Sahlberg，1844
オサムシ ミヤマメダカゴミムシ Notiophilus impressifrons  Morawitz，1862
オサムシ コハンミョウモドキ Elaphrus  (Elaphroterus ) punctatus  Motschulsky，1845
オサムシ ナガヒョウタンゴミムシ Scarites terricola pacificus  Bates，1873
オサムシ ホソヒョウタンゴミムシ Scarites acutidens  Chaudoir，1855
オサムシ ヒョウタンゴミムシ Scarites aterrimus Morawitz, 1863
オサムシ オオヒョウタンゴミムシ Scarites sulcatus  Olivier，1795
オサムシ ヒメヒョウタンゴミムシ Clivina niponensis  Bates，1873
オサムシ ツヤヒメヒョウタンゴミムシ Clivina castanea Westwood，1837
オサムシ クロヒメヒョウタンゴミムシ Clivina lewisi  Andrewes，1927
オサムシ コヒメヒョウタンゴミムシ Clivina vulgivaga  Boheman，1858
オサムシ チャヒメヒョウタンゴミムシ Clivina westwoodi  Putzeys，1866
オサムシ コチビヒョウタンゴミムシ Dyschiriodes (Eudyschirius ) hiogoensis Bates，1873
オサムシ マルクビチビヒョウタンゴミムシ Dyschiriodes (Dyschiriodes ) sphaerulifer Bates，1873
オサムシ アシグロチビヒョウタンゴミムシ？ Dyschiriodes (Dyschiriodes ) glyrturus Bates，1873?
オサムシ ナガチビヒョウタンゴミムシ Dyschiriodes (Dyschiriodes ) cheloscelis Bates，1873
オサムシ オオチビヒョウタンゴミムシ Dyschiriodes (Dyschiriodes ) yezoensis Bates，1883
オサムシ ニセチビヒョウタンゴミムシ Dyschiriodes (Dyschirius ) tokyoensis Nakane, 1953

備考科　　名
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オサムシ ホソチビヒョウタンゴミムシ Dyschiriodes (Paradyschirius ) steno Bates，1883
オサムシ ムラサキスジアシゴミムシ Eobroscus lutshniki (Roubal，1928)
オサムシ ミヤマヒサゴゴミムシ Broscosoma doenitzi (Harold，1881)
オサムシ オサムシモドキ Craspedonotus tibialis  Schaum，1863
オサムシ ホソチビゴミムシ Perileptus  (Perileptus ) japonicus  Bates，1873
オサムシ オオホソチビゴミムシ Perileptus  (Perileptus ) laticeps laticeps  S．Uéno，1955
オサムシ ウミホソチビゴミムシ Perileptus  (Perileptus ) morimotoi  S．Uéno，1955
オサムシ フジケムネチビゴミムシ Epaphiopsis  (Epaphiopsis ) fujii (Suenson，1957)
オサムシ フクキケムネチビゴミムシ Epaphiopsis  (Epaphiopsis ) fukukii  S．Uéno，1953
オサムシ イズケムネチビゴミムシ Epaphiopsis (Epaphiopsis ) watanabei S．Uéno，1962
オサムシ ヒラタキイロチビゴミムシ Trechus  (Epaphius ) ephippiatus  Bates，1873
オサムシ オンタケチビゴミムシ Trechus  (Epaphius ) vicarius  Bates，1883
オサムシ オンタケナガチビゴミムシ Trechiama  (Trechiama ) lewisi (Jeannel，1924)
オサムシ イナナガチビゴミムシ？ Trechiama (Trechiama ) kimurai S. Uéno，1959?
オサムシ コマカドメクラチビゴミムシ Trechiama (Trechiama ) lavicola S．Uéno，1960
オサムシ オオルイメクラチビゴミムシ Trechiama (Trechiama ) ohruii S．Uéno，1972
オサムシ アッコメクラチビゴミムシ Trechiama (Trechiama ) acco S．Uéno，1989
オサムシ タカオチビゴミムシ Paragonotrechus paradoxus S．Uéno，1981
オサムシ フタボシチビゴミムシ Lasiotrechus discus (Fabricius，1792)
オサムシ アトスジチビゴミムシ Trechoblemus postilenatus (Bates，1873)
オサムシ タカネメクラチビゴミムシ Kurasawatrechus brevicornis S．Uéno，1979
オサムシ フジメクラチビゴミムシ Kurasawatrechus fujisanus S．Uéno，1971
オサムシ モリタメクラチビゴミムシ Kurasawatrechus moritai S．Uéno，1979
オサムシ リュウガシメクラチビゴミムシ Kurasawatrechus ryugashiensis S．Uéno，1988
オサムシ ソネメクラチビゴミムシ Kurasawatrechus sonei S．Uéno，1992
オサムシ チビミズギワゴミムシ Polyderis microscopicus (Bates，1873)
オサムシ クロオビコミズギワゴミムシ Paratachys fasciatus uenoi (Tanaka，1960)
オサムシ ウスイロコミズギワゴミムシ Paratachys pallescens (Bates，1873)
オサムシ ウスオビコミズギワゴミムシ Paratachys sericans (Bates，1873)
オサムシ トカラコミズギワゴミムシ Paratachys troglophilus (S. Uéno，1953)
オサムシ アトオビコミズギワゴミムシ Macrotachys recurvicollis  (Andrewes，1925)
オサムシ クリイロコミズギワゴミムシ Tachyura  (Sphaerotachys ) fumicata (Motschulsky，1851)
オサムシ ウスモンコミズギワゴミムシ Tachyura  (Tachyura ) fuscicauda (Bates，1873)
オサムシ マエグロコミズギワゴミムシ Tachyura (Tachyura ) tosta (Andrewes，1925)
オサムシ ヨツモンコミズギワゴミムシ Tachyura  (Tachyura ) laetifica (Bates，1873)
オサムシ チャイロコミズギワゴミムシ Tachyura (Tachyura ) lutea  (Andrewes，1925)
オサムシ ヒラタコミズギワゴミムシ Tachyura  (subg．?) exarata (Bates，1873)
オサムシ アトモンコミズギワゴミムシ Tachyura (Tachyphanes ) klugi euglypta (Bates，1883)
オサムシ キイロマルコミズギワゴミムシ Elaphropus latissima (Motschulsky，1851)
オサムシ セダカコミズギワゴミムシ Elaphropus nipponicus (Habu et Baba，1967)
オサムシ クロチビカワゴミムシ Tchyta nana (Gyllenhal，1810)
オサムシ ウミミズギワゴミムシ Sakagutia marina S．Uéno，1955
オサムシ キバナガミズギワゴミムシ Armatocillenus yokohamae (Bates，1883)
オサムシ ツツイキバナガミズギワゴミムシ Armatocillenus tsutsuii  S．Uéno，1955
オサムシ アトモンミズギワゴミムシ Bembidion  (Notaphocampa ) niloticum batesi  Putzeys，1875
オサムシ ガロアミズギワゴミムシ Bembidion  (Pseudolimnaeum ) galloisi  Netolitzky，1938
オサムシ オオルリミズギワゴミムシ Bembidion  (Peryphus ) amaurum  Bates，1883
オサムシ アオミズギワゴミムシ Bembidion  (Peryphus ) chloreum  Bates，1873
オサムシ ウスモンミズギワゴミムシ Bembidion  (Peryphus ) cnemidotum  Bates，1883
オサムシ アトキミズギワゴミムシ Bembidion  (Peryphus ) consummatum  Bates，1873
オサムシ エチゴアオミズギワゴミムシ Bembidion  (Peryphus ) echigonum  Habu et Baba，1957
オサムシ ニッコウミズギワゴミムシ Bembidion  (Peryphus ) misellum  Harold，1877
オサムシ ヨツボシミズギワゴミムシ Bembidion  (Peryphus ) morawitzi  Csiki，1928
オサムシ ヒラタアオミズギワゴミムシ Bembidion  (Peryphus ) pseudolucillum  Netolitzky，1938
オサムシ ミヤマミズギワゴミムシ Bembidion  (Peryphus ) sanatum  Bates，1883
オサムシ キモンナガミズギワゴミムシ Bembidion  (Peryphus ) scopulinum (Kirby，1937)
オサムシ ハマベミズギワゴミムシ Bembidion  (Peryphus ) semiluitum semiluitum  Bates，1883
オサムシ フタモンミズギワゴミムシ Bembidion  (Peryphus ) semilunium  Netolitzky，1914
オサムシ キアシルリミズギワゴミムシ Bembidion  (Peryphus ) trajectum  Netolitzky，1939
オサムシ ニセツマキミズギワゴミムシ Bembidion  (Peryphus ) yanoi  Jedlicka，1951
オサムシ マルミズギワゴミムシ Bembidion  (Trichoplataphus ) eurygonum  Bates，1883
オサムシ オオアオミズギワゴミムシ Bembidion  (Trichoplataphus ) lissonotum  Bates，1873
オサムシ クロミズギワゴミムシ Bembidion  (Trichoplataphus ) oxyglymma  Bates，1883
オサムシ ヒョウゴミズギワゴミムシ Bembidion  (Blepharoplataphus ) hiogoense  Bates，1873
オサムシ カワグチミズギワゴミムシ Benbidion  (Aureoplataphus ) aureofuscum  Bates，1883
オサムシ ヒメスジミズギワゴミムシ Bembidion  (Hirmoplataphus ) pliculatum  Bates，1883
オサムシ ハコネミズギワゴミムシ Bembidion  (Plataphus ) lucillum  Bates，1883
オサムシ ニセアオマルガタミズギワゴミムシ Bembidion  (Plataphus ) shilenkovi  Morita，1992
オサムシ オオヨツアナミズギワゴミムシ Bembidion  (Plataphodes ) nuncaestimatum  Netolitzky，1939
オサムシ ヨツアナミズギワゴミムシ Bembidion  (Plataphodes ) tetraporum  Bates，1883
オサムシ ハネビロミズギワゴミムシ Bembidion  (Bracteon ) persimile  Morawitz，1862
オサムシ ホソトビミズギワゴミムシ Bembidion  (Cylindrobracteon ) chloroopus  Bates，1883
オサムシ コホソトビミズギワゴミムシ Bembidion  (Cylindrobracteon ) aeneipes  Bates，1883
オサムシ ドウイロミズギワゴミムシ Bembidion  (Chrysobracteon ) stenoderum (Bates，1873)
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オサムシ メダカチビカワゴミムシ Asaphidion semilucidum (Motschulsky，1861)
オサムシ テンリュウメダカチビカワゴミムシ Asaphidion tenryuense tenryuense  Habu，1954
オサムシ キアシヌレチゴミムシ Patrobus flavipes  Motschulsky，1864
オサムシ ヒメカワチゴミムシ Diplous depressus (Gebler，1829)
オサムシ カワチゴミムシ Diplous caligatus  Bates，1873
オサムシ ムネミゾマルゴミムシ Caelostomus picipes  MacLeay，1825
オサムシ ツヤムネマルゴミムシ Oxyglychus laeviventris (Bates，1883)
オサムシ ヨツボシツヤナガゴミムシ Abacetus tanakai  Straneo，1961
オサムシ ムラサキオオゴミムシ Trigonognatha coreana (Tschitschérine，1895)
オサムシ キンイロオオゴミムシ Trigonognatha aurescens  Bates，1883
オサムシ アカガネオオゴミムシ Trigonognatha cuprescens  Motschulsky，1857
オサムシ オオゴミムシ Lesticus  (Triplogenius ) magnus (Motschulsky，1860)
オサムシ ルイスオオゴミムシ Trigonotoma lewisii  Bates，1873
オサムシ キバナガゴミムシ Stomis prognathus  Bates，1883
オサムシ クリイロナガゴミムシ Pterostichus  (Georgeballius ) hoplites (Bates，1883)
オサムシ キンナガゴミムシ Pterostichus  (Poecilus ) planicollis (Motschulsky，1860)
オサムシ オオキンナガゴミムシ Pterostichus  (Macropoecilus ) samurai (Lutshnik，1916)
オサムシ ヒロムネナガゴミムシ Pterostichus  (Lagarus ) dulcis (Bates，1883)
オサムシ アシミゾナガゴミムシ Pterostichus  (Lagarus ) sulcitarsis  Morawitz，1862

オサムシ トックリナガゴミムシ
Pterostichus  (Eurythracana ) haptoderoides
　 japanensis  Lutshnik，1922

オサムシ コホソナガゴミムシ Pterostichus  (Pledarus ) longinquus  Bates，1873

オサムシ ホシナガゴミムシ
Pterostichus  (Bothriopterus ) oblongopunctatus
　 honshuensis  Habu et Baba，1958

オサムシ マルガタナガゴミムシ Pterostichus  (Bothriopterus ) subovatus (Motschulsky，1860)
オサムシ ノグチナガゴミムシ Pterostichus  (Lyperosomus ) noguchii  Bates，1873
オサムシ ヨリトモナガゴミムシ Pterostichus  (subg．?) yoritomus  Bates，1873
オサムシ Pterostichus  (subg．?) sp．(nr．P． yoritomus )
オサムシ アマギナガゴミムシ Pterostichus  (subg．?) amagisanus  Tanaka et Ishida，1972
オサムシ オオナガゴミムシ Pterostichus  (Platysma ) fortis  Morawitz，1862
オサムシ クロオオナガゴミムシ Pterostichus  (Platysma ) leptis  Bates，1883
オサムシ ミヤマクロナガゴミムシ Pterostichus  (Eosteropus ) karasawai  Tanaka，1958
オサムシ ニセクロナガゴミムシ Pterostichus  (Eosteropus ) fuligineus  Morawitz，1862
オサムシ ヒメホソナガゴミムシ Pterostichus  (Melanius ) rotundangulus  Morawitz，1862
オサムシ フジヒメナガゴミムシ Pterostichus  (Rhagadus ) harponifer  Tanaka，1987
オサムシ ニッコウヒメナガゴミムシ Pterostichus  (Rhagadus ) polygenus  Bates，1883
オサムシ マルムネヒメナガゴミムシ Pterostichus  (Rhagadus ) latemarginatus (Straneo，1936)
オサムシ コガシラナガゴミムシ Pterostichus  (Rhagadus ) microcephalus (Motschulsky，1860)
オサムシ マルコガシラナガゴミムシ Pterostichus  (Rhagadus ) nimbatidius (Chaudoir，1878)
オサムシ タカオヒメナガゴミムシ Pterostichus  (Rhagadus ) takaosanus  Habu，1958
オサムシ ヒメオオズナガゴミムシ Pterostichus  (Pterostichus ) toyodai  Morita et Y. Kurosa，1998
オサムシ マスモトナガゴミムシ Pterostichus  (Pterostichus ) masumotoi  Tanaka，Morita et Suga，1987
オサムシ ジュンサイオオナガゴミムシ Pterostichus  (Pterostichus ) pachinus  Bates，1883
オサムシ スルガナガゴミムシ Pterostichus  (Pterostichus ) suruganus  Nakane，1979
オサムシ ハラトゲナガゴミムシ赤石亜種 Pterostichus  (Epinialoe ) spiculifer ishidai  Tanaka，1961
オサムシ ハラトゲナガゴミムシ富士亜種 Pterostichus  (Epinialoe ) spiculifer ikutanii  Tanaka，1961
オサムシ ウエノオオナガゴミムシ Pterostichus  (Paralianoe ) uenoi uenoi  Straneo，1955

オサムシ
ベーツナガゴミムシ
　（ミズギワナガゴミムシ）

Pterostichus  (Nialoe ) asymmetricus  Bates, 1883

オサムシ ハネアカナガゴミムシ赤石亜種 Pterostichus  (Nialoe ) brunneipennis akaishicus  Tanaka，1958
オサムシ フジナガゴミムシ Pterostichus  (Nialoe ) fujisanus  Tanaka et Suga，1972
オサムシ タナカナガゴミムシ Pterostichus  (Nialoe ) latistylis  latistylis  Tanaka，1958
オサムシ ミトウナガゴミムシ Pterostichus  (Nialoe ) mitoyamanus  Tanaka，1958
オサムシ ミヤマナガゴミムシ富士亜種 Pterostichus  (Nialoe ) rhanis angustistylis  Tanaka，1958
オサムシ ミヤマナガゴミムシ竜頭亜種 Pterostichus  (Nialoe ) rhanis katoi  Kasahara，1992
オサムシ リュウトウナガゴミムシ Pterostichus  (Nialoe ) tahirai  Kasahara，1992
オサムシ ヤマトクロヒラタゴミムシ Platynus  (Platynus ) subovatus (Putzeys，1875)
オサムシ オオヒラタゴミムシ Platynus  (Pseudoplatynus ) magnus (Bates，1873)
オサムシ コヒラタゴミムシ Platynus  (Pseudoplatynus ) protensus (Morawitz，1863)
オサムシ タンゴヒラタゴミムシ Agomum  (Nipponoanchus ) leucopus (Bates，1873)
オサムシ アシミゾヒメヒラタゴミムシ Agomum  (Europhilus ) thoreyi nipponicus  Habu，1972
オサムシ ヒメセボシヒラタゴミムシ Agomum  (Agonum ) suavissimus (Bates，1883)
オサムシ セスジヒラタゴミムシ Agomum  (Agonum ) daimio (Bates，1873)
オサムシ アオグロヒラタゴミムシ Agomum  (Agonum ) chalcomus (Bates，1873)
オサムシ ヨツボシヒラタゴミムシ Agomum  (Sericoda ) quadriimpressus (De Geer，1774)
オサムシ キタノヒラタゴミムシ Agomum  (Nagonium ) kitanoi  Habu，1956
オサムシ オグラヒラタゴミムシ Agonum  (Lorostma ) ogurae  Bates，1883
オサムシ ツヤモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Xestagonum ) xestus (Bates，1883)
オサムシ チャイロホソモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Atranodes ) kyushuensis hondonus (Habu，1974)
オサムシ ウエノモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Atranodes ) uenoi (Habu，1971)
オサムシ ウスグロモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Scotagonum ) aequatus  Jedlicka，1936
オサムシ オオアオモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Metacolpodes ) buchanani  Hope，1831
オサムシ サドモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Metacolpodes ) limodromoides  Bates，1883
オサムシ ハコネモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Nipponoagonum ) hakonus hakonus  Harold，1878
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オサムシ アマギモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Negreum ) amagisanus  Morita，1994
オサムシ ベントンモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Negreum ) bentonis  Bates，1883
オサムシ フクシマモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Negreum ) mutator (Bates，1883)
オサムシ ハラアカモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Eucolpodes ) japonicus (Motschulsky，1860)
オサムシ チビモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Eucolpodes ) aurelius aurelius  Bates，1883
オサムシ チビモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Eucolpodes ) aurelius chibi (Habu，1958)
オサムシ キンモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Glaucagonum ) sylphis stichai  Jedlicka，1935
オサムシ ホソモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Onchostylus ) speculator  Harold，1878
オサムシ ヤセモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Diacanthostylus ) elainus  Bates，1883
オサムシ ムラサキモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Diacanthostylus ) integratus  Bates，1883
オサムシ シコクモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Hikosanoagonum ) mutsuomiyatakei (Habu，1974)
オサムシ コハラアカモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Lissagonum ) lampros  Bates，1873
オサムシ イクビモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Nymphagonum ) modestior  Bates，1873
オサムシ クビアカモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Loxocrepis ) rubriolus  Bates，1883
オサムシ クロモリヒラタゴミムシ Colpodes  (Gyrochaetostylus ) atricomes  Bates，1873
オサムシ ミナミカワモリヒラタゴミムシ Colpodes  (subg．?) minamikawai (Habu，1959)
オサムシ ルリヒラタゴミムシ Dicranoncus femoralis  Chaudoir，1850
オサムシ ベーツヒラタゴミムシ Euplynes batesi  Harold，1877
オサムシ キバナガヒラタゴミムシ Onycholabis sinensis nakanei  Kasahara，1986
オサムシ ヒラノアカヒラタゴミムシ Jujiroa  (Yukihikous ) minobusana (Habu，1978)
オサムシ ジャアナヒラタゴミムシ Jujiroa  (Ja ) ana  (S．Uéno，1955)
オサムシ イノウエアナヒラタゴミムシ Jujiroa  (Ja ) toshioi (Habu，1981)
オサムシ ホソヒラタゴミムシ Pristosia aeneola (Bates，1873)
オサムシ セアカヒラタゴミムシ Dolichus halensis (Schaller，1783)
オサムシ フトクチヒゲヒラタゴミムシ Parabroscus crassipalpis  Bates，1873
オサムシ オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus  (Crepidactyla ) nitidus  Motschulsky，1861
オサムシ クロツヤヒラタゴミムシ Synuchus  (Synuchus ) cycloderus (Bates，1873)
オサムシ コクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus  (Synuchus ) melantho (Bates，1883)
オサムシ ヒメクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus  (Synuchus ) congruus (Morawitz，1862)
オサムシ ヒメツヤヒラタゴミムシ Synuchus  (Synuchus ) dulcigradus (Bates，1873)
オサムシ マルガタツヤヒラタゴミムシ Synuchus  (Synuchus ) arcuaticollis (Motschulsky，1860)
オサムシ フクハラツヤヒラタゴミムシ Synuchus  (Synuchus ) fukuharai (Habu，1955)
オサムシ キアシツヤヒラタゴミムシ Synuchus  (Synuchus ) callitheres (Bates，1873)
オサムシ ホソツヤヒラタゴミムシ Synuchus  (Synuchus ) atricolor (Bates，1883)
オサムシ タケウチツヤヒラタゴミムシ Synuchus  (Synuchus ) takeuchii (Habu，1855)
オサムシ タンザワツヤヒラタゴミムシ Synuchus  (Synuchus ) tanzawanus (Habu，1955)
オサムシ コガシラツヤヒラタゴミムシ Synuchus  (Diplosaccus ) angusticeps  Tanaka，1962
オサムシ シロウマホソヒラタゴミムシ Trephionus kinoshitai  Habu，1954
オサムシ ホラアナホソヒラタゴミムシ Trephionus subcavicola S．Uéno，1955
オサムシ マルガタゴミムシ Amara  (Amara ) chalcites  Dejean，1828
オサムシ ニセマルガタゴミムシ Amara  (Amara ) congrua  Morawitz，1862
オサムシ アカガネマルガタゴミムシ Amara  (Amara ) ussuriensis  Lutshnik, 1935
オサムシ クロヒゲマルガタゴミムシ Amara  (Amara ) erratica (Duftschmidt, 1812)
オサムシ コアオマルガタゴミムシ Amara  (Celia ) chalcophaea  Bates，1873
オサムシ ヒメツヤマルガタゴミムシ Amara  (Celia ) lucidissima  Baliani，1932
オサムシ イグチマルガタゴミムシ Amara  (Bradytus ) macros (Bates，1883)
オサムシ キアシマルガタゴミムシ Amara  (Bradytus ) ampliata (Bates，1873)
オサムシ コマルガタゴミムシ Amara  (Bradytus ) simplicidens  Morawitz，1863
オサムシ ヒョウゴマルガタゴミムシ Amara  (Curtonotus ) hiogoensis (Bates，1873)
オサムシ ナガマルガタゴミムシ Amara  (Curtonotus ) macronota ovalipennis  Jedlicka，1957
オサムシ オオマルガタゴミムシ Amara  (Curtonotus ) gigantea  Motschulsky，1844
オサムシ ミヤママルガタゴミムシ Amara  (Shunichius ) asymmetrica (Tanaka，1957)
オサムシ ゴミムシ Anisodactylus  (Anisodactylus ) signatus (Panzer，1797)
オサムシ ヒメゴミムシ Anisodactylus  (Anisodactylus ) tricuspidatus  Morawitz，1863
オサムシ ホシボシゴミムシ Anisodactylus  (Pseudanisodactylus ) punctatipennis  Morawitz，1862
オサムシ オオホシボシゴミムシ Anisodactylus  (Pseudanisodactylus ) sadoensis  Schauberger，1931
オサムシ タナカツヤハネゴミムシ Anisodactylus andrewesi (Schauberger，1933)
オサムシ オオゴモクムシ Harpalus  (Cephalomorphus ) capito  Morawitz，1862
オサムシ ケゴモクムシ Harpalus  (Pseudoophonus ) vicarius  Harold，1878
オサムシ ヒメケゴモクムシ Harpalus  (Pseudoophonus ) jureceki (Jedlicka，1928)
オサムシ ケウスゴモクムシ Harpalus  (Pseudoophonus ) griseus (Panzer，1797)
オサムシ オオズケゴモクムシ Harpalus  (Pseudoophonus ) eous  Tschitschérine，1901
オサムシ ニセケゴモクムシ Harpalus  (Pseudoophonus ) pseudophonoides  Schauberger，1930
オサムシ コゴモクムシ Harpalus  (Pseudoophonus ) tridens  Morawitz，1862
オサムシ ウスアカクロゴモクムシ Harpalus  (Pseudoophonus ) sinicus sinicus  Hope，1845
オサムシ クロゴモクムシ Harpalus  (Pseudoophonus ) niigatanus  Schauberger，1929
オサムシ ニセクロゴモクムシ Harpalus  (Pseudoophonus ) simplicidens  Schauberger，1929
オサムシ トゲアシゴモクムシ Harpalus  (Pardileus ) calceatus (Duftschmidt，1812)
オサムシ ヒラタゴモクムシ Harpalus  (Acardistus ) platynotus  Bates，1873
オサムシ ツヤアオゴモクムシ Harpalus  (Harpalus ) chalcentus  Bates，1873
オサムシ ミヤマゴモクムシ Harpalus  (Harpalus )　fuliginosus (Duftschmidt，1812)
オサムシ アカアシマルガタゴモクムシ Harpalus  (Harpalus ) tinctulus  Bates，1873
オサムシ マダラゴモクムシ Harpalus  (Harpalus ) pallidipennis  Morawitz，1862
オサムシ ハコダテゴモクムシ Harpalus  (Nipponoharpalus ) discrepans  Morawitz，1862
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オサムシ カラカネゴモクムシ Platymetopus flavilabris (Fabricius，1798)
オサムシ クビナガゴモクムシ Oxycentrus argutoroides (Bates，1862)
オサムシ チビツヤゴモクムシ Trichotichnus  (Pseudotrichotichnus ) nanus  Habu，1954
オサムシ ハネグロツヤゴモクムシ Trichotichnus  (Trichotichnus ) lucidus (Morawitz，1863)
オサムシ オオイクビツヤゴモクムシ Trichotichnus  (Trichotichnus ) nipponicus  Habu，1961
オサムシ イクビツヤゴモクムシ Trichotichnus  (Trichotichnus ) orientalis (Hope，1845)
オサムシ ヒメツヤゴモクムシ Trichotichnus  (Trichotichnus ) congruus (Motschulsky，1866)
オサムシ ヤマツヤゴモクムシ Trichotichnus  (Trichotichnus ) monticola  Kasahara，1994
オサムシ キュウシュウツヤゴモクムシ Trichotichnus  (Trichotichnus ) vespertinus  Habu，1954
オサムシ ヒコサンツヤゴモクムシ Trichotichnus  (Trichotichnus ) noctuabundus  Habu，1954
オサムシ クビアカツヤゴモクムシ Trichotichnus  (Trichotichnus ) longitarsis  Morawitz，1863
オサムシ オオクロツヤゴモクムシ Trichotichnus  (Trichotichnus ) lewisi  Schauberger，1936
オサムシ ツヤゴモクムシ Trichotichnus  (Trichotichnus ) leptopus (Bates，1883)
オサムシ ハコネオオツヤゴモクムシ Trichotichnus  (Trichotichnus ) hiranishi  Morita，1997
オサムシ アシグロツヤゴモクムシ Trichotichnus  (Trichotichnus ) hisakoae  Morita，1997
オサムシ ハコネツヤゴモクムシ Trichotichnus  (Trichotichnus ) yukihikoi  Habu，1961
オサムシ リュウトウツヤゴモクムシ Trichotichnus  (Trichotichnus ) ishikawai  Kasahara，1992
オサムシ テンリュウツヤゴモクムシ Trichotichnus  (Trichotichnus ) spinifer  Kasahara，1994
オサムシ キベリチビゴモクムシ Dicheirotrichus tenuimanus tenuimanus (Bates，1873)
オサムシ ルイスヒメゴモクムシ Bradycellus  (Nipponobradycellus ) lewisi  Schauberger，1933
オサムシ コクロヒメゴモクムシ Bradycellus  (Tschycellus ) subditus (Lewis，1879)
オサムシ クロヒメゴモクムシ Bradycellus  (Tschycellus ) anchomenoides (Bates，1873)
オサムシ オオズヒメゴモクムシ Bradycellus  (Tschycellus ) grandiceps (Bates，1873)
オサムシ マルヒメゴモクムシ Bradycellus  (Bradycelloides ) fimbriatus  Bates，1873
オサムシ キイロチビゴモクムシ Acupalpus  (Palcuapus ) inornatus  Bates，1873
オサムシ ムネミゾチビゴモクムシ Anthracus horni (Andrewes, 1924)
オサムシ オオズチビゴモクムシ Uenanthracus perigonoides  Kasahara，1994
オサムシ ムネアカマメゴモクムシ Stenolophus  (Stenolophus ) propinquus  Morawitz，1862
オサムシ ツヤマメゴモクムシ Stenolophus  (Stenolophus ) iridicolor  Redtenbacher，1868
オサムシ ナガマメゴモクムシ Stenolophus  (Stenolophus ) agonoides  Bates，1883
オサムシ クロサマメゴモクムシ Stenolophus  (Stenolophus ) kurosai  Tanaka，1962
オサムシ セグロマメゴモクムシ Stenolophus  (Stenolophus ) connotatus  Bates，1873
オサムシ マメゴモクムシ Stenolophus  (Astenolophus ) fulvicornis  Bates，1873
オサムシ カラサワマメゴモクムシ Stenolophus  (Astenolophus ) karasawai  Tanaka，1962
オサムシ イツホシマメゴモクムシ Stenolophus  (Egadroma ) quinquepustulatus (Wiedemann，1823)
オサムシ ミドリマメゴモクムシ Stenolophus  (Egadroma ) difficilis (Hope，1845)
オサムシ キベリゴモクムシ Anoplogenius cyanescens (Hope，1845)
オサムシ オオスナハラゴミムシ Diplocheila zeelandica (Redtenbacher，1868)
オサムシ ヨツモンカタキバゴミムシ Badister  (Badister ) pictus  Bates，1873
オサムシ クロズカタキバゴミムシ Badister  (Baudia ) nigriceps  Morawitz，1863
オサムシ キベリカタキバゴミムシ Badister  (Baudia ) marginellus  Bates，1873
オサムシ ヨツボシゴミムシ Panagaeus japonicus  Chaudoir，1861
オサムシ コヨツボシゴミムシ Panagaeus robustus  Morawitz，1862
オサムシ オオヨツボシゴミムシ Dischissus mirandus  Bates，1873
オサムシ ニッポンヨツボシゴミムシ Dischissus japonicus  Andrewes，1933
オサムシ イグチケブカゴミムシ Peronomerus auripilis  Bates，1883
オサムシ クロケブカゴミムシ Peronomerus nigrinus  Bates，1873
オサムシ スジアオゴミムシ Haplochlaenius costiger (Chaudoir，1856)
オサムシ オオキベリアオゴミムシ Epomis nigricans (Wiedemann，1821)
オサムシ オオサカアオゴミムシ Chlaenius  (Callistoides ) pericallus  Redtenbacher，1867
オサムシ ヒトツメアオゴミムシ Chlaenius  (Callistoides ) deliciolus  Bates，1873
オサムシ クロヒゲアオゴミムシ Chlaenius  (subg．?) ocreatus  Bates，1873
オサムシ コガシラアオゴミムシ Chlaenius  (subg．?) variicornis  Morawitz，1863
オサムシ ニセコガシラアオゴミムシ Chlaenius  (subg．?) kurosawai  Kasahara，1986
オサムシ ムナビロアオゴミムシ Chlaenius  (subg．?) sericimicans  Chaudoir，1867
オサムシ コキベリアオゴミムシ Chlaenius  (Chlaeniostenus ) circumdatus  Brullé，1835
オサムシ アオゴミムシ Chlaenius  (Chinelaus ) pallipes  Gebler，1823
オサムシ アカガネアオゴミムシ Chlaenius  (Pachydinodes ) abstersus  Bates，1873
オサムシ ムナビロアトボシアオゴミムシ Chlaenius  (Pachydinodes ) tetragonoderus  Chaudoir，1876
オサムシ アトワアオゴミムシ Chlaenius  (Pachydinodes ) virgulifer  Chaudoir，1876
オサムシ コアトワアオゴミムシ Chlaenius  (Pachydinodes ) hamifer  Chaudoir，1856
オサムシ オオアトボシアオゴミムシ Chlaenius  (Spilochlaenius ) micans  Fabricius，1792
オサムシ アトボシアオゴミムシ Chlaenius  (Ilaenchus ) naeviger  Morawitz，1862
オサムシ キボシアオゴミムシ Chlaenius  (Ilaenchus ) posticalis  Motschulsky，1853
オサムシ ホソアトモンアオゴミムシ Chlaenius  (Ilaenchus ) junceus  Andrewes，1923
オサムシ キベリアオゴミムシ Chlaenius  (Agrochlaenius ) circumductus  Morawitz，1862
オサムシ ヒメキベリアオゴミムシ Chlaenius  (Chlaeniellus ) inops  Chaudoir，1856
オサムシ ノグチアオゴミムシ Hemichlaenius noguchii (Bates，1873)
オサムシ オオトックリゴミムシ Oodes  (Oodes ) vicarius  Bates，1873
オサムシ エチゴトックリゴミムシ Oodes  (Oodes ) echigonus  Habu et Baba，1960
オサムシ ヤマトトックリゴミムシ Lachnocrepis japonica  Bates，1873
オサムシ トックリゴミムシ Lachnocrepis prolixa (Bates，1873)
オサムシ カタボシホナシゴミムシ Perigona  (Perigona ) acupalpoides  Bates，1883
オサムシ クロズホナシゴミムシ Perigona  (Trechicus ) nigriceps (Dejean，1831)
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オサムシ ナカグロキバネクビナガゴミムシ Odacantha  (Odacantha ) puziloi  Solsky，1875
オサムシ チャバネクビナガゴミムシ Odacantha  (Heliocasnonia ) aegrota (Bates，1883)
オサムシ フタモンクビナガゴミムシ Archicolliuris bimaculata nipponica  Habu，1963
オサムシ クロモンヒラナガゴミムシ Hexagonia insignis (Bates，1883)
オサムシ ダイミョウツブゴミムシ Pentagonica daimiella  Bates，1892
オサムシ カドツブゴミムシ Pentagonica angulosa  Bates，1883
オサムシ クロツブゴミムシ Pentagonica subcordicollis  Bates，1873
オサムシ トゲアトキリゴミムシ Aephnidius adelioides (MacLeay，1925)
オサムシ カタアカアトキリゴミムシ Cymindis  (Pseudocymindis ) collaris  Motschulsky，1845
オサムシ ダイミョウアトキリゴミムシ Cymindis  (Menas ) daimio  Bates，1873
オサムシ コキノコゴミムシ Coptodera  (Coptoderina ) japonica  Bates，1883
オサムシ ハギキノコゴミムシ Coptodera  (Coptoderina ) subapicalis  Putzeys，1877
オサムシ キノコゴミムシ Lipoptera erotyloides  Bates，1883
オサムシ コヨツボシアトキリゴミムシ Dolichoctis  (Dolichoctis ) striatus  Schmidt-Göbel，1846
オサムシ ヤセアトキリゴミムシ Dolichoctis  (Mochtherus ) luctuosus (Putzeys，1875)
オサムシ カワツブアトキリゴミムシ Amphimenes piceolus  Bates，1873
オサムシ キボシアトキリゴミムシ Anomotarus stigmula (Chaudoir，1852)
オサムシ アオアトキリゴミムシ Calleida  (Callidiola ) onoha  Bates，1873
オサムシ キガシラアオアトキリゴミムシ Calleida  (Callidiola ) lepida  Redtenbacher，1868
オサムシ メダカアトキリゴミムシ Orionella lewisii (Bates，1873)
オサムシ アリスアトキリゴミムシ Lachnoderma asperum  Bates，1883
オサムシ コアオアトキリゴミムシ Taicona aurata  Bates，1873
オサムシ ヤホシゴミムシ Lebidia octoguttata  Morawitz，1862
オサムシ フタツメゴミムシ Lebidia bioculata  Morawitz，1863
オサムシ クロヘリアトキリゴミムシ Parena  (Parena ) nigrolineata nipponensis  Habu，1964
オサムシ アオヘリアトキリゴミムシ Parena  (Parena ) latecincta (Bates，1873)
オサムシ ヒトツメアトキリゴミムシ Parena  (Parena ) monostigma (Bates，1873)
オサムシ ミツアナアトキリゴミムシ Parena  (Parena ) tripunctata (Bates，1873)
オサムシ オオヨツアナアトキリゴミムシ Parena  (Parena ) perforata (Bates，1873)
オサムシ ヒラタアトキリゴミムシ Parena  (Parena ) cavipennis (Bates，1873)
オサムシ オオヒラタアトキリゴミムシ Parena  (Parena ) laesipennis (Bates，1873)
オサムシ ハネビロアトキリゴミムシ Lebia  (Nipponolebia ) duplex  Bates，1883
オサムシ エゾハネビロアトキリゴミムシ Lebia  (Poecilothais ) fusca  Morawitz，1863
オサムシ アトグロジュウジアトキリゴミムシ Lebia  (Poecilothais ) idae  Bates，1873
オサムシ ミヤマジュウジアトキリゴミムシ Lebia  (Poecilothais ) sylvarum  Bates，1883
オサムシ ヒコサンジュウジアトキリゴミムシ Lebia  (Poecilothais ) hikosana  Habu，1955
オサムシ コジュウジアトキリゴミムシ Lebia  (Poecilothais ) iolanthe  Bates，1883
オサムシ ジュウジアトキリゴミムシ Lebia  (Poecilothais ) retrofasciata  Motschulsky，1864
オサムシ フタホシアトキリゴミムシ Lebia  (Poecilothais ) bifenestrata  Morawitz，1862
オサムシ ホシハネビロアトキリゴミムシ Lebia  (Poecilothais ) calycophora  Schmidt-Göbel，1846
オサムシ コルリアトキリゴミムシ Lebia  (Poecilothais ) viridis  Say，1823 ●
オサムシ キクビアオアトキリゴミムシ Lachnolebia cribricollis (Morawitz，1862)
オサムシ ミズギワアトキリゴミムシ Demetrias marginicollis  Bates，1883
オサムシ イクビホソアトキリゴミムシ Dromius  (Dromius ) quadraticollis  Morawitz，1862
オサムシ フトヒゲホソアトキリゴミムシ Dromius  (Dromius ) crassipalpis  Bates，1883
オサムシ ホソアトキリゴミムシ Dromius  (Lebidromius ) prolixus  Bates，1883
オサムシ ベーツホソアトキリゴミムシ Dromius  (Lebidromius ) batesi  Habu，1958
オサムシ キイロホソアトキリゴミムシ Philorhizus  (Philorhizus ) optimus (Bates，1873)
オサムシ スジミズアトキリゴミムシ Apristus grandis  Andrewes，1937
オサムシ クビボソゴミムシ Garelita  (Garelita ) orientalis  Schmidt-Göbel，1846
オサムシ フタホシスジバネゴミムシ Planetes  (Planetes ) puncticeps  Andrewes，1919
オサムシ アオヘリホソゴミムシ Drypta japonica  Bates，1873
オサムシ オオアオホソゴミムシ Desera geniculata (Klug，1834)
ホソクビゴミムシ ミイデラゴミムシ Pheropsophus jessoensis  Morawitz，1862
ホソクビゴミムシ オオホソクビゴミムシ Brachinus scotomedes  Redtenbacher，1848
ホソクビゴミムシ コホソクビゴミムシ Brachinus stenoderus  Bates，1873
ホソクビゴミムシ ヒメホソクビゴミムシ Brachinus incomptus  Bates，1873
ホソクビゴミムシ セグロホソクビゴミムシ Brachinus nigridorsis  Nakane，1962
コガシラミズムシ コガシラミズムシ Peltodytes intermedius (Sharp，1873)
コガシラミズムシ クビボソコガシラミズムシ Halipus  (Haliplinus ) japonicus  Sharp，1873
コガシラミズムシ クロホシコガシラミズムシ Haliplus  (Liaphlus ) basinotatus latiusculus  Nakane，1985
コガシラミズムシ マダラコガシラミズムシ Haliplus  (Liaphlus ) sharpi  Wehncke，1880
コツブゲンゴロウ キボシチビコツブゲンゴロウ Neohydrocoptus bivittis (Motschulsky，1859)
コツブゲンゴロウ ムモンチビコツブゲンゴロウ Neohydrocoptus  sp.
コツブゲンゴロウ コツブゲンゴロウ Noterus japonicus  Sharp，1873
コツブゲンゴロウ ムツボシツヤコツブゲンゴロウ Canthydrus politus (Sharp，1873)
ゲンゴロウ キボシケシゲンゴロウ Nipponhydrus flavomaculatus (Kamiya，1938)
ゲンゴロウ ケシゲンゴロウ Hyphydrus japonicus  Sharp，1873
ゲンゴロウ ニセコケシゲンゴロウ Hyphydrus orientalis  Clark，1863
ゲンゴロウ オオマルケシゲンゴロウ Hydrovatus bonvouloiri  Sharp，1882
ゲンゴロウ コマルケシゲンゴロウ Hydrovatus acuminatus  Motschulsky，1859
ゲンゴロウ マルケシゲンゴロウ Hydrovatus subilis  Sharp，1882
ゲンゴロウ ヤギマルケシゲンゴロウ Hydrovatus yagii  Kitayana，Mori et Matsui，1993
ゲンゴロウ チビマルケシゲンゴロウ Hydrovatus pumilis  Sharp，1882
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ゲンゴロウ チャイロチビゲンゴロウ Liodessus megacephalus (Gschwendtner，1931)
ゲンゴロウ チビゲンゴロウ Guignotus japonicus (Sharp，1873)
ゲンゴロウ ホソマルチビゲンゴロウ Leiodytes miyamotoi (Nakane，1990)
ゲンゴロウ チャイロシマチビゲンゴロウ Nebrioporus anchoralis (Sharp，1884)
ゲンゴロウ ヒメシマチビゲンゴロウ Nebrioporus nipponicus (Takizawa，1933)
ゲンゴロウ カノシマチビゲンゴロウ Oreodytes kanoi (Kamiya，1938)
ゲンゴロウ ゴマダラチビゲンゴロウ Neonectes natrix (Sharp，1884)
ゲンゴロウ ツブゲンゴロウ Laccophilus difficilis  Sharp，1873
ゲンゴロウ コウベツブゲンゴロウ Laccophilus kobensis  Sharp，1873
ゲンゴロウ ルイスツブゲンゴロウ Laccophilus lewisius  Sharp，1873
ゲンゴロウ キボシツブゲンゴロウ Japanolaccophilus niponensis (Kamiya，1938)
ゲンゴロウ セスジゲンゴロウ Copelatus japonicus  Sharp，1873
ゲンゴロウ ホソセスジゲンゴロウ Copelatus weymarni  Balfour-Browne，1946
ゲンゴロウ ヒコサンセスジゲンゴロウ Copelatus takakurai M．Satô，1985
ゲンゴロウ チンメルマンセスジゲンゴロウ Copelatus zimmermanni  Gschwendtner，1934
ゲンゴロウ モンキマメゲンゴロウ Platambus pictipennis (Sharp，1873)
ゲンゴロウ キベリマメゲンゴロウ Platambus fimbriatus (Sharp，1884)
ゲンゴロウ サワダマメゲンゴロウ Platambus sawadai (Kamiya，1932)
ゲンゴロウ クロマメゲンゴロウ Agabus nakanei  Nillson，1996
ゲンゴロウ ホソクロマメゲンゴロウ Agabus optus  Sharp，1884
ゲンゴロウ コクロマメゲンゴロウ Agabus insolitus  Sharp，1884
ゲンゴロウ マメゲンゴロウ Agabus japonicus  Sharp，1873
ゲンゴロウ クロズマメゲンゴロウ Agabus conspicuus  Sharp，1873
ゲンゴロウ チャイロマメゲンゴロウ Agabus browni  Kamiya，1934
ゲンゴロウ キベリクロヒメゲンゴロウ Ilybius apicalis  Sharp，1873
ゲンゴロウ ヒメゲンゴロウ Rhantus sturalis (MacLeay，1825)
ゲンゴロウ エゾヒメゲンゴロウ Rhantus yessoensis  Sharp，1891
ゲンゴロウ オオヒメゲンゴロウ Rhantus erraticus  Sharp，1884
ゲンゴロウ ハイイロゲンゴロウ Eretes sticticus (Linnaeus，1767)
ゲンゴロウ シマゲンゴロウ Hydaticus bowringi  Clark，1864
ゲンゴロウ スジゲンゴロウ Hydaticus satoi  Wewalka，1975
ゲンゴロウ コシマゲンゴロウ Hydaticus grammicus (Germar，1830)
ゲンゴロウ ウスイロシマゲンゴロウ Hydaticus rhantoides  Sharp，1882
ゲンゴロウ マルガタゲンゴロウ Graphoderus adamsii (Clark，1864)
ゲンゴロウ クロゲンゴロウ Cybister brevis  Aubé，1838

ゲンゴロウ コガタノゲンゴロウ
Cybister  (Gschwendtnerhydrus ) tripunctatus
　 orientalis  Gschwendtner，1931

ゲンゴロウ ゲンゴロウ Cybister japonicus  Sharp，1873
ミズスマシ オオミズスマシ Dineutus orientalis (Modeer，1776）
ミズスマシ オナガミズスマシ Orectochilus regimberti  Sharp，1884
ミズスマシ コオナガミズスマシ Orechtochilus punctipennis  Sharp，1884
ミズスマシ ミズスマシ Gyrinus japonicus  Sharp，1873
ミズスマシ コミズスマシ Gyrinus curtus  Motschulsky，1866
ミズスマシ ヒメミズスマシ Gyrinus gestroi Régimbart，1883
マルドロムシ シワムネマルドロムシ Georissus kurosawai  Nakane，1966
マルドロムシ ヤマトマルドロムシ Georissus (Neogeorissus ) japonicus M．Satô，1972
ガムシ セマルガムシ Coelostoma stultum (Walker，1858)
ガムシ ヒメセマルガムシ Coelostoma orbiculare (Fabricius，1775)
ガムシ セマルマグソガムシ Megasternum gibbulum  Motschulsky，1866
ガムシ マグソガムシ Pachysternum haemorrhoum  Motschulsky，1886
ガムシ セマルケシガムシ Cryptopleurum subtile  Sharp，1884
ガムシ コウセンマルケシガムシ Peratogonus reversus  Sharp，1884
ガムシ ホルンケシガムシ Oosternum horni  D’Orchymont，1914
ガムシ ホソケシガムシ Oosternum sorex (Sharp，1874)
ガムシ モンケシガムシ Nipponocercyon shibatai M．Satô，1963
ガムシ ケシガムシ Cercyon ustus  Sharp，1874
ガムシ アカケシガムシ Cercyon olibrus  Sharp，1874
ガムシ キバネケシガムシ Cercyon quisquilius (Linnaeus，1761)
ガムシ コケシガムシ Cercyon aptus  Sharp，1873
ガムシ ウスモンケシガムシ Cercyon laminatus  Sharp，1873
ガムシ フチトリケシガムシ Cercyon dux  Sharp，1873
ガムシ ヒメケシガムシ Cercyon algarum  Sharp，1873
ガムシ チビマルガムシ？ Paracymus evanescens  Sharp，1890?
ガムシ マルガムシ Hydrocassis lacustris (Sharp，1884)
ガムシ コマルガムシ Anacaena japonicus japonicus (Nakane，1963)

ガムシ
ケシヒラタガムシ
　（オオサワコマルガムシ）

Crenitis (Acrenitis ) osawai osawai  Nakane，1966

ガムシ クロヒゲコマルガムシ Crenitis  (Acrenitis ) neglecta  Nakane et Matsui，1985
ガムシ ツヤヒラタガムシ Agraphydrus narusei  (M．Satô，1960)
ガムシ コモンシジミガムシ Laccobius  (Microlaccobius ) oscillans  Sharp，1884
ガムシ ヒメシジミガムシ Laccobius  (Microlaccobius ) fragilis  Nakane，1966
ガムシ シジミガムシ Laccobius  (Laccobius ) bedeli  Sharp，1884
ガムシ クナシリシジミガムシ Laccobius  (Laccobius ) kunashiricus  Schatrovsky，1984
ガムシ ルイスヒラタガムシ Helochares pallens (MaCleay，1833)

- 113 -



種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名
備考科　　名

ガムシ スジヒラタガムシ Helochares striatus  Sharp，1873
ガムシ ニセコクロヒラタガムシ Chasmogenus orbus (Watanabe，1987)
ガムシ キイロヒラタガムシ Enochrus simulans (Sharp，1873)
ガムシ ヒガシキイロヒラタガムシ Enochrus umbratus (Sharp，1884)
ガムシ マルヒラタガムシ Enochrus subsignatus (Harold，1877)
ガムシ チビヒラタガムシ Enochrus esuriens (Walker，1858)
ガムシ オオヒラタガムシ Enochrus haroldi (Sharp，1884)
ガムシ キベリヒラタガムシ Enochrus japonicus (Sharp，1873)
ガムシ ウスグロヒラタガムシ Enochrus uniformis (Sharp，1884)
ガムシ ガムシ Hydrophilus acuminatus  Motschulsky，1853
ガムシ コガタガムシ Hydrophilus bilineatus cashimirensis  Redtenbacher，1892
ガムシ ヒメガムシ Sternolophus rufipes  (Fabricius，1792)
ガムシ コガムシ Hydrochara affinis (Sharp，1873)
ガムシ タマガムシ Amphiops mater  Sharp，1873
ガムシ マメガムシ Regimbartia attenuata (Fabricius，1801)
ガムシ ゴマフガムシ Berosus signaticollis punctipennis  Harold，1878
ガムシ トゲバゴマフガムシ Berosus lewisius  Sharp，1873
ガムシ ヤマトゴマフガムシ Berosus japonicus  Sharp，1873
エンマムシモドキ エンマムシモドキ Syntelia histeroides  Lewis，1882
エンマムシ ホソエンマムシ Niponius impressicollis  Lewis，1885
エンマムシ ツノブトホソエンマムシ Niponius obtusiceps  Lewis，1885
エンマムシ ヒメホソエンマムシ Niponius osorioceps  Lewis，1885
エンマムシ アリノスコブエンマムシ Eucurtiopsis ohtanii (K．Sawada，1994)
エンマムシ オオセスジエンマムシ Onthophilus ostreatus  Lewis，1879
エンマムシ キノコセスジエンマムシ Onthophilus flavicornis  Lewis，1884
エンマムシ キノコアカマルエンマムシ Notodoma fungorum  Lewis，1884
エンマムシ チョウジョウチビエンマムシ Baconia  (Binhister ) chujoi (Cooman，1941)
エンマムシ ヒラタエンマムシ Hololepta depressa  Lewis，1884
エンマムシ オオヒラタエンマムシ Hololepta amurensis  Reitter，1879
エンマムシ ヒメナガエンマムシ Platysoma  (Platysoma ) celatum  Lewis，1884
エンマムシ ニセヒメナガエンマムシ Platysoma (Platysoma ) rasile  Lewis，1884
エンマムシ マツナガエンマムシ Platysoma  (Platylister ) pini (Lewis，1884)
エンマムシ ナガエンマムシ Platysoma  (Cylister ) lineicollis (Marseul，1873)
エンマムシ ヤマトエンマムシ Hister japonicus  Marseul，1854
エンマムシ ヒメツヤエンマムシ Hister simplicisternus  Lewis，1879
エンマムシ アラメエンマムシ Zabromorphus punctulatus (Wiedemann，1817)
エンマムシ エンマムシ Merohister jekeli (Marseul，1857)
エンマムシ ムナクボエンマムシ Atholus depistor (Marseul，1873)
エンマムシ コツヤエンマムシ Atholus duodecimstriatus quatuordecimstriatus (Gyllenhal，1808)
エンマムシ ツヤマルエンマムシ Atholus pirithous (Marseul，1873)
エンマムシ キノコエンマムシ Margarinotus  (Ptomister ) boleti (Lewis，1884)
エンマムシ ニセヒメエンマムシ Margarinotus  (Ptomister ) agnatus (Lewis，1884)
エンマムシ オオサワヒメエンマムシ Margarinotus  (Ptomister ) cadavericola (Bickhardt，1920)
エンマムシ ヒメエンマムシ Margarinotus (Ptomister ) weymarni Wenzel，1944
エンマムシ ハコネエンマムシ Margarinotus  (Ptomister ) sutus (Lewis，1884)
エンマムシ コエンマムシ Margarinotus  (Grammostethus ) niponicus (Lewis，1895)
エンマムシ アカアリヅカエンマムシ Hetaerius gratus  Lewis，1884
エンマムシ クロアリヅカエンマムシ Hetaerius optatus  Lewis，1884
エンマムシ オオマメエンマムシ Dendrophilus  (Dendrophilus ) xavieri  Marseul，1873
エンマムシ ツブエンマムシ Anapleus semen (Lewis，1884)
エンマムシ アカツブエンマムシ Bacanius  (Mullerister ) niponicus (Lewis，1879)
エンマムシ コアカツブエンマムシ Bacanius  (Bacanius ) mikado (Lewis，1892)
エンマムシ クロチビエンマムシ Carcinops pumilio (Erichson，1834) ●
エンマムシ マルチビヒラタエンマムシ Australomalus montivagus (Lewis，1892)
エンマムシ フジチビヒラタエンマムシ Platylomalus fujisanus (Lewis，1892)
エンマムシ コチビヒラタエンマムシ Paromalus  (Paromalus ) vernalis  Lewis，1892
エンマムシ クロツブエンマムシ Chetabraeus bonzicus (Marseul，1873)
エンマムシ オオマルマメエンマムシ Gnathoncus nannetensis (Marseul，1862)
エンマムシ ルリエンマムシ Saprinus  (Saprinus ) splendens (Paykull，1811)
エンマムシ ドウガネエンマムシ Saprinus  (Saprinus ) planiusculus  Motschulsky，1849
エンマムシ ニセドウガネエンマムシ Saprinus  (Saprinus ) niponicus  Dahlgren，1962
エンマムシ ヒメハマベエンマムシ Hypocacculus  (Nessus ) asticus  Lewis，1911
エンマムシ ヤマハマベエンマムシ Hypocaccus  (Hypocaccus ) subaenus (Schmidt，1890)
エンマムシ カラカネハマベエンマムシ Hypocaccus  (Hypocaccus ) lewisii (Schmidt，1890)
エンマムシ ニセハマベエンマムシ Hypocaccus  (Hypocaccus ) sinae (Marseul，1862)
エンマムシ ハマベエンマムシ Hypocaccus  (Baeckmanniolus ) varians varians (Schmidt，1890)
エンマムシ ツヤハマベエンマムシ Eopachylopus ripae (Lewis，1885)
エンマムシ ツツエンマムシ Trypeticus fagi (Lewis，1884)
ダルマガムシ ハセガワセスジダルマガムシ Ochthebius  (?Enicocerus ) hasegawai Nakane et Matsui，1986
ダルマガムシ ホンシュウセスジダルマガムシ Ochthebius  (?Enicocerus ) japonicus Jäch，1998
ダルマガムシ ナカネセスジダルマガムシ Ochthebius  (?Enicocerus ) nakanei  Matsui，1986
ダルマガムシ ニッポンセスジダルマガムシ Ochthebius  (Ochthebius ) nipponicus Jäch，1998
ダルマガムシ セスジダルマガムシ Ochthebius  (Ochthebius ) inermis  Sharp，1884
ダルマガムシ コセスジダルマガムシ Ochthebius  (Ochthebius ) satoi  Nakane，1965
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ダルマガムシ クロコブセスジダルマガムシ Neochtebius granulosus  (M．Satô，1963)
ダルマガムシ ホソダルマガムシ Hydraena  (Hydraena ) riparia (Kugelan，1794)
ダルマガムシ メンノキダルマガムシ Hydraena  (Hydraena ) chifengi  Jäch, 1999
ダルマガムシ ミヤタケダルマガムシ Hydraena (Hydraenopsis ) miyatakei M．Satô，1959
ムクゲキノコムシ － Nossidium  sp．
ムクゲキノコムシ ヒサゴムクゲキノコムシ Cissidium adustipenne (Motschulsky，1868)
ムクゲキノコムシ メナシウスイロムクゲキノコムシ Ptinella yoshiii  Nakane，1943
ムクゲキノコムシ ヒメヒラタムクゲキノコムシ Microptilium pulchellum  (Allibert，1844)
ムクゲキノコムシ ニホンムクゲキノコムシ Baeocrara japonica (Matthews，1885)
ムクゲキノコムシ ムナビロムクゲキノコムシ Acrotrichis lewisii (Matthews，1884)
ムクゲキノコムシ エビチャムクゲキノコムシ Acrotrichis cursitans (Nietner，1856)
ムクゲキノコムシ ケシツブムクゲキノコムシ Acrotrichis sericans (Heer，1841)
ムクゲキノコムシ ニジムクゲキノコムシ Acrotrichis pulchellipennis  Y．Sawada et Hirowatari，2002
ムクゲキノコムシ イソムクゲキノコムシ？ Actinopterix  sp．?
タマキノコムシ クシモモタマキノコムシ Triarthron maerkeli  Märkel，1840
タマキノコムシ チャヅツタマキノコムシ Hydnobius  akitsuensis  Hoshina et Sunada，2003
タマキノコムシ アラメオオタマキノコムシ Leiodes multipunctata (Rye，1875)
タマキノコムシ アカオオタマキノコムシ Leiodes alpicola  Nakane，1963
タマキノコムシ タケイオオタマキノコムシ Leiodes fracta (Seidlitz，1874)
タマキノコムシ キイロオオタマキノコムシ Leiodes ohkawai  Nakane，1963
タマキノコムシ オオサワオオタマキノコムシ Leiodes osawai  Nakane，1963
タマキノコムシ － Leiodes  (Leiodes ) izuensis  Nakane，1989
タマキノコムシ チビタマキノコムシ Zeadlopus japonicus (Champion，1924)
タマキノコムシ ミフシチビタマキノコムシ Creagrophorus japonicus  Daffner，1989
タマキノコムシ オチバヒメタマキノコムシ Colenis terena  Hisamatsu，1985
タマキノコムシ ルナラクヨウタマキノコムシ Colenis lunaris  Hoshina，1999
タマキノコムシ ニシラクヨウタマキノコムシ Colenis saikaidoensis saikaidoensis  Hoshina，1999
タマキノコムシ オオヒメタマキノコムシ Pseudoliodes lata (Portevin，1905)
タマキノコムシ チャイロヒメタマキノコムシ Pseudoliodes strigosula (Portevin，1905)
タマキノコムシ ウスイロヒメタマキノコムシ Pseudocolenis hilleri  Reitter，1884
タマキノコムシ ミヤマヒカゲタマキノコムシ Cyrtusa stewarti  Daffner, 1989
タマキノコムシ ベンザイテンヒカゲタマキノコムシ Cyrtusa sarasvati  Hoshima，1998
タマキノコムシ ヒトツメタマキノコムシ Liodopria maculicollis  Nakane，1963
タマキノコムシ クリイロヒゲブトタマキノコムシ Anisotoma castanea niponensis  Hisamatsu，1985
タマキノコムシ ハバビロヒゲブオタマキノコムシ Anisotoma curta (Portevin，1927)
タマキノコムシ オビスジヒゲブトタマキノコムシ Anisotoma didymata (Portevin，1927)
タマキノコムシ コゲチャヒゲブトタマキノコムシ Anisotoma frontalis (Portenin，1927)
タマキノコムシ ズモンヒゲブトタマキノコムシ Anisotoma annae  Svec，1992
タマキノコムシ ベニモンヒゲブトタマキノコムシ Anisotoma biplagiata (Portevin，1927)
タマキノコムシ － Anisotoma japonica  Portevin，1908?
タマキノコムシ セマルタマキノコムシ Cyrtoplastus seriepunctatus (Brisout，1867)
タマキノコムシ カイセマルタマキノコムシ Cyrtoplastus hiranoi  Hoshina，1996
タマキノコムシ アカバマルタマキノコムシ Sphaeroliodes rufescens Portevin，1905
タマキノコムシ オオマルタマキノコムシ Agathidium (Cyphoceble ) subcostatum Portevin，1905
タマキノコムシ ワモンマルタマキノコムシ Agathidium  (Cyphoceble ) annulatum  Hisamatsu，1957
タマキノコムシ キョウトマルタマキノコムシ Agathidium  (Neoceble ) kyotoense Angelini et De Marzo，1988
タマキノコムシ ヒゲナガマルタマキノコムシ Agathidium  (Neoceble ) longicorne  Portevin，1908
タマキノコムシ － Agathidium  (Neoceble ) aeneum Angelini et De Marzo，1988?
タマキノコムシ － Agathidium  (Neoceble ) cribratum  Portevin，1905
タマキノコムシ － Agathidium  (Neoceble ) dubium  Portevin，1908
タマキノコムシ ツノマルタマキノコムシ Agathidium  (Neoceble ) cornutum Portevin，1927
タマキノコムシ セモンマルタマキノコムシ Agathidium  (Neoceble ) derispioides  Nakane，1954
タマキノコムシ サガミモンマルタマキノコムシ Agathidium  (Neoceble ) yukihikoi  Hoshina，1997
タマキノコムシ フジマルタマキノコムシ Agathidium  (Neoceble ) fujiyamaense  Hoshina，1997
タマキノコムシ － Agathidium  (Neoceble ) confusum  Brisout，1863?
タマキノコムシ － Agathidium  (Neoceble ) kamikaze Angelini et De Marzo，1988
タマキノコムシ ヒゴマルタマキノコムシ Agathidium  (Neoceble ) piceolum  Hlisnikovsky，1964
タマキノコムシ ニセオオマルタマキノコムシ？ Agathidium  (Agathidium ) cariniceps  Hisamatsu，1956?
タマキノコムシ ツヤマルタマキノコムシ Agathidium (Agathidium ) sublaevigatum Portevin，1908
タマキノコムシ マルムネマルタマキノコムシ Agathidium  (Agathidium ) crassicorne  Portevin，1908
タマキノコムシ ジョウシュウマルタマキノコムシ Agathidium  (Microceble ) carinatum  Angelini et De Marzo, 1988
タマキノコムシ ツブタマキノコムシ Besuchetionella nipponica Angelini et Peck，2000
タマキノコムシ ヤマトヒゲブトチビシデムシ Colon  (Myloechus ) japonicum  Hisamatsu，1970
タマキノコムシ ババヒゲブトチビシデムシ Colon  (Myloechus ) babai  Nakane，1983
タマキノコムシ ハギニセチビシデムシ Ptomaphagus kuntzeni  Sokolowski，1957
タマキノコムシ タカオニセチビシデムシ Ptomaphaginus takaosanus  Nakane，1982
タマキノコムシ ヒメチビシデムシ Nemadus japanus  Coiffait et S．Uéno，1955
タマキノコムシ イシハラヒメチビシデムシ Nemadus ishiharai  Miyama，1985
タマキノコムシ クリバネチビシデムシ Nemadus pusillimus (Kraatz，1877)
タマキノコムシ ホソアシチビシデムシ Cholevodes tenuitarsis  Portevin，1928
タマキノコムシ オオクロチビシデムシ Prinochaeta harmandi Portevin，1902
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タマキノコムシ カバイロコチビシデムシ Sciodrepoides fumatus (Spence，1815)
タマキノコムシ ホソムネコチビシデムシ Mesocatops japonicus (Jeannel，1936)
タマキノコムシ ヒレルチビシデムシ Catops hilleri  Kraatz，1877
タマキノコムシ ミヤマチビシデムシ Catops sparcepunctatus  Jeannel，1936
タマキノコムシ アカアシチビシデムシ Catops angustipes apicalis Portevin，1914
タマキノコムシ ルイスチビシデムシ Catops angustitarsis lewisi  Jeannel，1936
タマキノコムシ クシヒゲチビシデムシ Catopodes fuscifrons (Kraatz，1877)
コケムシ チビナガコケムシ Euthicomus paradoxus  K．Sawada，1962
コケムシ ムナビロコケムシ Cephennodes  japonicum  (Sharp, 1874)
コケムシ ウシオムナビロコケムシ Chelonoidum araiorum  Jałoszyński，2003
コケムシ シリブトヒメコケムシ Euconnus  (Euconophron ) fustiger (Sharp，1874)
コケムシ ヒゲナガヒメコケムシ Euconnus  (Euconnus ) japonicus (Sharp，1874)
コケムシ － Scydmaeus  (Scydmaeus ) angustulus  Csiki，1919
シデムシ クロシデムシ Nicrophorus concolor  Kraatz，1877
シデムシ ヒメクロシデムシ Nicrophorus tenuipes  Lewis，1887
シデムシ マエモンシデムシ Nicrophorus maculifrons  Kraatz，1877
シデムシ ヨツボシモンシデムシ Nicrophorus quadripunctatus  Kraatz，1877
シデムシ ヒメモンシデムシ Nicrophorus montivagus  Lewis，1887
シデムシ ヒロオビモンシデムシ Nicrophorus investigator latifasciatus  Lewis，1884
シデムシ ツノグロモンシデムシ Nicrophorus vespilloides (Herbst，1784)
シデムシ ヤマトモンシデムシ Nicrophorus japonicus  Harold，1877
シデムシ コクロシデムシ Ptomascopus morio  Kraatz，1877
シデムシ オオモモブトシデムシ Necrodes littoralis  Linnaeus，1758
シデムシ モモブトシデムシ Necrodes nigricornis  Harold，1875
シデムシ ビロウドヒラタシデムシ Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus，1758)
シデムシ カバイロヒラタシデムシ Oiceoptoma subrufum (Lewis，1888)
シデムシ クロボシヒラタシデムシ Oiceoptoma nigropunctatum (Lewis，1888)
シデムシ ホソヒラタシデムシ Silpha longicornis  Portevin，1926
シデムシ ヒラタシデムシ Silpha perforata venatoria  Harold，1877
シデムシ オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica (Motschulsky，1860)
シデムシ ベッコウヒラタシデムシ Eusilpha  (Calosilpha ) brunneicollis (Kraatz，1877)
シデムシ チョウセンベッコウヒラタシデムシ Eusilpha  (Calosilpha ) bicolor imasakai  M．Nishikawa，1986
シデムシ ヒメヒラタシデムシ Thanatophilus sinuatus  Fabricius，1775
シデムシ オニヒラタシデムシ Thanatophilus rugosus (Linnaeus，1761)
シデムシ ヨツボシヒラタシデムシ Xylodrepa sexcarinata (Motschulsky，1860)
ツヤシデムシ アカスジツヤシデムシ Pteroloma rufovittatum  Nakane，1955
ツヤシデムシ チャイロホソツヤシデムシ Apteroloma carathoides (Portevin，1914)
ツヤシデムシ ムナグロホソツヤシデムシ Apteroloma discicolle discicolle (Lewis，1893)
ツヤシデムシ ウスイロオサシデムシ Ipelates curtus (Portevin，1914)
ツヤシデムシ オサシデムシ Ipelates striatipennis (Lewis，1893)
ハネカクシ イトヒゲニセマキムシ Dasycerus japonicus  Nakane，1963
ハネカクシ アカアシスジデオキノコムシ Ascaphium sulcipenne  Lewis，1893
ハネカクシ ホソスジデオキノコムシ Ascaphium tibiale  Lewis，1893
ハネカクシ ヒメセスジデオキノコムシ Ascaphium apicale  Lewis，1893
ハネカクシ アカバデオキノコムシ Episcaphium semirufum  Lewis，1893
ハネカクシ チュウジョウデオキノコムシ Scaphidium chujoi Löbl，1967
ハネカクシ シリアカデオキノコムシ Scaphidium rufopygum  Lewis，1893
ハネカクシ ヒメクロデオキノコムシ Scaphidium incisum  Lewis，1893
ハネカクシ ヘリアカデオキノコムシ Scaphidium reitteri  Lewis，1879
ハネカクシ ヒメデオキノコムシ Scaphidium femorale  Lewis，1893
ハネカクシ コヒメデオキノコムシ Scaphidium montivagum  Shirozu et Morimoto，1963
ハネカクシ エグリデオキノコムシ Scaphidium emarginatum  Lewis，1893
ハネカクシ ヤマトデオキノコムシ Scaphidium japonum  Reitter，1877
ハネカクシ コカメノコデオキノコムシ Cyparium laevisternale  Nakane，1963
ハネカクシ カメノコデオキノコムシ Cyparium mikado  Achard，1923
ハネカクシ ツブデオキノコムシ Pseudobironium lewisi  Achard，1923
ハネカクシ クリイロケシデオキノコムシ Scaphisoma castaneipenne  Reitter，1877
ハネカクシ アカケシデオキノコムシ Scaphisoma rufum  Achard，1923
ハネカクシ ニセツマキケシデオキノコムシ Scaphisoma austerum Löbl，1965
ハネカクシ ツマキケシデオキノコムシ Scaphisoma haemorrhoidale  Reitter，1877
ハネカクシ アカミケシデオキノコムシ Scaphisoma rubrum  Reitter，1877
ハネカクシ アカグロケシデオキノコムシ Scaphisoma gentile Löbl，1981
ハネカクシ ガロアケシデオキノコムシ Scaphisoma galloisi  Achard，1923
ハネカクシ アシブトケシデオキノコムシ Scaphisoma crassipes  Achard，1923
ハネカクシ ヒサマツケシデオキノコムシ Scaphisoma hisamatsui Löbl，1981
ハネカクシ ヤマトホソケシデオキノコムシ Toxidium aberrans  Achard，1923
ハネカクシ トビイロホソケシデオキノコムシ Scaphobaeocera japonica (Reitter，1880)
ハネカクシ セスジチビハネカクシ Micropeplus fulvus japonicus  Sharp，1874
ハネカクシ ナガセスジチビハネカクシ Micropeplus hiromasai  Watanabe et Shibata，1965
ハネカクシ オサシデムシモドキ Apatetica princeps (Sharp，1874)
ハネカクシ シラオビシデムシモドキ Nodymus leucofasciatus  Lewis，1879
ハネカクシ セミゾヒラタハネカクシ Siagonium nobile  Sharp，1889
ハネカクシ ヒメヒラタハネカクシ Siagonium debile  Sharp，1889
ハネカクシ ヒラタハネカクシ Siagonium vittatum  Fauvel，1875
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ハネカクシ ホソヒラタハネカクシ Siagonium gracile  Sharp，1889
ハネカクシ オオヒラタハネカクシ Piestoneus lewisii  Sharp，1889
ハネカクシ コチビホソハネカクシ Neolosus aper (Sharp，1889)
ハネカクシ チビホソハネカクシ Nacaeus longulus (Sharp，1874)
ハネカクシ ウスイロチビホソハネカクシ Paralispinus exiguus (Erichson，1840)
ハネカクシ オオウスバハネカクシ Eleusis coarctata  Sharp，1889
ハネカクシ クロツヤハネカクシ Priochirus japonicus  Sharp，1889
ハネカクシ チビハバビロハネカクシ Proteinus crassicornis  Sharp，1874
ハネカクシ セマルハバビロハネカクシ Megarthrus convexus  Sharp，1874
ハネカクシ ハバビロハネカクシ Megarthrus japonicus  Sharp，1874
ハネカクシ エダモンハバビロハネカクシ Megarthrus corticalis  Sharp，1889
ハネカクシ クロモンハバビロハネカクシ Megarthrus scriptus  Sharp，1889
ハネカクシ － Megarthrus montanus  K．Sawada，1962
ハネカクシ － Megarthrus parallelus  Sharp，1874
ハネカクシ － Megarthrus conspirator  Cuccodoro，1996
ハネカクシ クロモンシデムシモドキ Trigonodemus lebioides (Kraatz，1877)
ハネカクシ キイロツヤシデムシモドキ Camioleum loripes  Lewis，1893
ハネカクシ ハナムグリハネカクシ Eusphalerum  (Eusphalerum ) pollens (Sharp，1889)
ハネカクシ － Eusphalerum  (Eusphalerum ) takane  Y．Watanabe，1990
ハネカクシ － Eusphalerum  (Eusphalerum ) sanae  Y．Watanabe，1990
ハネカクシ － Eusphalerum  (Eusphalerum ) shizuokanum  Y．Watanabe，1990
ハネカクシ － Eusphalerum  (Eusphalerum ) yasukawai  Y．Watanabe，1990
ハネカクシ キイロハナムグリハネカクシ Eusphalerum  (Eusphalerum ) parallelum (Sharp，1889)
ハネカクシ キバネツヤヨツメハネカクシ Orochares japonica  Cameron，1933
ハネカクシ セミゾヨツメハネカクシ Omalium japonicum  Sharp，1874
ハネカクシ ムナクボヨツメハネカクシ Omalium niponense  Sharp，1889
ハネカクシ ヘリトゲヨツメハネカクシ Pycnoglypta denticollis (Sharp，1889)
ハネカクシ － Pycnoglypta japonica  Y．Watanabe，1980
ハネカクシ － Mannerheimia curtellum (Sharp，1889)
ハネカクシ ヒラタヨツメハネカクシ Phloeostiba plana (Paykull，1792)
ハネカクシ ホソヨツメハネカクシ Xylostiba tahirai  Y．Watanabe，1997
ハネカクシ アロウヨツメハネカクシ Olophrum arrowi  Scheerpeltz，1929
ハネカクシ － Olophrum subsolanum  Y．Watanabe，1990
ハネカクシ － Olophrum tadashii  Y．Watanabe，1990
ハネカクシ － Olophrum japonicum  Scheerpeltz，1929
ハネカクシ ネアカヨツメハネカクシ Lesteva plagiata  Sharp，1889
ハネカクシ － Lesteva minima  Y．Watanabe，1990
ハネカクシ フタモンヨツメハネカクシ Lesteva fenestrata  Sharp，1874
ハネカクシ － Lesteva persimilis  Cameron，1930
ハネカクシ － Lesteva nipponica  Y．Watanabe，1990
ハネカクシ ムモンヨツメハネカクシ Lesteva crassipes  Sharp，1889
ハネカクシ － Lesteva japonica  Y．Watanabe，1990
ハネカクシ ミズギワヨツメハネカクシ Psephidonus lestevoides  Sharp，1889
ハネカクシ － Psephidonus hammondi  Y．Watanabe，1990
ハネカクシ － Psephidonus nipponensis  Y．Watanabe，1990
ハネカクシ － Psephidonus pusillus  Y．Watanabe，1990
ハネカクシ クロミズギワヨツメハネカクシ Psephidonus caliginosus (Sharp，1889)
ハネカクシ クロヒラタカタホソハネカクシ Liophilydrodes pullus (Nakane et K．Sawada，1956)
ハネカクシ カタホソハネカクシ Philydrodes  (Philydrodes ) aquatilis (Sharp，1889)
ハネカクシ － Philydrodes  (Philydrodes ) horioi  Nakane et K．Sawada，1956
ハネカクシ － Philydrodes  (Philydrodes ) gigas  Y．Watanabe，1990
ハネカクシ － Philydrodes  (Philydrodes ) similis  Nakane et K．Sawada，1956
ハネカクシ － Philydrodes  (Minyphilydrodes ) maculatus  Y．Watanabe，1990
ハネカクシ － Philydrodes  (Minyphilydrodes ) shimomurai  Y．Watanabe，1990
ハネカクシ － Philydrodes  (Minyphilydrodes ) niger  Y．Watanabe，1990
ハネカクシ シリブトヨツメハネカクシ Eudectus rufulus  Weise，1877
ハネカクシ ムネボソヨツメハネカクシ Boreaphilus japonicus  Sharp，1874
ハネカクシ － Coryphium nikkoense (K．Sawada，1964)
ハネカクシ スジヒラタハネカクシ Pseudopsis watanabei  Herman，1975
ハネカクシ ハラビロハネカクシ Deleaster yokoyamai Adachi，1935
ハネカクシ セミゾキノカワハネカクシ Coprophilus impressus  Sharp，1889
ハネカクシ アカバキノカワハネカクシ Coprophilus adachii (Y．Watanabe et Y．Shibata，1961)
ハネカクシ キノカワハネカクシ Coprophilus simplex (Sharp，1889)
ハネカクシ ツマグロカワベハネカクシ Bledius lucidus  Sharp，1874
ハネカクシ ヒゲナガカワベハネカクシ Bledius orphinus  Sharp，1874
ハネカクシ キベリカワベハネカクシ Bledius curvicornis  Sharp，1889
ハネカクシ ツヤムネカワベハネカクシ Bledius obtusus  Sharp，1889
ハネカクシ オオツカスソハダケハネカクシ？ Thinobius  (Platyderothinophilus ) ootukai  Naomi，1995?
ハネカクシ ナミヨコセミゾハネカクシ Ochthephilus vulgaris  Y．Watanabe et Y．Shibata，1961
ハネカクシ ユミセミゾハネカクシ Thinodromus sericatus (Sharp，1889)
ハネカクシ アカアシユミセミゾハネカクシ Thinodromus deceptor (Sharp, 1889)
ハネカクシ ヤマトユミセミゾハネカクシ Thinodromus japonicus (Cameron，1933)
ハネカクシ ニセユミセミゾハネカクシ Carpelimus vagus (Sharp, 1889)
ハネカクシ チビニセユミセミゾハネカクシ Carpelimus exiguus (Erichson，1839)
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ハネカクシ クロヒメカワベハネカクシ Platystethus operosus  Sharp，1874
ハネカクシ クロズマグソセスジハネカクシ Oxytelus bengalensis  Erichson，1840
ハネカクシ キバネセスジハネカクシ Oxytelus piceus (Linnaeus，1767)
ハネカクシ クロズセスジハネカクシ Oxytelus nigriceps  Kraatz，1859
ハネカクシ － Oxytelus iners  Weise，1877
ハネカクシ アカセスジハネカクシ Oxytelus incisus  Motschulsky，1857
ハネカクシ ヒメアカセスジハネカクシ Oxytelus migrator  Fauvel，1904
ハネカクシ － Oxytelus  (Tanycraerus ) montivagus  Ito，1994
ハネカクシ セスジハネカクシ Anotylus cognatus (Sharp，1874)
ハネカクシ トビイロセスジハネカクシ Anotylus vicinus (Sharp，1874)
ハネカクシ シワバネセスジハネカクシ Anotylus mimulus (Sharp，1874)
ハネカクシ アバタセスジハネカクシ Anotylus antennaris (Bernhauer，1907)
ハネカクシ ヒメクロセスジハネカクシ Anotylus laticornis (Sharp，1874)
ハネカクシ チビクロセスジハネカクシ Anotylus latiusculus (Kraatz，1859)
ハネカクシ ルイスセスジハネカクシ Anotylus lewisius (Sharp，1874)
ハネカクシ ヒラタセスジハネカクシ Anotylus japonicus (Cameron，1930)
ハネカクシ － Anotylus hosodai  Ito，1991
ハネカクシ － Anotylus gibbulus (Eppelsheim，1877)？
ハネカクシ － Anotylus nitidifrons (Wollaston，1871)
ハネカクシ ムネトゲセスジハネカクシ Oxytelopsis shibatai  T. Ito, 1987
ハネカクシ ヒメフトツツハネカクシ Mimogonus microps (Sharp，1889)
ハネカクシ ツノフトツツハネカクシ Osorius taurus  Sharp，1889
ハネカクシ フトツツハネカクシ Osorius angustulus  Sharp，1874
ハネカクシ ナガツツハネカクシ Saegerius japonicus  Naomi，1987
ハネカクシ ムネアカオキバハネカクシ Oxyporus rufus osawai  Nakane et K．Sawada，1956
ハネカクシ オオキバハネカクシ Oxyporus japonicus  Sharp，1889
ハネカクシ ハスオビオオキバハネカクシ Oxyporus triangulum  Sharp，1889
ハネカクシ クロオオキバハネカクシ Oxyporus niger  Sharp，1889
ハネカクシ オオズオオキバハネカクシ Oxyporus parcus  Sharp，1889
ハネカクシ アカバオオキバハネカクシ Oxyporus maculiventris  Sharp，1889
ハネカクシ イクチオオキバハネカクシ Oxyporus germanus  Sharp，1889
ハネカクシ ヒメオオキバハネカクシ Oxyporus basicornis  Cameron，1930
ハネカクシ ネアカオオキバハネカクシ Oxyporus basiventris  Jarrige，1948
ハネカクシ カタモンオキバハネカクシ Pseudoxyporus humeralis (Sharp，1889)
ハネカクシ アシナガオオキバハネカクシ Pseudoxyporus longipes (Sharp，1889)
ハネカクシ ヨコモンオオキバハネカクシ Pseudoxyporus hoplites (Sharp，1889)
ハネカクシ ホソオオキバハネカクシ Pseudoxyporus angusticeps (Bernhauer，1938)
ハネカクシ メダカオオキバハネカクシ Megalopinus japonicus (Nakane，1957)
ハネカクシ ホソフタホシメダカハネカクシ Stenus  (Stenus ) alienus  Sharp，1874
ハネカクシ フタホシメダカハネクカシ Stenus  (Stenus ) tenuipes  Sharp，1874
ハネカクシ スジクロメダカハネカクシ Stenus  (Stenus ) anthracinus  Sharp，1889
ハネカクシ ナガメダカハネカクシ Stenus  (Stenus ) kobensis  Cameron，1930
ハネカクシ ルイスメダカハネカクシ Stenus  (Stenus ) lewisius  Sharp，1874
ハネカクシ ドウボソメダカハネクカシ Stenus  (Stenus ) macies  Sharp，1874
ハネカクシ ニシカワメダカハネカクシ Stenus  (Stenus ) nishikawai  Naomi，1988
ハネカクシ ザウテルメダカハネカクシ Stenus  (Stenus ) sauteri  Bernhauer，1907
ハネカクシ ヒザグロメダカハネカクシ Stenus  (Stenus ) distans  Sharp, 1889
ハネカクシ ヒメメダカハネカクシ Stenus  (Nestus ) japonicus  Sharp，1874
ハネカクシ コクロメダカハネカクシ Stenus  (Nestus ) melanarius verecundus  Sharp，1874
ハネカクシ ミカドメダカハネクカシ Stenus  (Nestus ) mikado  Hromádka，1979
ハネカクシ － Stenus  (Nestus ) puberulus  Sharp，1874
ハネカクシ ササジメダカハネクカシ Stenus  (Nestus ) sasajii  Naomi，1988
ハネカクシ キアシホソメダカハネカクシ Stenus  (Parastenus ) rugipennis  Sharp，1874
ハネカクシ オオツヤメダカハネクカシ Stenus  (Parastenus ) sharpi  Bernhauer et Shubert，1911
ハネカクシ フトフタテンメダカハネカクシ Stenus  (Parastenus ) coronatus zipanguensis  Puthz, 1968
ハネカクシ アシュラメダカハネカクシ Stenus  (Hypostenus ) asyura  Naomi，1988
ハネカクシ バサラメダカハネカクシ Stenus  (Hypostenus ) basara  Naomi，1988
ハネカクシ ボサツメダカハネカクシ Stenus (Hypostenus ) bosatsu Naomi，1989
ハネカクシ アシマダラメダカハネカクシ Stenus  (Hypostenus ) cicindeloides (Schaller，1783)
ハネカクシ キアシチビメダカハネカクシ Stenus  (Hypostenus ) dissimilis  Sharp，1874
ハネカクシ ズグロメダカハネカクシ Stenus  (Hypostenus ) flavidulus flavidulus  Sharp，1889
ハネカクシ カラカネツヤメダカハネカクシ Stenus  (Hypostenus ) mercator  Sharp，1889
ハネカクシ ヒジリメダカハネカクシ Stenus  (Hypostenus ) hijiri  Naomi，1989
ハネカクシ － Stenus  (Hypostenus ) toshiharui  Naomi，1990
ハネカクシ － Stenus  (Hypostenus ) uenoi  Naomi，1990
ハネカクシ － Stenus  (Hypostenus ) vernalis  Naomi，1997
ハネカクシ ニセメダカハネカクシ Stenaesthetus sunioides  Sharp，1874
ハネカクシ スジツヤチビハネカクシ Edaphus carinicollis Bernhauer, 1907
ハネカクシ アカバクビブトハネカシ Pinophilus rufipennis (Sharp，1874)
ハネカクシ ルイスクビブトハネカクシ Pinophilus lewisius  Sharp，1874
ハネカクシ アラハダドウナガハネカクシ Palaminus japonicus  Cameron，1930
ハネカクシ クロバネアリガタハネカクシ Oedechirus lewisius  Sharp，1874
ハネカクシ アオバアリガタハネカクシ Paederus fuscipes (Curtis，1823)
ハネカクシ エゾアリガタハネカクシ Paederus parallelus  Weise，1877
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ハネカクシ コアリガタハネカクシ Megalopaederus lewisi (Cameron，1930)
ハネカクシ クロサワアリガタハネカクシ Megalopaederus kurosawai  Y．Watanabe，1986
ハネカクシ ヒメアバタコバネハネカクシ Nazeris optatus (Sharp，1889)
ハネカクシ － Nazeris angustus  Ito，1992
ハネカクシ － Nazeris watanabei  Ito，1990
ハネカクシ － Nazeris nipponicus  Ito，1991
ハネカクシ － Nazeris masaohayashii  Ito，1991
ハネカクシ フタホシシリグロハネカクシ Astenus maculipennis (Kraatz，1859)
ハネカクシ ヒメシリグロハネカクシ Astenus brevipes (Sharp，1874)
ハネカクシ ヤマトシリグロハネカクシ Astenus chloroticus (Sharp，1874)
ハネカクシ キアシシリグロハネカクシ Astenus latifrons (Sharp，1874)
ハネカクシ オオシリグロハネカクシ Astenus suffusus (Sharp，1874)
ハネカクシ － Astenus japonicus  Zhao et Sakai，1999
ハネカクシ － Astenus indicus  (Kraatz, 1859)
ハネカクシ タチゲクビボソハネカクシ Stilicopsis setigera (Sharp，1874)
ハネカクシ オオクビボソハネカクシ Stilicoderus signatus  Sharp，1889
ハネカクシ ヤマトクビボソハネカクシ Stilicoderus japonicus  Y．Shibata，1968
ハネカクシ エビチャクビナガハネカクシ Procirrus lewisii  Sharp，1889
ハネカクシ キバネクビボソハネカクシ Rugilus ceylanensis (Kraatz，1859)
ハネカクシ クビボソハネカクシ Rugilus rufescens (Sharp，1874)
ハネカクシ ツマキクビボソハネカクシ Rugilus japonicus  Y．Watanabe，1961
ハネカクシ ハネナガクビボソハネカクシ Rugilus longipennis (Sharp，1889)
ハネカクシ アカアシクロトガリハネカクシ Medon discedens  Sharp，1889
ハネカクシ ネアカトガリハネカクシ Medon lewisius (Sharp，1874)
ハネカクシ ヨコモントガリハネカクシ Medon submaculatus  Sharp，1889
ハネカクシ チビトガリハネカクシ Sunius debilicornis (Wollaston，1857)
ハネカクシ クロズトガリハネカクシ Lithocharis nigriceps  Kraatz，1859
ハネカクシ クロニセトガリハネカクシ Achenomorphus lithocharoides (Sharp，1874)
ハネカクシ ニセトガリハネカクシ Isocheilus staphylinoides (Kraatz，1859)
ハネカクシ チビクビボソハネカクシ Scopaeus virilis  Sharp，1874
ハネカクシ ヒメクビボソハネカクシ Scopaeus currax  Sharp，1889
ハネカクシ － Scopaeus japonicus  Cameron，1933
ハネカクシ － Scopaeus complex  Sharp，1874
ハネカクシ － Scopaeus rufescens Adachi，1955
ハネカクシ － Scopaeus trapeziceps  Frisch，2003
ハネカクシ コマルズハネカクシ Domene curtipennis  Sharp，1889
ハネカクシ ダイミョウマルズハネカクシ Domene daimio  Sharp，1889
ハネカクシ オオマルズハネカクシ Domene crassicornis (Sharp，1874)
ハネカクシ アカバナガハネカクシ Lathrobium dignum  Sharp，1874
ハネカクシ アカバチビナガハネカクシ Lathrobium kobense  Sharp，1874
ハネカクシ キアシナガハネカクシ Lathrobium pallipes  Sharp，1889
ハネカクシ ヒゲブトナガハネカクシ Lathrobium monilicorne  Sharp，1889
ハネカクシ ツマグロナガハネカクシ Lathrobium unicolor  Kraatz，1859
ハネカクシ コバネナガハネカクシ Lathrobium pollens  Sharp，1889
ハネカクシ － Lathrobium nishikawai  Y．Watanabe，1986
ハネカクシ － Lathrobium shizuokaense  Y．Watanabe，1986
ハネカクシ － Lathrobium  (Lathrobium ) kusamai  Y．Watanabe，1999
ハネカクシ － Lathrobium  (Lathrobium ) tahirai  Y．Watanabe，2001
ハネカクシ キモンナガハネカクシ Lobrathium cribricolle (Sharp，1889)
ハネカクシ － Lobrathium mizunoi  Ito，1996
ハネカクシ ヨシダナガハネカクシ Lobrathium yoshidai yoshidai  (Adachi，1955)
ハネカクシ クロナガエハネカクシ Ochthephilum densipenne (Sharp，1889)
ハネカクシ ツマアカナガエハネカクシ Ochthephilum kurosai Ito，1996
ハネカクシ アカバナガエハネカクシ Ochthephilum pectorale (Sharp，1874)
ハネカクシ － Ochthephilum  chibaense  Naomi, 1995?
ハネカクシ ズナガホソクビハネカクシ Zeteotomus maximus (Bernhauer，1907)
ハネカクシ ツマキツヤナガハネカクシ Nudobius apicipennis  Sharp，1889
ハネカクシ ウスバヒメナガハネカクシ Leptacinus japonicus  Cameron，1933
ハネカクシ チャイロホソムネハネカクシ Stenistoderus nothus (Erichson，1839)
ハネカクシ オオキバネナガハネカクシ Lepidophallus japopnicus (Sharp，1874)
ハネカクシ キバネナガハネカクシ Lepidophallus suffusus (Sharp，1874)
ハネカクシ ホソガタナガハネカクシ Hypnogyra tubulus (Sharp，1889)
ハネカクシ クロバネナガハネカクシ Nudobius pleuralis (Sharp，1874)
ハネカクシ ウスアカバホソハネカクシ Othius medius  Sharp，1874
ハネカクシ アカバホソハネカクシ Othius rufipennis (Sharp，1874)
ハネカクシ カタアカホソハネカクシ Atrecus pilicornis (Paykull，1790)
ハネカクシ コガシラホソハネカクシ Diochus japonicus  Cameron，1930
ハネカクシ アカバヒメホソハネカクシ Neobisnius pumilus (Sharp，1874)
ハネカクシ スソアカヒメホソハネカクシ Neobisnius inornatus (Sharp，1889)
ハネカクシ クロヒメホソハネカクシ Erichsonius kobensis (Cameron，1933)
ハネカクシ オオアカバコガシラハネカクシ Philonthus spinipes  Sharp，1874
ハネカクシ クロコガシラハネカクシ Philonthus japonicus  Sharp，1874
ハネカクシ ズマルコガシラハネカクシ Philonthus addendus  Sharp，1867
ハネカクシ ルリコガシラハネカクシ Philonthus cyanipennis (Fabricius，1792)
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ハネカクシ ドウガネコガシラハネカクシ Philonthus aeneipennis  Boheman，1858
ハネカクシ オオドウガネコガシラハネカクシ Philonthus lewisius  Sharp，1874
ハネカクシ ツヤアカバコガシラハネカクシ Philonthus discrepens  Sharp，1889
ハネカクシ カクコガシラハネカクシ Philonthus rectangulus  Sharp，1874
ハネカクシ チビカクコガシラハネカクシ Philonthus discoideus  Gravenhorst，1802
ハネカクシ クロスジコガシラハネカクシ Philonthus virgatus  Sharp，1889
ハネカクシ ヒメホソコガシラハネカクシ Philonthus wusthoffi  Bernhauer，1938
ハネカクシ キアシチビコガシラハネカクシ Philonthus numata  Dvorák，1958
ハネカクシ アシナガコガシラハネカクシ Philonthus subvarians  K.Sawada，1965
ハネカクシ ヘリアカバコガシラハネカクシ Philonthus solidus  Sharp，1874
ハネカクシ ヒゲナガコガシラハネカクシ Philonthus longicornis  Stephens，1832
ハネカクシ ドウバネコガシラハネカクシ Philonthus cunctator  Sharp，1889
ハネカクシ マルコガシラハネカクシ Philonthus macies  Sharp，1874
ハネカクシ キヌコガシラハネカクシ Philonthus seicans  Sharp，1874
ハネカクシ フタイロコガシラハネカクシ Philonthus kobensis  Sharp，1874
ハネカクシ アカヒラタコガシラハネカクシ Philonthus macrocephalus  Sharp，1889
ハネカクシ ヒラタコガシラハネカクシ Philonthus spadiceus  Sharp，1889
ハネカクシ チャバネコガシラハネカクシ Philonthus gastralis  Sharp，1874
ハネカクシ ムネスジコガシラハネカクシ Philonthus rutiliventris  Sharp，1874
ハネカクシ トゲツメコガシラハネカクシ Philonthus nakanei  K．Sawada，1965
ハネカクシ ツヤウミベハネカクシ Philonthus nudus  Sharp，1874
ハネカクシ － Philonthus frater  Bernhauer，1909
ハネカクシ ゴミコガシラハネカクシ Philonthus minutus  Boheman，1848
ハネカクシ タテミゾコガシラハネカクシ Gabronthus sulcifrons (Sharp，1889)
ハネカクシ ホソチャバネコガシラハネカクシ Rabigus tenuis (Fabricius，1792)
ハネカクシ チャイロコガシラハネカクシ Bisnius germanus  Sharp，1874
ハネカクシ オオズコガシラハネカクシ Bisnius parcus  Sharp，1874
ハネカクシ シャープホソコガシラハネカクシ Gabrius sharpianus (Cameron，1930)
ハネカクシ コゲチャホソコガシラハネカクシ Gabrius unzenensis (Bernhauer，1938)
ハネカクシ － Gabrius demades  Smetana，1984
ハネカクシ － Gabrius ophion  Smetana，1984
ハネカクシ オオホソコガシラハネカクシ Gabrius schillhammeri  Y．Shibata, 1996
ハネカクシ － Gabrius nepos  Smetana，1984
ハネカクシ アバタウミベハネカクシ Cafius vestitus (Sharp，1874)
ハネカクシ ホソアバタウミベハネカクシ Cafius histrio  Sharp，1874
ハネカクシ アカウミベハネカクシ Cafius rufescens  Sharp，1889
ハネカクシ ホソウミベハネカクシ Cafius algarum  Sharp，1874
ハネカクシ ツマグロアカバハネカクシ Hesperus tiro (Sharp，1874)
ハネカクシ ウミベアカバハネカクシ Phucobius simulator  Sharp，1874
ハネカクシ アカバハネカクシ Platydracus paganus (Sharp，1874)
ハネカクシ ツヤケシアカバハネカクシ Platydracus vicarius (Sharp，1889)
ハネカクシ クロガネハネカクシ Platydracus inornatus (Sharp，1874)
ハネカクシ カラカネハネカクシ Platydracus sharpi (Fauvel，1901)
ハネカクシ ヒメクロハネカクシ Ocypus brevicornis  Weise，1877
ハネカクシ サビイロモンキハネカクシ Ocypus  (Protocypus ) dorsalis  Sharp，1889
ハネカクシ － Ocypus  (Protocypus ) sabi  Naomi，1992
ハネカクシ オオサビイロモンキハネカクシ Ocypus scutiger  Sharp，1889
ハネカクシ － Ocypus yuinus  Naomi，1992
ハネカクシ キンバネハネカクシ Ocypus gloriosus  Sharp，1874
ハネカクシ チビドウガネハネカクシ Ocypus parvulus  Sharp，1874
ハネカクシ クロサビイロハネカクシ Ocypus lewisius  Sharp，1874
ハネカクシ クロハネカクシ Ocypus rambouseki nigroaeneus  Sharp，1889
ハネカクシ キンボシハネカクシ Ocypus weisei  Harold，1877
ハネカクシ ホソサビイロモンキハネカクシ Miobdelus brevipennis  Sharp，1889
ハネカクシ サビハネカクシ Ontholestes gracilis (Sharp，1874)
ハネカクシ キオビハイイロハネカクシ Phytolinus lewisii  Sharp，1889
ハネカクシ オオズハイイロハネカクシ Philetaerius elegans  Sharp，1889
ハネカクシ ハイイロハネカクシ Eucibdelus japonicus  Sharp，1874
ハネカクシ ツヤケシブチヒゲハネカクシ Anisolinus elegans  Sharp，1889
ハネカクシ カタモンブチヒゲハネカクシ Anisolinus picticornis  Sharp，1889
ハネカクシ ズマルハネカクシ Amichrotus apicipennis  Sharp，1889
ハネカクシ オオハネカクシ Creophilus maxillosus (Linnaeus，1758)
ハネカクシ カタモンハネカクシ Liusus hilleri (Weise，1817)
ハネカクシ オオアカバハネカクシ Agelosus carinatus carinatus (Sharp，1874)
ハネカクシ ツヤケシアバタハネカクシ Tympanophorus hayashidai  Y．Shibata，1975
ハネカクシ アバタツヤムネハネカクシ Rientis parviceps  Sharp，1874
ハネカクシ ムネビロハネカクシ Algon grandicollis  Sharp，1874
ハネカクシ チビツヤムネハネカクシ Heterothops cognatus  Sharp，1874
ハネカクシ オオメチビツヤムネハネカクシ Heterothops rotundiceps  Sharp，1889
ハネカクシ クシヒゲハネカクシ Velleius pectinatus  Sharp，1874
ハネカクシ ナミクシヒゲハネカクシ Velleius dilatatus (Fabricius，1787)
ハネカクシ コクシヒゲハネカクシ Velleius setosus  Sharp，1889
ハネカクシ ミヤマヒラタハネカクシ Quedius abnornalis  Sharp，1889
ハネカクシ ウエノツヤムネハネカクシ Quedius uenoi  Y．Watanabe，1979
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ハネカクシ ツノヒゲツヤムネハネカクシ Quedius hirticornis  Sharp，1889
ハネカクシ チャイロツヤムネハネカクシ Quedius adustus  Sharp，1889
ハネカクシ ナミツヤムネハネカクシ Quedius simulans  Sharp，1874
ハネカクシ クロスジツヤムネハネカクシ Quedius annectens  Sharp，1889
ハネカクシ ツマグロツヤムネハネカクシ Quedius flavicornis  Sharp，1889
ハネカクシ アカバツヤムネハネカクシ Quedius japonicus  Sharp，1874
ハネカクシ イブシツヤムネハネカクシ Quedius samuraicus  Bernhauer et Schubert，1916
ハネカクシ トゲアシツヤムネハネカクシ Quedius armipes  Sharp，1889
ハネカクシ コガシラツヤムネハネカクシ Quedius parviceps  Sharp，1874
ハネカクシ ミドリオオメハネカクシ Quedius multipunctatus  Sharp，1889
ハネカクシ ヤマトオオメハネカクシ Indoquedius juno (Sharp，1874)
ハネカクシ アカアシオオメハネカクシ Indoquedius praeditus (Sharp，1889)
ハネカクシ チャムネハラホソハネカクシ Atanygnathus terminalis (Erichson，1837)
ハネカクシ ヒゲナガミズギワハネカクシ Derops longicornis  Sharp，1889
ハネカクシ ヤマトイクビハネカクシ Ischnosoma discoidalis (Sharp，1888)
ハネカクシ フタスジイクビハネカクシ Ischnosoma duplicatus (Sharp，1888)
ハネカクシ アカイクビハネカクシ Bryoporus gracilis (Sharp，1888)
ハネカクシ ハラグロキノコハネカクシ Lordithon (Lordithon ) bicolor (Gravenhorst，1806)
ハネカクシ ウスモンキノコハネカクシ Lordithon (Lordithon ) breviceps (Sharp，1888)
ハネカクシ － Lordithon (Lordithon ) cinctiventris (Sharp，1888)
ハネカクシ － Lordithon  (Lordithon ) limbifer (Fauvel，1901)
ハネカクシ ダイミョウキノコハネカクシ Lordithon (Bolitobus ) daimio (Sharp，1888)
ハネカクシ ハスオビキノコハネカクシ Lordithon (Bolitobus ) irregularis (Weise，1877)
ハネカクシ ハラオビキノコハネカクシ Lordithon (Bolitobus ) principalis (Sharp，1888)
ハネカクシ クロモンキノコハネカクシ Lordithon (Bolitobus ) semirufus (Sharp，1888)
ハネカクシ チビクロモンキノコハネカクシ Lordithon (Bolitobus ) niponensis (Cameron，1933)
ハネカクシ － Lordithon  (Bolitobus ) elegantulus  Li et Sakai，1996
ハネカクシ ハネスジキノコハネカクシ Carphacis striatus (Olivier，1794)
ハネカクシ カタモンキノコハネカクシ Bolitobius setiger (Sharp，1874)
ハネカクシ チャバネキノコハネカクシ Bolitobius princeps (Sharp，1874)
ハネカクシ アカチャキノコハネカクシ Parabolitobius prolongatus (Sharp，1888)
ハネカクシ クロゲヒメキノコハネカクシ Sepedophilus armatus (Sharp，1888)
ハネカクシ フタモンヒメキノコハネカクシ Sepedophilus bipustulatus  (Gravenhorst，1902)
ハネカクシ ヒメキノコハネカクシ Sepedophilus tibialis (Sharp，1888)
ハネカクシ オオヒメキノコハネカクシ Sepedophilus fimbriatus (Sharp，1888)
ハネカクシ クロヒメキノコハネカクシ Sepedophilus varicornis (Sharp，1888)
ハネカクシ ムクゲヒメキノコハネカクシ Sepedophilus germanus (Sharp，1874)
ハネカクシ ハスモンヒメキノコハネカクシ Sepedophilus pumilus (Sharp，1874)
ハネカクシ － Sepedophilus simulans  Nakane et K．Sawada，1960
ハネカクシ － Sepedophilus tristiculus (Weise，1877)
ハネカクシ － Sepedophilus glabratus  Naomi et Maruyama，1997
ハネカクシ クロズシリホソハネカクシ Tachyporus celatus  Sharp，1874
ハネカクシ ツヤグロシリホソハネカクシ Tachyporus suavis  Sharp，1888
ハネカクシ キベリシリホソハネカクシ Tachyporus orthogrammus  Sharp，1888
ハネカクシ ネアカマルクビハネカクシ Tachinus  (Tachinus ) trifidus  Sharp，1888
ハネカクシ カタアカマルクビハネカクシ Tachinus  (Tachinus ) sibiricus  Sharp，1888
ハネカクシ ヤマトマルクビハネカクシ Tachinus  (Tachinus ) japonicus  Sharp，1888
ハネカクシ － Tachinus  (Tachinus ) kasugensis  Ito，1993
ハネカクシ アカバマルクビハネカクシ Tachinus  (Tachinus ) sharpi  Bernhauer et Schubert，1916
ハネカクシ キベリマルクビハネカクシ Tachinus  (Tachinus ) mmimulus  Sharp，1874
ハネカクシ ナガマルクビハネカクシ Tachinus  (Tachinus ) elongatus  Gyllenhal，1810
ハネカクシ クロツヤマルクビハネカクシ Tachinus  (Latotachinus ) punctiventris  Sharp，1888
ハネカクシ シバタマルクビハネカクシ Tachinus  (Latotachinus ) shibatai  Hayashi，1987
ハネカクシ ヒゲブトマルクビハネカクシ Tachinus  (Japanotachinus ) nakanei  Ullrich，1975
ハネカクシ － Tachinus  (Tachinoderus ) kobensis  Cameron，1933
ハネカクシ クロズマルクビハネカクシ Tachinus  (Tachinoderus ) nigriceps  Sharp，1888
ハネカクシ コクロマルクビハネカクシ Tachinus  (Tachinoderus ) diminutus  Sharp，1888
ハネカクシ クロヒゲナガマルクビハネカクシ Nitidotachinus adachii (Y．Watanabe et Y．Shibata，1961)
ハネカクシ クロチビマルクビハネカクシ？ Erchomus scitulus  Weise，1877?
ハネカクシ フタテンヒメマルクビハネカクシ Cilea silphoides (Linnaeus，1873)
ハネカクシ ニホンホソヒゲハネカクシ Trichophya japonica  Y．Watanabe et Y．Shibata，1962
ハネカクシ － Deinopsis modestus  Sharp，1874
ハネカクシ エビイロマルムネハネカクシ Myllaena japonica  Sharp，1888
ハネカクシ キイロマルケシハネカクシ Leucocraspedum pallidum  Cameron，1933
ハネカクシ マルケシハネカクシ Oligota antennata  Bernhauer, 1907
ハネカクシ マルムネアリノスハネカクシ Aspidobactrus claviger  Sharp，1874
ハネカクシ チビハバビロヒゲブトハネカクシ Brachida clara (Weise，1877)
ハネカクシ コバネチビハバビロハネカクシ Brachida brevipennis  Bernhauer，1938
ハネカクシ コンボウヒゲブトハネカクシ Tetrabothrus japonicus  Nakane，１９９１
ハネカクシ ヤマトヒラタキノコハネカクシ Gyrophaena niponensis  Cameron，1933
ハネカクシ オオメヒラタキノコハネカクシ Gyrophaena appendiculata  Motschulsky，1858
ハネカクシ キアシヒラタチビハネカクシ Anomognathus armatus (Sharp，1888)
ハネカクシ ツヤケシシワチビハネカクシ Silusa rugosa  Sharp，1888
ハネカクシ － Silusa classicornis  Sharp，1888
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ハネカクシ ウスアカウミハネカクシ Bryothinusa algarum  K.Sawada，1971
ハネカクシ ホソウミハネカクシ Bryothinusa minuta (K. Sawada，1955)
ハネカクシ アカフタミゾチビハネカクシ Leptusa impressicoliis  Sharp，1888
ハネカクシ キイロフタミゾチビハネカクシ Coenonica sharpi (Fauvel，1901)
ハネカクシ コゲチャクチキハネカクシ Tachyusida velox  Sharp，1888

ハネカクシ
ミイロチビハネカクシ
　（キアシチビハネカクシ）

Phymatura oligotinula (Sharp，1888)

ハネカクシ ハラモンムネクボハネカクシ Bolitochara varipes  Sharp，1888
ハネカクシ クロセミゾハネカクシ Falagria sulcata (Paykull，1789)
ハネカクシ アメイロセミゾハネカクシ Falagria concinna (Erichson，1840)
ハネカクシ キバネセミゾハネカクシ Falagria sapida (Sharp，1874)
ハネカクシ ウミセミゾハネカクシ Myrmecopora algarum (Sharp，1874)
ハネカクシ ズグロアカチビハネカクシ Atheta  (Dimetrota ) weisei  Bernhauer，1907
ハネカクシ ツヤケシキバネチビハネカクシ Nehemitropia sordida milu  Likovsky，1977
ハネカクシ キバネチビハネカクシ Atheta  (Atheta ) transfuga (Sharp，1874)
ハネカクシ － Atheta  (Badura ) tokiokai (K．Sawada，1971)
ハネカクシ － Atheta  (Philhygra ) pseudoelongatula  Bernhauer，1907
ハネカクシ － Atheta  (Psammostiba ) kamtschatica  Brundin，1943?
ハネカクシ － Atheta  (Halostiba ) magnipennis  Bernhauer，1943
ハネカクシ － Atheta  (Halostiba ) ushio (K．Sawada，1971)
ハネカクシ セビロチビハネカクシ Thaimaraea diffinis  Sharp，1888
ハネカクシ アカニセセミゾハネカクシ Drusilla sparsa (Sharp，1874)
ハネカクシ クロツヤアリノスハネカクシ Pella comes (Sharp，1874)
ハネカクシ モンクロアリノスハネカクシ Zyras optatus (Sharp，1888)
ハネカクシ ヒゲブトアリノスハネカクシ Zyras cylindricornis  Dvorák，1981
ハネカクシ シロヒゲアリノスハネカクシ Zyras particornis (Sharp，1888)
ハネカクシ クビアカアリノスハネカクシ Zyras pictus (Sharp，1874)
ハネカクシ ハケゲアリノスハネカクシ Lomechusa sinuata (Sharp，1888)
ハネカクシ － Lomechusoides suensoni (Bernhauer，1936)
ハネカクシ アシボソシリアゲハネカクシ Euryusa  (Ectolabrus ) pipitzi (Eppelscheim，1887)
ハネカクシ － Euryusa  (Ectolabrus ) minor  Maruyama et Hlaváč，2002
ハネカクシ アカゴミハネカクシ Oxypoda subrufa  Sharp，1888
ハネカクシ － Schistogenia crenicollis  Kraatz，1857
ハネカクシ ホソクロチビハネカクシ Tachyusa coarctata  Erichson，1829
ハネカクシ － Calodera desdemona  Sharp，1888
ハネカクシ ツマキリチビハネカクシ Porocallus insignis  Sharp，1888
ハネカクシ ヒゲブトハネカクシ Aleochara lata  Gravenhorst，1802
ハネカクシ ナカアカヒゲブトハネカクシ Aleochara curtula (Goeze，1777)
ハネカクシ コクロヒゲブトハネカクシ Aleochara parens  Sharp，1874
ハネカクシ フタモンヒゲブトハネカクシ Aleochara bipustulata  (Linnaeus，1761)
ハネカクシ ツヤケシヒゲブトハネカクシ Aleochara fucicola  Sharp，1874
ハネカクシ ホソセスジヒゲブトハネカクシ Aleochara trisulcata  Weise，1877
ハネカクシ フトツヤケシヒゲブトハネカクシ Emplenota variolosa (Weise，1877)
ハネカクシ ミチコヒメハナハネカクシ Omoplandria gyrophaenula (Sharp，1888)
ハネカクシ ツマグロヒゲブトハネカクシ Pseudoplandria spiniventris (Bernhauer，1907)
ハネカクシ ワカサイソハネカクシ Halorhadinus inaequalis  K. Sawada，1971

ハネカクシ
クロシオウミハネカクシ
　（ホソツツムネウミハネカクシ）

Diaulota pacifica  K.Sawada，1971

ハネカクシ ヒゲアカアリヅカハネカクシ Thyasophila oxpodina  Sharp，1888
ハネカクシ シロアリハネカクシ Trichopsenius japonicus  Seevers，1957
ハネカクシ シュモクアリヅカムシ Parapyxidicerus carinatus  K．Sawada，1964
ハネカクシ － Leptoplectus nipponensis (Jeannel，1958)
ハネカクシ ホソヒメアリヅカムシ Pseudozibus longicollis  Jeannel，1958
ハネカクシ ナガオチバアリヅカムシ Philoscotus longulus  K．Sawada，1957
ハネカクシ ホソオチバアリヅカムシ？ Philoscotus tenuis  Nomura，1988?
ハネカクシ － Batrisoschema euplectiforme (Sharp，1883）
ハネカクシ タカオトゲアリヅカムシ Batrisodes  (Excavodes ) dorsalis  Jeannel，1958
ハネカクシ － Basitrodes longulus  Jeannel，1958
ハネカクシ － Basitrodes oscillator (Sharp，1883)
ハネカクシ ツヤアカアリヅカムシ Batristilbus concolor (Sharp，1883)
ハネカクシ エグリチイロアリヅカムシ Batristilbus politus (Sharp，1883)
ハネカクシ ヒゲブトムネトゲアリヅカムシ Petaloscapus basicornis  Sharp，1883
ハネカクシ ハママツムネトゲアリヅカムシ Petaloscapus hirsutus  Tanokuchi，1986
ハネカクシ ガロアトゲアリヅカムシ Batrisoplisus galloisi  Jeannel，1958
ハネカクシ － Batrisoplisus raffrayi  Jeannel，1958

ハネカクシ －
Batriscenellus  (Batriscenellus ) japonicus
　 japonicus (Sharp，1883)

ハネカクシ ヒメツヤアリヅカムシ Batriscenellus  (Batriscenellus ) falax (Sharp，1883)
ハネカクシ ホソハラクボアリヅカムシ Batriscenellus  (Batriscenellus ) fragilis (Sharp，1883)
ハネカクシ アナバラアリヅカムシ Batriscenellus  (Scaioscenellus ) similis (Sharp，1883)
ハネカクシ ウエノツヤアリヅカムシ Batriscenellus  (Batriscenellinus ) uenoi  Nomura，1991
ハネカクシ ハケスネアリヅカムシ Batriscenaulax modestus (Sharp，1874)
ハネカクシ － Batriscenaulax longipes longipes  Jeannel，1958
ハネカクシ － Arthromelodes pilicollis  Nomura，1991
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ハネカクシ － Arthromelodes  dilatatus  (Raffray，1909), subsp.
ハネカクシ － Arthromelodes optatus (Sharp，1874)
ハネカクシ アナヅアリヅカムシ Batrisceniola dissimilis (Sharp，1874)
ハネカクシ － Batrisceniola hiranoi  Nomura，1991
ハネカクシ マメダルマアリヅカムシ Morana discedens  Sharp，1874
ハネカクシ － Morana elegans  Tanokuchi，1988
ハネカクシ ネジレヒゲアリヅカムシ Takaorites torticornis  Jeannel，1958
ハネカクシ マルムネアリヅカムシ Triomicrus protervus (Sharp，1874)
ハネカクシ ツヤマルムネアリヅカムシ Triomicrus simplex  Sharp，1883
ハネカクシ スベマルムネアリヅカムシ Triomicrus sublaevis  Raffray，1909
ハネカクシ トガリマルムネアリヅカムシ Triomicrus sternalis  Löbl, Kurbatov et Nomura, 1998
ハネカクシ アシベアリヅカムシ Prosthecarthron sauteri  Raffray，1914

ハネカクシ
ヒラズイソアリヅカムシ
　（ハマベアリヅカムシ）

Thalassomelus reikoae  K．Sawada，1992

ハネカクシ ナミエンマアリヅカムシ Trissemus alienus (Sharp，1874)
ハネカクシ オノヒゲアリヅカムシ Bryaxis  (Bythiniama ) japonicus  Sharp，1874
ハネカクシ ザウターオノヒゲアリヅカムシ Bryaxis  (Bythiniama ) sauteri  Raffray，1909
ハネカクシ － Bryaxix  (Arcobythus ) harmandi  Raffray，1909
ハネカクシ カマクラオノヒゲアリヅカムシ Bryaxix kamakura Löｂｌ，Kurbatov et Nomura，1998
ハネカクシ タイリクモリアリヅカムシ Tychus dichotomus  Nomura et Lee，1992
ハネカクシ シマムクゲアリヅカムシ Tainochus insulicola (Nomura et Lee，1992)
ハネカクシ － Pselaphus lewisi Sharp, 1883
ハネカクシ － Pselaphogenius orientais  Besuchet，1961
ハネカクシ － Pselaphogenius tridentatus tridentatus  K．Sawada，1969
ハネカクシ ヒゲブトエクボアリヅカムシ Raphitreus speratus (Sharp，1874)
ハネカクシ － Tmesiphorus  princeps  Sharp, 1883
ハネカクシ クシヒゲアリヅカムシ Ctenistes oculatus  Sharp，1874
ハネカクシ ホソクシヒゲアリヅカムシ Pilopius discedens (Sharp，1883)
ハネカクシ フジヤマダルマアリヅカムシ Paracyathiger fujiyamai (Kubota，1943)
ハネカクシ アシナガアリヅカムシ Labomimus reitteri  Sharp，1883
ハネカクシ ヤマオオトゲアリヅカムシ Lasinus monticola  K．Sawada，1961
ハネカクシ オオトゲアリヅカムシ Lasinus spinosus  Sharp，1883
ハネカクシ セダカアリヅカムシ Saltisedes brunneus  Kubota，1944
ハネカクシ コヤマトヒゲブトアリヅカムシ Diartiger fossulatus  Sharp，1883
タマキノコムシモドキ マルタマキノコムシモドキ Clambus formosanus japonicus  Endrödy-Younga，1960
タマキノコムシモドキ ニホンタマキノコムシモドキ Clambus nipponicus  Endrödy-Younga，1960
マルハナノミダマシ ツマアカマルハナノミダマシ Eucinetus haemorrhoidalis  Germar，1818
マルハナノミダマシ チャイロマルハナノミダマシ Eucinetus rugosus  Portevin，1908
マルハナノミ コキムネマルハナノミ Sacodes nakanei (Klauanitzer，1973)
マルハナノミ ヒメキムネマルハナノミ Sacodes minima (Klauanitzer，1973)
マルハナノミ キムネマルハナノミ Sacodes protecta (Harold，1881)
マルハナノミ ルイスキムネマルハナノミ Sacodes dux (Lewis，1895)
マルハナノミ オオチビマルハナノミ Cyphon beattyi  Pic，1918
マルハナノミ アカチャチビマルハナノミ Cyphon  (Cyphon ) japonicola  Nakane，1963
マルハナノミ イシハラチビマルハナノミ Cyphon  (Cyphon ) ishiharai  K．Sasagawa，1985
マルハナノミ ヒメチビマルハナノミ Cyphon  (Cyphon ) puncticeps puncticeps  Kiesenwetter，1874
マルハナノミ キイロチビマルハナノミ Cyphon  (Cyphon ) fuscomarginatus  Nakane，1963
マルハナノミ クロチビマルハナノミ Cyphon  (Cyphon ) mizoro  Nakane，1963
マルハナノミ オゼチビマルハナノミ Cyphon (Cyphon ) ozensis M．Satô，1982
マルハナノミ ナガケシマルハナノミ Hydrocyohn nakanei  Yoshitomi，2001
マルハナノミ セダカマルハナノミ Prinocyphon ovalis  Kiesenwetter，1874
マルハナノミ ムツボシマルハナノミ Prionocyphon sexmaculatus  Lewis，1895
マルハナノミ トビイロマルハナノミ Scirtes japonicus  Kiesenwetter，1874
マルハナノミ ヒメマルハナノミ Scirtes sobrinus  Lewis，1895
マルハナノミ コクロマルハナノミ Elodes inoenata (Lewis，1895)
マルハナノミ クロマルハナノミ Elodes wilsoni  Pic，1918
マルハナノミ キュウシュウクロマルハナノミ Elodes scapularis  Lewis，1895
マルハナノミ ホソキマルハナノミ Elodes elegans  Yoshitomi，1997
ニセマルハナノミ ニセマルハナノミ Declinia versicolor  Sakai et Satô，1996
クシヒゲムシ クチキクシヒゲムシ Sandalus segnis  Lewis，1887
クワガタムシ ミヤマツヤハダクワガタ Ceruchus lignarius monticola  Nakane，1978
クワガタムシ マダラクワガタ Aesalus asiaticus  Lewis，1883
クワガタムシ ミヤマクワガタ Lucanus maculifemoratus  Motschulsky，1861
クワガタムシ オニクワガタ Prismognathus angularis angularis  Waterhouse，1874
クワガタムシ ルリクワガタ Platycerus delicatulus delicatulus  Lewis，1883
クワガタムシ トウカイコルリクワガタ Platycerus acuticollis takakuwai  Fujita，1987
クワガタムシ ホソツヤルリクワガタ Platycerus kawadai  Fujita et Ichikawa，1982
クワガタムシ チビクワガタ Figulus binodulus  Waterhouse，1873
クワガタムシ ノコギリクワガタ Prosopocoilus inclinatus inclinatus (Motschulsky，1857)
クワガタムシ ヒメオオクワガタ Nipponodorcus montivagus montivagus (Lewis，1883)
クワガタムシ アカアシクワガタ Nipponodorcus rubrofemoratus (Snellen van Vollenhoven，1865)
クワガタムシ コクワガタ Macrodorcus rectus rectus (Motschulsky，1857)
クワガタムシ スジクワガタ Macrodorcus striatipennis  Motschulsky，1861
クワガタムシ ヒラタクワガタ Serrognathus platymelus pilifer (Snellen van Vollenhoven，1861)
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クワガタムシ ネブトクワガタ Aegus laevicollis laevicollis  E．Saunders，1873
コブスジコガネ ヒメコブスジコガネ Trox  (Trox ) opacotuberculatus  Motschulsky，1860
コブスジコガネ ムツコブスジコガネ Trox  (Trox ) mutsuensis  Nomura，1937
コブスジコガネ ヘリトゲコブスジコガネ Trox (Trox ) mandli  Balthasar, 1934
コブスジコガネ チビコブスジコガネ Trox  (Trox ) niponensis  Lewis，1895
コブスジコガネ コブナシコブスジコガネ Trox nohirai  Nakane，1954
コブスジコガネ オオコブスジコガネ Trox  (Omorgus ) chinensis  Boheman，1858
センチコガネ ムネアカセンチコガネ Bolbocerosoma nigroplagiatum (Waterhouse，1875)
センチコガネ オオセンチコガネ Geotrupes auratus (Motschulsky，1857)
センチコガネ センチコガネ Geotrupes laevistriatus  Motschulsky，1857
コガネムシ アカマダラセンチコガネ Ochodaeus maculatus  Waterhouse，1875
コガネムシ マメダルマコガネ Panelus parvulus (Waterhouse，1874)
コガネムシ ダイコクコガネ Copris ochus (Motschulsky，1860)
コガネムシ ミヤマダイコクコガネ Copris pecuarius  Lewis，1884
コガネムシ ゴホンダイコクコガネ Copris acutidens  Motschulsky，1860
コガネムシ マエカドコエンマコガネ Caccobius jessoensis  Harold，1867
コガネムシ ニッコウコエンマコガネ Caccobius nikkoensis  Lewis，1895
コガネムシ カドマルエンマコガネ Onthophagus lenzii  Harold，1874
コガネムシ ツヤエンマコガネ Onthophagus nitidus nitidus  Waterhouse，1875
コガネムシ ミツノエンマコガネ Onthophagus tricornis (Wiedemann，1823)
コガネムシ コブマルエンマコガネ Onthophagus atripennis atripennis  Waterhouse，1875
コガネムシ マルエンマコガネ Onthophagus viduus  Harold，1874
コガネムシ クロマルエンマコガネ Onthophagus ater  Waterhouse，1875
コガネムシ フトカドエンマコガネ Onthophagus fodiens  Waterhouse，1875
コガネムシ ツノコガネ Liatongus phanaeoides (Westwood，1840)
コガネムシ オオマグソコガネ Aphodius  (Colobopterus ) quadratus  Reiche，1847
コガネムシ マルツヤマグソコガネ Aphodius  (Diapterna ) troitzkyi  Jacobson，1897
コガネムシ スジマグソコガネ Aphodius  (Pharaphodius ) rugosostriatus  Waterhouse，1875
コガネムシ フチケマグソコガネ Aphodius  (Aganocrossus ) urostigma  Harold，1862
コガネムシ イガクロツヤマグソコガネ Aphodius  (Acrossus ) igai pseudoigai  Nakane et Masumoto，1967
コガネムシ トゲクロツヤマグソコガネ Aphodius  (Acrossus ) superatratus  Nomura et Nakane，1951
コガネムシ クロオビマグソコガネ Aphodius  (Acrossus ) unifasciatus  Nomura et Nakane，1951
コガネムシ ミゾムネマグソコガネ Aphodius  (Paremadus ) mizo  Nakane，1967
コガネムシ ツヤチャグロマグソコガネ Aphodius  (Paremadus ) isaburoi masumotoi  Nakane，1967
コガネムシ コマグソコガネ Aphodius  (Esymus ) pusillus (Herbst，1789)
コガネムシ セマダラマグソコガネ Aphodius  (Chilothorax ) nigrotessellatus (Motschulsky，1966)
コガネムシ マグソコガネ Aphodius  (Phaeaphodius ) rectus (Motschulsky，1866)
コガネムシ オオフタホシマグソコガネ Aphodius  (Aphodius ) elegans  Allibert，1847
コガネムシ ヨツボシマグソコガネ Aphodius  (Bodilus ) sordidus (Fabricius，1775)
コガネムシ ヌバタママグソコガネ Aphodius  (Agrilinus ) breviusculus  Motschulsky，1866
コガネムシ ヒメスジマグソコガネ Aphodius  (Agrilinus ) hasegawai  Nomura et Nakane，1951
コガネムシ マダラヒメスジマグソコガネ Aphodius  (Agrilinus ) madara  Nakane，1960
コガネムシ タカネニセマキバマグソコガネ Aphodius  (Agrilinus ) shibatai  Nakane，1983
コガネムシ ニッコウマグソコガネ Aphodius  (Agrilinus ) tanakai  Masumoto, 1981
コガネムシ ウスイロマグソコガネ Aphodius  (Calamosternus ) sublimbatus (Motschulsky，1860)
コガネムシ クロツツマグソコガネ Saprosites japonicus  Waterhouse，1875
コガネムシ ヒメツツマグソコガネ Saprosites narae  Lewis，1895
コガネムシ セマルケシマグソコガネ Psammodius convexus  Waterhouse，1875
コガネムシ ヤマトケシマグソコガネ Leiopsammodius japonicus (Harold，1875)
コガネムシ ホソケシマグソコガネ Trichiorhyssemus asperulus (Waterhouse，1875)
コガネムシ コケシマグソコガネ Myrhessus samurai (Balthasar，1941)
コガネムシ セスジカクマグソコガネ Rhyparus azumai  Nakane，1956
コガネムシ イシダマグソコガネ Oxyomus ishidai  Nakane，1977
コガネムシ ナガニセマグソコガネ Psammoporus comis (Lewis，1895)
コガネムシ トゲマグソコガネ Caelius denticollis  Lewis，1895
コガネムシ ヒゲブトハナムグリ Amphicoma pectinata (Lewis，1895)
コガネムシ ヒゲコガネ Polyphylla  (Gynexophylla ) laticollis  Lewis，1887
コガネムシ シロスジコガネ Polyphylla  (Granida ) albolineata ( Motschulsky，1861)
コガネムシ コフキコガネ Melolontha japonica  Burmeister，1855
コガネムシ オオコフキコガネ Melolontha frater  Arrow，1913
コガネムシ クロコガネ Holotrichia  (Holotrichia ) kiotoensis  Brenske，1894
コガネムシ コクロコガネ Holotrichia  (Holotrichia ) picea  Waterhouse，1875
コガネムシ オオクロコガネ Holotrichia  (Holotrichia ) parallela  Motschulsky，1854
コガネムシ クリイロコガネ Miridiba castanea (Waterhouse，1875)
コガネムシ オオキイロコガネ Palloplonyx flavidus  Waterhouse, 1875
コガネムシ ナガチャコガネ Heptophylla picea  Motschulsky，1857
コガネムシ ヒメカンショコガネ Apogonia amida  Lewis，1896
コガネムシ ヒメアシナガコガネ Ectinohoplia obducta (Motschulsky，1857)
コガネムシ カバイロアシナガコガネ Ectinohoplia rufipes (Motschulsky，1860)
コガネムシ キイロアシナガコガネ Ectinohoplia gracilipes (Lewis，1895)
コガネムシ アシナガコガネ Hoplia communis  Waterhouse，1875
コガネムシ オオバヤシアシナガコガネ Hoplia moerens ohbayashii  Nomura，1968
コガネムシ ハコネアシナガコガネ Hoplia hakonensis  Sawada，1938
コガネムシ ハイイロビロウドコガネ Paraseica gricea  Motschulsky，1866
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コガネムシ コヒゲシマビロウドコガネ Gastroserica brevicornis (Lewis，1895)
コガネムシ ビロウドコガネ Maladera  (Maladera ) japonica japonica (Motschulsky，1860)
コガネムシ ヒメビロウドコガネ Maladera  (Maladera ) orientalis (Motschulsky，1857)
コガネムシ カミヤビロウドコガネ Maladera  (Maladera ) kamiyai (Sawada，1937)
コガネムシ オオビロウドコガネ Maladera  (Maladera ) renardi (Ballion，1870)
コガネムシ マルガタビロウドコガネ Maladera  (Maladera ) secreta (Brenske，1897)
コガネムシ アカビロウドコガネ Maladera  (Maladera ) castnea (Arrow，1913)
コガネムシ ハラゲビロウドコガネ Nipponoserica pubiventris  Nomura，1976
コガネムシ ワタリビロウドコガネ Nipponoserica peregrina (Chapin，1938)
コガネムシ クニタチビロウドコガネ Nipponoserica kunitachiana  Nomura，1976
コガネムシ クロホシビロウドコガネ Serica nigrovariata  Lewis，1895
コガネムシ アシマガリビロウドコガネ Serica incurvata (Nomura，1971)
コガネムシ コヒゲナガビロウドコガネ Serica brevitarsis  Nomura，1972
コガネムシ ホソヒゲナガビロウドコガネ Serica nitididorsis opacidorsis  Nomura，1972
コガネムシ モモケビロウドコガネ Serica trichofemorata (Nomura，1959)
コガネムシ マルヒゲナガビロウドコガネ Serica ovata (Nomura，1971)
コガネムシ フウボビロウドコガネ Serica foobowana  Sawada，1937
コガネムシ エゾビロウドコガネ Serica karafutoensis honshuensis  Nomura，1972
コガネムシ ヒゲナガビロウドコガネ Serica boops  Waterhouse，1875
コガネムシ ハラグロビロウドコガネ Serica takagii  Sawada，1937
コガネムシ キラチャイロコガネ Sericania kirai  Sawada，1938
コガネムシ ヨツバクロチャイロコガネ Sericania quadrifoliata (Lewis，1895)
コガネムシ ヒダチャイロコガネ Sericania hidana  Niijima et Kinoshita，1923
コガネムシ カミヤチャイロコガネ Sericania kamiyai  Sawada，1938
コガネムシ セスジチャイロコガネ Sericania suturalis  Nomura，1976
コガネムシ オオヒラチャイロコガネ Sericania ohirai  Sawada，1960
コガネムシ オオタケチャイロコガネ Sericania ohtakei  Sawada，1955
コガネムシ ナエドコチャイロコガネ Sericania mimica  Lewis，1895
コガネムシ ヨツバコガネ Ohkubous ferrieri (Nonfried，1895)
コガネムシ コイチャコガネ Adoretus  (Lepadoretus ) tenuimaculatus  Waterhouse，1875
コガネムシ マメコガネ Popillia japonica  Newmann，1844
コガネムシ ナラノチャイロコガネ Proagopertha pubicollis (Waterhouse，1875)
コガネムシ ウスチャコガネ Phyllopertha diversa  Waterhouse，1875
コガネムシ アオウスチャコガネ Phyllopertha intermixta  (Arrow，1913)
コガネムシ キスジコガネ Phyllopertha irregularis  Waterhouse，1875
コガネムシ セマダラコガネ Blitopertha orientalis (Waterhouse，1875)
コガネムシ オオダイセマダラコガネ Blitopertha ohdaiensis (Sawada，1941)
コガネムシ カタモンコガネ Blitopertha conspurcata (Harold, 1875)
コガネムシ コガネムシ Mimela splendens (Gyllenhal，1817)
コガネムシ ヒメスジコガネ Mimela flavilabris (Waterhouse，1875)
コガネムシ イノウエスジコガネ Mimela inouei  Nomura，1967
コガネムシ タケムラスジコガネ Mimela takemurai  Sawada，1942
コガネムシ ツヤスジコガネ Mimela dificilis (Waterhouse，1875)
コガネムシ キンスジコガネ Mimela holoseicea (Fabricius，1789)
コガネムシ オオスジコガネ Mimela costata (Hope，1839)
コガネムシ スジコガネ Mimela testaceipes (Motschulsky，1860)
コガネムシ ヤマトアオドウガネ Anomala japonica japonica  Arrow，1913
コガネムシ アオドウガネ Anomala albopilosa albopilosa (Hope，1839)
コガネムシ ドウガネブイブイ Anomala cuprea (Hope，1839)
コガネムシ サクラコガネ Anomala daimiana  Harold，1877
コガネムシ ヒメサクラコガネ Anomala geniculata (Motschulsky，1866)
コガネムシ オオサカスジコガネ Anomala osakana  Sawada，1942
コガネムシ ヒメコガネ Anomala rufocuprea  Motschulsky，1860
コガネムシ ツヤコガネ Anomala lucens  Ballion，1871
コガネムシ ハンノヒメコガネ Anomala puncticollis  Harold，1877
コガネムシ チビサクラコガネ Anomala schoenfeldti schoenfeldti  Ohaus，1915
コガネムシ ヒラタアオコガネ Anomala octiescostata (Burmeister，1844)
コガネムシ オオヒラタハナムグリ Charitovalgus fumosus (Lewis，1887)
コガネムシ トゲヒラタハナムグリ Dasyvalgus tuberculatus (Lewis，1887)
コガネムシ ヒラタハナムグリ Nipponovalgus angusticollis angusticollis (Waterhouse，1875)
コガネムシ オオチャイロハナムグリ Osmoderma opicum  Lewis，1887
コガネムシ アオアシナガハナムグリ Gnorimus subopacus viridiopacus (Lewis，1887)
コガネムシ オオトラフコガネ Paratrichius doenitzi (Harold，1879)
コガネムシ ジュウシチホシハナムグリ Paratrichius septemdecimguttatus (Snellen van Vollenhoven，1864)
コガネムシ トラハナムグリ Trichius japonicus  Jansonn，1885
コガネムシ ヒメトラハナムグリ Trichius succinctus (Pallas，1885)
コガネムシ クロカナブン Rhomborrhina polita  Waterhouse，1875
コガネムシ アオカナブン Rhomborrhina unicolor  Motschulsky，1861
コガネムシ カナブン Rhomborrhina japonica  Hope，1841
コガネムシ ハナムグリ Eucetonia pilifera (Motschulsky，1860)
コガネムシ アオハナムグリ Eucetonia roelofsi (Harold，1880)
コガネムシ ミヤマオオハナムグリ Protaetia lugubris insperata (Lewis，1879)
コガネムシ ムラサキツヤハナムグリ Protaetia cataphracta  Arrow，1913
コガネムシ シラホシハナムグリ Protaetia brevitarsis brevitarsis (Lewis，1879)
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コガネムシ シロテンハナムグリ Protaetia orientalis submarumorea (Burmeister，1842) ●
コガネムシ キョウトアオハナムグリ Protaetia lenzi (Harold，1876)
コガネムシ アカマダラコガネ Poecilophilides rusticola rusticola (Burmeister，1842)
コガネムシ コアオハナムグリ Oxycetonia jucunda (Faldermann，1835)
コガネムシ クロハナムグリ Glycyphana fulvistemma  Motschulsky，1860
コガネムシ カブトムシ Allomyrina dichotoma dichotoma  Linnaeus，1771
コガネムシ コカブトムシ Eophileurus chinensis chinensis (Faldermann，1835)
マルトゲムシ キタサシゲマルトゲムシ Curimopsis  cyclolepidia  Munster, 1902
マルトゲムシ ニホンサシゲマルトゲムシ Curimopsis japonica  Nakane，1964
マルトゲムシ サシゲケシマルトゲムシ Syncalypta japonica  Nakane，1963
マルトゲムシ ハコネチビマルトゲムシ Simplocaria hakonensis  Takizawa，1983
マルトゲムシ シラフチビマルトゲムシ Simplocaria bicolor  Pic，1935
マルトゲムシ ドウガネツヤマルトゲムシ Lamprobyrrhulus hayashii  Fiori，1967
マルトゲムシ モンシロマルトゲムシ Byrrhus arietinus imafukui  Nakane，1963
マルトゲムシ シナノマルトゲムシ Byrrhus fasciatus shinanensis  Nakane，1963
マルトゲムシ ダイセツマルトゲムシ Byrrhus fasciatus daisetuzanus Kôno，1934
ナガハナノミ コヒゲナガハナノミ Ptilodactyla chujoi  Nakane，1991，
ナガハナノミ オオメコヒゲナガハナノ Ptilodactyla ramae  Lewis，1895
ナガハナノミ エダヒゲナガハナノミ Epilichas flabellatus flabellatus (Kiesenwetter，1874)
ナガハナノミ クロアシヒゲナガハナノミ Epilichas atricolor  Lewis，1895
ナガハナノミ ヒゲナガハナノミ Paralichas pectinata (Kiesenwetter，1874)
ナガハナノミ クリイロヒゲナガハナノミ Pseudoepilichas niponicus (Lewis，1895)
ダエンマルトゲムシ シラホシダエンマルトゲムシ Pseudochelonarium japonicum (Nakane，1963)
ヒラタドロムシ ヒラタドロムシ Mataeopsephus japonicus (Matsumura，1916)
ヒラタドロムシ クシヒゲマルヒラタドロムシ Eubrianax granicornis  Lewis，1895
ヒラタドロムシ ヒメマルヒラタドロムシ Eubrianax pellucidus  Lewis，1895
ヒラタドロムシ マスダチビヒラタドロムシ Psephenoides japonicus  Masuda，1935
ヒラタドロムシ マルヒゲナガハナノミ Cophaesthetus brevis brevis  Lewis，1895
ヒラタドロムシ チビマルヒゲナガハナノミ Macroeubria lewisi  Nakane，1952
ヒラタドロムシ チビヒゲナガハナノミ Ectopria opaca (Kiesenwetter，1874)
ヒメドロムシ ハバビロドロムシ Dryopomorphus extraneus  Hinton，1936
ヒメドロムシ ヒメハバビロドロムシ Dryopomorphus nakanei  Nomura，1958
ヒメドロムシ イブシアシナガドロムシ Stenelmis nipponica  Nomura，1958
ヒメドロムシ アシナガミゾドロムシ Stenelmis vulgaris  Nomura，1958
ヒメドロムシ ゴトウミゾドロムシ Ordobrevia gotoi  Nomura，1959
ヒメドロムシ アカモンミゾドロムシ Ordobrevia maculata (Nomura，1957)
ヒメドロムシ キスジミゾドロムシ Ordobrevia foveicollis (Schönfeldt，1888)
ヒメドロムシ クロサワドロムシ Neoriohelmis kurosawai  Nomura，1958
ヒメドロムシ スネアカヒメドロムシ Optioservus variabilis  Nomura，1958
ヒメドロムシ ツヤヒメドロムシ Optioservus nitidus  Nomura，1958
ヒメドロムシ キベリナガアシドロムシ Grouvellinus marginatus (Kôno，1934)
ヒメドロムシ ツヤナガアシドロムシ Grouvellinus nitidus  Nomura，1963
ヒメドロムシ ツブスジドロムシ Paramacronychus granulatus  Nomura，1958
ヒメドロムシ ホソヒメツヤドロムシ Zaitzeviaria gotoi (Nomura，1959)
ヒメドロムシ マルヒメツヤドロムシ Zaitzeviaria ovata (Nomura，1959)
ヒメドロムシ ヒメツヤドロムシ Zaitzeviaria brevis (Nomura，1958)
ヒメドロムシ アワツヤドロムシ Zaitzevia awana (Kôno，1934)
ヒメドロムシ ツヤドロムシ Zaitzevia nitida  Nomura，1963
ヒメドロムシ ミゾツヤドロムシ Zaitzevia rivalis  Nomura，1963
ドロムシ ムナビロツヤドロムシ Elmomorphus brevicornis brevicornis  Sharp, 1888
チビドロムシ チビドロムシ Limnichus lewisi  Nakane，1963
チビドロムシ オオメホソチビドロムシ Cephalobyrrhinus japonicus  Champion，1925
ナガドロムシ タテスジナガドロムシ Heterocerus fenestratus  Thunberg，1784
ナガドロムシ タマガワナガドロムシ Heterocerus japonicus (Kôno，1931)
タマムシ ヤマトタマムシ Chrysochroa fulgidissima (Schönherr，1817)
タマムシ ウバタマムシ Chalcophora japonica japonica (Gory，1841)
タマムシ アオマダラタマムシ Nipponobuprestis amabilis (Snellen van Vollenhoven，1864)
タマムシ クロマダラタマムシ Nipponobuprestis querceti (E．Saunders，1873)
タマムシ クロホシタマムシ Ovalisia virgata (Motschulsky，1859)
タマムシ マスダクロホシタマムシ Ovalisia vivata (Lewis，1893)
タマムシ エサキキンヘリタマムシ Scintillatrix kamikochiana (Obenberger，1940)
タマムシ トゲフタオタマムシ Dicerca tibialis  Lewis，1893
タマムシ クロタマムシ Buprestis haemorrhoidalis japanensis  E．Saunders，1873
タマムシ アオタマムシ Eurythyrea tenuistriata  Lewis，1893
タマムシ クロヒメヒラタタマムシ Anthaxia  (Melanthaxia ) reticulata shinano  Y．Kurosawa，1963
タマムシ ヒメヒラタタマムシ Anthaxia  (Haplanthaxia ) proteus  E．Saunders，1873
タマムシ ヤマムツボシタマムシ Chrysobothris igai  Y．Kurosawa，1948
タマムシ ムツボシタマムシ Chrysobothris succedanea  E．Saunders，1873
タマムシ ミヤマナカボソタマムシ Coraebus daisenensis  Miwa，1940
タマムシ シロオビナカボソタマムシ Coraebus quadriundulatus  Motschulsky，1866
タマムシ ルイスナカボソタマムシ Coraebus rusticans rusticans  Lewis，1893
タマムシ カラカネチビナカボソタマムシ Nalanda ohbayashii  Y．Kurosawa, 1957
タマムシ ムネアカチビナカボソタマムシ Nalanda rutilicollis rutilicollis (Obenberger，1914)
タマムシ クリタマムシ Toxoscelus auriceps (E．Saunders，1873)
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タマムシ クルミナガタマムシ Agrilus kurumi  Y．Kurosawa, 1957
タマムシ クモガタナガタマムシ Agrilus mallotiellus  Y．Kurosawa，1985
タマムシ アオグロナガタマムシ Agrilus viridiobscurus  E．Saunders，1873
タマムシ シャシャンボナガタマムシ Agrilus shashamboe  Y．Kurosawa, 1963
タマムシ ダイミョウナガタマムシ Agrilus daimio  Obenberger，1936
タマムシ シラケナガタマムシ Agrilus pilosovittatus  E．Saunders，1873
タマムシ クワナガタマムシ Agrilus komareki  Obenberger，1925
タマムシ ネムノキナガタマムシ Agrilus subrobustus  E．Saunders，1873
タマムシ クロナガタマムシ Agrilus cyaneoniger  E．Saunders，1873
タマムシ アオナガタマムシ Agrilus planipennis ulmi  Y．Kurosawa，1956
タマムシ アカバナガタマムシ Agrilus sinuatus yokoyamai  Iga，1955
タマムシ ヤナギナガタマムシ Agrilus salicivora  Y．Kurosawa，1963
タマムシ スジバナガタマムシ Agrilus sachalinicola  Obenberger，1940
タマムシ ケヤキナガタマムシ Agrilus spinipennis  Lewis，1893
タマムシ シラホシナガタマムシ Agrilus alazon  Lewis，1893
タマムシ ホソクロナガタマムシ Agrilus kawarai  Y．Kurosawa，1963
タマムシ トガリカラカネナガタマムシ Agrilus rokuyai  Y．Kurosawa，1976
タマムシ ミカンナガタマムシ Agrilus auriventris  E．Saunders，1873
タマムシ コガネナガタマムシ Agrilus fortunatus  Lewis.1893
タマムシ シロテンナガタマムシ Agrilus sospes  Lewis，1893
タマムシ ヒシモンナガタマムシ Agrilus discalis  E．Saunders，1873
タマムシ ミツボシナガタマムシ Agrilus trinotatus  E．Saunders，1873
タマムシ ホソアシナガタマムシ Agrilus tibialis  Lewis，1893
タマムシ オオウグイスナガタマムシ Agrilus asiaticus igai  Y．Kurosawa，1963
タマムシ ウグイスナガタマムシ Agrilus tempestivus  Lewis，1893
タマムシ ミドリツヤナガタマムシ Agrilus sibiricus fukushimensis  Jendek，1994
タマムシ ツヤナガタマムシ Agrilus cupes  Lewis，1893
タマムシ ヒメアサギナガタマムシ Agrilus hattorii  Nakane，1983
タマムシ アサギナガタマムシ Agrilus rotundicollis  E．Saunders，1873
タマムシ アサヒナルリナガタマムシ Agrilus asahinai pseudorotundicollis  Y．Kurosawa，1956
タマムシ ロニノナガタマムシ Agrilus nicolanus  Obenberger，1924
タマムシ ブドウナガタマムシ Agrilus marginicollis  E．Saunders，1873
タマムシ ツヤケシナガタマムシ Agrilus nipponigena  Obenberger，1935
タマムシ ケシツブタマムシ Mastogenius insperatus  Y．Kurosawa，1972
タマムシ クロケシタマムシ Aphanisticus congener  E．Saunders，1873
タマムシ アカガネエグリタマムシ Endelus pyrrosiae pyrrosiae  Y．Kurosawa，1985
タマムシ ヤナギチビタマムシ Trachys minuta salicis  Lewis，1893
タマムシ クズノチビタマムシ Trachys auricollis  E．Saunders，1873
タマムシ ズミチビタマムシ Trachys tringoi  Y．Kurosawa，1951
タマムシ ソーンダースチビタマムシ Trachys saundersi  Lewis，1893
タマムシ ウメチビタマムシ Trachys inconspicua  E．Saunders，1873

タマムシ クロチビタマムシ
Trachys pseudoscrobiculata
　 pseudoscrobiculata  Obenberger，1940

タマムシ アカガネチビタマムシ Trachys tsushimae  Obenberger，1922
タマムシ コウゾチビタマムシ Trachys broussonetiae  Y．Kurosawa，1985
タマムシ マルガタチビタマムシ Trachys inedita  E．Saunders，1922
タマムシ ヌスビトハギチビタマムシ Trachys tokyoensis  Obenberger，1940
タマムシ マメチビタマムシ Trachys reitteri  Obenberger，1930
タマムシ ナミガタチビタマムシ Trachys griseofasciata  E．Saunders，1873
タマムシ ヤノナミガタチビタマムシ Trachys yanoi  Y．Kurosawa，1959
タマムシ ドウイロチビタマムシ Trachys cupricolor  E．Saunders，1873
タマムシ シナノキチビタマムシ Trachys auriflua  Solsky，1875
タマムシ ダンダラチビタマムシ Trachys variolaris  E．Saunders，1873
タマムシ サシゲチビタマムシ Trachys robusta  E．Saunders，1873
タマムシ ハイイロヒラタチビタマムシ Habroloma griseonigrum (E．Saunders，1873)
タマムシ ヒラタチビタマムシ Habroloma  (Parahabroloma ) subbicorne  Motschulsky，1860
タマムシ ナガヒラタチビタマムシ Habroloma yuasai  Y．Kurosawa，1976
ナガハナノミダマシ ニホンナガハナノミダマシ Eurypogon japonicus  Sakai，1982
ナガハナノミダマシ ホソナガハナノミダマシ Eurypogon ocularis  Sakai，1982
ナガハナノミダマシ ハバビロナガハナノミダマシ Eurypogon brevipennis  Sakai，1982
ナガハナノミダマシ ヒサマツナガハナノミダマシ Eurypogon hisamatsui  Sakai，1982
ホソクシヒゲムシ ムネアカクシヒゲムシ Horatocera niponica  Lewis，1895
コメツキムシ ヒゲコメツキ Pectocera fortunei Candèze，1873
コメツキムシ サビキコリ Agrypnus  (Agrypnus ) binodulus binodulus (Motschulsky，1861)
コメツキムシ ムナビロサビキコリ Agrypnus (Agrypnus ) cordicollis (Candèze，1865)
コメツキムシ ホソサビキコリ Agrypnus (Sabikikorius ) fuliginosus (Candèze，1865)
コメツキムシ コガタヒメサビキコリ Agrypnus  (Colaulon ) hypnicola (Kishii，1964)
コメツキムシ ハマベオオヒメサビキコリ Agrypnus  (Colaulon ) tsukamotoi (Kishii，1956)
コメツキムシ ヒメサビキコリ Agrypnus (Colaulon ) scrofa scrofa (Candèze，1873)
コメツキムシ シロオビチビサビキコリ Adelocera  (Brachylacon ) difficilis (Lewis，1894)
コメツキムシ イチハシチビサビキコリ Adelocera (Brachylacon ) ichihashii Ôhira，1978
コメツキムシ スナサビキコリ Meristhus niponensis  Lewis，1894
コメツキムシ コガタノサビコメツキ Lacon  (Lacon ) parallelus parallelus (Lewis，1894)
コメツキムシ オオサビコメツキ Lacon (Alaotypus ) maeklinii (Candèze，1865)
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コメツキムシ ウバタマコメツキ Cryptalaus berus  (Candèze，1865)
コメツキムシ フタモンウバタマコメツキ Cryptalaus larvatus pini (Lewis，1894)
コメツキムシ オオクシヒゲコメツキ Tetrigus lewisi Candèze，1873
コメツキムシ マダラチビコメツキ Prodrasterius agnata (Candèze，1873)
コメツキムシ スジマダラチビコメツキ Aeoloderma brachmana  (Candèze，1859)
コメツキムシ ヒラタヒサゴコメツキ Ascoliocerus  (Colioascerus ) saxatilis saxatilis (Lewis，1894)
コメツキムシ キアシヒラタヒサゴコメツキ Ascoliocerus  (Colioascerus ) fluviatilis (Lewis，1894)
コメツキムシ センジョウミヤマヒサゴコメツキ Homotechnes motschulskyi kuratai  Kishii，1968
コメツキムシ カイミヤマヒサゴコメツキ Homotechnes motschulskyi kai  Kishii，1996
コメツキムシ イズミヤマヒサゴコメツキ Homotechnes motschulskyi izucola  Kishii，2001
コメツキムシ チャグロヒサゴコメツキ Hypolithus brunneofuscus (Nakane，1954)
コメツキムシ ルイスウスイロカネコメツキ Cidnopus marginipennis (Lewis，1894)
コメツキムシ ウスチャイロカネコメツキ Nothodes marginicollis (Lewis，1894)
コメツキムシ フタキボシカネコメツキ Limoniscus kraatzi nihonicus  Kishii，1966
コメツキムシ クロカネコメツキ Limoniscus atricolor (Lewis，1879)
コメツキムシ ニホンカネコメツキ Limoniscus niponensis (Lewis，1894)
コメツキムシ ミヤマカネコメツキ Limoniscus montivagus (Lewis，1894)
コメツキムシ ハネアカカネコメツキ Limoniscus rufipennis (Lewis，1894)
コメツキムシ タテスジカネコメツキ Limoniscus vittatus  (Candèze，1873)
コメツキムシ キンムネヒメカネコメツキ Limonius ignicollis (Lewis，1894)
コメツキムシ ムラサキヒメカネコメツキ Limonius eximius (Lewis，1894)
コメツキムシ キアシヒメカネコメツキ Limonius approximans (Lewis，1894)
コメツキムシ コウイチヒメカネコメツキ Limonius kouichianus  (Kishii，1989)
コメツキムシ ガロアムネスジダンダラコメツキ Harminius galloisi  Miwa，1928
コメツキムシ コガタムネスジダンダラコメツキ Harminius singularis hondoensis  Kishii，1985
コメツキムシ ニッコウムネスジダンダラメツキ Harminius nikkoensis  Miwa，1928
コメツキムシ ダンダラコメツキ Diacanthous undosus (Lewis，1894)
コメツキムシ オオツヤハダコメツキ Stenagostus umbratilis (Lewis，1894)
コメツキムシ フトツヤハダコメツキ Harminathous suturalis  (Candèze，1873)
コメツキムシ チャイロツヤハダコメツキ Scutellathous comes (Lewis，1894)
コメツキムシ ホソアカツヤハダコメツキ Scutellathous sasajii  Kishii，2001
コメツキムシ フジチャイロツヤハダコメツキ Scutellathous fujisanus Ôhira，1963
コメツキムシ － Scutellathous  sp.
コメツキムシ メダカツヤハダコメツキ Medakathous jactatus jactatus (Lewis，1894)
コメツキムシ クロツヤハダコメツキ Hemicrepidius (Hemicrepidius) secessus secessus (Candèze，1873)
コメツキムシ コクロツヤハダコメツキ Hemicrepidius  (Hemicrepidius ) sinuatus sinuatus (Lewis，1894)
コメツキムシ ヒメクロツヤハダコメツキ Hemicrepidius (Hemicrepidius) desertor desertor Candèze，1873
コメツキムシ ルリツヤハダコメツキ Hemicrepidius  (Miwacrepidius ) subcyaneus (Motschulsky，1866)

コメツキムシ
ホソツヤハダコメツキ
　（カタモンホソコメツキ）

Athousinus humeralis (Miwa，1927)

コメツキムシ ヒメアオツヤハダコメツキ Mucromorphus miwai miwai  Kishii，1962
コメツキムシ ニホンベニコメツキ Dentisollis nipponensis nipponensis  Ôhira，1973
コメツキムシ ミヤマベニコメツキ Denticollis miniatus (Candèze，1885)
コメツキムシ メスグロベニコメツキ Denticollis versicolor (Lewis，1894)
コメツキムシ ミヤマフトヒラタコメツキ Acteniceromorphus kurohfunei (Miwa，1934)
コメツキムシ クロフトヒラタコメツキ Acteniceromorphus ozeanus (Nakane et Kishii，1954)
コメツキムシ テングフトヒラタコメツキ Acteniceromorphus tengu (Miwa，1934)
コメツキムシ ミノフトヒラタコメツキ Acteniceromorphus minoensis  (Ôhira，1954)
コメツキムシ ニホンフトヒラタコメツキ Acteniceromorphus nipponensis  Ôhira，1973
コメツキムシ アカハネフトヒラタコメツキ Acteniceromorphus fulvipennis (Lewis，1894)
コメツキムシ ベニバネフトヒラタコメツキ Acteniceromorphus chlamydatus (Lewis，1894)
コメツキムシ ウストラフコメツキ Selatosomus vagepictus (Lewis，1894)
コメツキムシ ミヤマコガネヒラタコメツキ Mosotalesus impressus sachalinensis (Miwa，1934)
コメツキムシ アカヒゲヒラタコメツキ Neopristilophus serrifer serrifer Candèze，1873
コメツキムシ オオナガヒラタコメツキ Paraphotistus notabilis notabilis (Candèze，1873)
コメツキムシ クロナガヒラタコメツキ Paraphotistus niger (Miwa，1928)
コメツキムシ イヨオオヒラタコメツキ Aphotistus iyoensis  Kishii，1982
コメツキムシ クリイロツヤハダコメツキ Elathous brunneus (Lewis，1894)
コメツキムシ ホソクロツヤヒラタコメツキ Liotrichus affinis hypocrita (Lewis，1894)
コメツキムシ クロツヤヒラタコメツキ Calambus japonicus (Fleutiaux，1902)
コメツキムシ チャグロヒラタコメツキ Calambus mundulus  Lewis，1879
コメツキムシ ツヤヒラタコメツキ Aganohypoganus mirabilis (Miwa，1934)
コメツキムシ シリブトヒラタコメツキ Selatosomus (Eanoides ) puerilis (Candèze，1873)
コメツキムシ ダイミョウヒラタコメツキ Anostrius daimio (Lewis，1894)
コメツキムシ クロホソヒラタコメツキ Corymbitodes concolor (Lewis，1894)
コメツキムシ ドウガネヒラタコメツキ Corymbitodes gratus (Lewis，1894)
コメツキムシ オオベニホソヒラタコメツキ Corymbitodes rubripennnis (Lewis，1894)
コメツキムシ ベニホソヒラタコメツキ Corymbitodes nikkoensis (Jakobson，1913)
コメツキムシ コガタシモフリコメツキ Actenicerus aerosus aerosus (Lewis，1879)
コメツキムシ ヨコヅナシモフリコメツキ Actenicerus giganteus (Kishii，1975)
コメツキムシ キアシシモフリコメツキ Actenicerus kiashianus (Miwa，1928)
コメツキムシ アカアシシモフリコメツキ Actenicerus ashiaka  Kishii，1985
コメツキムシ ヘリアカシモフリコメツキ Actenicerus modestus modestus (Lewis，1894)
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コメツキムシ
オオシモフリコメツキ
　（ヒメシモフリコメツキ）

Actenicerus orientalis (Candèze，1889)

コメツキムシ シモフリコメツキ Actenicerus pruinosus (Motschulsky，1861)
コメツキムシ カワイヒラアシコメツキ Ischiodontus kawaii Ôhira,，1967
コメツキムシ アラハダチャイロコメツキ Reitterelater rugipennis (Lewis，1894)
コメツキムシ チャイロコメツキ Haterumelater bicarinatus bicarinatus (Candèze，1873)
コメツキムシ ヒメクロコメツキ Ampedus  (subgen.?) carbunculus (Lewis，1879)
コメツキムシ ニッコウアカコメツキ Ampedus (Pseudelater ) nikkoensis (Ôhira，1973)
コメツキムシ ソボサンアカコメツキ？ Ampedus  (Pseudelater ) soboensis  Ôhira，1963?
コメツキムシ アカアシアカコメツキ Ampedus  (Ampedus ) fagi (Lewis，1894)
コメツキムシ アカハラクロコメツキ Ampedus (Ampedus ) hypogastricus hypogastricus (Candèze，1873)
コメツキムシ アカアシクロコメツキ Ampedus  (Ampedus ) japonicus japonicus  Silfverberg，1977
コメツキムシ オオアカコメツキ Ampedus  (Ampedus ) optabilis optabilis (Lewis，1894)
コメツキムシ アカコメツキ Ampedus  (Ampedus ) orientalis (Lewis，1894)
コメツキムシ フトアカコメツキ Ampedus (Ampedus ) pachycollis Ôhira，1973
コメツキムシ コナガクロコメツキ Ampedus  (Ampedus ) nanus  Silfverberg，1977
コメツキムシ タンバコクロコメツキ Ampedus  (Ampedus ) tamba  Kishii，1976
コメツキムシ チビクロコメツキ Ampedus  (Ampedus ) pauxillis (Lewis，1894)
コメツキムシ セダカアカコメツキ Ampedus  (Ampedus ) scutellaris scutellaris (Lewis，1894)
コメツキムシ ホソクロコメツキ Ampedus  (Ampedus ) tenuistriatus (Lewis，1894)
コメツキムシ ミヤマホソチャバネコメツキ Ampedus  (Ampedus ) tokugoensis  W．Suzuki，1985
コメツキムシ ケブカクロコメツキ Ampedus  (Ampedus ) vestitus vestitus (Lewis，1894)
コメツキムシ ツマグロコメツキ Ampedus  (Ampedus ) niponicus (Lewis，1894)
コメツキムシ ミヤマタテスジコメツキ Ampedus  (Lewisellus ) gracilipes (Lewis，1894)
コメツキムシ ムネアカツヤケシコメツキ Megapenthes opacus  Candèze，1873
コメツキムシ クロサワツヤケシコメツキ Megapenthes kurosawai  W．Suzuki，1986
コメツキムシ キマダラコメツキ Gamepenthes pictipennis (Lewis，1894)
コメツキムシ ヒメキマダラコメツキ Gamepenthes similis (Lewis，1894)
コメツキムシ コキマダラコメツキ Gamepenthes ornatus (Lewis，1894)
コメツキムシ メスアカキマダラコメツキ Gamepenthes versipellis (Lewis，1894)
コメツキムシ ヒメホソキコメツキ Procraerus helvolus  (Candèze，1873)
コメツキムシ ホソツヤケシコメツキ Hayekpenthes pallidus pallidus (Lewis，1894)
コメツキムシ コフトナガコメツキ Penthelater plebejus Candèze，1873
コメツキムシ ホウオウコメツキ Houwau alpicola  Kishii，1993
コメツキムシ クロアシブトコメツキ Anshastus mus  Lewis，1894
コメツキムシ クリイロアシブトコメツキ Anchastus aquilis aquilis  Candèze，1873
コメツキムシ ニセクチブトコメツキ Lanecarus palustris (Lewis，1894)
コメツキムシ クチブトコメツキ Silesis musculus Candèze，1873
コメツキムシ キバネクチボソコメツキ Glyphonyx bicolor bicolor Candèze，1893
コメツキムシ クロスジクチボソコメツキ Glyphonyx dalopioides  Nakane，1958
コメツキムシ クチボソコメツキ Glyphonyx illepidus Candèze，1893
コメツキムシ ババムナビロコメツキ Sadoganus babai Ôhira，1956
コメツキムシ ヨツキボシコメツキ Ectinoides insignitus insignitus (Lewis，1894)
コメツキムシ オオカバイロコメツキ Ectinus dahuricus persimilis (Lewis，1894)
コメツキムシ キンケオオカバイロコメツキ Ectinus puberulus (Miwa，1928)
コメツキムシ ムネナガカバイロコメツキ Ectinus longicollis (Lewis，1894)
コメツキムシ カバイロコメツキ Ectinus sericeus sericeus (Candèze，1878)
コメツキムシ キアシムナボソコメツキ Ectinus sepes (Lewis，1894)
コメツキムシ キアシクロムナボソコメツキ Ectinus insidiosus (Lewis，1894)
コメツキムシ ヒメカバイロコメツキ Agriotes elegantulus  Lewis，1894
コメツキムシ オグラカバイロコメツキ Agriotes ogurae ogurae  Lewis，1894
コメツキムシ ウスカバイロコメツキ Chatanayus ishiharai ishiharai (Nakane et Kishii，1954)
コメツキムシ ニホンヒメコメツキ Dalopius niponensis  Ôhira，1970
コメツキムシ ホソナカグロヒメコメツキ Dalopius tamui  Kishii，1985
コメツキムシ ナガナカグロヒメコメツキ Dalopius exilis  Kishii，1956
コメツキムシ クロスジヒメコメツキ Dalopius patagiatus (Lewis，1894)
コメツキムシ ナオミヒメコメツキ Dalopius naomii  Kishii，1981
コメツキムシ チュウゴクナカグロヒメコメツキ Dalopius bizen  Kishii，1984
コメツキムシ キバネホソコメツキ Dolerosomus gracilis (Candèze，1873)
コメツキムシ ヒゲナガコメツキ Neotrichophorus junior junior (Candèze，1873)
コメツキムシ オオナガコメツキ Orthostethus sieboldi sieboldi Candèze，1873
コメツキムシ ヒメオオナガコメツキ Orthostethus kometuki  Kishii，1985
コメツキムシ オオクロナガコメツキ Elater  (Elater ) niponensis (Lewis，1894)
コメツキムシ チャイロヒメコメツキ Sericus brunneus sachalinensis (Miwa，1928)
コメツキムシ クロヒメコメツキ Sericus fujisanus (Lewis，1894)
コメツキムシ エゾコガネヒメコメツキ Sericus jezoensis Ôhira，1992
コメツキムシ コガネホソコメツキ Shirozulus bifoveolatus (Lewis，1894)
コメツキムシ ミドリヒメコメツキ Vuilletus viridis viridis (Lewis，1894)
コメツキムシ ハネナガクシコメツキ Melanotus  (Cratonychus ) matsumurai  Schenkling，1927
コメツキムシ クシコメツキ Melanotus (Melanotus ) legatus legatus  Candèze，1860
コメツキムシ ヒメクシコメツキ Melanotus  (Melanotus ) legatoides  Kishii，1975
コメツキムシ ルイスクシコメツキ Melanotus  (Melanotus ) lewisi lewisi  Schenkling，1927
コメツキムシ クロツヤクシコメツキ Melanotus (Melanotus ) annosus Candèze，1865
コメツキムシ クロクシコメツキ Melanotus (Melanotus ) senilis senilis Candèze，1856
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コメツキムシ ヒラタクロクシコメツキ Melanotus (Melanotus ) correctus correctus Candèze，1865
コメツキムシ チャバネクシコメツキ Melanotus (Melanotus ) seniculus Candèze，1873
コメツキムシ コガタクシコメツキ Melanotus (Melanotus ) erythropygus Candèze，1873
コメツキムシ マルクビクシコメツキ Melanotus (Melanotus ) fortnumi fortnumi Candèze，1878
コメツキムシ ナガチャクシコメツキ Melanotus (Melanotus ) spernendus spernendus Candèze，1873
コメツキムシ オオクロクシコメツキ Spheniscosomus restricus (Candèze，1865)
コメツキムシ アカアシオオクシコメツキ Spheniscosomus cete cete (Candèze，1860)
コメツキムシ ヒラタクシコメツキ Spheniscosomus koikei (Kishii et Ôhira，1956)
コメツキムシ ハネナガオオクシコメツキ Spheniscosomus japonicus (Ôhira，1974)
コメツキムシ クロツヤミズギワコメツキ Oedostethus  (Oedostethus ) telluris (Lewis，1894)

コメツキムシ
ミズギワコメツキ
　（キアシミズギワコメツキ）

Fleutiauxellus  (Migiwa ) curatus curatus  Candèze, 1873

コメツキムシ コヨツモンミズギワコメツキ Fleutiauxellus  (Neomigiwa ) interstinctus (Lewis，1894)
コメツキムシ ヨツモンミズギワコメツキ Fleutiauxellus (Neomigiwa ) quadrillum (Candèze，1873)
コメツキムシ カタモンチビコメツキ Pronegastrius humeralis humeralis (Candèze，1873)
コメツキムシ チビミズギワコメツキ Pronegastrius lewisi (Schwarz，1907)
コメツキムシ シラケチビミズギワコメツキ Zorochrus (Yamatostrius ) albipilis (Candèze，1873)
コメツキムシ ニホンチビマメコメツキ Quasimus japonicus  Kishii，1959
コメツキムシ マルチビマメコメツキ Quasimus ovalis  (Candèze，1873)
コメツキムシ ヘリムネマメコメツキ Yukoana carinicollis (Lewis，1894)
コメツキムシ ヘリマメコメツキ Yukoana elliptica (Candèze，1873)
コメツキムシ オオハナコメツキ Platynychus nothus nothus (Candèze，1865)
コメツキムシ アカアシハナコメツキ Platynychus adjutor  (Candèze，1873)
コメツキムシ クロハナコメツキ Cardiophorus pinguis  Lewis，1894
コメツキムシ ホソハナコメツキ Cradiophorus niponicus (Lewis，1894)
コメツキムシ クロコハナコメツキ Paracardiophorus opacus  Lewis，1894
コメツキムシ コハナコメツキ Paracardiophorus pullatus (Candèze，1873)
コメツキムシ アカアシコハナコメツキ Paracardiophorus seguens seguens (Candèze，1873)
ヒゲブトコメツキ ナガヒゲブトコメツキ Aulanothroscus longulus (Weise，1879)
ヒゲブトコメツキ ミカドヒゲブトコメツキ Trixagus micado  Reitter，1921
ヒゲブトコメツキ チャイロヒゲブトコメツキ Trixagus turgidus  Hisamatsu，1985
コメツキダマシ ナガコメツキダマシ Isorhipis banghaasi (Reitter，1899)
コメツキダマシ ホソナガコメツキダマシ Isorhipis foveata  Hisamatsu，1955
コメツキダマシ カクムネコメツキダマシ Melasis japonicus  Hisamatsu，1964
コメツキダマシ シコクカクムネコメツキダマシ Melasis shikokensis  Hisamatsu，1985
コメツキダマシ ノコヒゲフトコメツキダマシ Otho spondyloides (Germar．1818)
コメツキダマシ ヒメフトコメツキダマシ Bioxylus japonensis (Fleutiaux，1900)
コメツキダマシ キンケヒメフトコメツキダマシ Bioxylus pilosellus  Hisamatsu，1959
コメツキダマシ ガロアヒメフトコメツキダマシ Bioxylus galloisi  Fleutiaux，1922
コメツキダマシ ニセツヤヒメコメツキダマシ Xylobius minimus  Hisamatsu，1959
コメツキダマシ アイヌツヤヒメコメツキダマシ Xylobius ainu  Fleutiaux，1922
コメツキダマシ コクロコメツキダマシ Euryptychus lewisi  Fleutiaux，1922
コメツキダマシ クロコメツキダマシ Euryptychus vicinus  Fleutiaux，1922
コメツキダマシ オニコメツキダマシ Hylochares harmandi  Fleutiaux，1900
コメツキダマシ ヒゲボソヒメコメツキダマシ Hypocoelus harmandi  Fleutiaux，1902
コメツキダマシ ヒメコメツキダマシ Hypocoelus japonicus  Fleutiaux，1902
コメツキダマシ クロスジヒゲコメツキダマシ Proxylobius galloisi  Fleutiaux，1922
コメツキダマシ ナガスジヒゲコメツキダマシ Proxylobius longicornis  Hisamatsu，1958
コメツキダマシ エノキコメツキダマシ Galloisius amplicollis  Fleutiaux，1922
コメツキダマシ コヒメミゾコメツキダマシ Dromaeolus brevipes  Fleutiaux，1922
コメツキダマシ クロヒメミゾコメツキダマシ Dromaeolus lewisi  Fleutiaux，1922
コメツキダマシ ニホンヒメミゾコメツキダマシ Dromaeolus nipponensis  Fleutiaux，1922
コメツキダマシ コチャイロコメツキダマシ Fornax nipponicus  Fleutiaux，1922
コメツキダマシ オオチャイロコメツキダマシ Fornax victor  Fleutiaux，1922
コメツキダマシ エダヒゲコメツキダマシ Sarpedon atratus  Fleutiaux，1922
コメツキダマシ ホソマメフチトリコメツキダマシ Clypeorhagus morimotoi  Hisamatsu，1960
コメツキダマシ ムナクボミゾコメツキダマシ Dirhagus foveolatus  Fleutiaux，1922
コメツキダマシ クシヒゲミゾコメツキダマシ Dirhagus ramosus (Fleutiaux，1902)
コメツキダマシ コガタフチトリコメツキダマシ Dirhagus mystagogus  Fleutiaux，1922
コメツキダマシ キイロナカミゾコメツキダマシ Rhacopus miyatakei (Hisamatsu，1955)
コメツキダマシ トゲナカミゾコメツキダマシ Rhacopus modestus (Fleutiaux，1922)
コメツキダマシ ナガミゾコメツキダマシ Dirrhagofarsus lewisi (Fleutiaux，1900)
コメツキダマシ アイヌコメツキダマシ Farsus ainu  Fleutiaux，1922
ベニボタル ベニボタル Lycostomus modestus (Kiesenwetter，1874)
ベニボタル フトベニボタル Lycostomus semiellipticus  Reitter，1910
ベニボタル ツヤバネベニボタル Calochromus rubrovestitus  Nakane et Ohbayashi，1955
ベニボタル コクシヒゲベニボタル Macrolycus aemlus  Barovskij，1930
ベニボタル オオクシヒゲベニボタル Macrolycus excellens  Nakane，1969
ベニボタル クシヒゲベニボタル Macrolycus flabellatus (Motschulsky，1860)
ベニボタル ミヤマクシヒゲベニボタル Macrolycus montanus  Nakane，1967
ベニボタル － Macrolycus submontanus  Nakane，1994
ベニボタル ホソベニボタル Mesolycus atrorufus (Kiesenwetter，1879)
ベニボタル ムネアカホソベニボタル Stenolycus ohirai  Ohbayashi，1956
ベニボタル コクロハナボタル Libnetes granicollis (Kiesenwetter，1879)
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ベニボタル ニセクロハナボタル Plateros hasegawai  Nakane et Baba，1961
ベニボタル クロハナボタル Plateros coracinus (Kiesenwetter，1874)
ベニボタル ヒメクロハナボタル Plateros japonicus  Nakane，1969
ベニボタル アカゲハナボタル Plateros purpurivestis  Gorham，1887
ベニボタル キベリハナボタル Plateros marginicollis  Nakane，1969
ベニボタル ヒメベニボタル Lyponia delicatula (Kiesenwetter，1874)
ベニボタル コガタカクムネベニボタル Lyponia nigroscutellaris nigroscutellaris (Ohbayashi，1956)
ベニボタル ヒメカクムネベニボタル Lyponia osawai  Nakane，1969
ベニボタル カクムネベニボタル Lyponia quadricollis (Kiesenwetter，1874)
ベニボタル カタアカハナボタル Eropterus nothus (Kiesenwetter，187)
ベニボタル ヒゲブトジュウジベニボタル Lopheros crassipalpis  Nakane，1969
ベニボタル ニセジュウジベニボタル Lopheros harmandi (Bourgeois，1902)
ベニボタル コウノジュウジベニボタル Lopheros konoi  Nakane，1969
ベニボタル ジュウジベニボタル Lopheros lineatus (Gorham，1883)
ベニボタル キタベニボタル Lopheros septentrionalis (Kôno，1932)
ベニボタル クロバヒシベニボタル Dictyoptera elegans  Nakane et Winkler，1952
ベニボタル ヒシベニボタル Dictyoptera gorhami (Kôno，1932)
ベニボタル メダカヒシベニボタル Dictyoptera oculata (Gorham，1883)
ベニボタル ミヤビヒシベニボタル Dictyoptera ohbayashii  Nakane，1969
ベニボタル ネアカヒシベニボタル Dictyoptera speciosa  Ohbayashi，1954
ベニボタル アカスジヒシベニボタル Dictyoptera velata (Gorham，1883)
ベニボタル アカミスジヒシベニボタル Benibotarus sanguinipennis  Nakane et Ohbayashi，1958
ベニボタル ミスジヒシベニボタル Benibotarus spinicoxis (Kiesenwetter，1874)
ベニボタル フトヒシベニボタル Pryopterus nigroruber (DeGeer，1774)
ベニボタル ムネクロテングベニボタル Platycis consobrinus  Bourgeois，1902
ベニボタル テングベニボタル Platycis nasutus (Kiesenwetter，1874)
ベニボタル ムネアカテングベニボタル Konoplatycis otome (Kôno，1932)
ベニボタル スジアカベニボタル Conderis orientis  Gorham，1883
ベニボタル カタアカベニボタル Conderis rufohumeralis  Nakane，1958
ベニボタル カタスジアミメボタル Xylonbanus basivittatus  Nakane，1969
ベニボタル クロアミメボタル Xylonbanus niger  Ohbayashi，1954
ベニボタル ヤマトアミメボタル Xylobanus japonicus  Bourgeois，1902
ベニボタル ネアカクロベニボタル Cautires bourgeoisi (Harold，1879)
ベニボタル ミダレクロベニボタル Cautires geometricus (Kiesenwetter，1874)
ベニボタル カクムネクロベニボタル Cautires nakanei (Winkler，1952)
ベニボタル マエアカクロベニボタル Cautires zahradniki (Winkler，1952)
ホタル ムネクリイロボタル Cyphonocerus ruficollis  Kiesenwetter，1879
ホタル カタモンミナミボタル Drilaster axillaris  Kiesenwetter，1879
ホタル ゲンジボタル Luciola cruciata  Motschulsky，1854
ホタル ヘイケボタル Luciola lateralis  Motschulsky，1860
ホタル ヒメボタル Hotaria parvula (Kiesenwetter，1874)
ホタル クロマドボタル Lychnuris fumosa (Gorham，1883)
ホタル オオオバボタル Lucidina accensa  Gorham，1883
ホタル オバボタル Lucidina biplagiata (Motschulsky，1866)
ホタル スジグロボタル Pristolycus saglatus saglatus  Gorham，1883
ホタルモドキ チビホタルモドキ Omethes rugiceps (Lewis，1895)
ホタルモドキ ホソホタルモドキ Drilonius striatulus  Kiesenwetter，1874
ホタルモドキ ムネアカホソホタルモドキ Drilonius osawai  Nakane，1950
ジョウカイボン クビボソジョウカイ Podabrus  (Podabrus ) heydeni  Kiesenwetter，1879
ジョウカイボン ヒメクビボソジョウカイ Podabrus  (Asiopodabrus ) macilentus  Kiesenwetter，1874
ジョウカイボン ユーシンクビボソジョウカイ Podabrus  (Asiopodabrus ) yushinensis  Takahashi，1992
ジョウカイボン ホウシクビボソジョウカイ Podabrus  (Asiopodabrus ) hoshiensis  Nakane，1990
ジョウカイボン ミクニクビボソジョウカイ Podabrus  (Asiopodabrus ) mikunisanus  Takahashi，1992
ジョウカイボン ウスイロクビボソジョウカイ Podabrus  (Asiopodabrus ) temporalis  Harold，1878
ジョウカイボン タカオクビボソジョウカイ Podabrus  (Asiopodabrus ) takaosanus  Nakane et Makino，1990
ジョウカイボン ミヤマクビボソジョウカイ Podabrus  (Asiopodabrus ) lictorius  Lewis，1895
ジョウカイボン クロヒメクビボソジョウカイ Podabrus  (Asiopodabrus ) malthinoides  Kiesenwetter，1874
ジョウカイボン － Podabrus  (Asiopodabrus ) hosodai  Takahashi et Kiriyama，2000
ジョウカイボン － Podabrus  (Asiopodabrus ) kuroisawanus  Takahashi et Kiriyama，2000
ジョウカイボン － Podabrus  (Asiopodabrus ) kiriyamai  Takahashi，2002
ジョウカイボン ナガヒメジョウカイ Micropodabrus longipes (Wittmer，1953)
ジョウカイボン クロヒゲナガジョウカイ Habronychus providus (Kiesenwetter，1874)
ジョウカイボン キンイロジョウカイ Themus  (Themus ) episcopalis purpureoaeneus  Yajima et Nakane，1988
ジョウカイボン ヒメキンイロジョウカイ Themus  (Themus ) midas (Kiesenwetter，1874)
ジョウカイボン アオジョウカイ Themus  (Themus ) cyanipennis  Motschulsky，1857
ジョウカイボン － Yukikoa kanekoi Takahashi，2003
ジョウカイボン クロジョウカイ Athemus  (Athemus ) attristatus (Kiesenwetter，1874)
ジョウカイボン クラヤミジョウカイ Athemus  (Athemus ) nigerrimus  Yajima et Nakane，1969
ジョウカイボン ジョウカイボン Athemus  (Athemus ) suturellus (Motschulsky，1860)
ジョウカイボン クロホソジョウカイ Athemus  (Athemus ) aegrota (Kiesenwetter，1874)
ジョウカイボン ツユキクロホソジョウカイ Athemus  (Athemus ) tuyukii  Takahashi，1992
ジョウカイボン フチヘリジョウカイ Athemus  (Athemus ) maculielytris  Ishida，1986
ジョウカイボン ババジョウカイ Athemus  (Andrathemus ) babai  Ishida，1986
ジョウカイボン ニセヒメジョウカイ Athemus  (Andrathemus ) lineatipennis  Wittmer，1953
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ジョウカイボン セボシジョウカイ Athemus  (Andrathemus ) vitellinus (Kiesenwetter，1874)
ジョウカイボン オカベセボシジョウカイ Athemus  (Andrathemus ) okabei  Takahashi，1992
ジョウカイボン セスジジョウカイ Athemus  (Andrathemus ) magnius  Ishida，1986
ジョウカイボン ヤトセスジジョウカイ Athemus  (Andrathemus ) yato (Takahashi，1992)
ジョウカイボン マツナガジョウカイ Athemus  (Andrathemus ) matsunagai  Imasaka et Okushima，2000
ジョウカイボン ウスチャジョウカイ Athemus  (Athemellus ) insulsus (Harold，1878)
ジョウカイボン ムネアカクロジョウカイ Athemus  (Athemellus ) adusticollis (Kiesenwetter，1874)
ジョウカイボン ヒメジョウカイ Athemus  (Micadocantharis ) japonicus (Kiesenwetter，1874)
ジョウカイボン ミヤマヒメジョウカイ Athemus  (Micadocantharis ) alpicolus (Nakane，1992)
ジョウカイボン ムネアカフトジョウカイ Wittmercantharis curtata (Kiesenwetter，1874)
ジョウカイボン ホッカイジョウカイ Wittmercantharis vulcana (Lewis，1895)
ジョウカイボン ミヤマクビアカジョウカイ Athemus  (Andrathemus ) nakanei (Wittmer，1953)
ジョウカイボン ヒガシマルムネジョウカイ Prothemus reini (Kiesenwetter，1879)
ジョウカイボン クリイロジョウカイ Stenothemus badius (Kiesenwetter，1874)
ジョウカイボン アラカワダケヒメジョウカイ Rhagonycha arakawadakensis (M．Satô，1976)
ジョウカイボン クロヒメジョウカイ Rhagonycha latiuscula (Sahlberg，1885)
ジョウカイボン フタイロチビジョウカイ Malthinellus bicolor  Kiesenwetter，1874
ジョウカイボン クロスジツマキジョウカイ Malthinus mucoreus  Kiesenwetter，1879
ジョウカイボン ウスバツマキジョウカイ Malthinus nakanei  Wittmer，1955
ジョウカイボン キアシツマキジョウカイ Malthinus humeralis  Kiesenwetter，1874
ジョウカイボン クロツマキジョウカイ Malthinus japonicus  Ohbayashi，1949
ジョウカイボン コウベツマキジョウカイ Malthinus kobensis (Lewis，1895)
ジョウカイボン ムネミゾクロチビジョウカイ Malthodes sulcicollis  Kiesenwetter，1879
ジョウカイボン ホソチビジョウカイ Malthodes furcatopygus  Wittmer，1954
ジョウカイボン ナガチビジョウカイ Malthodes longipygus  Wittmer，1954
ジョウカイボン － Malthodes niponicus  Kiesenwetter，1874 (sensu Wittmer，1954)
ジョウカイボン ホンシュウチビジョウカイ Malthodes ohbayashii  Wittmer，1954
ジョウカイボン キベリコバネジョウカイ Trypherus niponicus (Lewis，1879)
ジョウカイボン ニセキベリコバネジョウカイ Trypherus mutilatus (Kiesenwetter，1879)
ジョウカイボン クロコバネジョウカイ Trypherus nigrinus  Brancucci，1985
ジョウカイボン オオメコバネジョウカイ Microichthyurus pennatus  Lewis，1895
マキムシモドキ マキムシモドキ Peltastica amurensis  Reitter，1879
マキムシモドキ モンヒメマキムシモドキ Derodontus japonicus  Hisamatsu，1964
マキムシモドキ アラメヒメマキムシモドキ Derodontus tuberosus  Hisamatsu et Sakai，1985
ヒメトゲムシ クロヒメトゲムシ Nosodendron coenosum (Wollaston，1873)
カツオブシムシ トビカツオブシムシ Dermestes ater  DeGeer，1774 ●
カツオブシムシ カドマルカツオブシムシ Dermestes haemorrhoidalis  Küster，1852 ●
カツオブシムシ ハラジロカツオブシムシ Dermestes maculatus  DeGeer，1774 ●
カツオブシムシ フイリカツオブシムシ Dermestes frischi  Kugelann，1792 ●
カツオブシムシ カドムネカツオブシムシ Dermestes coarctatus  Harold，1877
カツオブシムシ ネアカカツオブシムシ Dermestes carnivorus  Fabricius，1775 ●
カツオブシムシ シモフリカツオブシムシ Dermestes undulatus  Brahm，1790
カツオブシムシ ヒメカツオブシムシ Attagenus uicolor  Brahm，1877 ●
カツオブシムシ シラホシヒメカツオブシムシ Attagenus pellio (Linnaeus，1758) ●
カツオブシムシ アカマダラカツオブシムシ Trogoderma varium (Matsumura et Yokoyama，1928)
カツオブシムシ クロマダラカツオブシムシ Trogoderma lomgisetosum  Chao et Lee，1966
カツオブシムシ ヒメマダラカツオブシムシ Trogoderma inclusum  LeConte，1854 ●
カツオブシムシ カザリマダラカツオブシムシ Trogoderma ornatum (Say，1825) ●
カツオブシムシ ベニモンチビカツオブシムシ Orphinus japonicus  Arrow，1915
カツオブシムシ ヨツモンチビカツオブシムシ Orphinus quadrimaculatus (Matsumura et Yokoyama，1928)
カツオブシムシ カマキリタマゴカツオブシムシ Thaumaglossa rufocapillata  Redtenbacher，1867
カツオブシムシ クロヒゲブトカツオブシムシ Thaumaglossa hilleri  Reitter，1881
カツオブシムシ チビケカツオブシムシ Trinodes rufescens  Reitter，1877
カツオブシムシ シロオビマルカツオブシムシ Anthrenus niponensis  Kalick et N．Ohbayashi，1985
カツオブシムシ ヒメマルカツオブシムシ Anthrenus verbasci (Linnaeus，1767)
カツオブシムシ チビマルカツオブシムシ Anthrenus japonicus  N．Ohbayashi，1985
カツオブシムシ ミヤママルカツオブシムシ Anthrenus tanakai  N．Ohbayashi，1985
ナガシンクイムシ ケブトヒラタキクイムシ Minthea rugicollis (Walker，1859) ●
ナガシンクイムシ アラゲヒラタキクイムシ Lyctoxylon dentatum (Pascoe，1866) ●
ナガシンクイムシ ヒラタキクイムシ Lyctus brunneus (Stephens，1830) ●
ナガシンクイムシ コナナガシンクイ Rhizopertha dominica (Fabricius，1792) ●
ナガシンクイムシ チビタケナガシンクイ Dinoderus minutus (Fabricius，1775) ●
ナガシンクイムシ ニホンタケナガシンクイ Dinoderus japonicus  Lesne，1895
ナガシンクイムシ ホソタケナガシンクイ Dinoderus speculifer  Lesne，1895
ナガシンクイムシ フタトゲナガシンクイ Sinoxylon japonicus  Lesne，1895
ナガシンクイムシ オオナガシンクイ Heterobostrychus hamatipennis  Lesne，1895 ●
ナガシンクイムシ セマダラナガシンクイ Lichenophanes carinipennis (Lewis，1896)
ナガシンクイムシ ガロアヒメナガシンクイ Xylopsocus galloisi  Lesne，1937
シバンムシ ニセセマルヒョウホンムシ Gibbium aequinoctiale  Boieldieu，1854 ●
シバンムシ ヒメヒョウホンムシ Ptinus clavipes  Panzer，1809 ●
シバンムシ ナガヒョウホンムシ Ptinus japonicus  Reitter，1877
シバンムシ コナガヒョウホンムシ Ptinus villiger  Reitter，1884 ●
シバンムシ ケジロヒョウホンムシ Ptinus senilis senilis  Kiesenwetter，1879
シバンムシ カバイロヒョウホンムシ Pseudeurostus hilleri (Reitter，1877) ●

- 132 -



種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名
備考科　　名

シバンムシ ケオビトサカシバンムシ Ptinomorphus exilis (Kiesenwetter，1879)
シバンムシ ヒメトサカシバンムシ Anhedobia capucina (Reitter，1877)
シバンムシ クシヒゲシバンムシ Ptilineurus marmoratus (Reitter，1877)
シバンムシ ホソマダラシバンムシ Xestobium shibatai  Sakai，1979
シバンムシ － Hyperisus pacificus  Sakai，2001
シバンムシ マツザイシバンムシ Ernobius mollis (Linnaeus，1761)
シバンムシ コガタマツシバンムシ Ernobius curticollis  Pic，1921
シバンムシ フルホンシバンムシ Gastrallus immarginatus (Müller，1821)
シバンムシ ツツガタシバンムシ Gastrallus affinis  Sakai，1984
シバンムシ ヒメツツガタシバンムシ Gastrallus dimidiatus  Sakai，1984
シバンムシ ザウテルシバンムシ Falsogastrallus sauteri  Pic，1914
シバンムシ ジンサンシバンムシ Stegobium paniceum (Linnaeus，1761) ●
シバンムシ ケブカシバンムシ Nicobium hirtum (Illiger，1807) ●
シバンムシ トサカシバンムシ Trichodesma fascicularis (Reitter，1877)
シバンムシ オオナガシバンムシ Priobium carpini (Herbst，1793)
シバンムシ エゾマツシバンムシ Hadrobregmus pertinax (Linnaeus，1758)
シバンムシ セスジタワラシバンムシ Holcobius japonicus (Pic，1903)
シバンムシ ケモンセスジシバンムシ Xyletinus tomentosus  Sakai，1975
シバンムシ タバコシバンムシ Lasioderma serricorne (Fabricius，1792) ●
シバンムシ チビキノコシバンムシ Sculptotheca hilleri (Schilsky，1901)
シバンムシ スジバネキノコシバンムシ Stagetus uenoi  Sakai，1995
シバンムシ ヒトクチタケシバンムシ Dorcatoma polypori  N．Hayashi，1954
シバンムシ シガキノコシバンムシ Dorcatoma shigaensis  N．Hayashi，1951
シバンムシ クリイロタマキノコシバンムシ Byrrhodes nipponicus  Sakai，1984
シバンムシ ムネアカタマキノコシバンムシ？ Byrrhodes irregularis  Sakai, 1984?
シバンムシ オオホコリタケシバンムシ Caenocara tsuchiguri  Sakai，1984
シバンムシ ヒメホコリタケシバンムシ Caenocara rufitarse (Reitter，1878)
コクヌスト オオコクヌスト Trogossita japonica  Reitter，1875
コクヌスト コクヌスト Teneroides mauritanicus (Linnaeus，1758) ●
コクヌスト オオマダラコクヌスト Leperina tibialis  Reitter，1889
コクヌスト ゴマダラコクヌスト Leperina squamulosa (Gebler，1830)
コクヌスト セダカコクヌスト Thymalus parviceps  Lewis，1894
コクヌスト オオズセダカコクヌスト Thymalus laticeps  Lewis，1894
コクヌスト ユヤマセダカコクヌスト Thymalus punctidorsum  Lewis，1894
コクヌスト カバイロコクヌスト Ostoma ferruginea (Linnaeus，1758)
コクヌスト ハロルドヒメコクヌスト Ancyroma haroldi  Reitter，1877
コクヌスト チビコクヌスト Latolaeva japonica (Reitter，1889)
カッコウムシ ホソカッコウムシ Cladiscus obeliscus  Lewis，1892
カッコウムシ イガラシカッコウムシ Tillus igarashii Kôno，1930
カッコウムシ ネアカヒメカッコウムシ Tiloidea notata (Klug，1842)
カッコウムシ モンサビカッコウムシ Neoclerus ornatulus  Lewis，1892
カッコウムシ ヨツモンチビカッコウムシ Isoclerus pictus  Lewis，1892
カッコウムシ ヤマトヒメメダカカッコウムシ Neohydnus hozumii  Nakane，1981
カッコウムシ ムナグロナガカッコウムシ Opilo niponicus  Lewis，1892
カッコウムシ キオビナガカッコウムシ Opilo calinatus  Lewis，1892
カッコウムシ ダンダラカッコウムシ Stigmatium pilosellum (Gorham，1878)
カッコウムシ クロダンダラカッコウムシ Stigmatium nakanei  Iga，1949
カッコウムシ アリモドキカッコウムシ Thanassimus lewisi  Jacobson，1911
カッコウムシ ムネアカアリモドキカッコウムシ Thanassimus substriatus substriatus (Gebler，1841)
カッコウムシ クロフアシナガカッコウムシ Omadius nigromaculatus  Lewis，1892
カッコウムシ ムネアカマルカッコウムシ Allochotes dichroa (Lewis，1891)
カッコウムシ クリイロカッコウムシ Platytenerus castaneus (Kôno，1930)
カッコウムシ ツマグロツツカッコウムシ Tenerus hilleri  Harold，1877
カッコウムシ キムネツツカッコウムシ Tenerus maculicollis  Lewis，1892
カッコウムシ ルリツツカッコウムシ Tenerus lewisi  Lohde，1899
カッコウムシ シロオビカッコウムシ Tarsostenus univittatus (Rossi，1792) ●
カッコウムシ アカクビホシカムシ Necrobia ruficollis (Fabricius，1775) ●
カッコウムシ アカアシホシカムシ Necrobia rufipes (DeGeer，1775) ●
ジョウカイモドキ ケシジョウカイモドキ Dasytes vulgalis  Nakane，1963
ジョウカイモドキ クロアオケシジョウカイモドキ Dasytes japonicus  Kiesenwetter，1874
ジョウカイモドキ ニセケシジョウカイモドキ Dasytes basicornis  Nakane，1963
ジョウカイモドキ コケシジョウカイモドキ Celsus spectabilis  Lewis，1895
ジョウカイモドキ ルリキオビジョウカイモドキ Intybia tokaraensis (Nakane，1955)
ジョウカイモドキ クロキオビジョウカイモドキ Intybia niponicus (Lewis，1895)
ジョウカイモドキ ヒロオビジョウカイモドキ Intybia histrio (Kiesenwetter，1874)
ジョウカイモドキ キアシオビジョウカイモドキ Intybia pellegrini (Pic，1910)
ジョウカイモドキ イソジョウカイモドキ Laius asahinai  Nakane，1955
ジョウカイモドキ ツマキアオジョウカイモドキ Malachius prolongatus  Motschulsky，1866
ジョウカイモドキ コアオジョウカイモドキ Anhomodactylus eximius (Lewis，1895)
ジョウカイモドキ クギヌキヒメジョウカイモドキ Ebaeus oblongulus  Kiesenwetter，1874
ジョウカイモドキ チバクギヌキジョウカイモドキ Ebaeus chibaensis  Nakane，1989

ジョウカイモドキ
ホウライ
　クギヌキヒメジョウカイモドキ

Ebaeus horaianus  Nakane, 1991

ジョウカイモドキ スソキヒメジョウカイモドキ Hypebaeus ohbayashii (Wittmer，1954)
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ジョウカイモドキ アトキクロヒメジョウカイモドキ Hypebaeus flavocaudatus (Nakane，1956)
ジョウカイモドキ ヒメジョウカイモドキ Nepachys japonicus (Kiesenwetter，1874)
ツツシンクイ ムネアカホソツツシンクイ Lymexylon ruficolle  Y．Kurosawa，1949
ツツシンクイ ツマグロツツシンクイ Hylecoetus dermestoides cossis  Lewis，1896
ツツシンクイ クシヒゲツツシンクイ Hylecoetus flavellicornis (Schneider，1791)
ヒメキノコムシ ツヤヒメキノコムシ Sphindus brevis  Reitter，1878
ヒメキノコムシ クリイロヒメキノコムシ Sphindus castaneipennis  Reitter，1878
ヒメキノコムシ マルヒメキノコムシ Aspidophorus japonicus  Reitter，1878
ヒメキノコムシ サカイマルヒメキノコムシ Aspidophorus sakaii  Sasaji，1993
ヒゲボソケシキスイ キイロチビハナケシキスイ Heterhelus japonicus (Reitter，1877)
ヒゲボソケシキスイ クロチビハナケシキスイ Heterhelus morio (Reitter，1877)
ヒゲボソケシキスイ コクロチビハナケシキスイ Brachypterus urticae (Fabricius，1791)
ケシキスイ カタベニデオキスイ Urophorus humeralis (Fabricius，1798)
ケシキスイ ムネカドデオキスイ Carpophilus acutangulus  Reitter，1884
ケシキスイ ハラグロデオキスイ Carpophilus sibiricus  Reitter，1879
ケシキスイ クリイロデオキスイ Carpophilus marginellus  Motschulsky，1858 ●
ケシキスイ トドデオキスイ Carpophilus titanus  Reitter，1884
ケシキスイ クロハナケシキスイ Carpophilus chalybeus  Murray，1864
ケシキスイ クリヤケシキスイ Carpophilus hemipterus (Linnaeus，1785) ●
ケシキスイ ウスチャデオキスイ Carpophilus freemani  Dobson，1956 ●
ケシキスイ ルイスデオキスイ Carpophilus lewisi  Reitter，1884
ケシキスイ コメノケシキスイ Carpophilus pilosellus  Motschulsky，1858 ●
ケシキスイ モンチビヒラタケシキスイ Haptoncus ocularis (Fairmaire，1849)
ケシキスイ ツヤチビヒラタケシキスイ Haptoncus concolor  Murray，1864
ケシキスイ マメヒラタケシキスイ Haptoncurina paulula (Reitter，1873)
ケシキスイ トゲアシヒラタケシキスイ Epuraea  (Micruria ) dentipes  Hisamatsu，1961
ケシキスイ キバナガヒラタケシキスイ Epuraea  (Micruria ) mandibularis  Reitter，1873
ケシキスイ ハバビロヒラタケシキスイ Epuraea  (Micruria ) dura (Reitter，1884)
ケシキスイ アシマガリヒラタケシキスイ Epuraea  (Micruria ) curvipes  Hisamatsu，1961
ケシキスイ ツバキヒラタケシキスイ Epuraea  (Micruria ) commutata  Grouvelle，1912
ケシキスイ コゲチャヒラタケシキスイ Epuraea  (Micruria ) japonica (Motschulsky，1860)
ケシキスイ アルマンヒラタケシキスイ Epuraea  (Micruria ) harmandi  Grouvelle，1902
ケシキスイ カクアシヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) bergeri  Sjöberg，1939
ケシキスイ セアカヒメヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) submicrurula  Reitter，1884
ケシキスイ セグロヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) densepunctata  Nakane et Hisamatsu，1963
ケシキスイ ウスモンアカヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) kyushuensis  Sjöberg，1939
ケシキスイ ハネナガヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) longula  Erichson，1845
ケシキスイ ヒゲブトヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) depressa (Illiger，1798)
ケシキスイ ヒメヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) domina  Reitter，1873
ケシキスイ ヘリアカヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) hisamatsui  Nakane，1963
ケシキスイ モンキヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) quadrimaculata  Reitter，1884
ケシキスイ ナミヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) pellax  Reitter，1873
ケシキスイ ムナクボヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) foveicollis  Reitter，1873
ケシキスイ ハコネヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) funeraria  Reitter，1884
ケシキスイ セコブヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) alpicola  Nakane，1963
ケシキスイ クロテンヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) deleta apposita  Reitter，1884
ケシキスイ カクホソヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) rapax  Reitter，1884
ケシキスイ ホソキヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) parilis  Reitter，1873
ケシキスイ アカホシヒラタケシキスイ Epuraea  (Epuraea ) sp.
ケシキスイ オオヒラタケシキスイ Aphenolia pseudosoronia  Reitter，1884
ケシキスイ キボシヒラタケシキスイ Omosita colon (Linnaeus，1758)
ケシキスイ ヘリグロヒラタケシキスイ Omosita discoidea (Fabricius，1775)
ケシキスイ マルキマダラケシキスイ Stelidota multiguttata  Reitter，1877
ケシキスイ コクロヒラタケシキスイ Ipidia sibirica (Reitter，1879)
ケシキスイ クロヒラタケシキスイ Ipidia variolosa  Reitter，1879
ケシキスイ マルヒラタケシキスイ Parametopia x-ruburum  Reitter，1884
ケシキスイ オオキマダラケシキスイ Soronia fracta  Reitter，1884
ケシキスイ キマダラケシキスイ Soronia japonica  Reitter，1873
ケシキスイ クロキマダラケシキスイ Soronia lewisi  Reitter，1884
ケシキスイ アミモンヒラタケシキスイ Physoronia hilleri (Reitter，1877)
ケシキスイ キノコヒラタケシキスイ Physoronia explanata  Reitter，1884
ケシキスイ ケモンケシキスイ Atarphia fasciculata  Reitter，1884
ケシキスイ ヨツモンヒラタケシキスイ Atarphia quadripunctata  Reitter，1884
ケシキスイ アカマダラケシキスイ Lasiodactylus pictus (MacLeay，1825)
ケシキスイ ニセアカマダラケシキスイ Lasiodactylus borealis  Hisamatsu，1968
ケシキスイ コブスジケシキスイ Lasiodactylus tuberculifer  Reitter，1873
ケシキスイ マルガタカクケシキスイ Pocadites japonus  Reitter，1877
ケシキスイ セダカカクケシキスイ Pocadites corpulentus  Reitter，1884
ケシキスイ セスジカクケシキスイ Pocadites oviformis  Reitter，1884
ケシキスイ ウスオビキノコケシキスイ Pocadites dilatimanus (Reitter，1877)
ケシキスイ ネアカカクケシキスイ Pocadites rufobasalis  Reitter，1884
ケシキスイ ホコリタケケシキスイ Pocadiodes japonicus (Reitter，1873)
ケシキスイ クロモンカクケシキスイ Pocadius nobilis  Reitter，1873
ケシキスイ コゲチャセマルケシキスイ Amphicrossus japonicus  Reitter，1873
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ケシキスイ ナガコゲチャケシキスイ Amphicrossus lewisi  Reitter，1873
ケシキスイ チビムクゲケシキスイ Circopes suturalis (Reitter，1884)
ケシキスイ コクロムクゲケシキスイ Aethina inconspicua  Nakane，1963
ケシキスイ ドウイロムクゲケシキスイ Aethina aeneipennis  Reitter，1873
ケシキスイ クロモンムクゲケシキスイ Aethina maculicollis  Reitter，1884
ケシキスイ ヨツボシセマルケシキスイ Cychramus variegatus (Herbst，1792)
ケシキスイ モンキイロセマルケシキスイ Cychramus plagiatus  Reitter，1884
ケシキスイ キイロセマルケシキスイ Cychramus dorsalis  Reitter，1884
ケシキスイ クロマルケシキスイ Cyllodes ater (Herbst，1792)
ケシキスイ ニセクロマルケシキスイ Cyllodes dubius (Reitter，1877)
ケシキスイ ヒメクロマルケシキスイ Cyllodes breviusculus (Reitter，1884)
ケシキスイ マルマルケシキスイ Cyllodes semiglobosus (Reitter，1884)
ケシキスイ ヨツボシアカマルケシキスイ Cyllodes punctidorsum  Nakane et Hisamatsu，1955
ケシキスイ フタモンマルケシキスイ Cyllodes binotatus (Reitter，1879)
ケシキスイ ツキワマルケシキスイ Cyllodes literatus (Reitter，1878)
ケシキスイ ワモンマルケシキスイ Cyllodes nakanei  Hisamatsu，1961
ケシキスイ アシナガマルケシキスイ Pallodes cyrtusoides  Reitter，1884
ケシキスイ クリイロマルケシキスイ Pallodes umbratilis  Reitter，1873
ケシキスイ タテスジマルケシキスイ Neopallodes omogonis  Hisamatsu，1953
ケシキスイ モンクロアカマルケシキスイ Neopallodes hilleri (Reitter，1877)
ケシキスイ ネアカマルケシキスイ Neopallodes inermis  Reitter，1884
ケシキスイ ツヤマルケシキスイ Neopallodes vicinus  Grouvelle，1891
ケシキスイ シリグロオオケシキスイ Oxycnemus lewisi (Reitter，1884)
ケシキスイ ミツノオオケシキスイ Tricanus japonicus  Hisamatsu，1985
ケシキスイ キムネチビケシキスイ Meligethes  (Odonthogethes ) denticulatus honshuensis  Easton，1959
ケシキスイ ムネアカチビケシキスイ Meligethes  (Meligethes ) flavicollis  Reitter，1873
ケシキスイ トゲナシチビケシキスイ Meligethes  (Meligethes ) placidus  Easton，1957
ケシキスイ ドウイロチビケシキスイ Meligethes  (Meligethes ) haroldi  Reitter，1877
ケシキスイ オオアオチビケシキスイ Meligethes  (Meligethes ) cyaneus  Easton，1957
ケシキスイ キベリチビケシキスイ Meligethes  (Meligethes ) violaceus  Reitter，1873
ケシキスイ ツヤケシチビケシキスイ Meligethes  (Meligethes ) mus  Reitter，1884
ケシキスイ オドリコソウチビケシキスイ Meligethes  (Meligethes ) morosus  Erichson，1845
ケシキスイ チャイロチビケシキスイ Meligethes  (Meligethes ) shimoyamai  Hisamatsu，1964
ケシキスイ ナカネチビケシキスイ Meligethes  (Meligethes ) nakanei  Easton，1957
ケシキスイ ナミモンコケシキスイ Cryptarcha strigata (Fabricius，1787)
ケシキスイ ルイスコオニケシキスイ Cryptarcha lewisi  Reitter，1873
ケシキスイ ヒラタオニケシキスイ Librodor binaevus (Reitter，1879)
ケシキスイ コヨツボシケシキスイ Librodor ipsoides (Reitter，1879)
ケシキスイ ヒョウモンケシキスイ Librodor pantherinus (Reitter，1879)
ケシキスイ アカハラケシキスイ Librodor rufiventris (Reitter，1879)
ケシキスイ ヨツボシケシキスイ Librodor japonica (Motschulsky，1857)
ケシキスイ クリストフオニケシキスイ Librodor christophi (Reitter，1879)
ケシキスイ ツツオニケシキスイ Librodor subcylindricus  Reitter，1884
ケシキスイ カタベニツツケシキスイ Pityophagus basalis  Reitter，1874
ケシキスイ キムネタマキスイ Cybocephalus nipponicus  Endrödy‐Younga，1971
ネスイムシ ホソムネデオネスイ Monotoma longicollis (Gyllenhal，1827) ●
ネスイムシ トビイロデオネスイ Monotoma picipes  Herbst，1793 ●
ネスイムシ トゲムネデオネスイ Monotoma spinicollis Aubé，1837 ●
ネスイムシ カドコブデオネスイ Monotoma brevicollis Aubé，1837 ●
ネスイムシ ウスイロデオネスイ Monotoma testacea  Motschulsky，1854 ●
ネスイムシ ニセデオネスイ Europs  (Monotopion ) ferrugineum  Reitter，1884
ネスイムシ ホソデオネスイ Europs  (Europs ) temporis  Reitter，1884
ネスイムシ オオバケデオネスイ Mimemodes emmerichi  Mader，1937
ネスイムシ オバケデオネスイ Mimemodes monstrosus (Reitter，1874)
ネスイムシ コバケデオネスイ Mimemodes japonus (Reitter，1874)
ネスイムシ アナバケデオネスイ Mimemodes cribratus (Reitter，1874)
ネスイムシ ニセケブカネスイ Rhizophagoides kojimai  Nakane et Hisamatsu，1963
ネスイムシ クロヒメネスイ Rhizophagus puncticollis (Sahlberg，1837)
ネスイムシ チビネスイ Rhizophagus parviceps  Reitter，1884
ネスイムシ ムナビロネスイ Rhizophagus nobilis  Lewis，1884
ネスイムシ ヤマトネスイ Rhizophagus japonicus  Reitter，1884(1885)
オオキスイムシ ムナビロオオキスイ Helota fulviventris  Kolbe，1886
オオキスイムシ ヨツボシオオキスイ Helota gemmata  Gorham，1874
オオキスイムシ ミドリオオキスイ Helota cereopunctata  Lewis，1881
ホソヒラタムシ フタトゲホソヒラタムシ Silvanus bidentatus (Fabricius，1792) ●
ホソヒラタムシ ヒメフタトゲホソヒラタムシ Silvanus lewisi  Reitter，1876 ●

ホソヒラタムシ カクムネホソヒラタムシ Silvanus recticollis  Reitter，1876
ホソヒラタムシ イクビホソヒラタムシ Silvanoprus inermis (Reitter，1876)
ホソヒラタムシ ミツカドホソヒラタムシ Silvanoprus scuticollis (Walker，1859)
ホソヒラタムシ ホソミツカドホソヒラタムシ Silvanoprus grouvellei (Reiiter，1876)
ホソヒラタムシ ホソムネホソヒラタムシ Silvanoprus angusticollis (Reitter，1876)
ホソヒラタムシ ホホビロホソヒラタムシ Silvanoprus longicollis  Reitter，1876
ホソヒラタムシ カドコブホソヒラタムシ Ahasverus adovena (Waltl，1832) ●
ホソヒラタムシ ノコギリホソヒラタムシ Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus，1758) ●
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ホソヒラタムシ チビセマルホソヒラタムシ Monanus concinnulus (Walker，1858) ●
ホソヒラタムシ ミツモンセマルヒラタムシ Psammoecus triguttatus  Reitter，1874
ホソヒラタムシ クロオビセマルヒラタムシ Psammoecus fasciatus  Reitter，1874
ホソヒラタムシ セマルホソヒラタムシ Cryptamorpha sulcifrons  Reitter，1889
ツツヒラタムシ ツツヒラタムシ Ancistria apicalis  Reitter，1889
ヒラタムシ ヒメヒラタムシ Uleiota arborea (Reitter，1889)
ヒラタムシ ヒゲナガヒメヒラタムシ Dendrophagus longicornis  Reitter，1889
ヒラタムシ ベニヒラタムシ Cucujus coccinatus  Lewis，1881
ヒラタムシ エゾベニヒラタムシ Cucujus opacus  Lewis，1888
ヒラタムシ ルリヒラタムシ Cucujus mniszechi  Grouvelle，1874
ヒラタムシ クロムネキカワヒラタムシ Pediacus japonicus  Reitter，1874
ヒラタムシ クロホシチビヒラタムシ Notolaemus ? nigroornatus (Reitter，1889)
ヒラタムシ モンチビヒラタムシ Notolaemus ? cribratus (Reitter，1889)
ヒラタムシ ルイスチビヒラタムシ Notolaemus ? lewisi (Reitter，1889)
ヒラタムシ キボシチビヒラタムシ Laemophloeus submonilis  Reitter，1889
ヒラタムシ オオキバチビヒラタムシ Nipponophloeus dorcoides (Reitter，1874)
ヒラタムシ セマルチビヒラタムシ Xylolestes laevior (Reitter，1874)
ヒラタムシ ヒレルチビヒラタムシ Xylolestes hilleri (Reitter，1877)
ヒラタムシ カドムネチビヒラタムシ Placonotus testaceus (Fabricius，1787)
ヒラタムシ サビカクムネチビヒラタムシ Cryptolestes ferrugineus (Stephens．1831) ●
ヒラタムシ カクムネチビヒラタムシ Cryptolestes pusillus (Schönherr，１８１７) ●
ヒラタムシ ニセカクムネチビヒラタムシ Cryptolestes pusilloides  Steel et Howe，1952 ●
ヒラタムシ トルコカクムネチビヒラタムシ Cryptolestes turcicus (Grouvelle，1877) ●
ヒラタムシ ホソチビヒラタムシ Leptophloeus femoralis  Sasaji，1983
ヒラタムシ － “Magnoleptus ” connvexiusculus (Grouvelle，1877)
ミジンキスイムシ キウチミジンンキスイ Propalticus kiuchii  Sasaji，1971
ヒメハナムシ チビズマルヒメハナムシ Phalacrus luteicornis  Champion，1927
ヒメハナムシ チャイロズマルヒメハナムシ Phalacrus festivus  Motschulsky，1858
ヒメハナムシ クロズマルヒメハナムシ Phalacrus punctatus  Champion，1925
ヒメハナムシ ニセクロズマルヒメハナムシ Phalacrus brevidens  Champion，1925
ヒメハナムシ キイロヒメハナムシ Heterostilbus kobensis  Champion，1925
ヒメハナムシ ホソヒゲヒメハナムシ Litochrus rufoguttatus  Champion，1925
ヒメハナムシ ベニモンアシナガヒメハナムシ Heterolitus coronatus (Flach，1889)
ヒメハナムシ キイロアシナガヒメハナムシ Heterolitus nipponicus  Hisamatsu，1985
ヒメハナムシ フタホシヒメハナムシ Merobrachys bimaculatus (Matsumura，1914)
ヒメハナムシ トビイロヒメハナムシ Olibrus consanguineus  Flach，1889
ヒメハナムシ フタスジヒメハナムシ Olibrus particeps  Mulsant et Rey，1861
ヒメハナムシ エムモンヒメハナムシ Stilbus polygramma  Flach，1888
ヒメハナムシ ヨコスジヒメハナムシ Stilbus avunculus  Flach，1889
ヒメハナムシ アカボシチビヒメハナムシ Stilbus bipustulatus  Champion，1925
ヒメハナムシ チビヒメハナムシ Stilbus pumilus (Hochhuth，1872)
キスイムシ ガマキスイ Telmatophilus orientalis  Sasaji，1987
キスイムシ ヒラムネマルキスイ Serratomaria tarsalis  Nakane et Hisamatsu，1963
キスイムシ ササマルキスイ Serratomaria vulgaris  Sasaji，1983
キスイムシ クロノコムネキスイ Henoticus japonicus  Nakane et Hisamatsu，1963
キスイムシ ムネスジキスイ Henotiderus centromaculatus  Reitter，1877
キスイムシ ハナバチヤドリキスイ Antherophagus nigricornis (Fabricius，1787)
キスイムシ － Antherophagus pallens  Linnaeus，1758
キスイムシ オオナガキスイ Cryptophagus  (Cryptophagus ) enormis  Hisamatsu，1962
キスイムシ クロモンキスイ Cryptophagus  (Cryptophagus ) decoratus  Reitter，1874
キスイムシ ウスイロキスイ Cryptophagus  (Cryptophagus ) dilutus  Reitter，1874
キスイムシ ウスバキスイ Cryptophagus  (Cryptophagus ) cellaris (Scopoli，1763) ●
キスイムシ ニホンヒゲブトキスイ Cryptophagus  (Cryptophagus ) japonicus  Reitter，1874
キスイムシ ヨツモンキスイ Cryptophagus  (Cryptophagus ) callosipennis  Grouvelle，1919
キスイムシ ヒゲブトキスイ Cryptophagus  (Cryptophagus ) latangulus  Reitter，1889
キスイムシ ルイスキスイ Cryptophagus lewisii  Reitter，1874
キスイムシ ノコバキスイ Cryptophagus micramboides  Reitter，1874
キスイムシ トゲムネキスイ Cryptophagus  (Cryptophagus ) acutangulus  Gyllenhal，1828 ●
キスイムシ ヘリムネキスイ Caenoscelis kurosai  Sasaji，1987
キスイムシ フタフシセマルキスイ Sternodea japonica  Sasaji，1984
キスイムシ ダエンキスイ Dernostea tanakai  Sasaji，1984
キスイムシ ナガマルキスイ Atomaria  (Atomaria ) punctatissima  Reitter，1877
キスイムシ ケナガセマルキスイ Atomaria  (Anchicera ) horridula  Reitter，1877
キスイムシ キイロセマルキスイ Atomaria  (Anchicera ) lewisi  Reitter，1877
キスイムシ マルガタキスイ Curelius japonicus (Reitter，1877)
オオキノコムシ ニホンホソオオキノコムシ Dacne japonica  Crotch，1873
オオキノコムシ セモンホソオオキノコムシ Dacne picta  Crotch，1873
オオキノコムシ ズグロホソオオキノコムシ Dacne zonalia  Lewis，1887
オオキノコムシ ウスモンホソオオキノコムシ Dacne akitai Narukawa, 1992
オオキノコムシ ベニモンムネビロオオキノコムシ Microsternus perforatus (Lewis，1887)
オオキノコムシ トウキョウムネビロオオキノコムシ Microsternus tokioensis  Nakane，1961
オオキノコムシ カタボシエグリオオキノコムシ Megalodacne bellula  Lewis，1883
オオキノコムシ ヒメオビオオキノコムシ Episcapha fortunei  Crotch，1873
オオキノコムシ ミヤマオビオオキノコムシ Episcapha gorhami  Lewis，1879
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オオキノコムシ オオキノコムシ Encaustes praenobilis  Lewis，1883
オオキノコムシ ルリオオキノコムシ Aulacochilus sibiricus  Reitter，1879
オオキノコムシ カタモンオオキノコムシ Aulacochilus japonicus  Crotch，1873
オオキノコムシ クロヒラタオオキノコムシ Renania atrocyanea  Lewis，1887
オオキノコムシ ツヤヒメオオキノコムシ Setelia scitula  Lewis，1887
オオキノコムシ クロバチビオオキノコムシ Pseudamblyopus similis (Lewis，1887)
オオキノコムシ スネビロオオキノコムシ Pseudamblyopus palmipes (Lewis，1889)
オオキノコムシ カタモンチビオオキノコムシ Spondotriplax horioi  Nakane et Nobuchi，1955
オオキノコムシ シリグロオオキノコムシ Dactylotritoma atricapilla (Lewis，1887)
オオキノコムシ ムモンシリグロオオキノコムシ Pselaphandra inornata (Chûjô，1941)
オオキノコムシ キイロチビオオキノコムシ Rhodotritoma sufflava (Lewis，1887)
オオキノコムシ ヨツボシオオキノコムシ Eutriplax tuberculifrons (Lewis，1887)
オオキノコムシ クロハバビロオオキノコムシ Neotriplax atrata  Lewis，1887
オオキノコムシ コクロハバビロオオキノコムシ Neotriplax delkeskampi  Nakane，1961
オオキノコムシ アカハバビロオオキノコムシ Neotriplax lewisii (Crotch，1873)
オオキノコムシ ハコネキスジチビオオキノコムシ Triplax nakanei hakonensis  Nakane，1979
オオキノコムシ キアシチビオオキノコムシ Triplax canalicollis  Lewis，1887
オオキノコムシ ホソチビオオキノコムシ Triplax japonica japonica  Crotch，1873
オオキノコムシ キバラチビオオキノコムシ Triplax flaviventris Tôyama et Kinugasa, 1986
オオキノコムシ セモンチビオオキコムシ Triplax discicollis  Lewis，1887
オオキノコムシ シベリアチビオオキノコムシ Triplax sibirica connectus (Lewis，1887)
オオキノコムシ フタホシチビオオキノコムシ Triplax devia  Lewis，1887
オオキノコムシ チャバネチビオオキノコムシ Triplax tanigutii Chûjô，1940
オオキノコムシ セグロチビオオキノコムシ Aporotritoma laetabilis (Lewis，1887)
オオキノコムシ コヒゲチビオオキノコムシ Aporotritoma arakii (Nakane，1954)
オオキノコムシ アシグロチビオオキノコムシ Aporotritoma atripes  (Araki，1943)
オオキノコムシ アカモンチビオオキノコムシ Aporotritoma consobrina (Lewis，1874)
オオキノコムシ クロチビオオキノコムシ Tritoma niponensis (Lewis，1874)
オオキノコムシ ハラアカチビオオキノコムシ Tritoma pallidiventris (Lewis，1887)
オオキノコムシ フタモンチビオオキノコムシ Tritoma biplagiata (Lewis，1887)
オオキノコムシ カタアカチビオオキノコムシ Tritoma kensakui Chûjô，1955
オオキノコムシ カタベニチビオオキノコムシ Tritoma tripartiaria (Lewis，1887)
オオキノコムシ ネアカチビオオキノコムシ Tritoma lewisiana  Nakane，1983
オオキノコムシ オオサワチビオオキノコムシ Tritoma osawai  Nakane，1981
オオキノコムシ ベニヘリチビオオキノコムシ Tritoma circumcincta (Lewis，1887)
オオキノコムシ キベリチビオオキノコムシ Tritoma pallidicincta (Lewis，1887)
オオキノコムシ ベニモンチビオオキノコムシ Tritoma sobrina (Lewis，1887)
オオキノコムシ ミツボシチビオオキノコムシ Tritoma maculifrons (Lewis，1887)
オオキノコムシ フタオビチビオオキノコムシ Tritoma latifasciata (Lewis，1887)
オオキノコムシ マエグロチビオオキノコムシ Tritoma centralis (Lewis，1887)
オオキノコムシ ツマグロチビオオキノコムシ Tritoma nigropunctata (Lewis，1887)
オオキノコムシ ムツボシチビオオキノコムシ Tritoma towadensis Chûjô，1952
オオキノコムシ トモンチビオオキノコムシ Tritoma asahinai  Nakane，1950
オオキノコムシ コモンチビオオキノコムシ Tritoma cenchris (Lewis，1887)
コメツキモドキ ヒラナガムクゲキスイ Cryptophilus obliteratus  Reitter，1874
コメツキモドキ ヒメナガムクゲキスイ Cryptophilus propinquus  Reitter，1874
コメツキモドキ アカスジナガムクゲキスイ Cryptophilus hiranoi  Sasaji，1874
コメツキモドキ ヒラタコメツキモドキ Xenoscelinus hiranoi  Sasaji，1989
コメツキモドキ ケナガマルコメツキモドキ Toramus glisonothoides  Reitter，1874
コメツキモドキ チビコメツキモドキ Henoticonus triphylloides (Reitter，1878)
コメツキモドキ ケシコメツキモドキ Microlanguria jansoni (Crotch，1873)
コメツキモドキ キムネヒメコメツキモドキ Anadastus nigriceps (Crotch，1873)
コメツキモドキ ツマグロヒメコメツキモドキ Anadastus praeustus (Crotch，1873)
コメツキモドキ アオバヒメコメツキモドキ Anadastus praetermissus (Janson，1873)
コメツキモドキ ルイスコメツキモドキ Languriomorpha lewisi (Crotch，1873)
コメツキモドキ クロアシコメツキモドキ Languriomorpha nigritarsis (Waterhouse，1873）
コメツキモドキ ニホンホホビロコメツキモドキ Dauledaya bucculenta (Lewis，)
ムクゲキスイムシ アカグロムクゲキスイ Biphyllus lewisi (Reitter，1889)
ムクゲキスイムシ ムナビロムクゲキスイ Biphyllus aequalis (Reitter，1889)
ムクゲキスイムシ カタモンムクゲキスイ Biphyllus humeralis (Reitter，1889)
ムクゲキスイムシ クロアシムクゲキスイ Biphyllus japonicus  Sasaji，1983
ムクゲキスイムシ ケマダラムクゲキスイ Biphyllus flexiosus (Reitter，1889)
ムクゲキスイムシ フトナミゲムクゲキスイ Biphyllus complexus  Sasaji，1983
ムクゲキスイムシ ハスモンムクゲキスイ Biphyllus rufopictus (Wollaston，1873)
ムクゲキスイムシ ベニモンムクゲキスイ Biphyllus suffusus (Wollaston，1873)
ムクゲキスイムシ クリイロムクゲキスイ Biphyllus throscoides (Wollaston，1873)
ムクゲキスイムシ セスジムクゲキスイ Biphyllus marmoratus (Reitter，1889)
ムクゲキスイムシ ナミゲムクゲキスイ Biphyllus inaequalis (Reitter，1889)
ムクゲキスイムシ クロムクゲキスイ Biphyllus  kasuga Nakane, 1988
キスイモドキ エゾキスイモドキ Byturus oakanus  Ohta，1930
キスイモドキ ズグロキスイモドキ Byturus atricollis  Reitter，1874
キスイモドキ キスイモドキ Byturus affinis  Reitter，1874
キスイモドキ ツノブトホタルモドキ Xerasia variegata  Lewis，1895
カクホソカタムシ チビマルホソカタムシ Murmidius ovalis (Beck，1817) ●
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カクホソカタムシ ナガマルホソカタムシ Mychocerus orientalis (Sasaji，1983)
カクホソカタムシ アシブトカクホソカタムシ Philothermopsis crassipes  Sharp，1885
カクホソカタムシ カクホソカタムシ Cerylon sharpi  Nakane，1963
カクホソカタムシ ダエンカクホソカタムシ Philothermus depressus  Sharp，1885
カクホソカタムシ アメイロカクホソカタムシ Philothermus pubens (Sharp，1885)
カクホソカタムシ アラメカクホソカタムシ Ectomicrus rugicollis  Sharp，1885
カクホソカタムシ ムネビロカクホソカタムシ Cautomus hystriculus  Sharp，1885
カクホソカタムシ アナムネカクホソカタムシ Thyroderus porcatus  Sharp，1885
ムキヒゲホソカタムシ クロツヤツツホソカタムシ Teredolaemus politus (Lewis，1879)
ミジンムシダマシ クロミジンムシダマシ Aphanocephalus hemisphericus  Wollaston，1873
テントウムシダマシ ツヤチビテントウダマシ Eidoreus japonicus  Sasaji，
テントウムシダマシ イツホシテントウダマシ Leiestes decoratus (Gorham，1887)
テントウムシダマシ チャバネムクゲテントウダマシ Stenotarsus chrysomelinus  Gorham，1887
テントウムシダマシ カタベニケブカテントウダマシ Ectomychus basalis  Gorham，1887
テントウムシダマシ クロモンケブカテントウダマシ Ectomychus musculus (Gorham，1887)
テントウムシダマシ チャイロケブカテントウダマシ Ectomychus nigriclavis (Gorham，1873)
テントウムシダマシ キイロテントウダマシ Saula japonica  Gorham，1874
テントウムシダマシ トウヨウダナエテントウダマシ Danae orientalis (Gorham，1873)
テントウムシダマシ オオダナエテントウダマシ Danae denticornis (Gorham，1873)
テントウムシダマシ クリバネツヤテントウダマシ Lycoperdina  (Golgia ) castaneipennis  Gorham，1874
テントウムシダマシ フチトリツヤテントウダマシ Lycoperdina  (Golgia ) dux  Gorham，1873
テントウムシダマシ セグロツヤテントウダマシ Lycoperdina  (Golgia ) mandarinea  Gerstaecker，1858
テントウムシダマシ ヨツボシテントウダマシ Ancylopus pictus asiaticus  Strohecker，1972
テントウムシダマシ キボシテントウダマシ Mycetina amabilis  Gorham，1873
テントウムシダマシ イカリモンテントウダマシ Mycetina ancoriger  Gorham，1873
テントウムシダマシ ムナビロテントウダマシ Mycetina laticollis  Gorham，1887
テントウムシダマシ ベニバネテントウダマシ Mycetina rufipennis (Motschulsky，1860)
テントウムシダマシ ルリテントウダマシ Endomychus gorhami (Lewis，1874)
テントウムシダマシ ヒラノクロテントウダマシ Endomychus nigropiceus (Gorham，1887)
テントウムシダマシ ウスグロテントウダマシ Endomychus ohbayashii  Nakne，1951
テントウムシダマシ ツヤヒメマキムシ Holoparamecus  (Holoparamecus ) signatus  Wollaston，1874
テントウムシダマシ ホソツヤヒメマキムシ Holoparamecus  (Holoparamecus ) depressus  Curtis，1833 ●
テントウムシダマシ マルツヤヒメマキムシ Holoparamecus  (Holoparamecus ) ellipticus  Wollaston，1874
マルテントウダマシ ダエンテントウダマシ Mychothenus asiaticus  Sasaji，1978
マルテントウダマシ マルガタテントウダマシ Bystodes orbicularis (Gorham，1887)
マルテントウダマシ キモンマルガタテントウダマシ？ Bystodes flavoapicalis  Sasaji，1990?
マルテントウダマシ ヒメマルガタテントウダマシ Dexialia minor (Chûjô，1841)
マルテントウダマシ ベニモンマルガタテントウダマシ Dialexia hisanoi  Sasaji，1978
マルテントウダマシ コマルガタテントウダマシ Idiophyes niponensis (Gorham，1895)
テントウムシ ムクゲチビテントウ Scotoscymnus japonicus (Reitter，1889)
テントウムシ クロツヤテントウ Serangium japonicum  Chapin，1940
テントウムシ ズグロツヤテントウ Serangium punctum  Miyatake，1963
テントウムシ クロジュウニホシテントウ Plotina versicolor  Lewis，1896
テントウムシ クロヘリメツブテントウ Sticholotis hilleri  Weise，1885

テントウムシ
ムツボシメツブテントウ
　（ムツボシテントウ）

Sticholotis punctata  Crotch，1874

テントウムシ キアシクロヒメテントウ Stethorus  (Stethorus ) japonicus  H．Kamiya，1959
テントウムシ エグリクロヒメテントウ Stethorus  (Parastethorus ) emarginatus  Miyatake，1966
テントウムシ ツマアカオオヒメテントウ Cryptolaemus montrouzieri  Mulsant，1853 ●
テントウムシ ハレヤヒメテントウ Pseudoscymnus hareja (Weise，1879)
テントウムシ セボシヒメテントウ Pseudoscymnus seboshii (Ohta，1929)
テントウムシ クビアカヒメテントウ Pseudoscymnus sylvaticus (Lewis，1896)
テントウムシ オオヒメテントウ Pseudoscymnus pilicrepus (Lewis，1896)
テントウムシ オオツカヒメテントウ Pseudoscymnus ohtsukai  Sasaji，1982
テントウムシ ツガヒメテントウ Pseudoscymnus tsugae  Sasaji et McCurule，1997
テントウムシ フタスジヒメテントウ Horniolus fortunatus (Lewis，1896)
テントウムシ カイヒメテントウ Nephus kaiensis (H．Kamiya，1961)
テントウムシ ヨツモンヒメテントウ Nephus yotsumon (H．Kamiya，1961)
テントウムシ アトホシヒメテントウ Nephus phosphorus (Lewis，1896)
テントウムシ オシマヒメテントウ Nephus oshimensis  Sasaji，1976
テントウムシ セスジヒメテントウ Nephus patagiatus (Lewis，1896)
テントウムシ トビイロヒメテントウ Scymnus  (Scymnus ) paganus  Lewis，1896
テントウムシ クロスジヒメテントウ Scymnus  (Scymnus ) nigrosuturalis  H．Kamiya，1961
テントウムシ ツシマクロヒメテントウ Scymnus  (Scymnus ) tsushimaensis  Sasaji，1970
テントウムシ キイロヒメテントウ Scymnus  (Pullus ) syoitii  Sasaji，1971
テントウムシ カグヤヒメテントウ Scymnus  (Pullus ) kaguyahime  H．Kamiya，1961
テントウムシ セダカヒメテントウ Scymnus  (Pullus ) vencoxus  H．Kamiya，1965
テントウムシ アラキヒメテントウ Scymnus  (Pullus ) puellaris  M．Araki，1964
テントウムシ ツマアカヒメテントウ Scymnus  (Pullus ) dorcatomoides  Weise，1879
テントウムシ ニセツマアカヒメテントウ Scymnus  (Pullus ) rectoides  Sasaji，1971
テントウムシ ナガヒメテントウ Scymnus  (Pullus ) ruficeps (Ohta，1929)
テントウムシ バイゼヒメテントウ Scymnus  (Pullus ) contemtus (Weise，1923)
テントウムシ オニヒメテントウ Scymnus  (Pullus ) giganteus  H．Kamiya，1961
テントウムシ チュウジョウヒメテントウ Scymnus  (Pullus ) chujoi  Sasaji，1982
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テントウムシ タカバヤシヒメテントウ Scymnus  (Pullus ) takabayashii (Ohta，1929)
テントウムシ カワムラヒメテントウ Scymnus  (Pullus ) kawamurai (Ohta，1929)
テントウムシ コクロヒメテントウ Scymnus  (Pullus ) posticalis  Sicard，1912
テントウムシ クロヘリヒメテントウ Scymnus  (Neopullus ) hoffmanni  Weise，1879
テントウムシ ナカイケミヒメテントウ Scymnus  (Neopllus ) nakaikemensis  Sasaji et Kishimoto，1996
テントウムシ カバイロヒメテントウ Scymnus  (Neopullus ) fuscatus  Boheman，1858
テントウムシ ヤマトヒメテントウ Scymnus  (Neopullus ) yamato  H．Kamiya，1961
テントウムシ ババヒメテントウ Scymnus  (Neopullus ) babai  Sasaji，1971
テントウムシ オトヒメテントウ Scymnus  (Neopullus ) otohime  H．Kamiya，1961
テントウムシ ツマフタホシテントウ Hyperaspis asiatica  Lewis，1896
テントウムシ フタホシテントウ Hyperaspis japonica (Crotch，1874)
テントウムシ ババホシナシテントウ Hyperaspis babai  H．Kamiya，1963
テントウムシ アミダテントウ Amida tricolor (Harold，1878)
テントウムシ クロテントウ Telsimia nigra (Weise，1879)
テントウムシ フタモンクロテントウ Cryptogonus orbiculus (Gyllenhal，1808)
テントウムシ ヨツボシテントウ Phymatosternus lewisii (Crotch，1874)
テントウムシ アカホシテントウ Chilocorus rubidus  Hope，1831
テントウムシ ヒメアカホシテントウ Chilocorus kuwanae  Silvestri，1909
テントウムシ ミスジキイロテントウ Brumoides ohtai  Miyatake，1970 ●
テントウムシ ベニヘリテントウ Rodolia limbata (Motschulsky，1866)
テントウムシ アカヘリテントウ Rodolia rufocincta  Lewis，1896
テントウムシ アカイロテントウ Rodolia concolor (Lewis，1879)
テントウムシ ベダリアテントウ Rodolia cardinalis (Mulsant，1850) ●
テントウムシ ジュウサンホシテントウ Hippodamia tredecimpunctata timberlakei  Capra，1931
テントウムシ ジュウクホシテントウ Anisosticta kobensis  Lewis，1896
テントウムシ ルイステントウ Adalia conglomerata (Linnaeus，1758)
テントウムシ アイヌテントウ Coccinella ainu  Lewis，1896
テントウムシ ナナホシテントウ Coccinella septempunctata  Linnaeus，1758
テントウムシ ダイモンテントウ Coccinella hasegawai  Miyatake，1963
テントウムシ マクガタテントウ Coccinula crotchi (Lewis，1879)
テントウムシ ジュウシホシテントウ Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus，1758)
テントウムシ ウスキホシテントウ Oenopia  (Synharmonia ) hirayamai (Yuasa，1963)
テントウムシ ムツキボシテントウ Oenopia  (Protocaria ) scalaris (Timberlake，1943)
テントウムシ コカメノコテンントウ Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus，1758)
テントウムシ ヒメカメノコテントウ Propylea japonica (Thunberg，1781)
テントウムシ シロトホシテントウ Calvia  (Calvia ) decemgutata (Linnaeus，1767)
テントウムシ シロジュウシホシテントウ Calvia  (Anisocalvia ) quatuordecimguttata (Linnaeus，1758)
テントウムシ ムーアシロホシテントウ Calvia  (Eocalvia ) muiri (Timberlake，1943)
テントウムシ シロジュウゴホシテントウ Calvia  (Eocalvia ) quindecimguttata (Fabricius，1777)
テントウムシ ジュウロクホシテントウ Sospita oblongoguttata (Linnaeus，1758)
テントウムシ ウンモンテントウ Anatis halonis  Lewis，1896
テントウムシ クロスジチャイロテントウ Micraspis kiotoensis (Nakane et M．Araki，1960)
テントウムシ ナミテントウ（テントウムシ） Harmonia axyridis (Pallas，1773)
テントウムシ クリサキテントウ Harmonia yedoensis (Takizawa，1917)
テントウムシ ダンダラテントウ Menochilus sexmaculata (Fabricius，1781)
テントウムシ ハラグロオオテントウ Callicaria superba (Mulsant，1853)
テントウムシ カメノコテントウ Aiolocaria hexaspilota (Hope，1831)
テントウムシ キイロテントウ Illeis koebelei  Timberlake，1943
テントウムシ シロホシテントウ Vibidia duodecimguttata (Poda，1761)
テントウムシ シロジュウロクホシテントウ Halyzia sdecimguttata (Linnaeus，1758)
テントウムシ ニジュウヤホシテントウ Epilachna vigintioctopunctata (Fabricius，1775)
テントウムシ オオニジュウヤホシテントウ Epilachna vigintioctomaculata  Motschulsky，1857
テントウムシ ヤマトアザミテントウ　（東京西郊型） Epilachna niponica  Lewis，1896
テントウムシ トホシテントウ Epilachna admirabilis  Crotch，1874
ミジンムシ テントウミジンムシ Corylophodes punctipennis  Matthews，1899
ミジンムシ マルガタミジンムシ Orthoperus japonicus  Matthews，1899
ミジンムシ ムクゲミジンムシ Sericoderus lateralis (Gyllenhall，1827)
ミジンムシ オオミジンムシ Alloparomalus yuasai (Nakane，1963)
ミジンムシ チャイロミジンムシ Alloparomalus rugosus (Matthews，1899)
ミジンムシ ベニモンツヤミジンムシ Paromalus politus (Matthews，1899)
ミジンムシ ナカグロミジンムシ Arthrolips lewisi  Matthews，1899
ミジンムシ マエキミジンムシ Arthrolips oblongus  Matthews，1899
ミジンムシ ダエンミジンムシ Corylophus japonicus  Matthews，1899
ヒメマキムシ ヒメマキムシ Stephostethus chinensis (Reitter，1877)
ヒメマキムシ ムナボソヒメマキムシ Stephostethus angusticollis (Gyllenhal，1827)
ヒメマキムシ クビレヒメマキムシ Cartodere constricta (Hummel，1824) ●
ヒメマキムシ スジダカヒメマキムシ Cartodere australica  Belon，1887
ヒメマキムシ コブヒメマキムシ Cartodere nodifer  Westwood，1839 ●
ヒメマキムシ ヒラムネヒメマキムシ Enicmus histrio  Joy et Tomlin，1910
ヒメマキムシ ケバネケシマキムシ Dienerella  (Dienerella ) pilifera  Reitter，1875
ヒメマキムシ ムネアカヒメマキムシ Dienerella  (Cartoderema ) ruficollis  Marsham，1802
ヒメマキムシ オオメヒメマキムシ Dienerella  (Microgramme ) argus  Reitter，1882 ●
ヒメマキムシ ムナビロヒメマキムシ Dienerella  (Microgramme ) costulata  Reitter，1877 ●
ヒメマキムシ ナガヒメマキムシ Dienerella  (Microgramme ) tanakai  Hisamatsu，1985
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ヒメマキムシ イトヒメマキムシ Dienerella  (Microgramme ) filiformis (Gyllenhal，1827) ●
ヒメマキムシ ユウレイヒメマキムシ Eufallia unicostata (Belon，1887) ●
ヒメマキムシ クビナガヒメマキムシ Adistemia watsoni (Wollaston，1871) ●
ヒメマキムシ クロオビヒメマキムシ Corticaria ornata  Reitter，1877
ヒメマキムシ ニセクロオビヒメマキムシ Corticaria geisha  Johnson，1989
ヒメマキムシ ウスキケシマキムシ Corticaria japonica  Reitter，1877
ヒメマキムシ ウスチャケシマキムシ Cortinicara gibbosa (Herbst, 1793)
ヒメマキムシ ナカネケシマキムシ Corticarina nakanei  Johnson，1976
ヒメマキムシ ヤマトケシマキムシ Melanophthalma  (Melanophthalma ) japonica  Johnson，1979
ヒメマキムシ ケブカケシマキムシ Melanophthalma  (Melanophthalma ) evansi  Johnson，1972
ヒメマキムシ サカグチケシマキムシ Melanophthalma  (Cortilena ) sakagutii  Johnson，1976
ヒメマキムシ トフシケシマキムシ Migneauxia orientalis  Reitter，1877
コキノコムシ ウスオビコキノコムシ Pseudotriphyllus lewisianus (Wollaston，1874)
コキノコムシ フタオビコキノコムシ Triphyllioides serriatus (Reitter，1889)

コキノコムシ
フタオビヒメコキノコムシ
　（オビモンヒメコキノコムシ）

Litargus antennatus  Miyatake，1957

コキノコムシ コモンヒメコキノコムシ Litargus japonicus  Reitter，1877
コキノコムシ ムツモンヒメコキノコムシ Litargus sexsignatus  Miyatake，1957
コキノコムシ フタモンヒメコキノコムシ Litargus unifasciatus  Reitter，1889
コキノコムシ キュウシュウヒメコキノコムシ Litargus kyushuensis  Miyatake，1985
コキノコムシ マダラヒメコキノコムシ Litargops maculosus  Reitter，1889
コキノコムシ ヒゲブトコキノコムシ Mycetophagus antennatus (Reitter，1879)
コキノコムシ クロコキノコムシ Mycetophagus ater (Reitter，1879)
コキノコムシ コマダラコキノコムシ Mycetophagus pustulosus (Reitter，1889)
コキノコムシ ナミモンコキノコムシ Mycetophagus undulatus (Reitter，1889)
コキノコムシ オオコキノコムシ Mycetophagus grandis (Reitter，1889)
コキノコムシ ホソガタコキノコムシ Mycetophagus elongatus (Reitter，1889)
コキノコムシ ヒレルコキノコムシ Mycetophagus hillerianus  Reitter，1877

コキノコムシ
アシボソコキノコムシ
　（ハスモンコキノコムシ）

Mycetophagus obsoletesignatus  Miyatake，1968

コキノコムシ アカバヒゲボソコキノコムシ Eulagius  (Eulagius ) reitteri (Lewis，1896)
コキノコムシ ウスグロヒゲボソコキノコムシ Eulagius  (Eulagius ) lewisi (Reitter，1889)
コキノコムシ チャイロヒゲボソコキノコムシ Eulagius  (Atritomoides ) irregularis (Miyatake，1985)
コキノコムシ キイロコキノコムシ Typhaea pallidula  Reitter，1874
ツツキノコムシ オモゴツツキノコムシ Syncosmetus japonicus  Sharp，1891
ツツキノコムシ アミメツツキノコムシ Syncosmetus reticulatus  Miyatake，1985
ツツキノコムシ ダルマツツキノコムシ Nipponapterocis brevis  Miyatake，1954
ツツキノコムシ ケナガツツキノコムシ Nipponocis longisetosus  Nobuchi，1955
ツツキノコムシ オオツツキノコムシ Cis boleti polypori Chûjô，1939
ツツキノコムシ ミヤマツツキノコムシ Cis nipponicus Chûjô，1940
ツツキノコムシ タテスジツツキノコムシ Cis japonicus  Nobuchi，1955
ツツキノコムシ キタツツキノコムシ Cis seriatopilosus  Motschulsky，1860
ツツキノコムシ オチバツツキノコムシ Cis morikawai  Miyatake，1954
ツツキノコムシ マダラツツキノコムシ Orthocis ornatus (Reitter，1877)
ツツキノコムシ ツヤクロツツキノコムシ Orthocis nigrosplendidus (Nobuchi，1955)
ツツキノコムシ フタツノツツキノコムシ Neoennearthron bicarinatum  Miyatake，1954
ツツキノコムシ チュウジョウエグリツツキノコムシ Ennearthron chujoi  Nakane et Nobuchi，1955
ツツキノコムシ ツヤツツキノコムシ Octotemnus laminifrons (Motschulsky，1860)
ツツキノコムシ カタキバツツキノコムシ Octotemnus japonicus Miyatake, 1954
キノコムシダマシ クロコキノコムシダマシ Pisenus rufitarsis (Reitter，1889)
キノコムシダマシ ホソアカバコキノコムシダマシ Pisenus chujoi  Miyatake，1960
キノコムシダマシ アカバコキノコムシダマシ Pisenus insignis (Reitter，1889)
キノコムシダマシ ゴマダラコキノコムシダマシ Abstrulia ainu  Nakane，1963
キノコムシダマシ マダラコキノコムシダマシ Abstrulia japonica  Miyatake，1955
キノコムシダマシ ルリキノコムシダマシ Tetratoma sakagutii  Nakane，1955
キノコムシダマシ キムネキノコムシダマシ Tetratoma nobuchii  Nakane，1955
キノコムシダマシ モンキナガクチキムシ Penthe japana  Marseul，1876
ナガクチキムシ トケジヒメナガクチキムシ Hallomenus tokejii Nomura et Katô，1958
ナガクチキムシ ミヤマヒメナガクチキムシ Hallomenus nipponicus Nomura et Katô，1958
ナガクチキムシ カツオガタナガクチキムシ Synstrophus macrophthalmus (Reitter，1887)
ナガクチキムシ カトウヒメナガクチキムシ Holostrophus diversefasciatus  Pic，1921
ナガクチキムシ ヨツボシヒメナガクチキムシ Holostrophus lewisi  Csiki，1924
ナガクチキムシ モリモトヒメナガクチキムシ Holostrophus morimotoi  Sasaji，1974
ナガクチキムシ アヤモンヒメナガクチキムシ Holostrophus orientalis  Lewis，1895
ナガクチキムシ アヤモンニセハナノミ Orchesia elegantula  Lewis，1895
ナガクチキムシ アカオビニセハナノミ Orchesia imitans  Lewis，1895
ナガクチキムシ マルモンニセハナノミ Orchesia diversenotata  Pic，1932
ナガクチキムシ カバイロニセハナノミ Orchesia ocularis  Lewis，1895
ナガクチキムシ コイチャニセハナノミ Orchesia marseuli  Lewis，1895
ナガクチキムシ ミゾボソノミナガクチキムシ Lederia (Lederina ) angusticanalis  Sasaji，1987
ナガクチキムシ ノミナガクチキムシ Lederia (Lederina ) lata  (Lewis, 1985)
ナガクチキムシ チビノミナガクチキムシ Lederia (Lederina ) japonicus  Reitter, 1891
ナガクチキムシ サビノミナガクチキムシ Lederia (Lederina ) foenilis  (Lewis, 1895)
ナガクチキムシ ヅカクシナガクチキムシ Anisoxya conicicollis  Champion，1916
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ナガクチキムシ オオメヅカクシナガクチキムシ Anisoxiella ocularis (Nomura et Katô，1959)
ナガクチキムシ ミツボシケシナガクチキムシ Abdera trisignata  Champion，1916
ナガクチキムシ ツツホソナガクチキムシ Xylita livida (Sahlberg，1834)
ナガクチキムシ オオツツホソナガクチキムシ Xylita laevigata (Hellenius，1786)
ナガクチキムシ ミスジホソナガクチキムシ Stenoxylita trialbofasciata (Hayashi et Katô，1956)
ナガクチキムシ ヒイロホソナガクチキムシ Dapsiloderus nomurai (Nakane et Hayashi，1955)
ナガクチキムシ ムツモンナガクチキムシ Dircaeomorpha validicornis (Lewis，1895)
ナガクチキムシ ヒゲブトナガクチキムシ Dircaeomorpha elegans  Sasaji，1974
ナガクチキムシ フタオビホソナガクチキムシ Dircaea erotyloides  Lewis，1895
ナガクチキムシ ハガタホソナガクチキムシ Dircaea dentatomaculata  Lewis，1895
ナガクチキムシ キオビホソナガクチキムシ Phloeotrya flavitarsis (Lewis，1895)
ナガクチキムシ オオクロホソナガクチキムシ Phloeotrya  (hloeotrya ) bellicosa  Lewis，1895
ナガクチキムシ クロホソナガクチキムシ Phloeotrya  (hloeotrya ) rugicollis  Marseul，1875
ナガクチキムシ ハラアカホソナガクチキムシ Phloeotrya rufoventris  Nomura，1958
ナガクチキムシ ビロウドホソナガクチキムシ Phloeotrya obscura (Lewis，1895)
ナガクチキムシ シコクホソナガクチキムシ Phloeotrya  sp．
ナガクチキムシ クロチビヒラタホソナガクチキムシ Phloeotrya ? sp.
ナガクチキムシ モモキホソナガクチキムシ Phloeotrinus  (Phloeotrinus ) femoralis (Lewis，1895)

ナガクチキムシ
カタクボホソナガクチキムシ
　（チビホソナガクチキムシ）

Phloeotrinus (Phloeotrinus )  filiformis  (Marseul，1876)

ナガクチキムシ コメツキガタナガクチキムシ Enchodes crepusculus (Lewis，1895)
ナガクチキムシ キイロホソナガクチキムシ Serropalpus niponicus  Lewis，1895
ナガクチキムシ ヒメホソナガクチキムシ Serropalpus  sp.
ナガクチキムシ キスジナガクチキムシ Mikadonius gracilis  Lewis，1895
ナガクチキムシ ヒメナガクチキムシ Symphora atra  Nomura，1959
ナガクチキムシ ミヤケヒメナガクチキムシ Symphora miyakei miyakei  Nomura et Hayashi，1960
ナガクチキムシ フタモンヒメナガクチキムシ Microtonus dimidiatus (Marseul，1876)
ナガクチキムシ タカオヒメナガクチキムシ Microtonus takaosanus  Nomura，1962
ナガクチキムシ ヨツボシキバネナガクチキムシ Stolius vagepictus  Lewis，1895
ナガクチキムシ ヒラテナガクチキムシ Stolius diversipes (Pic，1932)
ナガクチキムシ カタアカナガクチキムシ Hira humerosignata  Hayashi，1960
ナガクチキムシ ムナクボナガクチキムシ Euryzilora lividipennis  Lewis，1895
ナガクチキムシ ネアカツツナガクチキムシ Hypulus cingulatus  Lewis，1895
ナガクチキムシ トゲムネツツナガクチキムシ Hypulus acutangulus  Lewis，1895
ナガクチキムシ ヒゴツツナガクチキムシ Hypulus higomnius  Lewis，1895
ナガクチキムシ カタモンセマルナガクチキムシ Spilotus uninotatus (Pic，1937)
ナガクチキムシ ハネナシナガクチキムシ Nipponomarolia kobensis  Miyatake，1982
ナガクチキムシ ムネアカナガクチキムシ Phryganophilus ruficollis rosti  Hubenthal，1905
ナガクチキムシ ボウズナガクチキムシ Bonzicus hypocrita  Lewis，1895
ナガクチキムシ セアカナガクチキムシ Ivania coccinea  Lewis，1895
ナガクチキムシ ミゾバネナガクチキムシ Melandrya modesta  Lewis，1895
ナガクチキムシ オオナガクチキムシ Melandrya dubia niponica  Lewis，1895
ナガクチキムシ アカアシナガクチキムシ Melandrya mongolica  Solsky，1871
ナガクチキムシ ヤサガタナガクチキムシ Melandrya parallela  Nomura et Katô，1968
ナガクチキムシ ヨツモンナガクチキムシ Melandrya flavonotata (Pic，1938)
ナガクチキムシ アオバナガクチキムシ Melandrya gloriosa  Lewis，1895
ナガクチキムシ ルリナガクチキムシ Melandrya shimoyamai  Hayashi，1960
ナガクチキムシ ウスモンナガクチキムシ Eumelandrya obsoletomaculata (Nomura，1958)
ナガクチキムシ クロナガクチキムシ Prothalpia atricolor (Lewis，1895)
ナガクチキムシ ヘリアカナガクチキムシ Prothalpia ordinaria (Lewis，1895)
ナガクチキムシ キバネナガクチキムシ Prothalpia flavipennis (Nakane et Hayashi，1955)
ナガクチキムシ アカモンナガクチキムシ Prothalpia rufonotata (Nomura，1958)
ナガクチキムシ イツモンナガクチキムシ Prothalpia pictipennis (Lewis，1895)
ナガクチキムシ アオオビナガクチキムシ Osphya orientalis (Lewis，1895)
ハナノミ クリイロヒゲハナノミ Higehananomia palpalis  Kôno，1935
ハナノミ ヤクハナノミ Yakunhananomia yakui (Kôno，1930)
ハナノミ ネジロモンハナノミ Tomoxia scutellata Kôno，1928
ハナノミ モンハナノミ Tomoxia nipponica Kôno，1928
ハナノミ フタモンハナノミ Tomoxia similaris  Nomura，1967
ハナノミ オオオビハナノミ Glipa shirozui  Nakane，1949
ハナノミ アヤオビハナノミ Glipa ohgushii (Chûjô，1957)
ハナノミ キボシハナノミ Hoshihananomia hananomi  (Kôno，1928)
ハナノミ オオキボシハナノミ Hoshihananomia auromaculata (Chûjô，1962)
ハナノミ ウスキボシハナノミ Hoshihananomia kurosai Chûjô et Nakane，1955
ハナノミ シラホシハナノミ Hoshihananomia perlata (Sulzer，1776)
ハナノミ キノコホシハナノミ Curtimorda maculosa (Naezen，1794)
ハナノミ アカカタハナノミ Mordellaria aurata (Kôno，1928)
ハナノミ ゼンチハナノミ Mordellaria zenchii  Tokeji，1953
ハナノミ アラキハナノミ Mordellaria arakii (Nakane et Nomura，1950)
ハナノミ ホソクロハナノミ Mordella niveoscutellata (Nakane et Nomura，1950)
ハナノミ オナガクロハナノミ Mordella onaga  Nomura，1958
ハナノミ キレバネクロハナノミ Mordella truncatoptera  Nomura，1963
ハナノミ クロハナノミ Mordella brachyura  Mulsant，1856
ハナノミ トケジクロハナノミ Mordella tokejii  Nomura，1958
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ハナノミ クロヒメハナノミ Mordellistena  (Mordellistena ) comes  Marseul，1876
ハナノミ シロウズクロヒメハナノミ Mordellistena  (Mordellistena ) shirozui  Nomura，1951
ハナノミ トケジクロヒメハナノミ Mordellistena  (Mordellistena ) tokejii  Nomura，1951
ハナノミ フジヤマクロヒメハナノミ Mordellistena  (Mordellistena ) fujiyamai  Nomura，1951
ハナノミ セグロヒメハナノミ Mordellistena  (Mordellistena ) fuscosuturalis  Nomura，1961
ハナノミ カタスジクロヒメハナノミ Mordellistena  (Mordellistena ) brevilineata  Nomura，1961
ハナノミ アトグロヒメハナノミ Mordellistena  (Mordellistena ) fuscoapiclis  Nomura，1961
ハナノミ オゼクロヒメハナノミ Mordellistena  (Mordellistena ) ozeana  Nakane，1957
ハナノミ セアカヒメハナノミ Mordellistena (Mordellistena ) takizawai Kôno，1932
ハナノミ クロズヒメハナノミ Mordellina (Pseudomordellistena ) longula  (Kôno，1928)
ハナノミ ヤマモトヒメハナノミ Mordellina  (Pseudomordellistena ) yamamotoi (Nomura，1951)

ハナノミ カグヤヒメハナノミ
Mordellina (Pseudomordellistena ) kaguyahime
　(Nomura et Katô，1957)

ハナノミ エゾヒメハナノミ？ Mordellina  (Pseudomordellistena ) yezoensis (Chujo，1957)?
ハナノミ コイケヒメハナノミ Mordellina  (Pseudomordellistena ) koikei (Tokeji，)
ハナノミ ミカドヒメハナノミ Mordellina  (Pseudomordellistena ) mikado (Tokeji，1953)
ハナノミ ニセウスイロヒメハナノミ Mordellina  (Pseudomordellistena ) mentiens (Tokeji，1953)
ハナノミ アマミヒメハナノミ Mordellina  (Pseudomordellistena ) amamiensis (Nomura，1951)
ハナノミ チャオビヒメハナノミ Mordellina  (Mordellina ) brunneotincta (Marseul，1876)
ハナノミ フタオビヒメハナノミ Mordellina  (Mordellina ) signatella  Marseul，1876
ハナノミ トゲナシヒメハナノミ Mordellina  (Mordellina ) atrofusca (Nomura，1951)
ハナノミ カトウヒメハナノミ Falsomordellistena katoi  Nomura，1961
ハナノミ オカモトヒメハナノミ Falsomordellistena okamotoi (Kôno，1928)
ハナノミ フタモンヒメハナノミ Falsomordellistena altestrigata (Marseul，1876)
ハナノミ ミヤマヒメハナノミ Falsomordellistena alpigena  Tokeji，1953
ハナノミ ナカネヒメハナノミ Falsomordellistena aurofasciata  Nakane，1949
ハナノミ キンモンヒメハナノミ Falsomordellistena auriguttata  Nomura，1951
ハナノミ サトウヒメハナノミ Falsomordellistena satoi (Nomura，1951)
ハナノミ ビロウドヒメハナノミ Falsomordellistena chrysotrichia (Nomura，1951)
ハナノミ ハナノヒメハナノミ Falsomordellistena hananoi (Nomura，1951)
ハナノミ シズオカヒメハナノミ Glipostenoda shizuokana (Kôno，1935)
ハナノミ チャイロヒメハナノミ Glipostenoda rosseola (Marseul，1876)
ハナノミ クリゲヒメハナノミ？ Glipostenoda trichophora (Nomura，1951)
ハナノミ ナミアカヒメハナノミ Falsomordellina luteoloides (Nomura，1961)
ハナノミ タカオヒメハナノミ Falsomordellina takaosana (Kôno，1932)
ハナノミ オオメヒメハナノミ Glipostena pelecotomoidea (Pic，1911)
ハナノミ アカヒメハナノミ Mordellistenoda aka (Kôno，1928)
ハナノミ オオスミヒメハナノミ Mordellistenoda ohsumiana (Nakane，1957)
ハナノミ ガロアヒメハナノミ Tolidopalpus galloisi (Kôno，1928)
ハナノミ アワヒメハナノミ Pseudotolida awana (Kôno，1932)
ハナノミ オナガヒメハナノミ Mordellochroa pygidialis  Nomura，1961
ハナノミ ナガトゲヒメハナノミ Tolidostena japonica (Tokeji，1953)
オオハナノミ シバンオオハナノミ Pelecotoma septentrionalis Kôno，1936
オオハナノミ クチキオオハナノミ Pelecotomoides tokejii  Nomura et Nakane，1959
オオハナノミ オスグロオオハナノミ Macrosiagon cyaniveste (Marseul，1876)
オオハナノミ ムモンオオハナノミ Macrosiagon nasutum (Thunberg，1784)
オオハナノミ クロオオハナノミ Metoecus satanus  Schilder，1924
ホソカタムシ ヒメナガセスジホソカタムシ Bitoma niponica (Lewis，1879)
ホソカタムシ ナガセスジホソカタムシ Bitoma parallela (Sharp，1885)
ホソカタムシ ツヤケシヒメホソカタムシ Microprius opacus (Sharp，1885)
ホソカタムシ ナガヒメヒラタホソカタムシ Cicones angustissimus  Nakane，1963
ホソカタムシ クロモンヒメヒラタホソカタムシ Cicones niveus  Sharp，1885
ホソカタムシ メダカヒメヒラタホソカタムシ Cicones oculatus  Sharp, 1885
ホソカタムシ マメヒラタホソカタムシ Acolophus debilis  Sharp，1885
ホソカタムシ サシゲホソカタムシ Neotrichus hispidus  Sharp，1885
ホソカタムシ ノコギリホソカタムシ Endophloeus serratus  Sharp，1885
ホソカタムシ ヒサゴホソカタムシ Glyphocryptus brevicollis  Sharp，1885
ホソカタムシ ホソマダラホソカタムシ Sympanotus pictus  Sharp，1885
ホソカタムシ マダラホソカタムシ Trachypholis variegata (Sharp，1885)
ホソカタムシ ツヤナガヒラタホソカタムシ Penthelispa vilis (Sharp，1885)
ホソカタムシ ルイスホソカタムシ Gempylodes lewisii  Sharp，1885
コブゴミムシダマシ ミヤマヨコミゾコブゴミムシダマシ Usechus sasajii  M．Saitô，1999
コブゴミムシダマシ ヨコミゾコブゴミムシダマシ Usechus chujoi  Kulzer，1960
コブゴミムシダマシ アトコブゴミムシダマシ Phellopsis suberea  Lewis，1887
ゴミムシダマシ ハムシダマシ Lagria rufipennis  Marseul，1876
ゴミムシダマシ ニセハムシダマシ Lagria babai  Nakane，1994
ゴミムシダマシ アオハムシダマシ Arthromacra decora (Marseul，1876)
ゴミムシダマシ クロケブカハムシダマシ Macrolagria robusticeps (Lewis，1895)
ゴミムシダマシ ナガハムシダマシ Macrolagria rufobrunnea (Marseul，1876)
ゴミムシダマシ フジハムシダマシ Macrolagria fujisana  Lewis，1895
ゴミムシダマシ アラメヒゲブトハムシダマシ Luprops cribrifrons  Marseul，1876
ゴミムシダマシ ヒゲブトハムシダマシ Luprops orientalis (Motschulsky，1868)
ゴミムシダマシ チビヒサゴゴミムシダマシ Laena rotundicollis rotundicollis  Marseul，1876
ゴミムシダマシ スジコガシラハムシダマシ Heterotarsus carinula  Marseul，1876
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ゴミムシダマシ オオクチキムシ Allecula fuliginosa  Mäklin，1875
ゴミムシダマシ ホソオオクチキムシ Allecula cryptomeriae  Lewis，1895
ゴミムシダマシ ヒメオオクチキムシ Allecula nipponica  Miyatake，1985
ゴミムシダマシ クチキムシ Allecula melanaria  Mäklin，1875
ゴミムシダマシ アオバクチキムシ Allecula aeneipennis  Harold，1878
ゴミムシダマシ ウスイロクチキムシ Allecula simiola  Lewis，1895
ゴミムシダマシ ホソアカクチキムシ Allecula tenuis  Marseul，1876
ゴミムシダマシ ホソクロクチキムシ Allecula noctivaga  Lewis，1895
ゴミムシダマシ トビイロクチキムシ Borboresthes cruralis (Marseul，1876)
ゴミムシダマシ クリイロクチキムシ Borboresthes acicularis (Marseul，1876)
ゴミムシダマシ クロホシクチキムシ Pseudocistela haagi  Harold，1878
ゴミムシダマシ フナガタクチキムシ Isomira  (Paraisomira ) oculata (Marseul，1876)
ゴミムシダマシ アカバネツヤクチキムシ Hymenalia rufipennis (Marseul，1876)
ゴミムシダマシ クロバネツヤクチキムシ Hymenalia unicolor  Nakane，1963
ゴミムシダマシ ムナビロクチキムシ Hymenorus veterator  Lewis，1895
ゴミムシダマシ ヨツボシヒメクチキムシ Mycetochara collina  Lewis，1895
ゴミムシダマシ ムネアカヒメクチキムシ Mycetochara scutellaris  Lewis，1877
ゴミムシダマシ カタモンヒメクチキムシ Mycetochara mimica  Lewis，1895
ゴミムシダマシ ヤマトオサムシダマシ Blaps japonensis  Marseul，1879
ゴミムシダマシ ハマヒョウタンゴミムシダマシ Idisia ornata  Pascoe，1866
ゴミムシダマシ ニセハマヒョウタンゴミムシダマシ Idisia vestita  Marseul，1876
ゴミムシダマシ ヒメカクスナゴミムシダマシ Gonocephalum terminale  Reichardt，1936
ゴミムシダマシ コスナゴミムシダマシ Gonocephalum coriaceum  Motschulsky，1857
ゴミムシダマシ ヤマトスナゴミムシダマシ Gonocephalum coenosum  Kaszab，1952
ゴミムシダマシ ヒメスナゴミムシダマシ Gonocephalum persimile (Lewis，1894)
ゴミムシダマシ ホソスナゴミムシダマシ Gonocephalum sexuale (Marseul，1876)
ゴミムシダマシ ホソカタスナゴミムシダマシ Gonocephalum titschacki  Kaszab，1952
ゴミムシダマシ オオスナゴミムシダマシ Gonocephalum pubens  Marseul，1876
ゴミムシダマシ カクスナゴミムシダマシ Gonocephalum recticolle  Motschulsky，1866
ゴミムシダマシ スナゴミムシダマシ Gonocephalum japanum  Motschulsky，1860
ゴミムシダマシ － Gonocephalum sawadai  Matsumoto，1985
ゴミムシダマシ マルチビゴミムシダマシ Caedius marinus  Marseul，1876
ゴミムシダマシ オオマルチビゴミムシダマシ Caedius maderi maderi  Kaszab，1942
ゴミムシダマシ ツメアカマルチビゴミムシダマシ Caedius fulviatilis  Nakane et Masumoto，1979
ゴミムシダマシ ヒメホソハマベゴミムシダマシ Micropedius pallidipennis  Lewis，1894
ゴミムシダマシ ホソハマベゴミムシダマシ Micropedius algae  Lewis，1894
ゴミムシダマシ クロズハマベゴミムシダマシ Epiphaleria atriceps  Lewis，1894
ゴミムシダマシ クビカクシゴミムシダマシ Dicraeosis bacillus (Marseul，1876)
ゴミムシダマシ クワガタゴミムシダマシ Atasthalomorphus dentifrons (Lewis，1894)
ゴミムシダマシ コブスジツノゴミムシダマシ Boletoxenus bellicosus (Lewis，1894)
ゴミムシダマシ ニセコブスジツノゴミムシダマシ Boletoxenus incurvatus (Lewis，1894)
ゴミムシダマシ マルカブトゴミムシダマシ Bolithophagiella pannosa (Lewis，1894)
ゴミムシダマシ カブトゴミムシダマシ Parabolithophagus felix (Lewis，1894)
ゴミムシダマシ コチビツノゴミムシダマシ Byrsax spiniceps  Lewis，1894
ゴミムシダマシ モンキゴミムシダマシ Diaperis lewisi lewisi  Bates，1873
ゴミムシダマシ オオモンキゴミムシダマシ Diaperis niponensis  Lewis，1894
ゴミムシダマシ コモンキノコゴミムシダマシ Spiloscapha ichihashii (Nakane，1956)
ゴミムシダマシ フタモンツヤゴミムシダマシ Scaphidema ornatellum  Lewis，1894
ゴミムシダマシ ホソモンツヤゴミムシダマシ Scaphidema pictipenne  Lewis，1894
ゴミムシダマシ ウスモンツヤゴミムシダマシ Scaphidema discale  Lewis，1894
ゴミムシダマシ オオメキノコゴミムシダマシ Platydema lynceum  Lewis，1894
ゴミムシダマシ マルツヤキノコゴミムシダマシ Platydema kurama  Nakane，1963
ゴミムシダマシ クロツヤキノコゴミムシダマシ Platydema nigroaeneum  Motschulsky，1860
ゴミムシダマシ ヒゴキノコゴミムシダマシ Platydema higonium  Lewis，1894
ゴミムシダマシ アオツヤキノコゴミムシダマシ Platydema marseuli  Lewis，1894
ゴミムシダマシ チビキノコゴミムシダマシ Platydema sylvestre  Lewis，1894
ゴミムシダマシ ツノボソキノコゴミムシダマシ Platydema recticorne  Lewis，1894
ゴミムシダマシ タケイキノコゴミムシダマシ Platydema takeii  Nakane，1956
ゴミムシダマシ ベニモンキノコゴミムシダマシ Platydema subfascia subfascia (Walker，1858)
ゴミムシダマシ クロオビキノコゴミムシダマシ Platydema pallidicolle (Lewis，1894)
ゴミムシダマシ ヒメオビキノコゴミムシダマシ Platydema nigropictum  Nakane，1963
ゴミムシダマシ ヒラタキノコゴミムシダマシ Ischnodactylus loripes  Lewis，1894
ゴミムシダマシ ヒラツノキノコゴミムシダマシ Ischnodactylus parallelicornis (Nakane，1956)
ゴミムシダマシ ヨツボシゴミムシダマシ Basanus erotyloides  Lewis，1891
ゴミムシダマシ フタオビツヤゴミムシダマシ Alphitophagus bifasciatus (Say，1823) ●
ゴミムシダマシ アカチビゴミムシダマシ Menimus niponicus  Lewis，1894
ゴミムシダマシ ナガニジゴミムシダマシ Ceropria induta (Wiedemann，1819)
ゴミムシダマシ ホソナガニジゴミムシダマシ Ceropria striata  Lewis，1894
ゴミムシダマシ フトナガニジゴミムシダマシ Ceropria laticollis  Fairmaire，1903
ゴミムシダマシ オオナガニジゴミムシダマシ Ceropria sulcifrons  Harold，1878
ゴミムシダマシ クロホシテントウゴミムシダマシ Derispia maculipennis (Marseul，1876)
ゴミムシダマシ ニセクロホシテントウゴミムシダマシ Derispia japonicola  Miyatake，1961
ゴミムシダマシ テントウゴミムシダマシ Leiochrinus satzumae  Lewis，1894
ゴミムシダマシ クロテントウゴミムシダマシ Leiochrodes convexus  Lewis，1894
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ゴミムシダマシ キイロテントウゴミムシダマシ Leiochrodes mashidai  Nakane，1963
ゴミムシダマシ ムネミゾヒラタゴミムシダマシ Clamoris canalicollis  Lewis，1894
ゴミムシダマシ コゴメゴミムシダマシ Latheticus oryzae  Waterhouse，1880 ●
ゴミムシダマシ コクヌストモドキ Tribolium castaneum (Herbst，1797) ●
ゴミムシダマシ ヒラタコクヌストモドキ Tribolium confusum  Jacquelin du Val，1868 ●
ゴミムシダマシ ヒメコクヌストモドキ Palorus ratzeburgii (Wissmann，1848) ●
ゴミムシダマシ カクヒメコクヌストモドキ Palorus cerylonoides (Pascoe，1866)
ゴミムシダマシ コヒメコクヌストモドキ Palorus subdepressus (Wollaston，1864) ●
ゴミムシダマシ ヨツコブゴミムシダマシ Uloma latimanus  Kolbe，1886
ゴミムシダマシ オオエグリゴミムシダマシ Uloma lewisi  Nakane，1956
ゴミムシダマシ モトヨツコブゴミムシダマシ Uloma bonzica  Marseul，1876
ゴミムシダマシ エグリゴミムシダマシ Uloma marseuli marseuli  Nakane，1956
ゴミムシダマシ ヒコサンヨツコブゴミムシダマシ Uloma hikosana  Nakane，1956
ゴミムシダマシ ガイマイゴミムシダマシ Alphitobius diaperinus (Panzer，1797) ●
ゴミムシダマシ ヒメゴミムシダマシ Alphitobius lavigatus (Fabricius，1781) ●
ゴミムシダマシ アメイロホソゴミムシダマシ Hypophloeus gentilis (Lewis，1894)
ゴミムシダマシ クロホソゴミムシダマシ Hypophloeus colydioides (Lewis，1894)
ゴミムシダマシ ミツノゴミムシダマシ Toxicum tricornutum  Waterhouse，1874
ゴミムシダマシ ブナヒメツノゴミムシダマシ Cryphaeus fagi (Lewis，1894)
ゴミムシダマシ ヒメツノゴミムシダマシ Cryphaeus duellicus (Lewis，1894)
ゴミムシダマシ オオツヤホソゴミムシダマシ Menephilus arciscelis  Marseul，1876
ゴミムシダマシ コツヤホソゴミムシダマシ Menephilus lucens  Marseul，1876
ゴミムシダマシ クロゴミムシダマシ Neatus ventralis (Marseul，1876)
ゴミムシダマシ コメノゴミムシダマシ Tenebrio obsculus  Fabricius，1792 ●
ゴミムシダマシ チャイロコメノゴミムシダマシ Tenebrio molitor  Linnaeus，1758 ●
ゴミムシダマシ ルリゴミムシダマシ Eucyalesthus violaceipennis (Marseul，1876)
ゴミムシダマシ オオユミアシゴミムシダマシ Promethis insomnis (Lewis，1894)
ゴミムシダマシ ユミアシゴミムシダマシ Promethis valgipes (Marseul，1876)
ゴミムシダマシ ヒメユミアシゴミムシダマシ Promethis noctivigila (Lewis，1894)
ゴミムシダマシ マルツヤニジゴミムシダマシ Addia scatebrae  Lewis，1894
ゴミムシダマシ ニジゴミムシダマシ Tetraphyllus lunuliger lunuliger (Marseul，1876)
ゴミムシダマシ オオニジゴミムシダマシ Hemicera zigzaga  Marseul，1876
ゴミムシダマシ ルリツヤヒメキマワリモドキ Simalura coerulea (Lewis，1894)
ゴミムシダマシ クロルリゴミムシダマシ Metaclisa atrocyanea (Lewis，1891)
ゴミムシダマシ ズビロキマワリモドキ Gnesis helopioides helopioides  Pascoe，1866
ゴミムシダマシ ヒメマルムネゴミムシダマシ Tarpela elegantula (Lewis，1894)
ゴミムシダマシ マルムネゴミムシダマシ Tarpela cordicollis (Marseul，1876)
ゴミムシダマシ － Tarpela lewisi  Masumoto，1993
ゴミムシダマシ ヒサゴゴミムシダマシ Misolampidius rugipennis  Lewis，1894
ゴミムシダマシ ツヤヒサゴゴミムシダマシ Misolampidius okumurai  Nakane，1968
ゴミムシダマシ コマルキマワリ Elixota curva (Marseul，1876)
ゴミムシダマシ カラカネヒメキマワリ Plesiophthalmus puncticollis  Yamazaki，1964
ゴミムシダマシ ヒメキマワリ Plesiophthalmus laevicollis  Harold，1878
ゴミムシダマシ キマワリ Plesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus  Motschulsky，1857
ゴミムシダマシ クロツヤキマワリ Plesiophthalmus spectabilis spectabilis  Harold，1875
ゴミムシダマシ クロナガキマワリ Strongylium niponicum  Lewis，1894
ゴミムシダマシ シワナガキマワリ Strongylium japanum japanum  Marseul，1876
ゴミムシダマシ ヒメナガキマワリ Strongylium impigrum  Lewis，1894
ゴミムシダマシ ウスイロゴミムシダマシ Strongylium brevicorne  Lewis，1894
ゴミムシダマシ セコブナガキマワリ Strongylium gibbosipenne  Nakane，
ゴミムシダマシ ホソヒゲナガキマワリ Ainu tenuicornis  Lewis，1894
デバヒラタムシ デバヒラタムシ Prostomis latoris  Reitter，1889
デバヒラタムシ ヒメデバヒラタムシ Prostomis mordax  Reitter，1887
ヒラタナガクチキムシ ヒメコメツキガタナガクチキムシ Synchroa melanotoides  Lewis，1895
カミキリモドキ ツマグロカミキリモドキ Nacerdes  (Nacerdes ) melanura (Linnaeus，1758) ●
カミキリモドキ ルリカミキリモドキ Anogcodes coarctata coarctata (Germer，1824)
カミキリモドキ クロカミキリモドキ Opsimea nigripennis (Matsumura，1911)
カミキリモドキ キクビカミキリモドキ Nacerdes  (Xanthochroa ) atriceps (Lewis，1895)
カミキリモドキ アオカミキリモドキ Nacerdes  (Xanthochroa ) waterhousei (Harold，1875)
カミキリモドキ カトウカミキリモドキ Nacerdes (Xanthochroa) katoi (Kôno，1932)
カミキリモドキ シリナガカミキリモドキ Nacerdes (Xanthochroa) caudata  (Kôno，1936)
カミキリモドキ ワダカミキリモドキ Nacerdes  (Xanthochroa ) wadai  Nakane，1954
カミキリモドキ キイロカミキリモドキ Nacerdes  (Xanthochroa ) hilleri (Harold，1878)
カミキリモドキ キバネカミキリモドキ Nacerdes  (Xanthochroa ) luteipennis (Marseul，1876)
カミキリモドキ コウノカミキリモドキ Nacerdes  (Xanthochroa ) konoi (Nakane，1954)
カミキリモドキ オオサワカミキリモドキ Nacerdes  (Xanthochroa ) osawai (Nakane，1954)
カミキリモドキ ウスグロカミキリモドキ Nacerdes (Patialomorpha ) strandi (Kôno，1936)
カミキリモドキ アイヌカミキリモドキ Nacerdes  (Patialomorpha ) ainu (Lewis，1895)
カミキリモドキ コゲチャカミキリモドキ Nacerdes  (Patialomorpha ) spinicoxis (Nakane，1954)
カミキリモドキ ハラグロカミキリモドキ Nacerdes  (Patila ) deformis (Lewis，1895)
カミキリモドキ ミヤマカミキリモドキ Ditylus laevis (Fabricius，1887)
カミキリモドキ スジカミキリモドキ Chrysarthia viatica  Lewis，1895
カミキリモドキ メスグロカミキリモドキ Ischnomera carinicollis (Lewis，1895)
カミキリモドキ アオグロカミキリモドキ Ischnomera nigrocyanea nigrocyanea (Lewis，1895)
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カミキリモドキ ハイイロカミキリモドキ Eobia cinereiennis cinereiennis (Motschulsky，1866)
カミキリモドキ ズグロカミキリモドキ Eobia ambusta  Lewis，1895
カミキリモドキ マダラカミキリモドキ Oncomera venosa (Lewis，1895)
カミキリモドキ クロアオカミキリモドキ Oedemera concolor (Lewis，1895)
カミキリモドキ コアオカミキリモドキ Oedemera subrobusta (Nakane，1954)
カミキリモドキ キアシカミキリモドキ Oedemera manicata (Lewis，1895)
カミキリモドキ モモブトカミキリモドキ Oedemera lucidicollis (Motschulsky，1866)
クビナガムシ カクズクビナガムシ Nematoplus konoi (Nakane，1963)
クビナガムシ クビカクシナガクチキムシ Scotodes niponicus  Lewis，1895
クビナガムシ ツメボソクビナガムシ Stenocephaloon metallicum  Pic，1932
クビナガムシ クビナガムシ Cephaloon pallens (Motschulsky，1860)
ツチハンミョウ マメハンミョウ Epicauta gorhami  Marseul，1873
ツチハンミョウ オオツチハンミョウ Meloe proscarabaeus  Linnaeus，1758
ツチハンミョウ ムラサキオオツチハンミョウ Meloe violaceus semenowi  Jakowlew，1897
ツチハンミョウ ヒメツチハンミョウ Meloe coarctatus  Motschulsky，1857
ツチハンミョウ メノコツチハンミョウ Meloe menoko Kôno，1936
ツチハンミョウ マルクビツチハンミョウ Meloe corvinus  Marseul，1876
ツチハンミョウ キイロゲンセイ Zonitis japonica  Pic，1910
ツチハンミョウ ツマグロキイロゲンセイ Zonitis cothurnata cothurnata  Marseul，1873
ホソキカワムシ カタアカジョウカイモドキ Omineus humeralis  Lewis，1895
アカハネムシ ヘリハネムシ Ischalia patagiata  Lewis，1879
アカハネムシ アオグロアカハネムシ Tydessa lewisi (Pic，1937)
アカハネムシ オカモトツヤアナハネムシ Pedilus okamotoi (Kôno，1935)
アカハネムシ ツチイロビロウドムシ Dendoroides lesnei  Blair，1914
アカハネムシ ナカブサツチビロウドムシ Dendoroides nakabusana Kôno，1936
アカハネムシ オオクシヒゲビロウドムシ Pseudodendroides niponensis (Lewis，1887)
アカハネムシ クシヒゲビロウドムシ Pseudodendroides ocularis (Lewis，1887)
アカハネムシ ムネアカクロアカハネムシ Pseudopyrochroa atripennis (Lewis，1887)
アカハネムシ ムナビロアカハネムシ Pseudopyrochroa laticollis (Lewis，1887)
アカハネムシ ミゾアカハネムシ Pseudopyrochroa brevitarsis (Lewis，1887)
アカハネムシ ムナグロオニアカハネムシ Pseudopyrochroa flavilabris  Blair，1914
アカハネムシ オニアカハネムシ Pseudopyrochroa japonica (Heyden，1879)
アカハネムシ ウスイロアカハネムシ Pseudopyrochroa peculiaris (Lewis，1887)
アカハネムシ ヒメアカハネムシ Pseudopyrochroa rufula (Motschulsky，1866)
アカハネムシ アカハネムシ Pseudopyrochroa vestiflua (Lewis，1887)
チビキカワムシ クチナガチビキカワムシ Salpingus  (Salpingus ) morishimai  Sasaji，1987
チビキカワムシ オオアカチビキカワムシ Istrisia urobrunea  Lewis，1895
チビキカワムシ マルムネチビキカワムシ Sphaeriestes niponicus (Lewis，1895)
チビキカワムシ クリイロチビキカワムシ Lissodema  (Lissodema ) dentatum  Lewis，1895
チビキカワムシ フタオビチビキカワムシ Lissodema  (Lissodema ) pictipenne  Lewis，1895
チビキカワムシ ヒトオビチビキカワムシ Lissodema  (Lissodema ) plagiatum  Lewis，1895
チビキカワムシ ムネアカチビキカワムシ Lissodema  (Lissodema ) unifascitum (Pic，1919)
チビキカワムシ カドムネチビキカワムシ Lissodema  (Lissodema ) validicorne (Lewis，1895)
チビキカワムシ モリモトチビキカワムシ Lissodema  (Lissodema ) morimotoi  Sasaji，1988
チビキカワムシ ツヤチビキカワムシ Lissodema  (Chilopeltis ) laevipennis (Marseul，1876)
チビキカワムシ モンシロハネカクシダマシ Inopeplus quadrinotatus (Gorham，1873)
チビキカワムシ ヒラタクチキムシダマシ Prostominia lewisi  Reitter，1889
チビキカワムシ ヒメクチキムシダマシ Elacatis ocularis (Lewis，1891)
チビキカワムシ オオクチキムシダマシ Elacatis kraatzi (Reitter，1879)
キカワムシ オオキカワムシ Pytho nivalis  Lewis，1888
キカワムシ クロキカワムシ Pytho ezoensis Kôno，1936
アリモドキ ケナガクビボソムシ Neostereopalpus niponicus (Lewis，1895)
アリモドキ オオクビボソムシ Stereopalpus gigas (Marseul，1876)
アリモドキ コクビボソムシ Macratria fluviatilis  Lewis，1895
アリモドキ アカクビボソムシ Macratria serialis  Marseul，1876
アリモドキ ヒゲナガクビボソムシ Macratria antennalis  Lewis，1895
アリモドキ キアシクビボソムシ Macratria japonica  Harold，1876
アリモドキ クロスジイッカク Notoxus haagi haagi  Marseul，1879
アリモドキ ホソアシチビイッカク Mecynotarsus tennuipes  Champion，1891
アリモドキ ツノボソチビイッカク Mecynotarsus niponicus  Lewis，1895
アリモドキ チビイッカク Mecynotarsus minimus minimus  Marseul，1896
アリモドキ セマルツヤアリモドキ Derarimus clavipes (Champion，1890)
アリモドキ モモキアリモドキ Anthicomorphus cruralis  Lewis，1895
アリモドキ クロチビアリモドキ Anthicomorphus niponicus niponicus  Lewis，1895
アリモドキ ヘリアカアリモドキ Anthicomorphus suturalis  Lewis，1895
アリモドキ ホソクビアリモドキ Formicomus braminus coiffaiti  Bonodona，1964
アリモドキ ケオビアリモドキ Anthelephila cribriceps (Marseul，1876)
アリモドキ ミツヒダアリモドキ Pseudoleptaleus trigibber (Marseul，1876)
アリモドキ ヨツボシホソアリモドキ Pseudoleptaleus valgipes (Marseul，1876)
アリモドキ アカホソアリモドキ Stricticomus fugiens (Marseul，1876)
アリモドキ ツヤチビホソアリモドキ Stricticomus laevipennis (Marseul，1876)
アリモドキ コクロホソアリモドキ Stricticomus pilosus (Marseul，1876)
アリモドキ タナカホソアリモドキ Stricticomus tobias (Marseul，1879)
アリモドキ アトグロホソアリモドキ Omonadus floralis (Linnaeus，1758)
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アリモドキ ハネグロホソアリモドキ Omonadus formicarius (Goeze，1777)
アリモドキ ウスモンホソアリモドキ Omonadus confucii confucii (Marseul，1876)
アリモドキ ヒラタホソアリモドキ Anthicus perileptoides  Lewis，1895
アリモドキ クロホソアリモドキ Anthicus baicalicus  Mulsant，1866
アリモドキ ヒゲブトホソアリモドキ Anthicus monstrosicornis  Marseul，1876
アリモドキ クロオビホソアリモドキ Anthicus protensus  Marseul，1876
アリモドキ クロホシホソアリモドキ Sapintus litorosus (Lewis，1895)
アリモドキ アカモンホソアリモドキ Sapintus marseuli (Pic，1893)
アリモドキ ムナグロホソアリモドキ Sapintus cohaeres (Lewis，1895)
ニセクビボソムシ マダラニセクビボソムシ Phytobaenus amabilis scapularis  Marseul，1876
ニセクビボソムシ ヤマトニセクビボソムシ Pseudolotelus japonicus (Champion，1890)
ニセクビボソムシ アシマガリニセクビボソムシ Pseudolotelus distortus (Champion，1890)
ニセクビボソムシ ホソニセクビボソムシ Pseudanidorus rubrivestus (Marseul，1876)
ニセクビボソムシ オビモンニセクビボソムシ Syzeton quadrimaculatus (Marseul，1876)
ニセクビボソムシ セグロニセクビボソムシ Syzeton brunnidorsis (Marseul，1876)
ニセクビボソムシ チャイロニセクビボソムシ Aderus grouvelli (Pic，1910)
ハナノミダマシ コフナガタハナノミ Anaspis funagata Kôno，1928
ハナノミダマシ クロフナガタハナノミ Anaspis marseuli  Csiki，1915
ハナノミダマシ タケイフナガタハナノミ Anaspis takeii Chûjô，1957
ハナノミダマシ ハヤシフナガタハナノミ Anaspis hayashii Chûjô et Nakane，1953
ハナノミダマシ ミッチフナガタハナノミ Anaspis mitchii Chûjô et Nakane，1953
ハナノミダマシ キイロフナガタハナノミ Anaspis luteola  Marseul，1876
ハナノミダマシ ホソフナガタハナノミ Pentaria elomgata (Kôno，1929)
ハナノミダマシ オオクラフナガタハナノミ Pentaria ohkurai  Nakane，1955
ハナノミダマシ モンフナガタハナノミ Ectasiocnemis anchoralis  Nomura，1961
ハナノミダマシ オオフナガタハナノミ Ectasiocnemis shirozui (Chûjô, 1957)
ハナノミダマシ キイロハナノミダマシ Scraptia livens  Marseul，1876
ハナノミダマシ ヒメハナノミダマシ？ Scraptia forticornis  Champion，1916?
カミキリムシ ホソカミキリ Distenia gracilis gracilis (Blessig，1872)
カミキリムシ ベーツヒラタカミキリ Eurypoda  (Neoprion ) batesi  Gahan，1894
カミキリムシ ウスバカミキリ Megopis  (Aegosoma ) sinica sinica (White，1853)
カミキリムシ ノコギリカミキリ Prionus insularis  Motschulsky，1857
カミキリムシ ニセノコギリカミキリ Prionus sejunctus  Hayashi，1959
カミキリムシ コバネカミキリ Psephactus remiger remiger  Harold，1879
カミキリムシ クロカミキリ Spondylis buprestoides (Linnaeus，1758)
カミキリムシ ケブカヒラタカミキリ Nothorhina punctata (Fabricius，1798)
カミキリムシ サビカミキリ Arhopalus coreanus (Sharp，1905)
カミキリムシ シナノサビカミキリ Arhopalus tobirensis  Hayashi，1968
カミキリムシ ツシマムナクボカミキリ Cephalallus unicolor (Gahan，1906) ●
カミキリムシ オオクロカミキリ Megasemum quadricostulatum  Kraatz，1879
カミキリムシ ヒメマルクビヒラタカミキリ Asemum punctulatum  Blessig，1872
カミキリムシ オオマルクビヒラタカミキリ Asemum striatum (Linnaeus，1758)
カミキリムシ トドマツカミキリ Tetropium castaneum (Linnaeus，1758)
カミキリムシ カラマツカミキリ Tetropium morishimaorum  Kusama et Takakuwa，1984
カミキリムシ ケブカマルクビカミキリ Atimia okayamensis  Hayashi，1972
カミキリムシ ケブトハナカミキリ Caraphia lepturoides (Matsushita，1933)
カミキリムシ テツイロハナカミキリ Encyclops olivacea  Bates，1884
カミキリムシ ハイイロハナカミキリ Rhagium  (Rhagium ) japonicum  Bates，1884
カミキリムシ シナノエゾハイイロハナカミキリ Rhagium  (Rhagium ) heyrovskyi hayakawai  Takakuwa，1984
カミキリムシ ホンドハイイロハナカミキリ Rhagium  (Rhagium ) femorale  N．Ohbayashi，1994
カミキリムシ アラメハナカミキリ Sachalinobia koltzei (Heyden，1887)
カミキリムシ ヒラヤマコブハナカミキリ Enoploderes bicolor  Ohbayashi，1941
カミキリムシ フタコブルリハナカミキリ Stenocorus coeruleipennis (Bates，1873)
カミキリムシ モモグロハナカミキリ Toxotinus reini (Heyden，1878)
カミキリムシ キベリカタビロハナカミキリ Pachyta erebia  Bates，1884
カミキリムシ フタスジカタビロハナカミキリ Brachyta bifasciata jaoinica (Matsushita，1933)
カミキリムシ トホシハナカミキリ Brachyta punctata (Faldermann，1833)
カミキリムシ クモマハナカミキリ Evodinus   borealis (Gyllenhal，1827)
カミキリムシ カラカネハナカミキリ Gaurotes  (Paragaurotes ) doris  Bates，1884
カミキリムシ オトメクビアカハナカミキリ Gaurotes  (Carilia ) otome  Ohbayashi，1959
カミキリムシ クビアカハナカミキリ Gaurotes  (Carilia ) atripennis  Matsushita，1933
カミキリムシ ニセハムシハナカミキリ Lemula japonica  Tamanuki，1939
カミキリムシ キバネニセハムシハナカミキリ Lemula decipiens  Bates，1884
カミキリムシ ピックニセハムシハナカミキリ Lemula rufithorax  Pic，1901
カミキリムシ アカイロニセハムシハナカミキリ Lemula nishimurai  Seki，1944
カミキリムシ ヒナルリハナカミキリ Dinoptera minuta (Gebler，1832)
カミキリムシ チャイロヒメコブハナカミキリ Pseudosieversia japonica (Ohbayashi，1937)
カミキリムシ ヤマトヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) yamato yamato  Hayashi et Mizuno，1953

カミキリムシ シラネヒメハナカミキリ
Pidonia  (Pidonia ) obscurior
　 hakusana  Ohbayashi et Hayashi,1960

カミキリムシ ホソガタヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) semiobscura  Pic，1901
カミキリムシ シナノヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) suzukii  Kuboki，1982
カミキリムシ フイリヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) signata  Matsushita，1933
カミキリムシ ニッコウヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) limbaticollis ohbayashii (Matsushita，1933)
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カミキリムシ トウカイヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) tuyukii  Kuboki，1994
カミキリムシ タカネヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) tsukamotoi  Mizuno，1978
カミキリムシ カクムネヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) bouvieri  Pic，1901
カミキリムシ ツマグロヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) maculithorax  Pic，1901
カミキリムシ － Pidonia (Pidonia ) sp．1
カミキリムシ － Pidonia  (Pidonia ) sp．2
カミキリムシ ムネモンヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) misenina  S．et A．Saito，1992
カミキリムシ フトエリマキヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) himehana  S．Saito，1992
カミキリムシ ウスイロヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) pallida  Ohbayashi et Hayashi，1960
カミキリムシ ミヤマヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) sylvicola  Kuboki，1977
カミキリムシ ナガバヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) signifera (Bates，1884)
カミキリムシ キベリクロヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) discoidalis  Pic，1901
カミキリムシ オオヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) grallatrix (Bates，1884)
カミキリムシ ヨコモンヒメハナカミキリ Pidonia  (Cryptopidonia ) insuturata insuturata  Pic，1901
カミキリムシ ムネアカヨコモンヒメハナカミキリ Pidonia  (Cryptopidonia ) masakii  Hayashi，1955
カミキリムシ ニセヨコモンヒメハナカミキリ Pidonia  (Cryptopidonia ) simillima  Ohbayashi et Hayashi，1960
カミキリムシ セスジヒメハナカミキリ Pidonia  (Cryptopidonia ) amentata amentata (Bates，1884)
カミキリムシ トサヒメハナカミキリ Pidonia (Cryptopidonia ） approximata Kuboki，1977
カミキリムシ コトヒメハナカミキリ Pidonia  (Cryptopidonia ) lyra  Kuboki et Suzuki，1978
カミキリムシ オヤマヒメハナカミキリ Pidonia  (Cryptopidonia ) oyamae (Oyama，1908)
カミキリムシ フジヒメハナカミキリ Pidonia  (Pidonia ) fujisana  Obika et Kusama，1971
カミキリムシ チャイロヒメハナカミキリ Pidonia  (Mumon ) aegrota aegrota (Bates，1884)
カミキリムシ フタオビノミハナカミキリ Pidonia  (Omphalodera ) puziloi (Solsky，1873)
カミキリムシ ニセフタオビノミハナカミキリ Pidonia  (Omphalodera ) testacea (Matsushita，1933)
カミキリムシ ワルサワダケフタオビノミハナカミキリ Pidonia  (Omphalodera ) warsawadakensis (Ohbayashi，1959)
カミキリムシ チビハナカミキリ Alosterna chalybeella (Bates，1884)
カミキリムシ ホクチチビハナカミキリ Allosterna tabacicolor (De Geer，1775)
カミキリムシ ヘリグロホソハナカミキリ Ohbayashia nigromarginata nigromarginata (Hayashi，1953)
カミキリムシ ヘリウスハナカミキリ Pyrrhona laeticolor laeticolor  Bates，1884
カミキリムシ ヒゲブトハナカミキリ Pachypidonia bodemeyeri (Pic，1934)
カミキリムシ スミイロハナカミキリ Nivellia extensa yuzawai  Shimomura et Toyoshima，1988
カミキリムシ ムナミゾハナカミキリ Munamizoa maculata (Matsushita et Tamanuki，1935)
カミキリムシ ヤマトキモンハナカミキリ Judolia japonica (Tamanuki，1942)
カミキリムシ マルガタハナカミキリ Pachytodes cometes (Bates，1884)
カミキリムシ ヌバタマハナカミキリ Judolidia bangi (Pic，1902)
カミキリムシ チャボハナカミキリ Pseudallosterna misella (Bates，1884)
カミキリムシ ミヤマルリハナカミキリ Kanekoa azumensis (Matsushita et Tamanuki，1942)
カミキリムシ ミヤマクロハナカミキリ Anoploderomorpha excavata (Bates，1884)
カミキリムシ クロルリハナカミキリ Anoploderomorpha monticola  Nakane，1955
カミキリムシ ルリハナカミキリ Anoploderomorpha cyanea cyanea (Gebler，1832)
カミキリムシ ヒメアカハナカミキリ Brachyleptura pyrrha (Bates，1884)
カミキリムシ ツヤケシハナカミキリ Anastrangalia scotodes (Bates，1873)
カミキリムシ アカハナカミキリ Corymbia succedanea (Lewis，1879)
カミキリムシ ブチヒゲハナカミキリ Corymbia variicornis (Dalman，1817)
カミキリムシ イガブチヒゲハナカミキリ Corymbia igai (Tamanuki，1942)
カミキリムシ クロハナカミキリ Leptura aethiops  Poda，1761
カミキリムシ ムネアカクロハナカミキリ Leptura dimorpha  Bates，1873
カミキリムシ キモンハナカミキリ Leptura duodecimguttata  Fabricius，1801
カミキリムシ ヤツボシハナカミキリ Leptura mimica  Bates，1884
カミキリムシ ツマグロハナカミキリ Leptura modicenotata  Pic，1901

カミキリムシ ヨツスジハナカミキリ
Leptura ochraceofasciata ochraceofasciata
　 (Motschulsky，1861)

カミキリムシ ヒメヨツスジハナカミキリ Leptura kusamai  Ohbayashi et Nakane，1955
カミキリムシ ヤマトヨツスジハナカミキリ Leptura subtilis  Bates，1884
カミキリムシ ハネビロハナカミキリ Leptura latipennis (Matsushita，1933)
カミキリムシ フタスジハナカミキリ Nakanea vicaria  Bates，1884
カミキリムシ カタキハナカミキリ Pedostrangalia femoralis (Motschulsky，1860)
カミキリムシ オオヨツスジハナカミキリ Megaleptura regalis (Bates，1884)
カミキリムシ セアカハナカミキリ Megaleptura thoracica (Creutzer，1799)
カミキリムシ カエデノヘリグロハナカミキリ Eustrangalis distenioides  Bates，1884
カミキリムシ クロサワヘリグロハナカミキリ Eustrangalis anticereductus  Hayashi，1958
カミキリムシ ヒゲジロハナカミキリ Japanostrangalia dentatipennis (Pic，1901)
カミキリムシ アオバホソハナカミキリ Strangalomorpha tenuis aenescens  Bates，1884
カミキリムシ ニョウホウホソハナカミキリ Parastrangalis lesnei (Pic，1901)
カミキリムシ タテジマホソハナカミキリ Parastrangalis shikokensis (Matsushita，1935)
カミキリムシ ニンフホソハナカミキリ Parastrangalis nymphula (Bates，1884)
カミキリムシ ホソハナカミキリ Leptostrangalia hosohana (Ohbayashi，1952)
カミキリムシ ミヤマホソハナカミキリ Idiostrangalia contracta (Bates，1884)
カミキリムシ ハコネホソハナカミキリ Idiostrangalia hakonensis (Matsushita，1933)
カミキリムシ ニセハコネホソハナカミキリ Idiostrangalia shimomurai  N． Ohbayashi，1985
カミキリムシ コウヤホソハナカミキリ Strangalia koyaensis  Matsushita，1933
カミキリムシ タケウチホソハナカミキリ Strangalis takeuchii  Matsushita et Tamanuki，1935
カミキリムシ ジャコウホソハナカミキリ Mimostrangalia dulcis (Bates，1884)
カミキリムシ ベニバハナカミキリ Paranaspia anaspidoides (Bates，1873)
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カミキリムシ キヌツヤハナカミキリ Corennys sericata  Bates，1884

カミキリムシ カラフトホソコバネカミキリ
Nacydalis  (Necydalisca ) sachalinensis
　Matsushita et Tamanuki，1927

カミキリムシ オオホソコバネカミキリ Necydalis  (Necydalisca ) solida  Bates，1884
カミキリムシ クロホソコバネカミキリ Necydalis  (Necydalisca ) harmandi  Pic，1902
カミキリムシ ヒゲジロホソコバネカミキリ Nacydalis  (Necydalisca ) odai  Hayashi，1951
カミキリムシ トガリバホソコバネカミキリ Necydalis  (Eonecydalis ) formosana niimurai  Hayashi，1949
カミキリムシ アオスジカミキリ Xystrocera globosa (Olivier，1795)
カミキリムシ ベーツヤサカミキリ Leptoxenus ibidiformis  Bates，1877
カミキリムシ ミヤマカミキリ Massicus raddei (Blessig，1872)

カミキリムシ キマダラカミキリ
Aeolesthes  (Pseudaeolesthes ) chrysothrix
　 chrysothrix (Bates，1873)

カミキリムシ キイロミヤマカミキリ Margites  (Margites ) fulvidus (Pascoe，1858)
カミキリムシ マルクビケマダラカミキリ Trichoferus campestris (Faldermann，1835)
カミキリムシ トビイロカミキリ Allotraeus  (Allotraeus ) sphaerioninus  Bates，1877
カミキリムシ ヨツボシカミキリ Stenygrinum quadrinotatum  Bates，1873
カミキリムシ アメイロカミキリ Stenodryas clavigera clavigera  Bates，1873
カミキリムシ ヨコヤマヒメカミキリ Ceresium holophaeum  Bates，1873
カミキリムシ ヒゲナガヒメカミキリ Ceresium longicorne  Pic，1926
カミキリムシ テツイロヒメカミキリ Ceresium sinicum  White，1855 ●
カミキリムシ トワダムモンメダカカミキリ Stenhomalus lighti  Gressitt，1935
カミキリムシ タカオメダカカミキリ Stenhomalus takaosanus  Ohbayashi，1958
カミキリムシ キイロメダカカミキリ Stenhomalus nagaoi  Hayashi，1961
カミキリムシ タイワンメダカカミキリ Stenhomalus taiwanus  Matsushita，1933
カミキリムシ カッコウメダカカミキリ Stenhomalus cleroides  Bates，1873
カミキリムシ ナカネアメイロカミキリ Obrium nakanei  Ohbayashi，1959
カミキリムシ サドチビアメイロカミキリ Obrium japonicum  Pic，1904
カミキリムシ ヤマトチビコバネカミキリ Leptoepanoia japonica (Hayashi，1948)
カミキリムシ シラホシヒゲナガコバネカミキリ Molorchus  (Molorchus ) minor ikedai  Takakuwa，1984
カミキリムシ タケウチヒゲナガコバネカミキリ Glaphyra  takeuchii takeuchii (Ohbayashi，1937)
カミキリムシ クロツヤヒゲナガコバネカミキリ Glaphyra hattorii (Ohbayashi，1954)
カミキリムシ ホソツヤヒゲナガコバネカミキリ Glaphyra nitida nitida (Obika，1973)
カミキリムシ オダヒゲナガコバネカミキリ Glaphyra gracilis (Hayashi，1949)
カミキリムシ コジマヒゲナガコバネカミキリ Glaphyra kojimai (Matsushita，1939)
カミキリムシ カエデヒゲナガコバネカミキリ Glaphyra ishiharai (Ohbayashi，1936)

カミキリムシ スネケブカヒロコバネカミキリ
Merionoeda  (Macromolorchus ) hirsuta
　 (Mitono et Nishimura，1936)

カミキリムシ トラフホソバネカミキリ Thranius variegatus variegatus  Bates，1873
カミキリムシ クスベニカミキリ Pyrestes nipponicus  Hayashi，1987
カミキリムシ ルリボシカミキリ Rosalia  (Rosalia ) batesi  Harold，1877
カミキリムシ ミドリカミキリ Chloridolum  (Leontium ) viride (Thomson，1864)
カミキリムシ オオアオカミキリ Chloridolum  (Chloridolum ) thaliodes  Bates，1884
カミキリムシ アオカミキリ Schwarzerium quadricolle (Bates，1884)
カミキリムシ ミドリヒメスギカミキリ Palaeocallidium  (Palaeocallidium ) kuratai  Yokoyama，1972
カミキリムシ ヒメスギカミキリ Palaeocallidium  (Callidiellum ) rufipenne (Motschulsky，1860)
カミキリムシ スギカミキリ Semanotus japonicus (Lacordaire，1869)
カミキリムシ チャイロホソヒラタカミキリ Phymatodes  (Phymatodes ) testaceus (Linnaeus，1758)
カミキリムシ アカネカミキリ Phymatodes  (Poecilium ) maaki (Kraatz，1879)
カミキリムシ ヨツボシチビヒラタカミキリ Phymatodes  (Paraphymatodes ) quadrimaculatus  Gressitt，1935
カミキリムシ シロオビチビヒラタカミキリ Phymatodes  (Paraphymatodes ) albicinctus  Bates，1873
カミキリムシ オオトラカミキリ Xylotrechus villioni (Villard，1892)
カミキリムシ トラフカミキリ Xylotrechus chinensis (Chevrolat，1852)
カミキリムシ キジマトラカミキリ Xylotrechus zebratus  Matsushita，1938
カミキリムシ ニイジマトラカミキリ Xylotrechus emaciatus  Bates，1884
カミキリムシ ブドウトラカミキリ Xylotrechus pyrrhoderus pyrrhoderus  Bates，1873
カミキリムシ ウスイロトラカミキリ Xylotrechus cuneipennis (Kraatz，1879)
カミキリムシ ツマキトラカミキリ Xylotrechus clarinus  Bates，1884
カミキリムシ クビアカトラカミキリ Xylotrechus rufilius rufilius  Bates，1884
カミキリムシ ムネマダラトラカミキリ Xylotrechus grayii grayii (White，1855)
カミキリムシ ヤマトシロオビトラカミキリ Kazuoclytus lautoides (Hayashi，1950)
カミキリムシ シラケトラカミキリ Clytus melaenus  Bates，1884
カミキリムシ キンケトラカミキリ Clytus auripilis  Bates，1884
カミキリムシ アカネトラカミキリ Brachyclytus singularis  Kraatz，1879
カミキリムシ キスジトラカミキリ Cyrtoclytus caproides caproides  Bates，1873
カミキリムシ ヨコヤマトラカミキリ Epiclytus yokoyamai (Kano，1933)
カミキリムシ ハセガワトラカミキリ Teratoclytus plavilstshikovi  Zaitzev，1937
カミキリムシ エグリトラカミキリ Chlorophorus japonicus (Chevrolat，1863)
カミキリムシ クロトラカミキリ Chlorophorus diadema inhirsutus  Matsushita，1934
カミキリムシ ヨツスジトラカミキリ Chlorophorus quinquefasciatus (Castelnau et Goly，1841)
カミキリムシ タケトラカミキリ Chlorophorus annularis (Fabricius，1787)
カミキリムシ フタオビミドリトラカミキリ Chlorophorus muscosus (Bates，1873)
カミキリムシ ホソトラカミキリ Rhaphuma xenisca (Bates，1884)
カミキリムシ ヒメクロトラカミキリ Rhaphuma diminuta diminuta (Bates，1874)
カミキリムシ カンボウホソトラカミキリ Hayashiclytus acutivittis inscriptus (Bates，1844)
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カミキリムシ キイロトラカミキリ Grammographus notabilis notabilis (Pascoe，1862)
カミキリムシ トゲヒゲトラカミキリ Demonax transilis  Bates，1884
カミキリムシ シロトラカミキリ Paraclytus excultus  Bates，1884

カミキリムシ アカジマトラカミキリ
Anaglyptus  (Akajimatora ) bellus
　 bellus  Matsumura et Matsushita，1933

カミキリムシ スギノアカネトラカミキリ Anaglyptus  (Anaglyptus ) subfasciatus subfasciatus  Pic，1906
カミキリムシ トガリバアカネトラカミキリ Anaglyptus  (Anaglyptus ) niponensis  Bates，1884
カミキリムシ マツシタトラカミキリ Anaglyptus  (Anaglyptus ) matsushitai  Hayashi，1955
カミキリムシ エゾトラカミキリ Oligoenoplus rosti rosti (Pic，1911)
カミキリムシ ホタルカミキリ Dere thoracica  White，1855
カミキリムシ タキグチモモブトホソカミキリ Cleomenes takiguchii  Ohbayashi，1936
カミキリムシ ヘリグロベニカミキリ Purpuricenus  (Sternopolistes ) spectabilis  Motschulsky，1857

カミキリムシ ベニカミキリ
Purpuricenus  (Sternopolistes ) temminckii
　 (Guerin-Meneville，1844)

カミキリムシ シロオビゴマフカミキリ Falsomesosella  (Falsomesosella ) gracilior (Bates，1884)
カミキリムシ ゴマフカミキリ Mesosa  (Mesosa ) myops japonica  Bates，1873
カミキリムシ ヨツボシシロオビゴマフカミキリ Mesosa  (Mesosa ) mediofasciata  Breuning，1942
カミキリムシ タテスジゴマフカミキリ Mesosa  (Aphelocnemia ) senilis  Bates，1884
カミキリムシ ナガゴマフカミキリ Mesosa  (Aphelocnemia ) longipennis  Bates，1873
カミキリムシ マダラゴマフカミキリ Mesosa  (Perimesosa ) poecila  Bates，1884
カミキリムシ カタジロゴマフカミキリ Mesosa  (Perimesosa ) hirsuta hirsuta  Bates，1884
カミキリムシ ハチジョウウスアヤカミキリ Bumetopia oscitans japonica (Thomson，1868)
カミキリムシ シナノクロフカミキリ Asaperda agapanthina agapanthina  Breuning，1939
カミキリムシ キクスイモドキカミキリ Asaperda rufipes rufipes  Bates，1873
カミキリムシ カノコサビカミキリ Apomecyna naevia naevia  Bates，1873
カミキリムシ コブスジサビカミキリ Atimura japonica  Bates，1873
カミキリムシ クビジロカミキリ Xylariopsis  (Xylariopsis ) mimica  Bates，1884
カミキリムシ ヒシカミキリ Microlera ptinoides  Bates，1873
カミキリムシ ヒメアヤモンチビカミキリ Neosybra cribrella (Bates，1873)
カミキリムシ クリチビカミキリ Sybra  (Microzotale ) kuri  Ohbayashi et Hayashi，1962
カミキリムシ キボシチビカミキリ Sybra  (Sybra ) flavomaculata  Breuning，1939
カミキリムシ ヒトオビチビカミキリ Sybra  (Sybra ) unifasciatus  Fujimura，1956
カミキリムシ シロオビチビカミキリ Sybra  (Sybrodiboma ) subfasciata subfasciata  Bates，1884
カミキリムシ タイリクフタホシサビカミキリ Ropica dorsalis  Schwarzer，1925 ●
カミキリムシ タテジマカミキリ Aulaconotus pachypezoides  Thomson，1864
カミキリムシ ハスオビヒゲナガカミキリ Cleptometopus bimaculatus (Bates，1873)
カミキリムシ ドウボソカミキリ Pseudocalamobius japonicus japonicus (Bates，1873)
カミキリムシ ミヤマドウボソカミキリ Pseudocalamobius montanus  Hayashi，1959
カミキリムシ ニイジマチビカミキリ Egesina  (Niijimaia ) bifasciana bifasciana (Matsushita，1933)
カミキリムシ アトジロサビカミキリ Pterolophia  (Pterolophia ) zonata (Bates，1873)

カミキリムシ クリサビカミキリ
Pterolophia  (Pterolophia ) castaneivora
　Ohbayashi et Hayashi，1962

カミキリムシ ヒメナガサビカミキリ Pterolophia  (Pterolophia ) leiopodina (Bates，1873)
カミキリムシ エゾサビカミキリ Pterolophia  (Pterolophia ) tsurugiana (Matsushita，1934)
カミキリムシ マルモンサビカミキリ Pterolophia  (Pterolophia ) angusta (Bates，1873)
カミキリムシ アトモンサビカミキリ Pterolophia  (Pterolophia ) granulata (Motschulsky，1866)
カミキリムシ トガリシロオビサビカミキリ Pterolophia  (Pterolophia ) caudata caudata (Bates，1873)
カミキリムシ ナカジロサビカミキリ Pterolophia  (Ale ) jugosa jugosa (Bates，1873)
カミキリムシ ワモンサビカミキリ Pterolophia  (Hylobrotus ) annulata (Chevrolat，1845)
カミキリムシ クワサビカミキリ Mesosella simiola  Bates，1884
カミキリムシ ハイイロヤハズカミキリ Niphona  (Niphona ) furcata (Bates，1873)
カミキリムシ セダカコブヤハズカミキリ Parechthistatus gibber shibatai  Miyake，1980
カミキリムシ タニグチコブヤハズカミキリ Mesechthistatus taniguchii (Seki，1944)
カミキリムシ フジコブヤハズカミキリ Mesechthistatus fujisanus  Hayashi，1957
カミキリムシ イタヤカミキリ Mecynippus pubicornis  Bates，1884
カミキリムシ シラフヒゲナガカミキリ Monochamus  (Monochamus ) nitens  Bates，1884
カミキリムシ ヒゲナガカミキリ Monochamus  (Monochamus ) grandis  Waterhouse，1881
カミキリムシ シラフヨツボシヒゲナガカミキリ Monochamus  (Monochamus ) urussovii (Fischer，1806)
カミキリムシ カラフトヒゲナガカミキリ Monochamus  (Monochamus ) saltuarius (Gebler，1830)
カミキリムシ マツノマダラカミキリ Monochamus  (Monochamus ) alternatus  Hope，1842

カミキリムシ ヒメヒゲナガカミキリ
Monochamus  (Monochamus ) subfasciatus
　 subfasciatus (Bates，1873)

カミキリムシ ゴマダラカミキリ
Anoplophora  (Anoplophora ) malasiaca
　malasiaca (Thomson，1865)

カミキリムシ センノキカミキリ Acalolepta luxuriosa luxuriosa (Bates，1873)
カミキリムシ ビロウドカミキリ Acalolepta fraudatrix fraudatrix (Bates，1873)
カミキリムシ ニセビロウドカミキリ Acalolepta sejuncta sejuncta (Bates，1873)
カミキリムシ ヒメビロウドカミキリ Acalolepta　 degener  (Bates，1873)
カミキリムシ ヤハズカミキリ Uraecha bimaculata bimaculata  Thomson，1864
カミキリムシ ゴマフキマダラカミキリ Annamanum griseolum (Bates，1884)
カミキリムシ キボシカミキリ Psacothea hilaris hilaris (Pascoe，1857)
カミキリムシ ホシベニカミキリ Eupromus ruber (Dalman，1817)
カミキリムシ ヨコヤマヒゲナガカミキリ Dolichoprosopus yokoyamai (Gressitt，1937)
カミキリムシ チャボヒゲナガカミキリ Xenicotela pardalina (Bates，1884)
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カミキリムシ クリイロシラホシカミキリ Nanohammus rufescens  Bates，1884
カミキリムシ クワカミキリ Apriona japonica  Thomson，1878
カミキリムシ シロスジカミキリ Batocera lineolata  Chevrolat，1852
カミキリムシ ヒゲナガゴマフカミキリ Palimna liturata liturata (Bates，1884)
カミキリムシ オオシロカミキリ Olenecamptus cretaceus cretaceus  Bates，1873
カミキリムシ セミスジコブヒゲカミキリ Rhodopina lewisii lewisii (Bates，1873)
カミキリムシ マルバネコブヒゲカミキリ Rhodopina integripennis (Bates，1884)
カミキリムシ フタモンアラゲカミキリ Rhopaloscelis maculatus  Bates，1877
カミキリムシ フタオビアラゲカミキリ Rhopaloscelis bifasciatus  Kraatz，1879
カミキリムシ ヒトオビアラゲカミキリ Rhopaloscelis unifasciatus  Blessig，1873
カミキリムシ ジュウジクロカミキリ Clytosemia pulchra  Bates，1884
カミキリムシ カッコウカミキリ Miccolamia  (Miccolamia ) cleroides  Bates，1884
カミキリムシ チビコブカミキリ Miccolamia  (Isomiccolamia ) verrucosa  Bates，1884

カミキリムシ ヘリグロチビコブカミキリ
Miccolamia  (Isomiccolamia ) takakuwai
　Hasegwa et N．Ohbayashi，2001

カミキリムシ ピックチビコブカミキリ Miccolamia  (Isomiccolamia ) tuberculata (Pic，1918)
カミキリムシ ミヤマチビコブカミキリ Miccolamia  (Isomiccolamia ) glabricula glabricula  Bates，1884
カミキリムシ クモノスモンサビカミキリ Graphidessa venata venata  Bates，1884
カミキリムシ クリイロチビケブカカミキリ Terinaea atrofsca  Bates，1884
カミキリムシ ホソヒゲケブカカミキリ Eupogoniopsis tenuicornis (Bates，1884)
カミキリムシ トゲムネアラゲカミキリ Aragea mizunoi  Hayashi，1953
カミキリムシ ハイイロツツクビカミキリ Cylindilla grisescens  Bates，1884
カミキリムシ シロオビドイカミキリ Mimectanina fsucoplagiata (Breuning，1939)
カミキリムシ ドイカミキリ Mimectatina divaricata divaricata (Bates，1884)
カミキリムシ コゲチャサビカミキリ Mimectatina meridiana ohirai  Breuning et Villiers，1973
カミキリムシ キイロアラゲカミキリ Penthides rufoflavus (Hayashi，1957)
カミキリムシ イボタサビカミキリ Sophronica obrioides (Bates，1873)
カミキリムシ エゾトゲムネカミキリ Oplosia fennica swvorovi  Pic，1914
カミキリムシ ネジロカミキリ Pogonocherus  (Eupogonocherus ) seminiveus  Bates，1873
カミキリムシ ヒメシラオビカミキリ Pogonocerus fasciculatus hondoensis  Ohbayashi，1963
カミキリムシ ゴイシモモブトカミキリ Callapoecus guttatus  Bates，1884
カミキリムシ ヒゲナガモモブトカミキリ Acanthocinus griseus orientalis  Ohbayashi，1939
カミキリムシ ナカバヤシモモブトカミキリ Leiopus guttatus  Bates，1873
カミキリムシ ゴマダラモモブトカミキリ Leiopus stillatus (Bates，1884)
カミキリムシ ミヤマモモブトカミキリ Leiopus montanus  Hayashi，1968
カミキリムシ トゲバカミキリ Rondibilis  (Eryssamena ) saperdina (Bates，1884)
カミキリムシ ホウノキトゲバカミキリ Rondibilis  (Rondibilis ) sapporensis (Matsushita，1933)
カミキリムシ キッコウモンケシカミキリ Exocentrus  (Exocentrus ) testudineus  Matsushita，1931
カミキリムシ ガロアケシカミキリ Exocentrus  (Exocentrus ) galloisi  Matsushita，1933
カミキリムシ アトモンマルケシカミキリ Exocentrus  (Exocentrus ) lineatus lineatus  Bates，1873
カミキリムシ クモガタケシカミキリ Exocentrus  (Camptomyne ) fasciolatus  Bates，1873
カミキリムシ シラオビゴマフケシカミキリ Exocentrus  (Pseudocentrus ) guttulatus  Bates，1873
カミキリムシ クロオビトゲムネカミキリ Sciades  (Estoliops ) fasciatus fasciatus (Matsushita，1943)
カミキリムシ ケシカミキリ Sciades  (Miaenia ) tonsus (Bates，1873)
カミキリムシ ルリカミキリ Bacchisa  (Bacchisa ) fortunei japonica (Gahan，1901)
カミキリムシ ヘリグロアオカミキリ Saperda  (Saperda ) interrupta  Gebler，1825
カミキリムシ ムネモンヤツボシカミキリ Saperda  (Saperda ) tetrastigma  Bates，1879
カミキリムシ ヤツボシカミキリ Saperda  (Saperda ) octomaculata  Blessig，1873
カミキリムシ ブロイニングカミキリ Saperda  (Saperda ) ohbayashii  Podany，1963
カミキリムシ シナカミキリ Eutetrapha sedecimpuncutata (Motschusky，1860)
カミキリムシ ヤツメカミキリ Eutetrapha ocelota (Bates，1873)
カミキリムシ ハンノアオカミキリ Eutetrapha chysochloris chrysochloris (Bates，1879)
カミキリムシ フチグロヤツボシカミキリ Pareutetrapha eximia (Bates，1884)
カミキリムシ ニセシラホシカミキリ Pareutetrapha simulans (Bates，1873)
カミキリムシ ハンノキカミキリ Cagosima sanguinolenta sanguinolenta  Thomson，1864
カミキリムシ アサカミキリ Thyestilla gebleri (Faldermann，1835)
カミキリムシ ラミーカミキリ Paraglenea fortunei (Saunders，1853) ●
カミキリムシ ヒゲナガヒメルリカミキリ Praolia citrinipes citrinipes  Bates，1884
カミキリムシ キモンカミキリ Menesia sulphurata (Gebler，1825)
カミキリムシ オニグルミノキモンカミキリ Menesia flavotecta  Heyden，1886
カミキリムシ カスガキモンカミキリ Paramenesia kasugensis (Seki et Kobayashi，1935)
カミキリムシ ジュウニキボシカミキリ Paramenesia theaphia (Bates，1884)
カミキリムシ シラホシカミキリ Glenea  (Glenea ) relicta relicta  Pascoe，1868
カミキリムシ シラホシキクスイカミキリ Eumecocera gleneoides (Gressitt，1935)
カミキリムシ セミスジニセリンゴカミキリ Eumecocera trivittata (Breuning，1947)
カミキリムシ ヒゲナガシラホシカミキリ Eumecocera argyrosticta (Bates，1884)
カミキリムシ クロニセリンゴカミキリ Eumecocera unicolor (Kano，1933)
カミキリムシ カツラカミキリ Niponostenostola niponensis niponensis (Pic，1901)
カミキリムシ キクスイカミキリ Phytoecia  (Phytoecia ) rufiventris  Gautier，1870
カミキリムシ ヨツキボシカミキリ Epiglenea comes comes  Bates，1884
カミキリムシ ヘリグロリンゴカミキリ Nupserha marginella (Bates，1873)
カミキリムシ ムナグロリンゴカミキリ Nupserha sericans (Bates，1884)
カミキリムシ ヒメリンゴカミキリ Oberea hebescens  Bates，1873
カミキリムシ リンゴカミキリ Oberea japonica (Thunberg，1787)
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カミキリムシ ソボリンゴカミキリ Oberea sobosana  Ohbayashi，1956
カミキリムシ シラハタリンゴカミキリ Oberea shirahatai  Ohbayashi，1956
カミキリムシ ホソキリンゴカミキリ Oberea infranigrescens  Breuning，1947
カミキリムシ ホソツツリンゴカミキリ Oberea nigriventris  Bates，1873
マメゾウムシ エンドウマメゾウムシ Bruchus pisorum (Linnaeus，1758) ●
マメゾウムシ ソラマメゾウムシ Bruchus rufimanus  Boheman，1833 ●
マメゾウムシ ザウテルマメゾウムシ Sulcobruchus sauteri (Pic，1927)
マメゾウムシ アズキマメゾウムシ Callosobruchus chinensis (Linnaeus，1758) ●
マメゾウムシ チャバラマメゾウムシ Callosobruchus ademptus (Sharp，1886)
マメゾウムシ ヨツモンマメゾウムシ Callosobruchus maculatus (Fabricius，1775) ●
マメゾウムシ ヒゲナガマメゾウムシ Bruchidius lautus (Sharp，1886)
マメゾウムシ サムライマメゾウムシ Bruchidius japonicus (Harold，1878)
マメゾウムシ シロモンマメゾウムシ Bruchidius comptus (Sharp，1886)
マメゾウムシ ネムノキマメゾウムシ Bruchidius terreus (Sharp，1886)
マメゾウムシ シリアカマメゾウムシ Bruchidius urbans (Sharp，1886)
マメゾウムシ － Bruchidius serricollis  Morimoto，1990
マメゾウムシ エンジュマメゾウムシ Megabruchidius sophorae  Tsuda et Morimoto，2004
マメゾウムシ シャープマメゾウムシ Kytorhinus sharpianus  Bridwell，1932
ハムシ ナガハムシ Orsodacne arakii Chûjô，1942
ハムシ アオグロモモブトハムシ Zeugophora (Zeugophora ) hozumii Chûjô，1953
ハムシ ムナグロモモブトハムシ Zeugophora  (Pedrillia ) bicolor (Kraatz，1879)
ハムシ チャイロモモブトハムシ Zeugophora  (Pedrillia ) varipes (Jacoby，1885)
ハムシ ワモンモモブトハムシ Zeugophora  (Pedrillia ) annulata (Baly，1873)
ハムシ キオビモモブトハムシ Zeugophora  (Pedrillia ) unifasciata (Jacoby，1885)
ハムシ カタビロハムシ Colobaspis japonica (Baly，1873)
ハムシ ガガブタネクイハムシ Dnacia  (Cyphogaster ) lenzi (Schonfeldt，1888)
ハムシ イネネクイハムシ Donacia  (Cyphogaster ) provostii  Fairmaire，1885
ハムシ カワホネネクイハムシ Donacia  (Donacia !) ozensis  Nakane，1954
ハムシ ツヤネクイハムシ Donacia  (Donacia ) nitidior (Nakane，1963)
ハムシ キヌツヤミズクサハムシ Plateumaris  (Euplateumaris ) sericea (Linnaeus，1768)
ハムシ セスジクビボソハムシ Oulema atrosuturalis (Pic，1932)
ハムシ アワクビボソハムシ Oulema dilutipes (Fairmaire，1885)
ハムシ イネクビボソハクシ Oulema oryzae (Kuwayama，1929)
ハムシ ヤマイモクビボソハムシ Lema  (Petauristes ) honorata  Baly，1873
ハムシ キベリクビボソハムシ Lema  (Petauristes ) adamsi  Baly，1873
ハムシ クコクビボソハムシ Lema  (Microlema ) decempunctata  Gebler，1830
ハムシ トゲアシクビボソハムシ Lema  (Lema ) coronata  Baly，1873
ハムシ マエボシクビボソハムシ Lema  (Lema ) dilecta  Baly，1873
ハムシ キバラルリクビボソハムシ Lema  (Lema ) concinnipennis  Baly，1865
ハムシ アザミクビボソハムシ Lema (Lema ) cirsicola Chûjô，1959
ハムシ キオビクビボソハムシ Lema  (Lema ) delicatula  Baly，1873
ハムシ カワリ゛クビボソハムシ Lema  (Lema ) diversa  Baly，1873
ハムシ ルイスクビナガハムシ Lilioceris  (Bradyceris ) lewisi (Jacoby，1885)
ハムシ クビグロクビナガハムシ Lilioceris  (Lilioseris ) parvicollis (Baly，1873)
ハムシ ヤマイモクビナガハムシ Lilioceris  (Lilioseris ) rugata  Baly，1865
ハムシ アカツヤクビナガハムシ Lilioceris  (Lilioseris ) subpolita (Motschulsky，1860)
ハムシ ズグロヨツボシナガツツハムシ Coptocephalus orientalis  Baly，1873
ハムシ ヨツボシナガツツハムシ Clytra arida  Weise，1889
ハムシ キイロナガツツハムシ Smaragdina nipponensis (Chûjô，1851)
ハムシ キムネナガツツハムシ Smaragdina semiaurantiaca (Fairmaire，1888)
ハムシ キボシナガツツハムシ Smaragdina aurita (Linnaeus，1766)
ハムシ タマツツハムシ Adiscus lewisii (Baly，1873)
ハムシ ムネミゾヒメツツハムシ Coenobius sulcicollis  Baly，1874
ハムシ クロアシヒメツツハムシ Coenobius piceipes  Gressitt，1942
ハムシ ホソツツハムシ Pachybrachys eruditus  Baly，1873
ハムシ ニセルリツツハムシ Cryptocephalus aeneoblitus  Takizawa，1975
ハムシ キアシルリツツハムシ Cryptocephalus fortunatus  Baly，1873
ハムシ ルリツツハムシ Cryptocephalus approximatus  Baly，1873
ハムシ ツマキクロツツハムシ Cryptocephalus difformis  Jacoby，1885
ハムシ ヤツボシツツハムシ Cryptocephalus japanus  Baly，1873
ハムシ ヨツモンクロツツハムシ Cryptocephalus nobilis  Kraatz，1879
ハムシ クロボシツツハムシ Cryptocephalus signaticeps  Baly，1873
ハムシ コヤツボシツツハムシ Cryptocephalus instabilis  Baly，1873
ハムシ ニセコヤツボシツツハムシ Cryptocephalus luridipennis pallescens  Kraatz，1879
ハムシ オオクロスジツツハムシ Cryptocephalus scitulus  Baly，1873
ハムシ ムツキボシツツハムシ Cryptocephalus ohnoi  Kimoto，1963
ハムシ キボシツツハムシ Cryptocephalus perelegans perelegans  Baly，1873
ハムシ キアシチビツツハムシ Cryptocephalus amiculus  Baly，1873
ハムシ モモグロチビツツハムシ Cryptocephalus exiguus  Schneider，1792
ハムシ ハコネチビツツハムシ Cryptocephalus hakonensis  Takizawa，1982
ハムシ チビルリツツハムシ Cryptocephalus confusus  Suffrian，1854
ハムシ クロスジツツハムシ Cryptocephalus nigrofasciatus  Jacoby，1885
ハムシ － Cryptocephalus sagamensis  Tomov，1982
ハムシ ジュウシホシツツハムシ Cryptocephalus tetradecaspilotus  Baly，1873
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ハムシ キベリクロツツハムシ Cryptocephalus limbatipennis  Jacoby，1885
ハムシ セスジツツハムシ Cryptocephalus parvulus  Muller，1776
ハムシ ツツジコブハムシ Chlamisus laticollis (Chûjô，1942)
ハムシ クヌギコブハムシ Chlamisus spilotus (Baly，1873)
ハムシ ツバキコブハムシ Chlamisus lewisii (Baly，1873)
ハムシ ニホンコブハムシ Chlamisus japonicus (Jacoby，1885)
ハムシ ミズキコブハムシ Chlamisus interjectus (Baly，1873)
ハムシ カシワコブハムシ Chlamisus consimilis (Chûjô，1942)
ハムシ ツヤハムシ Oomorphoides cupreatus (Baly，1873)
ハムシ ナガツヤハムシ Oomorphoides nigricaeruleus (Baly，1873)
ハムシ ヒメツヤハムシ Oomorphus japanus  Jacoby，1885
ハムシ アカガネサルハムシ Acrothinium gaschkevitchii gaschkevitchii (Motschulsky，1860)
ハムシ ヒトミヒメサルハムシ Cleoporus variabilis (Baly，1874)
ハムシ ヒメサルハムシ Pagria signata (Motschulsky，1858)
ハムシ チビサルハムシ Nodina chalcosoma  Baly，1874
ハムシ クロムナゲサルハムシ Basilepta hirticollis (Baly，1874)
ハムシ ヨモギサルハムシ Basilepta fulvipes  Motschulsky，1860
ハムシ ハンノキサルハムシ Basilepta balyi (Harold，1877)
ハムシ ムネアカサルハムシ Basilepta ruficollis  Jacoby，1885
ハムシ ウスイロサルハムシ Basilepta pallidula (Baly，1874)
ハムシ イモサルハムシ Colasposoma dauricum  Mannerheim，1849
ハムシ ドウガネサルハムシ Scelodonta lewisii  Baly，1874
ハムシ シロオビムクゲサルハムシ Trichochrysea japana (Motschulsky，1857)
ハムシ コフキサルハムシ Lypesthes ater (Motschulsky，1860)
ハムシ ニホンケブカサルハムシ Lypesthes japonicus  Ohno，1958
ハムシ セスジケブカサルハムシ Lypesthes kiiensis  Ohno，1958
ハムシ カサハラサルハムシ（キカサハラハムシ） Xanthonia placida  Baly，1874
ハムシ ウスゲサルハムシ Hyperaxis fasciatus  Baly，1874
ハムシ シロオビアラゲサルハムシ Demotina fasciculata  Baly，1874
ハムシ コブアラゲサルハムシ Demotina tuberosa  Chen，1935
ハムシ ホソチビアラゲサルハムシ Demotina bipunctata  Jacoby，1885
ハムシ チビアラゲサルハムシ Demotina decorata  Baly，1874
ハムシ ヒメアラゲサルハムシ Demotina vernalis  Isono，1990
ハムシ チャイロアラゲサルハムシ Demotina modesta  Baly，1874
ハムシ アラゲサルハムシ Demotina squamosa  Isono，1990
ハムシ カバノキハムシ Syneta adamsi  Baly，1877
ハムシ ヒメカバノキハムシ Syneta brevitibialis  Kimoto，1971
ハムシ オオカバノキハムシ Syneta major  Nakane，1963
ハムシ ハッカハムシ Chrysolina exanthematica (Wiedemann，1821)
ハムシ クロルリハムシ Chrysolina yezoensis (Matsumura，1911)
ハムシ ニッコウルリハムシ Chrysolina nikkoensis (Jacoby，1885)
ハムシ オオルリハムシ Chrysolina virgata (Motschulsky，1860)
ハムシ ヨモギハムシ Chrysolina aurichalcea (Mannerheim，1825)
ハムシ ダイコンハムシ Phaedon brassicae  Baly，1874
ハムシ コガタルリハムシ Gastrophysa atrocyanea  Motschulsky，1860
ハムシ ヒラタハムシ Gastrolina depressa  Baly，1859
ハムシ ミヤマヒラタハムシ Gastrolina peltoidea (Gebler，1832)
ハムシ キイロヒラタハムシ Gastrolinoides japonicus (Harold，1877)
ハムシ ヤナギルリハムシ Plagiodera versicolora (Laicharting，1781)
ハムシ ドロノキハムシ Chrysomela populi  Linnaeus，1758
ハムシ ヤナギハムシ Chrysomela vigintipunctata (Scopoli，1763)
ハムシ ルリハムシ Linaeidea aenea (Linnaeus，1758)
ハムシ フジハムシ Gonioctena  (Brachyphytodecta ) rubripennis  Baly，1862
ハムシ トホシハムシ Gonioctena (Gonioctena ) japonica Chûjô et Kimoto，1960
ハムシ カンバムジハムシ Gonioctena  (Gonioctena ) kamiyai  Kimoto，1963
ハムシ ヒラノトホシハムシ Gonioctena  (Gonioctena ) hiranoi  Takizawa，1989
ハムシ ヒメトホシハムシ Gonioctena  (Gonioctena ) takahashii  Kimoto，1963
ハムシ サクラムジハムシ Gonioctena  (Gonioctena ) morimotoi  Kimoto，1963
ハムシ ヤナギウスモンハムシ Gonioctena  (Gonioctena ) sibirica (Weise，1893)
ハムシ エノキクロホシハムシ Gonioctena  (Sinomela ) nigroplagiata  Baly，1862
ハムシ ヤマナラシホソルリハムシ Phratora laticollis  Suffrian，1851
ハムシ ダルマハムシ（アカソハムシ） Potaninia cyrtonoides (Jacoby，1885)
ハムシ ヤナギアラメハムシ Lochmaea capreae  Linnaeus，1758
ハムシ アザミオオアラメハムシ Galeruca vicina  Solsky，1872
ハムシ イチゴハムシ Galerucella grisescens (Joannis，1866)
ハムシ ヒシハムシ Galerucella nipponensis (Laboissière，1874)
ハムシ ブタクサハムシ Ophraella notulata (Fabricius) ●
ハムシ イタヤケブカハムシ Pyrrhalta fuscipennis (Jacoby，1885)
ハムシ エノキケブカハムシ Pyrrhalta tibialis (Baly，1874)
ハムシ カエデケブカハムシ Pyrrhalta seminigra (Jacoby，1885)
ハムシ ミソハギハムシ Pyrhalta calmariensis (Linnaeus)
ハムシ サクラケブカハムシ Pyrrhalta semifulva (Jacoby，1885)
ハムシ ブチヒゲケブカハムシ Pyrrhalta annulicornis (Baly，1874)
ハムシ エグリバケブカハムシ Pyrrhalta esakii  Kimoto，1963
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ハムシ サンゴジュケブカハムシ Pyrrhalta humeralis (Chen，1942)
ハムシ ニレケブカハムシ Pyrrhalta maculicollis (Motschulsky，1853)
ハムシ ウエツキブナハムシ Chujoa uetsukii (Chûjô，1954)
ハムシ アオバホソハムシ Apophylia viridipennis (Jacoby，1885)
ハムシ ウリハムシ Aulacophora femoralis (Motschulsky，1857)
ハムシ クロウリハムシ Aulacophora nigripennis  Motschulsky，1857
ハムシ ヨツボシハムシ Paridea quadriplagiata (Baly，1874)
ハムシ アトボシハムシ Paridea angulicollis (Motschulsky，1853)
ハムシ トゲアシヒゲナガハムシ Taumacera tibialis (Jacoby，1885)
ハムシ クワハムシ Fleutiauxia armata (Baly，1874)
ハムシ クロセスジハムシ Japonitata nigrita (Jacoby，1885)
ハムシ キアシヒゲナガアオハムシ Clerotilia flavomarginata  Jacoby，1885
ハムシ ハンノキハムシ Agelastica coerulea  Baly，1874
ハムシ イチモンジハムシ Morphosphaera japonica (Hornstedt，1788)
ハムシ ケブカクロナガハムシ Hesperomorpha hirsuta (Jacoby，1885)
ハムシ ルリヒゲナガウスバハムシ Stenoluperus cyaneus (Baly，1874)
ハムシ ヒゲナガウスバハムシ Stenoluperus nipponensis (Laboissière，1913)
ハムシ フタミネヒゲナガウスバハムシ Stenoluperus bicarinatus (Weise，1889)
ハムシ フタスジヒメハムシ Medythia nigrobilineata (Motschulsky，1860)
ハムシ クロウスバハムシ Luperus moorii  Baly，1874
ハムシ キムネウスバハムシ Luperus laricis laricis  Motschulsky，1859
ハムシ トリカブトルリヒメハムシ Calomicrus iniquus (Weise，1889)
ハムシ オオルリヒメハムシ Calomicrus nobyi Chûjô，1954
ハムシ ハラグロルリヒメハムシ Calomicrus cyaneus (Jacoby，1885)
ハムシ キバラヒメハムシ Exosoma flaviventre (Motschulsky，1860)
ハムシ ハラマダラヒメハムシ Exosoma akkoae  (Chûjô，1954)
ハムシ ニセキバラヒメハムシ Exosoma chujoi (Nakane，1958)
ハムシ ウリハムシモドキ Atrachya menetriesi (Faldermann，1835)
ハムシ アオバアシナガハムシ Monolepta fluvicollis  Jacoby，1885
ハムシ ウスイロアシナガハムシ Monolepta pallidula (Baly，1874)
ハムシ ムネアカアシナガハムシ Monolepta kurosawai Chûjô et Ohno，1961
ハムシ クロバネアシナガハムシ Monolepta dichroa  Harold，1877
ハムシ カワリヒゲナガハムシ Arthrotus niger  Motschulsky，1857
ハムシ アオバノコヒゲハムシ Sphenoraia intermedia  Jacoby，1885
ハムシ サルナシハムシ Agelasa nigriceps  Motschulsky，1860
ハムシ ヨツキボシハムシ Hamushia eburata (Harold，1879)
ハムシ イタドリハムシ Gallerucida bifasciata  Motschulsky，1860
ハムシ ムツキボシハムシ Gallerucida lewisi (Jacoby，1885)
ハムシ ブドウカバイロハムシ Gallerucida flavipennis (Solsky，1872)
ハムシ ヤナギカミナリトビハムシ Altica latericosta subcostata  Ohno，1960
ハムシ ニホンカミナリトビハムシ Altica nipponica  Ohno，1960
ハムシ ミズタマソウカミナリトビハムシ Altica circaeae  Ohno，1960
ハムシ ヒメカミリナトビハムシ Altica caerulescens (Baly，1874)
ハムシ ホソカミナリトビハムシ Altica oleracea (Linnaeus，1758)
ハムシ アザミカミナリトビハムシ Altica cirsicola  Ohno，1960
ハムシ ゲンノショウコカミナリトビハムシ Altica viridicyanea (Baly，1874)
ハムシ クロカミナリトビハムシ Altica sanguisorbae  Ohno，1960
ハムシ フクタカミナリトビハムシ Altica fukutai  Nakane，1963
ハムシ イチゴカミナリトビハムシ Altica sanguisorbae  Ohno, 1960
ハムシ ホソルリトビハムシ Aphthonaltica angustata (Baly，1874)
ハムシ ルイスアラハダトビハムシ Zipangia lewisi (Jacoby，1885)
ハムシ ウスグロアラハダトビハムシ Zipangia obscura (Jacoby，1885)
ハムシ ルリマルツブトビハムシ Ogloblinia berberii (Ohno，1961)
ハムシ ムネアカグミトビハムシ Zipanginia miyatakei  Kimoto，1971
ハムシ グミトビハムシ Zipanginia picipes  (Baly, 1874)
ハムシ ヒメトビハムシ Orthocrepis adamsii (Baly，1874)
ハムシ クロコトビハムシ Manobia parvula (Baly，1874)
ハムシ セスジトビハムシ Lipromela minutissima (Pic，1923)
ハムシ フチトリトビハムシ Phygasia fulvipennis (Baly，1874)
ハムシ フタホシオオトビハムシ Pseudodera xanthospila  Baly，1862
ハムシ ナガトビハムシ Liprus punctatostriatus  Motschulsky，1860
ハムシ アミメトビハムシ（カタクリハムシ） Sangariola punctatostriata (Motschulsky，1860)
ハムシ フタイロセマルトビハムシ Aphthonomorpha collaris (Baly，1877)
ハムシ ホオノキセダカトビハムシ Lanka magnoliae  (Chûjô et Ohno，1961)
ハムシ ヘリグロセダカトビハムシ Lanka esakii (Chûjô et Ohno，1961)
ハムシ ハネナシトビハムシ Batophila acutangula  Heikertinger，1921
ハムシ ヒゲナガアラハダトビハムシ Trachyaphthona sordida (Baly，1874)
ハムシ ツブトビハムシ Aphthona perminuta  Baly，1875
ハムシ キアシツブトビハムシ Aphthona semiviridis  Jacoby, 1885
ハムシ サメハダツブトビハムシ Aphthona strigosa  Baly，1874
ハムシ タイワンツブトビハムシ Aphthona formosana  Chen，1934
ハムシ キイロツブトビハムシ Aphthona foudrasi  Jacoby，1885
ハムシ アヤメツブトビハムシ Aphthona yuasai  Ohno，1962
ハムシ サンショウホソトビハムシ Luperomorpha pryeri (Baly，1874)
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ハムシ ムネアカオオホソトビハムシ Luperomorpha collaris (Baly，1874)
ハムシ トケジホソトビハムシ Luperomorpha tokejii  Ohno，1965
ハムシ クロホソトビハムシ Luperomorpha funesta (Baly，1874)
ハムシ キアシホソトビハムシ Luperomorpha tenebrosa (Jacoby，1885)
ハムシ キスジトビハムシ Phyllotreta striolata (Fabricius，1803)
ハムシ チュウジョウキスジトビハムシ Phyllotreta chujoe  Madar，1959
ハムシ キアシキスジトビハムシ Phyllotreta ochripes (Curtis，)
ハムシ ホソキスジトビハムシ Phyllotreta rectilineata (Chen，1969)
ハムシ ネズミモチアシナガトビハムシ Longitarsus bimaculatus (Baly，1874)
ハムシ カクムネアシナガトビハムシ Longitarsus quadricollis  Jacoby，1885
ハムシ ルリアシナガトビハムシ Longitarsus kimotoi  Ohno，1968
ハムシ ムラサキアシナガトビハムシ Longitarsus boraginicolus  Ohno，1968
ハムシ オオバコアシナガトビハムシ Longitarsus scutellaris (Rey，1873)
ハムシ ヨモギアシナガトビハムシ Longitarsus succineus (Foudras，1860)
ハムシ チュウジョウアシナガトビハムシ Longitarsus chujoi  Ohno，1968
ハムシ ヒヨドリバナアシナガトビハムシ Longitarsus nitidiamiculus  Kimoto，1965
ハムシ オオアシナガトビハムシ Longitarsus nitidus  Jacoby，1885
ハムシ コミヤアシナガトビハムシ Longitarsus komiyai  Ohno，1968
ハムシ ハッカアシナガトビハムシ Longitarsus nipponensis  Csiki，1940
ハムシ カクバネアシナガトビハムシ Longitarsus yoshiakii  Ohno，1968
ハムシ ツマアカアシナガトビハムシ Longitarsus holasticus  Linnaeus，1758
ハムシ トウヨウアシナガトビハムシ Longitarsus orientalis  Jacoby, 1885
ハムシ ルリミゾアシトビハムシ Hemipyxis plagioderoides (Motschulsky，1860)
ハムシ キバネミゾアシトビハムシ Hemipyxis flavipennis (Baly，1874)
ハムシ ジュウニホシニセマルトビハムシ Schenklingia duodecimmaculata (Chen，1934)
ハムシ トホシニセマルトビハムシ Schenklingia kasuga  Nakane，1963
ハムシ テントウトビハムシ Argopistes biplagiata  Motschulsky，1860
ハムシ ヘリグロテントウトビハムシ Argopistes coccinelliformis  Csiki, 1940
ハムシ ニセテントウトビハムシ Amphimeloides bistripunctatus  Chen，1933
ハムシ クラークマルトビハムシ Argopus clarki  Jacoby，1885
ハムシ ボタンヅルマルトビハムシ Argopus balyi  Harold，1878
ハムシ アカイロマルトビハムシ Argopus punctipennis (Motschulsky，1860)
ハムシ ユリタマトビハムシ Sphaeroderma nigricolle  Jacoby，1885
ハムシ ヌカキビタマトビハムシ Sphaeroderma seriatum  Baly, 1874
ハムシ ヒメアオタマトビハムシ Sphaeroderma separatum  Baly，1874
ハムシ ヘリグロタマトビハムシ Sphaeroderma ohkuboi Chûjô，1940
ハムシ センニンソウタマトビハムシ Sphaeroderma fuscicorne  Baly，1874
ハムシ アケビタマトビハムシ Sphaeroderma akebiae  Ohno，1967
ハムシ ボタンズルタマトビハムシ Sphaeroderma chujoi  Ohno，1964
ハムシ フキタマトビハムシ Sphaeroderma balyi  Jacoby，1885
ハムシ ツマキタマトビハムシ Sphaeroderma apicale  Baly，1874
ハムシ ササタマトビハムシ Sphaeroderma tarsatum  Baly，1874
ハムシ ツユクサタマトビハムシ Sphaeroderma japanum  Baly，1874
ハムシ セマルトビハムシ Minota nigropicea (Baly，1874)
ハムシ ヤハズトビハムシ Dibolia japonica  Chen，1933
ハムシ タマアシトビハムシ Philopona vinex (Erichson，1834)
ハムシ スイバトビハムシ Mantura clavareaui  Heikertinger, 1921
ハムシ ヒメカクムネトビハムシ Lythraria salicariae (Pykull，1800)
ハムシ カクムネチビトビハムシ Neocrepidodera recticollis (Jacoby，1885)
ハムシ クサレダマチビトビハムシ Neocrepidodera sibirica (Pic，1909)
ハムシ ヤナギミドリトビハムシ Crepidodera pultus picipes  Weise，1887
ハムシ ミドリトビハムシ Crepidodera japonica  Baly，1874
ハムシ オオカクムネトビハムシ Asiorestia obscuritarsis (Motschulsky，1859)
ハムシ カクムネトビハムシ Asiorestia laevicollis (Jacoby，1885)
ハムシ セダカカクムネトビハムシ Asiorestia gruevi  Kimoto，1983
ハムシ クロカクムネトビハムシ Asiorestia komatsui  Nakane ，1963
ハムシ サシゲトビハムシ Lipromina minuta (Jacoby，1885)
ハムシ アラメクビボソトビハムシ Pseudoliprus nigritus nigritus (Jacoby，1885)
ハムシ クビボソトビハムシ Pseudoliprus hirtus (Baly，1874)
ハムシ セスジクビボソトビハムシ Pseudoliprus suturalis (Jacoby，1885)
ハムシ アオバヒサゴトビハムシ Chaetocnema (Tlanoma ) koreana (Chûjô，1942)
ハムシ フタイロヒサゴトビハムシ Chaetocnema (Tlanoma ) bicolorata  Kimoto，1971
ハムシ イチゴヒサゴトビハムシ Chaetocnema (Tlanoma ) granulosa (Baly，1874)
ハムシ ルイスヒサゴトビハムシ Chaetocnema (Tlanoma ) concinna (Marshall，1802)
ハムシ テンサイヒサゴトビハムシ Chaetocnema (Tlanoma ) discreta (Baly，1877)
ハムシ ヒサゴトビハムシ Chaetocnema (Chaetocnema ) ingenua (Baly，1876)
ハムシ ヒメヒサゴトビハムシ Chaetocnema (Chaetocnema ) concinnicollis (Baly，1874)
ハムシ ナタネナガスネトビハムシ Psylliodes punctifrons  Baly，1874
ハムシ ルリナガスネトビハムシ Psylliodes brettinghami  Baly，1862
ハムシ ダイコンナガスネトビハムシ Psylliodes subrugosa  Jacoby，1885
ハムシ アサナガスネトビハムシ Psylliodes attenuata (Koch，1803)
ハムシ ナスナガスネトビハムシ Psylliodes angusticollis  Baly，1874
ハムシ ルリヒゲブトトビハムシ Nonarthra cyaneum  Baly，1874
ハムシ キアシヒゲブトトビハムシ Nonarthra tibialis  Jacoby，1885
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ハムシ カタビロトゲハムシ Dactylispa subquadrata (Baly，1874)
ハムシ ヒメキベリトゲハムシ Dactylispa angulosa  Solsky，1872
ハムシ キベリトゲハムシ Dactylispa masonii  Gestro，1923
ハムシ クロトゲハムシ Hispellinus moerens (Baly，1874)
ハムシ クロルリトゲハムシ Rhadinosa nigrocyanea  Motschulsky，1861
ハムシ ジンガサハムシ Aspidomorpha indica  Boheman，1854
ハムシ スキバジンガサハムシ Aspidomorpha transparipennis (Motschulsky，1860)
ハムシ カメノコハムシ Cassida  (Cassida ) nebulosa  Linnaeus，1758
ハムシ ヒメカメノコハムシ Cassida  (Cassida ) piperata  Hope，1842
ハムシ ヨモギカメノコハムシ Cassida  (Cassida ) fuscorufa  Motschulsky，1886
ハムシ セスジアオカメノコハムシ Cassida  (Cassida ) vibex  Linnaeus，1767
ハムシ アオカメノコハムシ Cassida  (Cassida ) rubiginosa  Müller，1776
ハムシ ミドリカメノコハムシ Cassida  (Odontionycha ) erudita  Baly，1874
ハムシ セモンカメノコハムシ Cassida  (Taiwania ) versicolor (Boheman，1855)
ハムシ イカリモンカメノコハムシ Cassida  (Taiwania ) sigillata (Gorham，1885)
ハムシ セダカカメノコハムシ Cassida  (Alledoya ) vespertina  Boheman，1862
ハムシ ルイスカメノコハムシ Thlaspida lewisii (Baly，1874)
ハムシ イチモンジカメノコハムシ Thlaspida cribrosa (Boheman，1855)
ヒゲナガゾウムシ ケチビヒョウタンヒゲナガゾウムシ Notioxenus wollastoni  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ ヤツボシカギバラヒゲナガゾウムシ Deropygus histrio  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ ハイマダラカギバラヒゲナガゾウムシ Xanthoderopygus jucosus (Sharp，1891)
ヒゲナガゾウムシ アカアシヒゲナガゾウムシ Araecerus tarsalis  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ ワタミヒゲナガゾウムシ Araecerus fasciculatus (De Geer，1775) ●

ヒゲナガゾウムシ ナラマメヒゲナガゾウムシ Misthoshima shoi  Senoh，1990
ヒゲナガゾウムシ ズカクシノミヒゲナガゾウムシ Choragus cryptocephalus  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ ゴマノミヒゲナガゾウムシ Choragus cissoides  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ キンヘリノミヒゲナガゾウムシ Choragus compactus  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ セスジノミヒゲナガゾウムシ Choragus mundulus  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ ムネアカノミヒゲナガゾウムシ Choragus cryphaloides  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ シバンガタノミヒゲナガゾウムシ Choragus anobioides  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ クロオビヒゲナガゾウムシ Apolecta lewisii  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ イボタロウヒゲナガゾウムシ Anthribus niveovariegatus (Roelofs，1879)
ヒゲナガゾウムシ マダラヒゲナガゾウムシ Opanthribus tessellatus (Boheman，1829)
ヒゲナガゾウムシ ミツモンヒゲナガゾウムシ Trigonorhinus trimaculatus (Senoh，1986)
ヒゲナガゾウムシ キノコヒゲナガゾウムシ Euparius oculatus (Sharp，1891)
ヒゲナガゾウムシ オビキノコヒゲナガゾウムシ Euparius tamui  Nakane，1963
ヒゲナガゾウムシ ウスモンツツヒゲナガゾウムシ Ozotomerus japonicus  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ チビクチボソヒゲナガゾウムシ Enedreytes gotoi  Shibata，1969
ヒゲナガゾウムシ シロヒゲナガゾウムシ Platystomos sellatus (Roelofs，1879)
ヒゲナガゾウムシ セマルヒゲナガゾウムシ Phloeobius gibbosus  Roelofs，1879
ヒゲナガゾウムシ ササセマルヒゲナガゾウムシ Phloeobius stenus  Jordan，1923
ヒゲナガゾウムシ ナガフトヒゲナガゾウムシ Xylinada striatifrons (Jordan，1895)
ヒゲナガゾウムシ マダラフトヒゲナガゾウムシ Basitropis nitidicutis  Jekel，1855
ヒゲナガゾウムシ オオマダラヒゲナガゾウムシ Sympaector rugirostris (Sharp，1891)
ヒゲナガゾウムシ シリジロヒゲナガゾウムシ Androceras flavellicornis (Sharp，1891)
ヒゲナガゾウムシ チャマダラヒゲナガゾウムシ Acorynus latirostris (Sharp，1891)
ヒゲナガゾウムシ カオジロヒゲナガゾウムシ Sphinctotropis laxus  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ コモンマダラヒゲナガゾウムシ Litocerus multiguttatus (Nakane，1963)
ヒゲナガゾウムシ アカミヒゲナガゾウムシ Litocerus securus (Boheman，1839)
ヒゲナガゾウムシ キマダラヒゲナガゾウムシ Tropideres naevulus  Faust，1887
ヒゲナガゾウムシ クロフヒゲナガゾウムシ Tropideres roelofsi (Lewis，1879)
ヒゲナガゾウムシ シロモンヒゲナガゾウムシ Gonotropis crassicornis (Sharp，1891)
ヒゲナガゾウムシ ヨリメオビモンヒゲナガゾウムシ Nessiodocus triodes (Jordan，1912)
ヒゲナガゾウムシ スネアカヒゲナガゾウムシ Autotropis distinguendus (Sharp，1891)
ヒゲナガゾウムシ エグリバネヒゲナガゾウムシ Autotropis basipennis (Sharp，1891)
ヒゲナガゾウムシ ツツチビヒゲナガゾウムシ Noxius japonicus  Morimoto，1981
ヒゲナガゾウムシ エゴヒゲナガゾウムシ Exechesops leucopis (Jordan，1928)
ヒゲナガゾウムシ タテスジヒメヒゲナガゾウムシ Rhaphitropis japonicus  Shibata，1978
ヒゲナガゾウムシ コモンヒメヒゲナガゾウムシ Rhaphitropis guttifer (Sharp，1891)
ヒゲナガゾウムシ クロヒメヒゲナガゾウムシ Rhaphitropis niger  Morimoto，1981
ヒゲナガゾウムシ キアシチビヒゲナガゾウムシ Uncifer pectoralis (Sharp，1891)
ヒゲナガゾウムシ ヨリメチビヒゲナガゾウムシ Uncifer akashii  Morimoto，1981
ヒゲナガゾウムシ マメゾウガタチビヒゲナガゾウムシ Uncifer bruchoides (Sharp，1891)
ヒゲナガゾウムシ ウスグロチビヒゲナガゾウムシ Uncifer truncatus (Sharp，1891)
ヒゲナガゾウムシ クチブトコブヒゲナガゾウムシ Gibber brevirostris  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ エグリコブヒゲナガゾウムシ Gibber incisus  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ ヒメコブヒゲナガゾウムシ Gibber nodulosus  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ シリジロメナガヒゲナガゾウムシ Phaulimia confinis  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ クロホシメナガヒゲナガゾウムシ Phaulimia aberrans  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ アカネメナガヒゲナガゾウムシ Phaulimia rufobasis  Morimoto，1981
ヒゲナガゾウムシ クロメナガヒゲナガゾウムシ Ulorhinus funebris  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ オオメナガヒゲナガゾウムシ Ulorhinus gokani  Morimoto，1981
ヒゲナガゾウムシ キスジヒゲナガゾウムシ Aphaulimia debilis (Sharp，1891)
ヒゲナガゾウムシ ツツケナガヒゲナガゾウムシ Habrissus cylindricus (Sharp，1891)
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ヒゲナガゾウムシ シロマダラネブトヒゲナガゾウムシ Habrissus pardalis  Sharp，1891
ヒゲナガゾウムシ ネブトヒゲナガゾウムシ Habrissus unciferoides  Nakane，1963
ヒゲナガゾウムシ ナガアシヒゲナガゾウムシ Habrissus longipes  Sharp，1891
オトシブミ モンケシツブチョッキリ Auletobius  (Parauletes ) submaculatus (Sharp，1889)
オトシブミ チャイロケシツブチョッキリ Auletobius  (Parauletes ) fumigatus (Roelofs，1874)
オトシブミ ヒメクロケシツブチョッキリ Auletobius  (Parauletes ) puberulus (Faust，1882)
オトシブミ クロケシツブチョッキリ Auletobius  (Aletinus ) uniformis (Roelofs，1874)
オトシブミ ミヤマケシツブチョッキリ Auletobius sanguisorbae (Schrank，1798)
オトシブミ ドロハマキチョッキリ Byctiscus  (Byctiscus ) puberulus (Motschulsky，1860)
オトシブミ ファウストハマキチョッキリ Byctiscus  (Byctiscus ) fausti  Sharp，1889
オトシブミ イタヤハマキチョッキリ Byctiscus  (Byctiscus ) venustus (Pascoe，1875)
オトシブミ ブドウハマキチョッキリ Byctiscus  (Aspidobycticus ) lacunipennis (Jekel，1860)
オトシブミ チャイロチョッキリ Aderorhinus crioceroides  Roelofs，1874
オトシブミ ルリホソチョッキリ Eugnamptus  (Eugnamptus ) amurensis (Faust，1882)
オトシブミ ホソチョッキリ Eugnamptus  (Eugnamptobius ) aurifrons  Roelofs，1874
オトシブミ キアシホソチョッキリ Eugnamptus  (Eugnamptobius ) flavipes  Sharp，1889
オトシブミ クロホソチョッキリ Eugnamptus  (Eugnamptobius ) morimotoi  Nakane，1963
オトシブミ チビイクビチョッキリ Deporaus (Hypodeporaus ) minimus Kôno，1928
オトシブミ キアシイクビチョッキリ Deporaus  (Hypodeporaus ) fuscipennis  Sharp，1889
オトシブミ クロヘリイクビチョッキリ Deporaus  (Hypodeporaus ) ohdaisanuns  Nakane，1963
オトシブミ ルリイクビチョッキリ Deporaus  (Caenorhinus ) mannerheimi (Hummel，1823)
オトシブミ オオズイクビチョッキリ Deporaus  (Caenorhinus ) eumegacephalus  Y．Sawada，1993
オトシブミ ミヤマイクビチョッキリ Deporaus  (Deporaus ) nidifucus  Sawada et Lee，1986
オトシブミ コナライクビチョッキリ Deporaus  (Deporaus ) unicolor (Roelofs，1874)
オトシブミ オオメイクビチョッキリ Deporaus  (Deporaus ) hartmanni  Voss，1929
オトシブミ サクライクビチョッキリ Deporaus  (Deporaus ) septemtrionalis  Y．Sawada，1993
オトシブミ ヤドカリチョッキリ Paradeporaus depressus (Faust，1882)
オトシブミ マルムネチョッキリ Chonostropheus chujoi  Voss，1956
オトシブミ シリブトチョッキリ Chokkirius truncatus (Sharp，1889)
オトシブミ ルリチビチョッキリ Pselaphorhynchites japonicus  Morimoto，1958
オトシブミ セアカチョッキリ Notocyrtus  (Notocyrtus ) sanguinipennis (Roelofs，1874)
オトシブミ カシルリチョッキリ Notocyrtus  (Notocyrtus ) assimilis (Roelofs，1874)
オトシブミ クチブトチョッキリ Lasiorhynchites  (Lasiorhynchites ) brevirostris (Roelofs，1874)
オトシブミ オオケブカチョッキリ Haplorhynchites  (Aphalorhynchites ) amabilis (Roelofs，1874)
オトシブミ マダラケブカチョッキリ Involvulus  (Cartorhynchites ) singularis (Roelofs，1874)
オトシブミ コルリチョッキリ Involvulus  (Cartorhynchites ) apertus (Sharp，1889)
オトシブミ チビケブカチョッキリ Involvulus  (Metarhynchites ) apionoides (Sharp，1889)
オトシブミ グミチョッキリ Involvulus  (Involvulus ) placidus (Sharp，1889)
オトシブミ クチナガチョッキリ Involvulus  (Involvulus ) plumbeus (Roelofs，1874)
オトシブミ ヒメケブカチョッキリ Involvulus  (Involvulus ) pilosus (Roelofs，1874)
オトシブミ ツツムネチョッキリ Involvulus  (Involvulus ) cylindricus  Schilsky，1906
オトシブミ ハラダチョッキリ Involvulus (Cneminvolvulus ) haradai (Kôno，1940)
オトシブミ カラスチョッキリ Haporhynchites cornix (Sawada，1993)
オトシブミ ハイイロチョッキリ Mechoris  (Cyllorhynchites ) ursulus (Roelofs，1874)
オトシブミ モモチョッキリ Rhynchites  (Epirhynchites ) heros  Roelofs，1874

オトシブミ ゴマダラオトシブミ
Paroplapoderus  (Agomadaranus ) pardalis
　 (Snellen van Vollenhoven，1865)

オトシブミ ヒメコブオトシブミ Phymatapoderus pavens  Voss，1926
オトシブミ オトシブミ Apoderus  (Apoderus ) jekelii  Roelofs，1874
オトシブミ ムツモンオトシブミ Apoderus  (Leptapoderus ) praecellens  Sharp，1889
オトシブミ ウスモンオトシブミ Apoderus  (Leptapoderus ) balteatus  Roelofs，1874
オトシブミ ウスアカオトシブミ Apoderus  (Leptapoderus ) rubidus  Motschulsky，1860

オトシブミ ヒメクロオトシブミ
Apoderus  (Compsapoderus ) erythrogaster
　Snellen van Vollenhoven，1865

オトシブミ セアカヒメオトシブミ Apoderus  (Compsapoderus ) geminus  Sharp，1889
オトシブミ アカクビナガオトシブミ Paracentrocorynus nigricollis (Roelofs，1874)
オトシブミ エゴツルクビオトシブミ Cycnotrachelus roelofsi (Harold，1877)
オトシブミ ヒゲナガオトシブミ Paracycnotrachelus longicornis (Roelofs，1874)
オトシブミ アシナガオトシブミ Phialodes rufipennis  Roelofs，1874
オトシブミ リュイスアシナガオトシブミ Henicolabus lewisii (Sharp，1889)
オトシブミ ビロウドハマキチョッキリ Himatolabus cupreus (Roelofs，1874)
オトシブミ コブルリオトシブミ Euops  (Kobusynaptops ) pustulosa  Sharp，1889
オトシブミ ハギルリオトシブミ Euops  (Synaptops ) lespedezae lespedezae  Sharp，1889
オトシブミ カシルリオトシブミ Euops  (Synaptops ) splendus  Voss，1930
オトシブミ ケシルリオトシブミ Euops  (Synaptops ) politus (Roelofs，1874)
オトシブミ ナラルリオトシブミ Euops  (Synaptops ) konoi  Sawada et Morimoto，1985
オトシブミ ルリオトシブミ Euops  (Synaptops ) punctatostriata  Motschulsky，1860
ミツギリゾウムシ エノキミツギリゾウムシ Eterozemus celtis (Lewis，1884)
ミツギリゾウムシ アカツツホソミツギリゾウムシ Callipareius  (Callipareius ) japonicus (Nakane，1963)
ミツギリゾウムシ クロツツホソミツギリゾウムシ Callipareius  (Coomania ) kojimai  Morimoto，1982
ミツギリゾウムシ ミツギリゾウムシ Baryrhynchus poweri  Roelofs，1879
ミツギリゾウムシ ムツモンミツギリゾウムシ Pseudorychodes insignis (Lewis，1883)
ホソクチゾウムシ アザミホソクチゾウムシ Apion  (Piezotrachelus ) japonicum  Roelofs，1874
ホソクチゾウムシ マメホソクチゾウムシ Apion  (Pseudopiezotrachelus ) collare  Schilsky，1906
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ホソクチゾウムシ アカクチホソクチゾウムシ Apion  (Pseudopiezotrachelus ) pallidirostre  Roelofs，1874
ホソクチゾウムシ クロホソクチゾウムシ Apion  (Synapion ) corvinum  Faust，1889
ホソクチゾウムシ セアカホソクチゾウムシ Apion  (Protapion ) sulcirostre  Sharp，1891
ホソクチゾウムシ ヒゲナガホソクチゾウムシ Apion  (Protapion ) placidum  Faust，1887
ホソクチゾウムシ ギシギシホソクチゾウムシ Apion  (Perapion ) violaceum  Kirby，1803
ホソクチゾウムシ ナガホソクチゾウムシ Apion  (Perapion ) naga  Nakane，1963
ホソクチゾウムシ サキブトホソクチゾウムシ Apion  (Alacentron ) pachyrrhynchum  Gemminger，1871
ホソクチゾウムシ キヒゲホソクチゾウムシ Apion  (Eutrichapion ) ervi  Kirby，1803
ホソクチゾウムシ クチナガホソクチゾウムシ Apion  (Coelorhinapion ) protractum  Sharp，1891
ホソクチゾウムシ ヒレルホソクチゾウムシ Serrgiola  (Golovninia ) hilleri  Schilsky，1902
ホソクチゾウムシ ケブカホソクチゾウムシ Serrgiola  (Golovninia ) griseopubescens  Roelofs，1874
ホソクチゾウムシ ヒメケブカホソクチゾウムシ Serrgiola  (Golovninia ) praecarium  Faust，1887
ホソクチゾウムシ モンチビゾウムシ Nanophyes pallipes  Roelofs，1874
ホソクチゾウムシ ウスイロチビゾウムシ Nanophyes usuironis Kôno，1930
ホソクチゾウムシ シロモンチビゾウムシ Nanophyes albovittatus  Roelofs，1874
ホソクチゾウムシ ケシチビゾウムシ Nanophyes suturalis  Pic，1907
ホソクチゾウムシ ハナコブチビゾウムシ Nanophyes pubescens  Roelofs，1874
ホソクチゾウムシ ヒシチビゾウムシ Nanophyes japonicus  Roelofs，1879
ホソクチゾウムシ ホソチビゾウムシ Nanophyes marmoratus (Goeze，1777)
ゾウムシ ツチイロヒゲボソゾウムシ Phyllobius  (Diallobius ) incomptus  Sharp，1896
ゾウムシ ウスイロヒゲボソゾウムシ Phyllobius  (Diallobius ) mundus (Sharp，1896)
ゾウムシ リンゴコフキゾウムシ Phyllobius  (Odontophyllobius ) armatus  Roelofs，1879
ゾウムシ キュウシュウヒゲボソゾウムシ Phyllobius  (Metaphyllobius ) rotundicollis  Roelofs，1873
ゾウムシ リンゴヒゲボソゾウムシ Phyllobius  (Metaphyllobius ) longicornis  Roelofs，1873
ゾウムシ アオヒゲボソゾウムシ Phyllobius  (Metaphyllobius ) prolongatus  Motschulsky，1866
ゾウムシ コヒゲボゾゾウムシ Phyllobius (Phyllobidius ) brevitarsis Kôno，1930
ゾウムシ コブヒゲボソゾウムシ Phyllobius  (Nipponophyllobius ) picipes  Motschulsky，1860
ゾウムシ クチブトヒゲボソゾウムシ Phyllobius  (Nipponophyllobius ) polydrusoides  Sharp，1896
ゾウムシ ハダカヒゲボソゾウムシ Phyllobius  (Phyllobius ) subnudus  Kôno，1928
ゾウムシ ヒラズネヒゲボソゾウムシ Phyllobius (Phyllobius ) intrusus Kôno，1948
ゾウムシ カシワクチブトゾウムシ Myllocerus griseus  Roelofs，1873
ゾウムシ クロホシクチブトゾウムシ Myllocerus nigromaculatus  Roelofs，1873
ゾウムシ ケブカクチブトゾウムシ Myllocerus fumosus (Faust，1882)
ゾウムシ ツンプトクチブトゾウムシ Myllocerus nipponensis  Zumpt，1938
ゾウムシ ヒゲブトクチブトゾウムシ Myllocerus abnormalis (Sharp，1896)
ゾウムシ トゲアシゾウムシ Anosimus decoratus  Roelofs，1873
ゾウムシ チビアオゾウムシ Hyperstylus pallipes  Roelofs，1873
ゾウムシ オオクチブトゾウムシ Macrocorynus variabilis (Roelofs，1873)
ゾウムシ コカシワクチブトゾウムシ Macrocorynus griseoides  (Zumpt，1937)
ゾウムシ ウスアオクチブトゾウムシ Macrocorynus elegantulus (Roelofs，1873)
ゾウムシ ミドリクチブトゾウムシ Cyphicerus viridulus (Roelofs，1873)
ゾウムシ クリイロクチブトゾウムシ Cyrtepistomus castaneus (Roelofs，1873)
ゾウムシ サビクチブトゾウムシ Canoixus japonicus  Roelofs，1873
ゾウムシ ヒレルクチブトゾウムシ Oedophrys hilleri (Faust，1889)
ゾウムシ チビメナガゾウムシ Calomycterus setarius  Roelofs，1873
ゾウムシ チビヒョウタンゾウムシ Myosides seriehispidus  Roelofs，1873
ゾウムシ ニセチビヒョウタンゾウムシ Myosides pyrus  Sharp，1896
ゾウムシ キンケクチブトゾウムシ Otiorhynchus (Dorymerus ) sulcatus (Fabricius，1775) ●
ゾウムシ ホソヒメカタゾウムシ Asphalmus japonicus  Sharp，1896
ゾウムシ イコマケシツチゾウムシ Trachyphloeosoma advena  Zimmerman，1956
ゾウムシ ケシツチゾウムシ Trachyphloeosoma setosum  Wollaston，1869
ゾウムシ アキヨシチビツチゾウムシ Trachyrhinus troglodytes Morimoto, 1959
ゾウムシ ケブカヒメカタゾウムシ Arrhaphogaster pilosus  Roelofs，1873
ゾウムシ シロコブゾウムシ Episomus turritus (Gyllenhal，1833)
ゾウムシ クワゾウムシ Episomus mundus  Sharp，1896
ゾウムシ ヒメシロコブゾウムシ Dermatoxenus caesicollis (Gyllenhal，1833)
ゾウムシ ウスヒョウタンゾウムシ Dermatoxenus clathratus (Roelofs，1873)
ゾウムシ マルヒョウタンゾウムシ Catapionus obscurus  Sharp，1896
ゾウムシ ワモンヒョウタンゾウムシ Sympiezomias lewisi (Roelofs，1873)
ゾウムシ オビモンヒョウタンゾウムシ Amystax fasciatus  Roelofs，1873
ゾウムシ クワヒョウタンゾウムシ Scepticus insularis (Roelofs，1873)
ゾウムシ サビヒョウタンゾウムシ Scepticus griseus (Roelofs，1873)
ゾウムシ トビイロヒョウタンゾウムシ Scepticus uniformis Kôno，1930
ゾウムシ オオアオゾウムシ Chlorophanus grandis (Roelofs，1873)
ゾウムシ イッシキホソゾウムシ Scythropus issikii Kôno，1930
ゾウムシ マツトビゾウムシ Scythropus scutellaris  Roelofs，1873
ゾウムシ ウスアオオビゾウムシ Scythropus ornatus (Matsumura，1911)
ゾウムシ スグリゾウムシ Pesudocneorhinus bifasciatus  Roelofs，1879
ゾウムシ カキゾウムシ Pesudocneorhinus obesus  Roelofs，1873
ゾウムシ チビスグリゾウムシ Pseudocneorhinus minimus  Roelofs，1879
ゾウムシ コフキゾウムシ Eugnathus distinctus  Roelofs，1873
ゾウムシ ヒサゴコフキゾウムシ Parasitones gravidus  Sharp，1896
ゾウムシ チビコフキゾウムシ Sitona japonicus  Roelofs，1873
ゾウムシ ケチビコフキゾウムシ Sitona hispidulus (Fabricius，1775) ●
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ゾウムシ キソヤマゾウムシ Byrsopages kiso  Nakane, 1963
ゾウムシ ヤサイゾウムシ Listroderes obliquus costirostris  Klug，1826 ●
ゾウムシ アルファルファタコゾウムシ Hypera postica (Gyllenhal，1813) ●
ゾウムシ シロスジタコゾウムシ Hypera adspersa (Fabricius，1792)
ゾウムシ ハコベタコゾウムシ Hypera basalis (Voss，1937)
ゾウムシ オオタコゾウムシ Hypera punctata (Fabricius，1775) ●
ゾウムシ ミスジマルゾウムシ Phaeopholus ornatus  Roelofs，1873
ゾウムシ オオミスジマルゾウムシ Phaeopholus major  Roelofs，1873
ゾウムシ サビマルクチゾウムシ Galloisia inflata  Hustache，1920
ゾウムシ ハスジゾウムシ Cleonus japonicus  Faust，1907
ゾウムシ アイノカツオゾウムシ Lixus maculatus  Roelofs，1873
ゾウムシ カツオゾウムシ Lixus impressiventris  Roelofs，1873
ゾウムシ ハスジカツオゾウムシ Lixus acutipennis (Roelofs，1873)
ゾウムシ オオゴボウゾウムシ Larinus meleagris  Petri，1907
ゾウムシ ゴボウゾウムシ Larinus latissimus  Roelofs，1873
ゾウムシ キスジアシナガゾウムシ Mecysolobus flavosignatus (Roelofs，1875)
ゾウムシ ホホジロアシナガゾウムシ Mecysolobus erro (Pascoe，1873)
ゾウムシ カシアシナガゾウムシ Mecysolobus piceus  Roelofs，1875
ゾウムシ シロオビアカアシナガゾウムシ Mecysolobus nipponicus (Kôno，1930)
ゾウムシ オジロアシナガゾウムシ Mesalcidodes trifidus (Pascoe，1870)
ゾウムシ コカタビロゾウムシ Trigonocolus sulcatus  Roelofs，1874
ゾウムシ ハマベゾウムシ Aphela gotoi  (Chûjô et Voss，1960)
ゾウムシ イネゾウムシ Echinocnemus squameus (Billberg，1820)
ゾウムシ オオクニイネゾウモドキ Procas biguttatus  Faust，1882
ゾウムシ アカイネゾウモドキ Dorytomus roelofsi  Faust，1883
ゾウムシ モンイネゾウモドキ Dorytomus maculipennis  Roelofs，1874
ゾウムシ ケナガイネゾウモドキ Dorytomus hirtipennis (Bedel，1884)
ゾウムシ エトロフイネゾウモドキ Dorytomus etorofuensis Kôno，1935
ゾウムシ アカスジケシツブゾウムシ Smycronyx rubricatus Kôno，1930
ゾウムシ マダラケシツブゾウムシ Smycronyx madaranus Kôno，1930
ゾウムシ カギアシゾウムシ Bagous bipunctatus  (Kôno，1934)
ゾウムシ イネミズゾウムシ Lissorhoptrus oryzae  Kuschel，1951 ●
ゾウムシ オオミズゾウムシ Tanysphyrus major  Roelofs，1874
ゾウムシ ウキクサミズゾウムシ Tanysphyrus lemnae (Fabricius，1801)
ゾウムシ チビコバンゾウムシ Miarus vestitus  Roelofs，1875
ゾウムシ ムシクサコバンゾウムシ Gymnaetron miyoshii  Miyoshi，1922
ゾウムシ ハイイロタマゾウムシ Stereonychus japonicus  Hustache，1920
ゾウムシ アカタマゾウムシ Stereonychus thoracicus  Faust，1882
ゾウムシ アカタマゾウムシ近縁種 Stereonychus  sp．
ゾウムシ シロオビタマゾウムシ Stereonychidius galloisi (Hustache，1920)
ゾウムシ マルモンタマゾウムシ Cionus tamazo  Kôno，1930
ゾウムシ クロタマゾウムシ Cionus helleri  Reitter，1904
ゾウムシ クロオビシロタマゾウムシ Cionus latefascitus (Voss, 1956)
ゾウムシ タカハシトゲゾウムシ Dinorhopala takahashii (Kôno，1930)
ゾウムシ サビノコギリゾウムシ Ixalma hilleri  Roelofs，1879
ゾウムシ コブノコギリゾウムシ Ixalma dentipes (Roelofs，1874)
ゾウムシ ヨツコブノコギリゾウムシ Ixalma quadrigibbosa  Morimoto，1960
ゾウムシ ハラグロノコギリゾウムシ Ixalma nigriventris Kôno，1937
ゾウムシ クチブトノミゾウムシ Imachra decipiens (Roelofs，1875)
ゾウムシ ヨツオビクチブトサルゾウムシ Imachra nipponicus (Morimoto，1964)

ゾウムシ ハチジョウノミゾウムシ
Ramphus (Trichorhamphus ) hisamatsui
　Chûjô et Morimoto，1960

ゾウムシ リンゴノミゾウムシ Ramphus  (Ramphus ) pulicarius (Herbst，1795)
ゾウムシ クロノミゾウムシ Tachyerges stigma (Germer，1805)
ゾウムシ ガロアノミゾウムシ Orchestes (Alyctus ) galloisi (Kôno，1930)
ゾウムシ ムモンノミゾウムシ Orchestes  (Alyctus ) aterrimus  Roelofs，1874
ゾウムシ ムネスジノミゾウムシ Orchestes  (Orchestes ) amurensis  Faust，1887
ゾウムシ カシワノミゾウムシ Orchestes  (Orchestes ) japonicus (Hustache，1920)
ゾウムシ ヤドリノミゾウムシ Orchestes  (Orchestes ) hastachei  Klima，1935
ゾウムシ ヒラセノミゾウムシ Orchestes  (Orchestes ) dorsoplanatus (Roelofs，1874)
ゾウムシ ウスモンノミゾウムシ Orchestes  (Orchestes ) variegatus (Roelofs，1874)
ゾウムシ アカアシノミゾウムシ Orchestes  (Orchestes ) sanguinipes (Roelofs，1874)
ゾウムシ エノキノミゾウムシ Orchestes (Orchestes ) horii Kôno，1930
ゾウムシ マダラノミゾウムシ Orchestes (Orchestes ) nomizo (Kôno，1937)
ゾウムシ チビデオゾウムシ Acalyptus carpini (Fabricius，1792)
ゾウムシ ハモグリゾウムシ Ellescus bicoloripes Voss et Chûjô，1960
ゾウムシ － Parendaeus abietinus  Kojima et Morimoto，1996
ゾウムシ モンアシブトゾウムシ Ochyromera japonica (Roelofs，1874)
ゾウムシ ホリカワアシブトゾウムシ Ochyromera horikawai  Kojima et Morimoto，1996
ゾウムシ トネリコアシブトゾウムシ Ochyromera suturalis  Kojima et Morimoto，1996
ゾウムシ ニッポンアシブトゾウムシ Ochyromera nipponica  Kojima et Morimoto，1996
ゾウムシ － Ochyromera hirsuta  Kojima et Morimoto，1996
ゾウムシ フタスジアシブトゾウムシ Ochyromera binotata  Kojima et Morimoto，1996
ゾウムシ － Ochyromera pieridis  Kojima et Morimoto，1998
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ゾウムシ － Nipponochyromera gracilipes  Kojima et Morimoto，1996?
ゾウムシ ウスグロアシブトゾウムシ Gryporrhynchus obscurus  Roelofs，1875
ゾウムシ キイロアシブトゾウムシ Endaeus flavidus  Kojima et Morimoto，1995
ゾウムシ コギンスジゾウムシ Tychius ovalis  Roelofs，1874
ゾウムシ ツメクサタネコバンゾウムシ Tychius  (Tychius ) picirostris  (Fabricius, 1787)
ゾウムシ － Sibinia viscariae (Linnaeus，1761)
ゾウムシ マルモンササラゾウムシ Demimaea circula (Roelofs，1874)
ゾウムシ オオクボササラゾウムシ Demimaea okuboi Kôno，1939
ゾウムシ クワササラゾウムシ Demimaea mori Kôno，1939
ゾウムシ タバゲササラゾウムシ Demimaea fascicularis (Roelofs，1879)
ゾウムシ クロツブゾウムシ Sphinxus koikei (Voss et Chûjô，1960)
ゾウムシ － Sphinxis crypticus  Kojima et Morimoto，2000
ゾウムシ ツメナシゾウムシ Anoplus plantaris (Naezen, 1794)
ゾウムシ シュロゾウムシ Derelomus uenoi  Morimoto，1989
ゾウムシ クロナガハナゾウムシ Bradybatus  (Bradybatus ) sharpi  Tournier，1873
ゾウムシ ヘリアカナガハナゾウムシ Bradybatus  (Bradybatus ) limbatus  Roelofs，1875
ゾウムシ コブハナゾウムシ Anthonomus (Tachypterellus ) dorsalis (Voss et Chûjô，1960)
ゾウムシ ハイマツハナゾウムシ Anthonomus  (Anthomorphus ) varians (Paykull，1792)
ゾウムシ ミヤマハナゾウムシ Anthonomus  (Anthonomus ) alni  Kojima et Morimoto，1994
ゾウムシ イチゴハナゾウムシ Anthonomus  (Anthonomus ) bisignifer  Schenkling，1934
ゾウムシ － Anthonomus takahashii  Kojima et Morimoto，1994
ゾウムシ ユアサハナゾウムシ Anthonomus (Anthonomus ) yuasai Kôno，1939
ゾウムシ － Anthonomus  (Anthonomus ) minor  Kojima et Morimoto，1994
ゾウムシ オオクマハナゾウムシ Anthonomus  (Furcipus ) okumai  Morimoto et Miyakawa，1985
ゾウムシ オビモンハナゾウムシ Anthonomus  (Furcipus ) rectirostris (Linnaeus，1758)
ゾウムシ レロフチビシギゾウムシ Curculio roelofsi (Heller，1927)
ゾウムシ ジュウジチビシギゾウムシ Curculio pictus (Roelofs，1874)
ゾウムシ ムモンチビシギゾウムシ Curculio antennatus (Kôno，1930)
ゾウムシ カミヤチビシギゾウムシ Curculio kamiyai  Morimoto，1962
ゾウムシ ウスモンチビシギゾウムシ Curculio minutissimus  Dalla Torre et Schenkling，1932
ゾウムシ ムラカミチビシギゾウムシ Curculio murakamii  Morimoto，1962
ゾウムシ クヌギチビシギゾウムシ Curculio kunugi  Morimoto，1962
ゾウムシ セダカシギゾウムシ Curculio convexus (Roelofs，1874)
ゾウムシ チャバネセダカシギゾウムシ Curculio fluvipennis Morimoto，1960
ゾウムシ ヒメシギゾウムシ Curculio hime (Kôno，1930)
ゾウムシ ツヤヒメシギゾウムシ Curculio okumai Morimoto，1981
ゾウムシ － Curculio morimotoi Notsu，1994
ゾウムシ クロシギゾウムシ Curculio distinguendus (Roelofs，1874)
ゾウムシ ウスリーシギゾウムシ Curculio ussuriensis (Heller，1927)
ゾウムシ エゴシギゾウムシ Curculio styracis (Roelofs，1874)
ゾウムシ ナツグミシギゾウムシ Curculio elaeagni Morimoto，1962
ゾウムシ ミヤマシギゾウムシ Curculio koreanus (Heller，1927)
ゾウムシ アイノシギゾウムシ Curculio aino (Kôno，1930)
ゾウムシ ヤノシギゾウムシ Curculio yanoi Morimoto，1962
ゾウムシ アキグミシギゾウムシ Curculio flavoscutellatus (Roelofs，1874)
ゾウムシ イヌビワシギゾウムシ Curculio funebris (Roelofs，1874)
ゾウムシ ツバキシギゾウムシ Curculio camelliae (Roelofs，1874)
ゾウムシ クヌギシギゾウムシ Curculio robstus (Roelofs，1874)
ゾウムシ コナラシギゾウムシ Curculio dentipes (Roelofs，1874)
ゾウムシ クリシギゾウムシ Curculio sikkimensis (Heller，1927)
ゾウムシ シイシギゾウムシ Curculio hilgendorfi (Harold，1878)
ゾウムシ シラホシヒメゾウムシ Anthinobaris dispilota (Solsky，1870)
ゾウムシ サメハダヒメゾウムシ Nespilobaris nipponica (Kôno，1928)
ゾウムシ オオハッカヒメゾウムシ Baris pilosa  Roelofs，1875
ゾウムシ ウミベヒメゾウムシ Baris maritima  Roelofs，
ゾウムシ エゾヒメゾウムシ Baris ezoana Kôno，1940
ゾウムシ マダラヒメゾウムシ Baris orientalis  Roelofs，1875
ゾウムシ クワヒメゾウムシ Moreobaris deplanata (Roelofs，1875)
ゾウムシ タテスジアカヒメゾウムシ Moreobaris rubicata (Hustache，1921)
ゾウムシ チャイロヒメゾウムシ Baris maculata  Roelofs，1879
ゾウムシ ヨツボシヒメゾウムシ Baris flavosignata  Roelofs，1879
ゾウムシ ツヤケシヒメゾウムシ Pellobaris melancholica (Roelofs，1875)
ゾウムシ － Orchidophilus ran  Morimoto，1994
ゾウムシ ツヤチビヒメゾウムシ Centrinopsis nitens  Roelofs，1875
ゾウムシ ババスゲヒメゾウムシ Limnobaris babai Chûjô et Morimoto，1959
ゾウムシ ツヤハダヒメゾウムシ Phrissoderes rufitarsis (Roelofs，1875)
ゾウムシ ギシギシクチブトサルゾウムシ Rhinoncus jakovlevi  Faust，1893
ゾウムシ タデノクチブトサルゾウムシ Rhinoncus sibiricus  Faust，1893
ゾウムシ コブナシクチブトサルゾウムシ Rhinoncus perpendicularis (Reich，1797)
ゾウムシ アカアシクチブトサルゾウムシ Rhinoncus cribricollis  Hustache，1916
ゾウムシ ホソクチブトサルゾウムシ Rhinoncus albicinctus  Gyllenhall，1837 ●
ゾウムシ ヤマトサルゾウムシ Phytobius japonicus  Roelofs，1875
ゾウムシ ワルトンサルゾウムシ Phytobius waltoni  Boheman，1842
ゾウムシ マルメサルゾウムシ Phytobius quadricornis roelofsi  Hustache，1916
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ゾウムシ クロクチブトサルゾウムシ Rhinoncomimus niger Chûjô et Morimoto，1959
ゾウムシ スベリビユサルゾウムシ Hypurus bertrandti (Perris，1852)
ゾウムシ キボシトゲムネサルゾウムシ Mecysmoderes ater  Hustache，1916
ゾウムシ ツツジトゲムネサルゾウムシ Mecysmoderes fulvus  Roelofs，1875
ゾウムシ ネジキトゲムネサルゾウムシ Mecysmoderes brevicarinatus  Hustache，1916
ゾウムシ クロオビトゲムネサルゾウムシ Mecysmoderes lesnei  Hustache，1916
ゾウムシ － Mecysmoderes nigrinus  Hong et Woo，1999
ゾウムシ チャイロアカサルゾウムシ Coeliodes brunneus  Hustache，1916
ゾウムシ オビアカサルゾウムシ Coeliodes nakanoensis  Hustache，1916
ゾウムシ ガロアアカサルゾウムシ Coeliodes  (Brevicoeliodes ) galloisi  Hustache，1916
ゾウムシ ツヤアカサルゾウムシ？ Coeliodes parcesquamosus  Hustache，1916?
ゾウムシ ケナガサルゾウムシ Trichocoeliodes excavatus  Hustache，1916
ゾウムシ ジュウジコブサルゾウムシ Craponius bigibbosus  Hustache，1916
ゾウムシ トゲカタビロサルゾウムシ Cyphosenus bouvieri  Hustache，1916
ゾウムシ トゲトゲクロサルゾウムシ Zacladus transversicollis  Faust，1894
ゾウムシ クロトゲサルゾウムシ Homorosoma aterrima (Hustache，1916)
ゾウムシ カナムグラトゲサルゾウムシ Homorosoma chinensis  Wagner，1844
ゾウムシ タデサルゾウムシ Homorosoma asper (Roelofs，1875)
ゾウムシ キイチゴトゲサルゾウムシ Scleropteroides hypocritus (Hustache，1916)
ゾウムシ ダイコンサルゾウムシ Ceuthorhynchidius albosuturalis (Roelofs，1875)
ゾウムシ オオシロモンサルゾウムシ Ceutorhynchus ancora  Roelofs，1875
ゾウムシ アオバネサルゾウムシ Ceutorhynchus ibukianus  Hustache，1916
ゾウムシ ミドリサルゾウムシ Ceutorhynchus diffusus  Hustache，1930
ゾウムシ カナムグラサルゾウムシ Ceutorhynchus shaowuensis  Voss，1958
ゾウムシ シロオビサルゾウムシ Ceutorhynchus nipponensis  Hustache，1916
ゾウムシ ムネミゾサルゾウムシ Ceutorhynchus sulcithorax  Hustache，1916
ゾウムシ ゴマシオサルゾウムシ Ceutorhynchobius  sp.
ゾウムシ アルマンサルゾウムシ Wagnerinus harmanndi (Hustache，1916)
ゾウムシ クロツヤサルゾウムシ Wagnerinus costatus (Hustache，1916)
ゾウムシ コウノヒメクモゾウムシ Telephae konoi  Morimoto，1960
ゾウムシ ミツオビヒメクモゾウムシ Telephae trifasciatus  Morimoto，1960
ゾウムシ ヤマトヒメクモゾウムシ Ellatocerus japonicus  Morimoto，1960
ゾウムシ ミヤマヒシガタクモゾウムシ Lobotrachelus minor (Hustache，1921)
ゾウムシ アカオビタマクモゾウムシ Egiona konoi  Nakane，1962
ゾウムシ クロホシタマクモゾウムシ Egiona picta (Roelofs，1875)
ゾウムシ トウキョウクモゾウムシ Euryommatus tokioensis  Nakane，1962
ゾウムシ ナガクモゾウムシ Euryommatus  ellipticus  Morimoto et Miyakawa, 1985
ゾウムシ トゲハラヒラセクモゾウムシ Metialma cordata  Marshall，1948
ゾウムシ コヒラセクモゾウムシ Metialma pusilla  Roelofs，1875
ゾウムシ ヤマトヒラセクモゾウムシ Metialma  sp.1 (sensu Morimoto，1984)
ゾウムシ － Metialma  sp.2 (sensu Morimoto，1984)
ゾウムシ ノコギリクモゾウムシ Mecopomorphus griseus  Hustache，1920
ゾウムシ ツノクモゾウムシ Phylaitis maculiventris  Voss，1958
ゾウムシ ヒメクロツツキクイゾウムシ Magdalis  (Panopsis ) flavicornis (Gyllenhal，1837)
ゾウムシ チビクロツツキクイゾウムシ Magdalis  (Edo ) ruficornis (Linnaeus，1758)
ゾウムシ タキザワツツキクイゾウムシ Magdalis  (Magdalis ) takizawai Kôno，1930
ゾウムシ クロツツキクイゾウムシ Magdalis (Magdalinus ) galloisi Kôno，1930
ゾウムシ ツツゾウムシ Carcilia strigicollis  Roelofs，1874
ゾウムシ コゲチャツツゾウムシ Carcilia tenuistriata  Heller，1941
ゾウムシ マツキボシゾウムシ Pissodes nitidus  Roelofs，1874
ゾウムシ クロキボシゾウムシ Pissodes obscurus  Roelofs，1874
ゾウムシ オオキボシゾウムシ Pissodes galloisi  Kôno，1928
ゾウムシ トドキボシゾウムシ Pissodes cembrae  Motschulsky，1860
ゾウムシ ツチイロゾウムシ Cotasteromimus morimotoi Chûjô et Voss，1960
ゾウムシ ダルマカレキゾウムシ Trachodes subfasciatus  Voss，1957
ゾウムシ － Trachodes ovipennis  Morimoto et Miyakawa，1995
ゾウムシ ムラカミカレキゾウムシ Trachodes murakamii  Morimoto，1962
ゾウムシ － Trachodes sasajii  Morimoto et Miyakawa，1995
ゾウムシ － Trachodes simulator  Morimoto et Miyakawa，1995
ゾウムシ シロカレキゾウムシ Karekizo impressicollis  Morimoto，1962
ゾウムシ クロカレキゾウムシ Acicnemis albofasciata (Ter‐Minasyan，1953)
ゾウムシ － Acicnemis nohirai Morimoto et Miyakawa，1995
ゾウムシ － Acicnemis dividicincta dividicincta  Morimoto et Miyakawa，1995
ゾウムシ ウスモンカレキゾウムシ Acicnemis palliata  Pascoe，1872
ゾウムシ マダラカレキゾウムシ Acicnemis maculaalba  Roelofs，1875
ゾウムシ シバタカレキゾウムシ Acicnemis shibatai  Voss，1971
ゾウムシ アトジロカレキゾウムシ Acicnemis dorsonigrita  Voss，1941
ゾウムシ ナカスジカレキゾウムシ Acicnemis suturalis  Roelofs，1875
ゾウムシ フタキボシゾウムシ Lepyrus japonicus  Roelofs，1873
ゾウムシ ウンモンアナアキゾウムシ Lepyrus nebulosus  Motschulsky，1860
ゾウムシ アカコブコブゾウムシ Kobuzo rectirostris (Roelofs，1873)
ゾウムシ アダチアナアキゾウムシ Hylobius adachii Kôno，1934
ゾウムシ マツアナアキゾウムシ Hylobitelus haroldi (Faust，1873)
ゾウムシ フタバアナアキゾウムシ Hylobitelus futabae  Morimoto，1982
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ゾウムシ チビマツアナアキゾウムシ Hylobitelus pinastri (Gyllenhal，1813)
ゾウムシ シロウマアナアキゾウムシ？ Hylobitelus shiroumaensis  Morimoto，1982?
ゾウムシ ミヤマアナアキゾウムシ Hylobitelus montanus Kôno，1934
ゾウムシ クロアナアキゾウムシ？ Hylobitelus gebleri (Boheman，1834)?
ゾウムシ ナガアナアキゾウムシ Dyscerus laeviventris (Hustache，1920)
ゾウムシ コクロアナアキゾウムシ Dyscerus cribratus (Roelofs，1873)
ゾウムシ クリアナアキゾウムシ Dyscerus exsculptus (Roelofs，1875)
ゾウムシ リンゴアナアキゾウムシ Dyscerus shikokuensis  (Kôno，1934)
ゾウムシ ガロアアナアキゾウムシ Dyscerus galloisi Kôno，1934
ゾウムシ オリーブアナアキゾウムシ Dyscerus perforatus (Roelofs，1873)
ゾウムシ クスアナアキゾウムシ Dyscerus orientalis (Motschulsky，1891)
ゾウムシ タマゴゾウムシ Dyscerus roelofsi (Harold，1866)
ゾウムシ トドマツアナアキゾウムシ Dyscerus insularis Kôno，1928
ゾウムシ ホソアナアキゾウムシ Dyscerus elongatus (Roelofs，1873)
ゾウムシ イワワキオチバゾウムシ Otibazo  morimotoi  Nakane, 1963
ゾウムシ オオシマオチバゾウムシ Otibazo oshimaensis Morimoto et Miyakawa, 1985
ゾウムシ ミヤマサビゾウムシ Metahylobius rubiginosus  Morimoto，1982
ゾウムシ クロコブゾウムシ Niphades variegatus (Roelofs，1873)
ゾウムシ チビアナアキゾウムシ Nipponiphades foveolatus (Hustache，1920)
ゾウムシ チュウジョウアナアキゾウムシ Seleuca chujoi  Voss，1957
ゾウムシ クワノコブコブゾウムシ Styanax kuwanoi Chûjô et Voss，1960
ゾウムシ クロクチカクシゾウムシ Catagmatus japonicus  Roelofs，1875
ゾウムシ ホソクチカクシゾウムシ Camptorhinus notabilis (Walker，1858)
ゾウムシ アラムネクチカクシゾウムシ Mecistocerus rugicollis (Roelofs，1875)
ゾウムシ マダラメカクシゾウムシ Mecistocerus nipponicus Kôno，1932
ゾウムシ ウンモンナガクチカクシゾウムシ Rhadinomerus unmon unmon  Nakane，1963
ゾウムシ マエバラナガクチカクシゾウムシ Rhadinomerus maebarai Chûjô et Voss，1960
ゾウムシ アカナガクチカクシゾウムシ Rhadinomerus annulipes (Roelofs，1879)
ゾウムシ ババナガクチカクシゾウムシ Rhadinomerus babai  Morimoto，1987
ゾウムシ マルミナガクチカクシゾウムシ Rhadinomerus subovatus  Morimoto，1987
ゾウムシ チビクチカクシゾウムシ Deiradocranus setosus (Morimoto，1962)
ゾウムシ ウスモントゲトゲゾウムシ Colobodes konoi  Nakane，1963
ゾウムシ ワモントゲトゲゾウムシ Colobodes ornatus  Roelofs，1875
ゾウムシ クロモントゲトゲゾウムシ Colobodes ovipennis  Morimoto，1988
ゾウムシ エンダトゲトゲゾウムシ Colobodes endai  Morimoto，1988
ゾウムシ コブダルマカレキゾウムシ Lobosoma rausense (Nakane，1963)
ゾウムシ タカオマルクチカクシゾウムシ Orochlesis takaosanus Kôno，1932
ゾウムシ ムナビロマルクチカクシゾウムシ Orochlesis amplicicollis Morimoto et Miyakawa，1985
ゾウムシ ヒサゴクチカクシゾウムシ Stimulatacalles simulator (Roelofs，1875)
ゾウムシ オオシマヒサゴクチカクシゾウムシ Simulatacalles oshimaensis  Morimoto et Miyakawa，1985
ゾウムシ ワタナベヒサゴクチカクシゾウムシ Simulatacalles watanabei  Morimoto et Miyakawa，1985
ゾウムシ アラムネヒサゴクチカクシゾウムシ Simulatacalles pustulosus  Morimoto et Lee，1992
ゾウムシ コブマルクチカクシゾウムシ Acallinus tuberculatus  Morimoto，1962
ゾウムシ ミヤマクチカクシゾウムシ Protacalles monticola  Voss，1957
ゾウムシ マダラアシゾウムシ Ectatorhinus adamsii  Pascoe，1871
ゾウムシ ボウサンクチカクシゾウムシ Catabonops monachus  Roelofs，1875
ゾウムシ ウエノヒョウタンクチカクシゾウムシ Hyotanzo uenoi  Morimoto，1962
ゾウムシ キボシクチカクシゾウムシ Rhyssematoides flavomaculatus  Morimoto，1962
ゾウムシ ツツクチカクシゾウムシ Cechania eremita  Pascoe，1874
ゾウムシ ヒメクチカクシゾウムシ Catarrhinus umbrosus  Roelofs，1875
ゾウムシ オオクチカクシゾウムシ Syrotelus septentrionalis (Roelofs，1873)
ゾウムシ モンクチカクシゾウムシ Sclerolips maculicollis  Morimoto，1962
ゾウムシ アシナガオニゾウムシ Gasterocercus longipes Kôno，1932
ゾウムシ アラハダクチカクシゾウムシ Rhadinopus sulcatostriatus (Roelofs，1875)
ゾウムシ フナガタクチカクシゾウムシ Sternochetus navicularis (Roelofs，1875)
ゾウムシ ニセマツノシラホシゾウムシ Shirahoshizo rufescens (Roelofs，1875)
ゾウムシ マツノシラホシゾウムシ Shirahoshizo insidiosus (Roelofs，1875)
ゾウムシ コマツノシラホシゾウムシ Shirahoshizo pini  Morimoto，1962
ゾウムシ ヒウラシラホシゾウムシ Shirahoshizo hiurai  Morimoto，1962
ゾウムシ タマヌキクチカクシゾウムシ Coniferocryptus tamanukii (Kôno，1938)
ゾウムシ クロクビクチカクシゾウムシ Sybulus nigricollis (Roelofs，1879)
ゾウムシ ハスジクチカクシゾウムシ Cryptorhynchus fasciculatus (Roelofs，1875)
ゾウムシ マダラクチカクシゾウムシ Cryptorhynchus electus (Roelofs，1875)
ゾウムシ アタマクチカクシゾウムシ Caenocryptorrhynchus frontalis  Morimoto，1962
ゾウムシ ユリコヒメクチカクシゾウムシ Anaechmura yurikoae  Morimoto et Miyakawa，1985

ゾウムシ ケシクチカクシゾウムシ
Microcryptorhynchus nipponicus
　Morimoto et Miyakauaw，1985

ゾウムシ アカネニセクチブトキクイゾウムシ Stenoscelodes hayashii  Konishi，1962
ゾウムシ マツクチブトキクイゾウムシ Stenoscelis gracilitarsis  Wollaston，1873
ゾウムシ ケナガクチブトキクイゾウムシ Stenoscelis longisetosus  Konishi，1956
ゾウムシ Stenoscelis属の一種 Stenoscelis  sp.1（森本，1983）
ゾウムシ マツチャイロキクイゾウムシ Ochronanus pallidus  Marshall，1958
ゾウムシ クチミゾケブカキクイゾウムシ Himatium ichihashii (Konishi, 1962)
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ゾウムシ オチバキクイゾウムシ Cotasterosoma omogoensis  Konishi，1962
ゾウムシ ハマベキクイゾウムシ Dryotribus mimeticus  Horn，1873
ゾウムシ ヒレアミメキクイゾウムシ Choerorhinus explanatus  Konishi，1960
ゾウムシ アシブトヒラタキクイゾウムシ Cossonus tibialis  Folwaczny，1964
ゾウムシ Cossonus属の一種 Cossonus  sp.2（森本，1985）
ゾウムシ カグヤヒメキクイゾウムシ Pseudocossonus brevitarsis  Wollaston，1873
ゾウムシ チビカグヤヒメキクイゾウムシ Pseudococcsonus brachypus  Wollaston，1873
ゾウムシ チャバネキクイゾウムシ Heterarthrus lewisi  Wollaston，1873
ゾウムシ ササチャバネキクイゾウムシ Heterarthrus pictus  Wollaston，1873
ゾウムシ メダカケブカキクイゾウムシ Pholidoforus squamosus  Wollaston，1873
ゾウムシ － Exodema sublutosa  Wollaston，1873
ゾウムシ ハンノキコブキクイゾウムシ Xenomimetes alni  Konishi，1955
ゾウムシ Xenomimetes属の一種 Xenomimetes  sp.1（森本，1985）
ゾウムシ Xenomimetes属の一種 Xenomimetes  sp.2（森本，1985）
ゾウムシ マツコブキクイゾウムシ Xenomimetes destructor  Wollaston，1873

ゾウムシ ワシバナヒメキクイゾウムシ
Phloeophagosoma  (Amorphorhynchus ) curvirostre
　Wollaston，1873

ゾウムシ －
Phloepphagosoma  (Phloepphagosoma ) emotoi
　Morimoto et Miyakawa，1985

ゾウムシ クロトドキクイゾウムシ Rhyncolus elongatus (Gyllenhal，1827)
ゾウムシ マツオオキクイゾウムシ Macrorhyncolus crassiusculus  Wollaston，1873
ゾウムシ － Sphaerocorynes sulcirostris (Voss，1957)
オサゾウムシ スギキクイサビゾウムシ Dryophthorus japonicus  Konishi，1963
オサゾウムシ アトボソキクイサビゾウムシ Dryophthorus konishii  Morimoto，1985
オサゾウムシ キクイサビゾウムシ Dryophthorus sculpturatus (Wollaston，1873)
オサゾウムシ アトマルキクイサビゾウムシ Tetrasynommatus thompsoni  Morimoto，1985
オサゾウムシ オオゾウムシ Sipalinus gigas  (Fabricius, 1775)
オサゾウムシ シバオサゾウムシ Sphemophorus venatus vestitus  Chittenden，1904 ●
オサゾウムシ トホシオサゾウムシ Aplotes roelofsi (Chevrolat，1882)
オサゾウムシ コクゾウムシ Sitophilus zeamais  Motschulsky，1855 ●
オサゾウムシ ココクゾウムシ Sitophilus oryzae (Linnaeus，1796) ●
オサゾウムシ ササコクゾウムシ Diocalandra sasa  Morimoto，1978
オサゾウムシ コササコクゾウムシ Diocalandra elongata (Roelofs，1875)
ナガキクイムシ ヤチダモノナガキクイムシ Crossotarsus niponicus  Blandford, 1894
ナガキクイムシ カシノコナガキクイムシ Crossotarsus simplex  Murayama, 1925
ナガキクイムシ ヨシブエノナガキクイムシ Platypus calamus  Blandford, 1894
ナガキクイムシ ルイスナガキクイムシ Platypus lewisi  Blandford, 1894
ナガキクイムシ チュウガタナガキクイムシ Platypus modestus  Blandford, 1894
ナガキクイムシ シナノナガキクイムシ Platypus severini  Blandford, 1894
ナガキクイムシ トゲナガキクイムシ Diapus  aculeatus  Blandford, 1894 ●
キクイムシ ニレカワノキクイムシ Scolytus frontalis  Blandford, 1894
キクイムシ ニホンキクイムシ Scolytus japonicus  Chapuis, 1875
キクイムシ サワシバノキクイムシ Scolytus claviger  Blandford, 1894
キクイムシ ケブカマルキクイムシ Sphaerotrypes  pila Blandford, 1894
キクイムシ シデノマルキクイムシ Sphaerotrypes  carpini  Eggers, 1926
キクイムシ ルイスオオキクイムシ Hyorrhynchus lewisi  Blandford, 1894
キクイムシ ワダオオキクイムシ Pseudohyorrhynchus wadai  Murayama, 1950
キクイムシ ニイシマキクイムシ Sueus niisimai (Eggers, 1926)
キクイムシ フジキクイムシ Hylastes ambiguus  Blandford, 1894
キクイムシ マツノホソスジキクイムシ Hylastes parallelus  Chapuis, 1875
キクイムシ マツノヒロスジキクイムシ Hylastes plumbeus  Blandford, 1894
キクイムシ マツノスジキクイムシ Hylurgops interstitialis (Chapuis, 1875)
キクイムシ ウスイロキクイムシ Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813)
キクイムシ ヤスマツキクイムシ Pseudohylesinus sericeus (Mannerheim, 1843)
キクイムシ マツノキクイムシ Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758)
キクイムシ ハルニレノキクイムシ Neopteleobius scutulatus (Blandford, 1894)
キクイムシ ハンノカバイロキクイムシ Alniphagus costatus (Blandford, 1894)
キクイムシ ヒバノコキクイムシ Phloeosinus lewisi  Chapuis, 1875
キクイムシ ユメノキクイムシ Phloeosinus pulchellus  Blandford, 1894
キクイムシ ヒバノキクイムシ Phloeosinus perlatus (Chapuis, 1875)
キクイムシ ヒノキノキクイムシ Phloeosinus rudis  Blandford, 1894
キクイムシ イズカワキクイムシ Phloeosinus izuensis  Nobuchi, 1959
キクイムシ ショウトウキクイムシ Phloeosinus shotoensis  Murayama, 1955
キクイムシ アカエゾキクイムシ？ Polygraphus gracilis  Niijima, 1909?
キクイムシ サクラノキクイムシ Polygraphus ssori  Niijima, 1909
キクイムシ ビローシマコキクイムシ Scolytogenus  biroshimensis  (Murayama, 1958)
キクイムシ クワノコキクイムシ Cryphalus exiguus  Blandford, 1894
キクイムシ キイロコキクイムシ Cryphalus fulvus  Niijima, 1907
キクイムシ フルカワコキクイムシ Cryphalus furukawai  Murayama,
キクイムシ ネッカコキクイムシ Cryphalus jeholensis  Murayama, 1939
キクイムシ ノニレコキクイムシ Cryphalus modestus  Murayama,
キクイムシ トウヒノコキクイムシ Cryphalus piceae (Ratzeburg, 1837)
キクイムシ ジョウザンコキクイムシ Cryphalus piceus  Eggers, 1926
キクイムシ タブノコキクイムシ Hypothenemus  sp.
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キクイムシ チャイロコキクイムシ Macrocryphalus oblongus  Nobuchi, 1981
キクイムシ ホソナガコキクイムシ Ericryphalus elongatus  Nobuchi, 1975
キクイムシ ツルノコキクイムシ Pseudocosmoderes  attenuatus  Nobuchi, 1981
キクイムシ シラベザイノキクイムシ Trypodendron lineatum (Olivier, 1795)
キクイムシ カシワノキクイムシ Trypodendron signatum (Fabricius, 1782)
キクイムシ クロツヤキクイムシ Trypodendron proximum (Niijima, 1909)
キクイムシ カナクギノキキクイムシ Indocryphalus pubipennis (Blandford, 1894)
キクイムシ キシマキクイムシ Indocryphalus sordidus (Blandford, 1894)
キクイムシ トウヒノホソキクイムシ Crypturgus pusillus (Gyllenhal, 1813)
キクイムシ アカアトマルキクイムシ Dryocoetes hectographus  Reitter, 1913
キクイムシ トウヒノネノキクイムシ Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837)
キクイムシ ハイマツアトマルキクイムシ Dryocoetes pini  Niijima, 1909
キクイムシ アトマルキクイムシ Dryocoetes rugicollis  Eggers, 1926
キクイムシ トドマツアトマルキクイムシ Dryocoetes striatus  Eggers, 1933
キクイムシ コーヒーキクイムシ Taphrorychus coffeae (Eggers, 1923)
キクイムシ スジキクイムシ Taphrorychus striatus  Nobuchi, 1966
キクイムシ クロケブカキクイムシ Taphrorychus modestus (Blandford, 1894)
キクイムシ ブナノコアトマルキクイムシ Pseudopoecilips pilosus  Blandford, 1894
キクイムシ フィリピンキクイムシ Cyrtogenius brevior (Eggers, 1927)
キクイムシ クリノミキクイムシ Poecilips cardamomi (Schufuss, 1905)
キクイムシ ドングリキクイムシ Poecilips graniceps (Eichhoff, 1877)
キクイムシ ケブカキクイムシ Poecilips nubilus (Blandford, 1894)
キクイムシ ブナヒメアトマルキクイムシ Poecilips fagi Nobuchi, 1959
キクイムシ ハネミジカキクイムシ Xylosandrus brevis (Eichhoff, 1877)
キクイムシ ハンノキキクイムシ Xylosandrus germanus (Blandford, 1894)
キクイムシ シイノコキクイムシ Xylosandrus compactus  Eichhoff, 1875
キクイムシ サクキクイムシ Xylosandrus crasiussculus (Motschulsky, 1866)
キクイムシ アカクビキクイムシ Xyleborus rubricollis  Eichhoff, 1875
キクイムシ ルイスザイノキクイムシ Xyleborus lewisi  Blandford, 1894
キクイムシ サクラノホソキクイムシ Xyleborus attenuatus  Blandford, 1894
キクイムシ サクセスキクイムシ Xyleborus saxeseni (Ratzeburg, 1837)
キクイムシ クスノオオキクイムシ Xyleborus mutilatus  Blandford, 1894
キクイムシ ガンショキクイムシ Xyleborus ganshoensis  Murayama, 1952
キクイムシ ミサトザイノキクイムシ Xyleborus misatoensis  Nobuchi, 1981
キクイムシ ツヅミキクイムシ Xyleborus amputatus  Blandford, 1894
キクイムシ カドヤマキクイムシ Xyleborus kadoyamaensis  Murayama, 1934
キクイムシ クワノキクイムシ Xyleborus atratus  Eichhoff, 1875
キクイムシ トドマツオオキクイムシ Xyleborus validus  Eichhoff, 1875
キクイムシ ファイルキクイムシ Xyleborus pfeili (Ratzeburg, 1837)
キクイムシ ツヤナシキクイムシ Xyleborus adumbratus  Blandford, 1894
キクイムシ ハンノスジキクイムシ Xyleborus seriatus  Blandford, 1894
キクイムシ カシワギキクイムシ Xyleborus muticus  Blandford, 1894
キクイムシ シイノキクイムシ Xyleborus exesus  Blandford, 1894
キクイムシ シイノホソキクイムシ Xyleborus defensus  Blandford, 1894
キクイムシ シャウフスキクイムシ Xyleborus schaufussi  Blandford, 1894
キクイムシ イズキクイムシ Xyleborus izuensis  Murayama, 1952
キクイムシ ウスキイロキクイムシ Cnestus murayamai  Schedl, 1962
キクイムシ トウヒノヒメキクイムシ Pityophthorus jucundus  Blandford, 1894
キクイムシ マツノツノキクイムシ Orthotomicus angulatus (Eichhoff, 1875)
キクイムシ ホンスンキクイムシ Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827)
キクイムシ トサキクイムシ Orthotomicus tosaensis (Murayama, 1950)
キクイムシ カラマツヤツバキクイムシ Ips cembrae (Heer, 1836)
キクイムシ ヤツバキクイムシ Ips typographus japonicus  Niijima, 1909
キクイムシ ミカドキクイムシ Scolytoplatypus mikado  Blandford, 1893
キクイムシ ダイミョウキクイムシ Scolytoplatypus daimio  Blandford, 1893
キクイムシ タイコンキクイムシ Scolytoplatypus tycon  Blandford, 1893
キクイムシ ショウグンキクイムシ Scolytoplatypus shogun  Blandford, 1894

　備考欄：●は外来種

　タマキノコムシ科など一部のものについては、目録中に示すことなく、和名を改称した。ハムシ科の和名は大野（1971）を採用した。

　参考文献

　平野幸彦（2004）コウチュウ目．神奈川県昆虫誌　Ⅱ：335-835．神奈川昆虫談話会．神奈川．

　大野正男（1971）日本産ハムシ科名彙．東洋大学紀要，教養課程編（自然科学），(13)：31-126．
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コウモリガ シロテンコウモリ Palpifer sexnotata (Moore, 1879)
コウモリガ キマダラコウモリ Endoclyta sinensis  (Moore, 1877)
コウモリガ コウモリガ Endoclyta excrescens (Butler, 1877)
マガリガ ケブカヒゲナガ Adela nobilis Christoph, 1882
マガリガ キオビクロヒゲナガ Nemophora umbripennis  Stringer, 1930
マガリガ ベニオビヒゲナガ Nemophora rubrofascia (Christoph, 1882)
マガリガ ホソオビヒゲナガ Nemophora aurifera (Butler, 1881)
ツヤコガ アジサイツヤコガ Antispila hydrangifoliella  Kuroko, 1961
ボクトウガ ボクトウガ Cossus jezoensis  (Matsumura, 1931)
ボクトウガ ヒメボクトウ Cossus insularis  Staudinger, 1892
ボクトウガ ゴマフボクトウ Zeuzera multistrigata leuconota  Butler, 1881
ボクトウガ ハイイロボクトウ Phragmataecia castaneae  (Hubner, 1790)
ハマキガ ビロードハマキ Cerace xanthocosma Diakonoff, 1950
ハマキガ アカトビハマキ Pandemis cinnamomeana  (Treitschke, 1830)
ハマキガ ウストビハマキ Pandemis chlorograpta  Meyrick, 1931
ハマキガ アトキハマキ Archips audax  Razowski, 1977
ハマキガ マツアトキハマキ Archips oporanus  (Linnaeus, 1758)
ハマキガ ホソアトキハマキ Archips breviplicanus  Walsingham, 1900
ハマキガ クロシオハマキ Archips peratratus  Yasuda, 1961
ハマキガ タテスジハマキ Archips pulcher  (Butler, 1879)
ハマキガ ミダレカクモンハマキ Archips fuscocupreanus Walsingham, 1900
ハマキガ シリグロハマキ Archips nigricaudanus  (Walsingham, 1900)
ハマキガ チャノコカクモンハマキ Adoxophyes honmai  Yasuda, 1988
ハマキガ アトボシハマキ Hoshinoa longicellana  (Walsingham, 1900)
ハマキガ オオギンスジアカハマキ Ptycholoma lecheana  (Linnaeus, 1758)
ハマキガ チャハマキ Homona magnanima Diakonoff, 1948
ハマキガ ハイジロハマキ Pseudeulia vermicularis (Meyrick, 1935)
ハマキガ ホシノハマキ Gnorismoneura hoshinoi  (Kawabe, 1964)
ハマキガ ギンムジハマキ Eana argentana  (Clerck, 1759)
ハマキガ コウスアオハマキ Acleris filipjevi  Obraztsov, 1956
ハマキガ プライヤハマキ Acleris affinitana (Snellen, 1883)
ハマキガ オオウスアオハマキ Acleris roseidana  (Hubner, 1799)
ハマキガ セウスイロハマキ Acleris enitescens  (Meyrick, 1912)
ハマキガ シロテントガリバヒメハマキ Bactra venosana (Zeller, 1847)
ハマキガ ヤマモモヒメハマキ Eudemis gyrotis  (Meyrick, 1900)
ハマキガ シロテンシロアシヒメハマキ Phaecasiophora obraztsovi Diakonoff, 1973
ハマキガ スジオビヒメハマキ Dactylioglypha tonica (Meyrick, 1909)
ハマキガ オオヤナギサザナミヒメハマキ Saliciphaga caesia Falkovitsh, 1962
ハマキガ グミオオウスツマヒメハマキ Hedya auricristana  (Walsingham, 1900)
ハマキガ シロモンヒメハマキ Hedya dimidiana  (Clerck, 1759)
ハマキガ コクリオビクロヒメハマキ Olethreutes orthocosma  (Meyrick, 1931)
ハマキガ クローバヒメハマキ Olethreutes doubledayana (Barret, 1872)
ハマキガ コケキオビヒメハマキ Olethreutes aurofasciana  (Haworth, 1811)
ハマキガ コウスクリイロヒメハマキ Celypha cornigera Oku , 1968
ハマキガ ツマジロクロヒメハマキ Endothenia banausopis  (Meyrick, 1938)
ハマキガ コクロヒメハマキ Endothenia remigera  Falkovitsh, 1970
ハマキガ ホソバチビヒメハマキ Lobesia aeolopa  Meyrick, 1907
ハマキガ モッコクヒメハマキ Eucoenogenes ancyrota  (Meyrick, 1907)
ハマキガ リンゴシロヒメハマキ Spilonota ocellana  (Denis et Schiffermuller, 1775)
ハマキガ ヒロオビヒメハマキ Epinotia bicolor  (Walsingham, 1900)
ハマキガ ツチイロヒメハマキ Epinotia rubricana  Kuznetzov, 1968
ハマキガ マツトビヒメハマキ Gravitarmata margarotana  (Heinemann, 1863)
ハマキガ ウスシロモンヒメハマキ Notocelia autolitha  (Meyrick, 1931)
ハマキガ バラシロヒメハマキ Notocelia rosaecolana  (Doubleday, 1850)
ハマキガ ヨモギネムシガ Epiblema foenella  (Linnaeus, 1758)
ハマキガ トビモンシロヒメハマキ Eucosma metzneriana  (Treitschke, 1830)
ハマキガ シロズマダラヒメハマキ Griselda toshimai Kawabe, 1978
ハマキガ センダンヒメハマキ Loboschiza koeniganus  (Fabricius, 1775)
ハマキガ アシブトヒメハマキ Cryptophlebia ombrodelta  (Lower, 1898)
ハマキガ マメサヤヒメハマキ Matsumuraeses phaseoli (Matsumura, 1900)
ハマキガ ナシヒメシンクイ Grapholita molesta  (Busck, 1916)
ハマキガ クリミガ Cydia kurokoi  (Amsel, 1960)
ホソハマキガ フタテンホソハマキ Hysterosia inopiana  (Haworth, 1811)
ホソハマキガ コエダオビホソハマキ Phalonidia melanothica (Meyrick, 1927)

備考科　　名
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ミノガ オオミノガ Eumeta japonica  Heylaerts, 1884
ミノガ チャミノガ Eumeta minuscula  Butler, 1881
ミノガ シバミノガ Nipponopsyche fuscescens  Yazaki, 1926
ミノガ ネグロミノガ Acanthopsyche nigraplaga  (Wileman, 1911)
ミノガ クロツヤミノガ Bambalina  sp.
ヒロズコガ コクガ Nemapogon granellus  (Linnaeus, 1758)
ヒロズコガ マエモンヒロズコガ Dinica endochrysa  Meyrick, 1935
ヒロズコガ ナガバヒロズコガ Cephitinea colonella  (Erschoff, 1874)
ヒロズコガ デコボコヒロズコガ Hapsifera barbata  (Christoph, 1881)
ヒロズコガ マダラマルハヒロズコガ Hypophrictis conspersa  (Matsumura, 1931)
ヒロズコガ クロスジイガ Niditinea striolella  (Matsumura, 1931)
ヒロズコガ イガ Tinea translucens  Meyrick, 1917
ヒロズコガ アトキヒロズコガ Monopis flavidorsalis  (Matsumura, 1931)
ヒロズコガ アトボシメンコガ Wegneria cerodelta  (Meyrick, 1911)
ヒロズコガ モトキメンコガ Opogona thiadelta  Meyrick, 1934
ハモグリガ ヒルガオハモグリガ Bedellia somnulentella  (Zeller, 1847)
ハモグリガ ヒサカキハモグリガ Lyonetia euryella  Kuroko, 1964
ハモグリガ モモハモグリガ Lyonetia clerkella  (Linnaeus, 1758)
ホソガ モミジハマキホソガ Caloptilia acericola  Kumata, 1966
ホソガ ツツジハマキホソガ Caloptilia azaleella  (Brants, 1913)
ホソガ チャノハマキホソガ Caloptilia theivora  (Walsingham, 1893)
ホソガ マメハマキホソガ Caloptilia soyella  (Deventer, 1904)
ホソガ カキアシブサホソガ Cuphodes diospyrosella  (Issiki, 1957)
ホソガ ヨモギホソガ Leucospilapteryx omissella  (Stainton, 1849)
カザリバガ ヨシカザリバ Cosmopterix scribaiella japonica  Kuroko, 1960
カザリバガ ウスイロカザリバ Cosmopterix victor Stringer, 1930
カザリバガ ベニモントガリホソガ Labdia semicoccinea (Stainton, 1859)
カザリバガ セジロトガリホソガ Labdia issikii Kuroko, 1982
カザリバガ マダラトガリホソガ Anatrachyntis japonica Kuroko, 1982
カザリバガ ガマトガリホソガ Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
コハモグリガ ミカンコハモグリガ Phyllocnistis citrella Stainton, 1856
コハモグリガ ヤナギコハモグリガ Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)
アトヒゲコガ ヤマノイモコガ Acrolepiopsis suzukiella  (Matsumura, 1931)
アトヒゲコガ ネギコガ Acrolepiopsis sapporensis  (Matsumura, 1931)
スガ コナガ Plutella xylostella  (Linnaeus, 1758)
スガ ヒロバコナガ Caunaca sera  (Meyrick, 1889)
スガ キイロクチブサガ Ypsolopha flavus  (Issiki, 1930)
スガ シロスジクチブサガ Ypsolopha strigosus  (Butler, 1879)
スガ マユミオオクチブサガ Ypsolopha longus  Moriuti, 1964
スガ オオボシオオスガ Yponomeuta polystictus  Butler, 1879
スガ マサキスガ Yponomeuta meguronis  Matsumura, 1931
スガ ツマグロハイスガ Yponomeuta yanagawanus  Matsumura, 1931
スガ マンネングサヒメスガ Swammerdamia sedella  Moriuti, 1977
メムシガ ツツジメムシガ Argyresthia tutuzicolella  Moriuti, 1969
メムシガ スギメムシガ Argyresthia anthocephala  Meyrick, 1936
ホソハマキモドキ アトフタモンホソハマキモドキ Glyphipterix euleucotoma  Diakonoff et Arita, 1976
スカシバガ アシナガモモブトスカシバ Macroscelesia longipes  (Moore,1877)
スカシバガ コスカシバ Synanthedon hector  (Butler, 1878)
スカシバガ コシアカスカシバ Sesia molybdoceps  (Hampson, 1919)
スカシバガ ハチマガイスカシバ Sesia contaminata  (Butler, 1878)
スカシバガ ヒメアトスカシバ Paranthrene pernix  (Leech, 1889)
スカシバガ ブドウスカシバ Paranthrene regalis  (Butler, 1878)
スカシバガ セスジスカシバ Pennisetia contracta  (Walker, 1856)
スカシバガ シラホシヒメスカシバ Paranthrenopsis editha  (Butler, 1878)
ハマキモドキガ イヌビワハマキモドキ Choreutis japonica  (Zeller, 1877)
ハマキモドキガ ゴボウハマキモドキ Tebenna micalis  (Mann, 1857)
マルハキバガ ミカンヒラタマルハキバガ Psorosticha melanocrepida  Clarke, 1962
マルハキバガ クロモンベニマルハキバガ Schiffermuelleria imogena  (Butler, 1879)
マルハキバガ カレハヒメマルハキバガ Pseudodoxia achlyphanes  (Meyrick, 1934)
マルハキバガ コクマルハキバガ Martyringa xeraula  (Meyrick, 1910)
マルハキバガ シロスジカバマルハキバガ Promalactis suzukiella  (Matsumura, 1931)
マルハキバガ カレハチビマルハキバガ Tyrolimnas anthraconesa  Meyrick, 1934
ニセマイコガ カキノヘタムシガ Stathmopoda masinissa  Meyrick, 1906
ニセマイコガ オビマイコガ Stathmopoda opticaspis  Meyrick, 1931
クサモグリガ ギンモンクサモグリガ Elachista gleichenella  (Fabricius, 1781)
ヒゲナガキバガ フタクロボシキバガ Odites issikii  (Takahashi, 1930)
ヒゲナガキバガ ゴマフシロキバガ Odites leucostola  (Meyrick, 1921)
ヒゲナガキバガ キベリハイヒゲナガキバガ Homaloxestis myeloxesta  Meyrick, 1932
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ヒゲナガキバガ カクバネヒゲナガキバガ Lecitholaxa thiodora  (Meyrick, 1914)
ヒゲナガキバガ オビカクバネヒゲナガキバガ Deltoplastis apostatis  (Meyrick, 1932)
キバガ イノコズチキバガ Microsetia heringi  Kuroko, 1961
キバガ セジロチビキバガ Evippe syrictis  (Meyrick, 1936)
キバガ ヤマモモキバガ Polyhymno pancratiastis  (Meyrick, 1921)
キバガ サクラキバガ Anacampsis anisogramma  Meyrick, 1927
キバガ フタクロモンキバガ Anarsia bipinnata  (Meyrick, 1932)
キバガ センダンキバガ Paralida triannulata  Clarke, 1958
キバガ バクガ Sitotroga cerealella  (Olivier, 1789)
キバガ フジフサキバガ Dichomeris oceanis  Meyrick, 1920
キバガ カバイロキバガ Carbatina picrocarpa  Meyrick, 1913
キバガ ウスグロキバガ Uliaria rasilella  (Herrich-Schaffer, 1854)
キバガ ミツボシキバガ Brachmia modicella  (Christoph, 1882)
キバガ イモキバガ Brachmia triannulella macroscopa  Meyrick, 1932
ニジュウシトリバガ ヤマトニジュウシトリバ Alucita japonica  (Matsumura, 1931)
ニジュウシトリバガ ニジュウシトリバ Alucita spilodesma  (Meyrick, 1907)
ニジュウシトリバガ アヤニジュウシトリバ Alucita flavofascia  (Inoue, 1958)
シンクイガ モモノヒメシンクイ Carposina niponensis  Walsingham, 1900
マダラガ ミノウスバ Pryeria sinica  Moore, 1877
マダラガ ホタルガ Pidorus atratus  Butler, 1977
マダラガ シロシタホタルガ Chalcosia remota yaeyamana  Matsumura, 1927
マダラガ ウスバツバメガ Elcysma westwoodii  (Vollenhoven, 1863)
マダラガ オキナワルリチラシ Eterusia aedea sugitanii  Matsumura,1927
マダラガ タケノホソクロバ Balataea funeralis  (Butler, 1879)
マダラガ キスジホソマダラ Balataea gracilis  (Walker, 1865)
マダラガ ウメスカシクロバ Illiberis rotundata  Jordan, 1907
マダラガ ブドウスカシクロバ Illiberis tenuis  (Butler, 1877)
セミヤドリガ セミヤドリガ Epipomponia nawai  Dyar, 1904
イラガ マダライラガ Kitanola uncula  (Staudinger, 1887)
イラガ クロマダライラガ Mediocampa speciosa  (Inoue, 1956)
イラガ ナシイラガ Narosoideus flavidorsalis flavidorsalis  (Staudinger, 1887)
イラガ ヒメクロイラガ Scopelodes contracta  Walker, 1855
イラガ イラガ Monema flavescens  Walker, 1855
イラガ カギバイラガ Heterogenea asella  (Denis et Schiffermuller, 1775)
イラガ テングイラガ Microleon longipalpis  Butler, 1885
イラガ アカイラガ Phrixolepia sericea  Butler, 1877
イラガ ウスムラサキイラガ Austrapoda hepatica  Inoue, 1987
イラガ ムラサキイラガ Austrapoda dentata  (Oberthur, 1879)
イラガ クロシタアオイラガ Parasa sinica  (Moore, 1877)
イラガ ヒロヘリアオイラガ Parasa lepida  (Cramer, 1777)
イラガ アオイラガ Parasa consocia  (Walker, 1863)
イラガ ウストビイラガ Ceratonema sericea  (Butler, 1881)
イラガ クロスジイラガ Natada takemurai  Inoue, 1986
セセリモドキガ ニホンセセリモドキ Hyblaea fortissima  Butler, 1881
マドガ マドガ Thyris usitata  Butler, 1879
マドガ アカジママドガ Striglina cancellata  (Christoph, 1881)
マドガ アミメマドガ Striglina suzukii  Matsumura, 1921
マドガ マダラマドガ Rhodoneura vittula  Guenee, 1877
マドガ チビマダラマドガ Rhodoneura erecta  (Leech, 1889)
マドガ ヒメマダラマドガ Rhodoneura hyphaema  (West, 1932)
マドガ ウスマダラマドガ Rhodoneura pallida  (Butler, 1879)
マドガ スギタニマドガ Rhodoneura sugitanii  Matsumura, 1921
マドガ ハスオビマドガ Pyrinioides aureus  Butler, 1881
マドガ ギンスジオオマドガ Herdonia margarita  Inoue, 1976
メイガ キボシオオメイガ Patissa fulvosparsa  (Butler, 1881)
メイガ ムモンシロオオメイガ Scirpophaga praelata  (Scopoli, 1763)
メイガ ニセムモンシロオオメイガ Scirpophaga xanthopygata  Schawerda, 1922
メイガ マエウスグロオオメイガ Scirpophaga parvalis  (Wileman, 1911)
メイガ イッテンオオメイガ Scirpophaga incertulas (Walker, 1863)
メイガ ホソバヤマメイガ Scoparia isochroalis  Hampson, 1907
メイガ ヒラノヤマメイガ Eudonia hiranoi  Inoue, 1982
メイガ アルプスヤマメイガ Eudonia japanalpina  Inoue, 1982
メイガ シロエグリツトガ Pareromene exsectella  (Christoph, 1881)
メイガ ソトモンツトガ Euchromius expansus  (Butler, 1881)
メイガ チビツトガ Microchilo inouei  Okano, 1962
メイガ ホソスジツトガ Pseudargyria interruptella  (Walker, 1866)
メイガ ヨシツトガ Chilo luteellus  (Motschulsky, 1866)
メイガ ニカメイガ Chilo suppressalis  (Walker, 1863)
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メイガ マエキツトガ Pseudocatharylla simplex  (Zeller, 1877)
メイガ シロツトガ Calamotropha paludella purella  (Leech, 1889)
メイガ フタオレツトガ Calamotropha yamanakai yamanakai  Inoue, 1958
メイガ サツマツトガ Calamotropha okanoi  Bleszynski, 1961
メイガ キスジツトガ Calamotropha nigripunctella  (Leech, 1889)
メイガ ツマスジツトガ Chrysoteuchia culmella ussuriella  Bleszynski, 1962
メイガ ウスクロスジツトガ Chrysoteuchia diplogramma  (Zeller, 1863)
メイガ テンスジツトガ Chrysoteuchia distinctella  (Leech, 1889)
メイガ ナカモンツトガ Chrysoteuchia porcelanella  (Motschulsky, 1861)
メイガ クロマダラツトガ Chrysoteuchia atrosignata  (Zeller, 1877)
メイガ ウスギンツトガ Crambus perlellus  (Scopoli, 1763)
メイガ シロスジツトガ Crambus argyrophorus  Butler, 1878
メイガ ニセシロスジツトガ Crambus pseudargyrophorus  Okano, 1960
メイガ ナカグロツトガ Crambus virgatellus  Wileman, 1911
メイガ フタテンツトガ Catoptria montivaga  (Inoue, 1955)
メイガ タカネツトガ Catoptria harutai  Okano, 1958
メイガ ヒシモンツトガ Catoptria permiaca  (Petersen, 1834)
メイガ クロスジツトガ Flavocrambus striatellus  (Leech, 1889)
メイガ クロフタオビツトガ Neopediasia mixtalis  (Walker, 1863)
メイガ シバツトガ Parapediasia teterrella  (Zinchen, 1821) ●
メイガ ナガハマツトガ Platytes ornatella  (Leech, 1889)
メイガ ツトガ Ancylolomia japonica  Zeller, 1877
メイガ ナノメイガ Evergestis forficalis  (Linnaeus, 1758)
メイガ モンキシロノメイガ Cirrhochrista brizoalis  (Walker, 1859)
メイガ スカシトガリノメイガ Cotachena pubescens  (Warren, 1892)
メイガ クロスカシトガリノメイガ Cotachena alysoni  Whalley, 1961
メイガ シロテンノメイガ Diathrausta brevifascialis  (Wileman, 1911)
メイガ クビシロノメイガ Piletocera aegimiusalis  (Walker, 1859)
メイガ ハナダカノメイガ Camptomastix hisbonalis  (Walker, 1859)
メイガ シロオビナカボカシノメイガ Cangetta rectilinea  Moore, 1886
メイガ ナカアカノメイガ Clupeosoma pryeri  (Butler, 1881)
メイガ ウスムラサキスジノメイガ Clupeosoma cinereum  (Warren, 1892)
メイガ シロスジエグリノメイガ Sufetula sunidesalis  Walker, 1859
メイガ トビモンシロノメイガ Trichophysetis rufoterminalis  (Christoph, 1881)
メイガ フタオビノメイガ Trichophysetis cretacea  (Butler, 1879)
メイガ ミツテンノメイガ Mabra charonialis  (Walker, 1859)
メイガ ゴマダラノメイガ Pycnarmon lactiferalis  (Walker, 1859)
メイガ クロオビノメイガ Pycnarmon pantherata  (Butler, 1878)
メイガ シロオビノメイガ Hymenia recurvalis  (Fabricius, 1775)
メイガ アヤナミノメイガ Eurrhyparodes accessalis  (Walker, 1859)
メイガ ウスムラサキノメイガ Agrotera nemoralis  (Scopoli, 1763)
メイガ クロウスムラサキノメイガ Agrotera posticalis  Wileman, 1911
メイガ フタマタノメイガ Pagyda arbiter  (Butler, 1879)
メイガ マタスジノメイガ Pagyda quinquelineata  Hering, 1903
メイガ ヨスジノメイガ Pagyda quadrilineata  Butler, 1881
メイガ コブノメイガ Cnaphalocrocis medinalis  (Guenee, 1854)
メイガ ハカジモドキノメイガ Marasmia limbalis  Wileman, 1911
メイガ シロモンノメイガ Bocchoris inspersalis  (Zeller, 1852)
メイガ オオシロモンノメイガ Chabula telphusalis  (Walker, 1859)
メイガ シロマダラノメイガ Chabula onychinalis  (Guenee, 1854)
メイガ シロヒトモンノメイガ Analthes semitritalis orbicularis  (Shibuya, 1928)
メイガ キボシノメイガ Analthes insignis  (Butler, 1881)
メイガ クロスジノメイガ Tyspanodes striata  (Butler, 1879)
メイガ モモノゴマダラノメイガ Conogethes punctiferalis  (Guenee, 1854)
メイガ カクモンノメイガ Rehimena surusalis  (Walker, 1854)
メイガ シロテンキノメイガ Nacoleia commixta  (Butler, 1879)
メイガ サツマキノメイガ Nacoleia satsumalis  South, 1901
メイガ ネモンノメイガ Nacoleia tampiusalis  (Walker, 1859)
メイガ ハイイロホソバノメイガ Metasia coniotalis  Hampson, 1903
メイガ シロアシクロノメイガ Hedylepta tristrialis  (Bremer, 1864)
メイガ ヒメクロミスジノメイガ Hedylepta misera  (Butler, 1879)
メイガ マエウスキノメイガ Hedylepta indicata  (Fabricius, 1775)
メイガ キバラノメイガ Charema noctescens  Moore, 1888
メイガ クロズノメイガ Goniorhynchus exemplaris  Hampson, 1898
メイガ クロヘリキノメイガ Goniorhynchus butyrosa  (Butler, 1879)
メイガ アカヘリオオキノメイガ Botyodes asialis  Guenee, 1854
メイガ オオキノメイガ Botyodes principalis  Leech, 1889
メイガ タイワンウスキノメイガ Botyodes diniasalis  (Walker, 1859)
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メイガ クロスジキンノメイガ Pleuroptya balteata  (Fabricius, 1798)
メイガ ウコンノメイガ Pleuroptya ruralis  (Scopoli, 1763)
メイガ シロハラノメイガ Pleuroptya deficiens  (Moore, 1887)
メイガ コヨツメノメイガ Pleuroptya inferior  (Hampson, 1898)
メイガ ヨツメノメイガ Pleuroptya quadrimaculalis  (Kollar, 1844)
メイガ オオキバラノメイガ Pleuroptya harutai  (Inoue, 1955)
メイガ ホソミスジノメイガ Pleuroptya chlorophanta  (Butler, 1878)
メイガ ウグイスノメイガ Pleuroptya ultimalis  (Walker, 1859)
メイガ ハングロキノメイガ Pleuroptya characteristica  (Warren, 1896)
メイガ ワタノメイガ Notarcha derogata  (Fabricius, 1775)
メイガ モンシロクロノメイガ Syllepte segnalis  (Leech, 1889)
メイガ タイワンモンキノメイガ Syllepte taiwanalis  Shibuya, 1928
メイガ クロヘリノメイガ Syllepte fuscomarginalis  (Leech, 1889)
メイガ ツチイロノメイガ Syllepte invalidalis  South, 1901
メイガ オオツチイロノメイガ Syllepte fuscoinvalidalis  (Yamanaka, 1959)
メイガ マエアカスカシノメイガ Palpita nigropunctalis  (Bremer, 1864)
メイガ ヒメシロノメイガ Palpita inusitata  (Butler, 1879)
メイガ ワタヘリクロノメイガ Diaphania indica  (Saunder, 1851)
メイガ ツゲノメイガ Glyphodes perspectalis  (Walker, 1859)
メイガ ヨツボシノメイガ Glyphodes quadrimaculalis  (Bremer et Grey, 1853)
メイガ ミツシロモンノメイガ Glyphodes actorionalis  Walker, 1859
メイガ スカシノメイガ Glyphodes pryeri  Butler, 1879
メイガ クワノメイガ Glyphodes pyloalis  Walker, 1859
メイガ フタホシノメイガ Glyphodes bipunctalis  Leech, 1889
メイガ シロフクロノメイガ Pygospila tyres  Guenee, 1854
メイガ ツマグロシロノメイガ Polythlipta liquidalis  Leech, 1889
メイガ キササゲノメイガ Sinomphisa plagialis  (Wileman, 1911)
メイガ セスジノメイガ Sinibotys evenoralis  (Walker, 1859)
メイガ ヒメセスジノメイガ Sinibotys obliquilinealis  Inoue, 1982
メイガ キホソノメイガ Circobotys heterogenalis gensanalis  (South, 1901)
メイガ カギバノメイガ Circobotys nycterina  Butler, 1879
メイガ キベリハネボソノメイガ Circobotys aurealis  (Leech, 1889)
メイガ マメノメイガ Maruca testulalis  (Hubner, 1832)
メイガ ワモンノメイガ Nomophila noctuella  (Denis et Schiffermuller, 1775)
メイガ シロテンウスグロノメイガ Bradina atopalis erectalis  Yamanaka, 1984
メイガ ヒメアカウスグロノメイガ Bradina trigonalis  Yamanaka, 1984
メイガ クロオビクロノメイガ Herpetogramma licarsisalis  (Walker, 1859)
メイガ マエキノメイガ Herpetogramma rudis  (Warren, 1892)
メイガ ウスオビクロノメイガ Herpetogramma fuscescens  (Warren, 1892)
メイガ クロフキマダラノメイガ Herpetogramma moderatalis  (Christoph, 1881)
メイガ キモンウスグロノメイガ Herpetogramma magna  (Butler, 1879)
メイガ モンキクロノメイガ Herpetogramma luctuosalis zelleri  (Bremer,1864)
メイガ ヒロバウスグロノメイガ Paranacoleia lophophoralis  (Hampson, 1912)
メイガ ウラグロシロノメイガ Sitochroa palealis  (Denis et Schiffermuller, 1775)
メイガ シロアヤヒメノメイガ Diasemia litterata  (Scopoli, 1763)
メイガ キアヤヒメノメイガ Diasemia accalis  (Walker, 1859)
メイガ ホソトガリノメイガ Antigastra catalaunalis  (Duponchel, 1833)
メイガ モンシロルリノメイガ Uresiphita tricolor  (Butler, 1879)
メイガ オオモンシロルリノメイガ Uresiphita dissipatalis  (Lederer, 1863)
メイガ キムジノメイガ Prodasycnemis inornata  (Butler, 1879)
メイガ ホシオビホソノメイガ Nomis albopedalis  Motschulsky, 1861
メイガ スジマガリノメイガ Mutuuraia terrealis  (Treitschke, 1829)
メイガ キイロノメイガ Perinephela lancealis honshuensis  Munroe et Mutuura, 1968
メイガ ナカミツテンノメイガ Proteurrhypara ocellalis  (Wileman, 1911)
メイガ マエベニノメイガ Paliga minnehaha  (Pryer, 1877)
メイガ マエウスモンキノメイガ Paliga ochrealis  (Wileman, 1911)
メイガ ヘリジロキンノメイガ Paliga auratalis  (Warren, 1895)
メイガ モンスカシキノメイガ Pseudebulea fentoni  Butler, 1881
メイガ フチグロノメイガ Paratalanta ussurialis  (Bremer, 1864)
メイガ ユウグモノメイガ Ostrinia palustralis memnialis  (Walker, 1859)
メイガ フキノメイガ Ostrinia zaguliaevi  Mutuura & Munroe, 1970
メイガ アワノメイガ Ostrinia furnacalis  (Guenee, 1854)
メイガ クロモンキノメイガ Udea testacea  (Butler, 1879)
メイガ ルリノメイガ Udea orbicentralis  (Christoph, 1881)
メイガ ウスマルモンノメイガ Udea lugubralis  (Leech, 1889)
メイガ トガリキノメイガ Demobotys pervulgalis  (Hampson, 1913)
メイガ ベニフキノメイガ Pyrausta panopealis  (Walker, 1859)
メイガ ウチベニキノメイガ Pyrausta tithonialis  Zeller, 1872
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メイガ トモンノメイガ Pyrausta limbata  (Butler, 1879)
メイガ ウンモンシロノメイガ Togabotys fuscolineatalis  Yamanaka, 1978
メイガ シロモンクロノメイガ Anania funebris (Strom, 1768)
メイガ ヒメトガリノメイガ Anania verbascalis  (Denis et Schiffermuller, 1775)
メイガ ウスジロノメイガ Psammotis orientalis  Munroe et Mutuura, 1968
メイガ マダラミズメイガ Elophila interuptalis interuptalis  (Pryer, 1877)
メイガ ネジロミズメイガ Elophila fengwhanalis  (Pryer, 1877)
メイガ ヒメマダラミズメイガ Elophila turbata  (Butler, 1881)
メイガ イネコミズメイガ Paraponyx vittalis  (Bremer, 1864)
メイガ ゼニガサミズメイガ Parthenodes bifurcalis  Snellen, 1876
メイガ キオビミズメイガ Potamomusa midas  Butler, 1881
メイガ アトモンミズメイガ Nymphicula saigusai  Yoshiyasu, 1980
メイガ エグリミズメイガ Musotima dryopterisivora  Yoshiyasu, 1985
メイガ マエグロツヅリガ Cataprosopus monstrosus  Butler, 1881
メイガ フタスジツヅリガ Eulophopalpia pauperalis  (Leech, 1889)
メイガ キイロツヅリガ Tirathaba irrufatella  Ragonot, 1901
メイガ オオツヅリガ Aphomia zelleri  (Joannis, 1932)
メイガ クロモンツヅリガ Doloessa ochrociliella  (Ragonot, 1893)
メイガ アカフツヅリガ Lamoria glaucalis  Caradja, 1925
メイガ ツヅリガ Paralipsa gularis  (Zeller, 1877)
メイガ ツマグロフトメイガ Noctuides melanophia  Staudinger, 1892
メイガ ネグロフトイメイガ Lepidogma atribasalis  (Hampson, 1900)
メイガ キイフトメイガ Lepidogma kiiensis  (Marumo, 1920)
メイガ コネアオフトメイガ Jocara melanobasis  (Hampson, 1906)
メイガ オオフトメイガ Teliphasa amica  (Butler, 1879)
メイガ ナカアオフトメイガ Teliphasa elegans  (Butler, 1881)
メイガ クロフトメイガ Termioptycha nigrescens  (Warren, 1891)
メイガ ナカジロフトメイガ Termioptycha margarita  (Butler, 1879)
メイガ ハスジフトメイガ Epilepia dentata  (Matsumura et Shibuya, 1927)
メイガ ウスグロフトメイガ Lamida obscura  (Moore, 1888)
メイガ トサカフトメイガ Locastra muscosalis  (Walker, 1866)
メイガ ナカムラサキフトメイガ Craneophora ficki  Christoph, 1881
メイガ クロモンフトメイガ Orthaga euadrusalis  Walker, 1859
メイガ ネアオフトメイガ Orthaga onerata  (Butler, 1879)
メイガ ナカトビフトメイガ Orthaga achatina  (Butler, 1878)
メイガ アオフトメイガ Orthaga olivacea  (Warren, 1891)
メイガ コメシマメイガ Aglossa dimidiata  (Haworth, 1810)
メイガ モモイロシマメイガ Hypsopygia mauritialis  (Boisduval, 1833)
メイガ トビイロシマメイガ Hypsopygia regina  (Butler, 1879)
メイガ カシノシマメイガ Pyralis farinalis  (Linnaeus, 1758)
メイガ ギンモンシマメイガ Pyralis regalis  (Denis et Schiffermuller, 1775)
メイガ シロモンシマメイガ Pyralis albiguttata  Warren, 1891
メイガ トビイロフタスジシマメイガ Stemmatophora valida  (Butler, 1879)
メイガ ナカアカシマメイガ Tamraca torridalis  (Lederer, 1863)
メイガ マエモンシマメイガ Tegulifera bicoloralis  (Leech, 1889)
メイガ ヒメアカシマメイガ Bostra nanalis  (Wileman, 1911)
メイガ フタスジシマメイガ Orthopygia glaucinalis  (Linnaeus, 1758)
メイガ ツマアカシマメイガ Orthopygia nannodes  (Wileman, 1911)
メイガ ツマキシマメイガ Orthopygia placens  (Butler, 1879)
メイガ クロスジキシマメイガ Orthopygia repetita  (Butler, 1887)
メイガ アカシマメイガ Herculia pelasgalis  (Walker, 1859)
メイガ オオバシマメイガ Herculia orthogramma  Inoue, 1960
メイガ キガシラシマメイガ Trebania flavifrontalis  (Leech, 1889)
メイガ クシヒゲシマメイガ Sybrida approximans  (Leech, 1889)
メイガ オオクシヒゲシマメイガ Datanoides fasciatus  Butler, 1878
メイガ ミサキクシヒゲシマメイガ Datanoides misakiensis  (Shibuya, 1928)
メイガ ツマグロシマメイガ Arippara indicator  Walker, 1864
メイガ キンボシシマメイガ Orybina regalis  (Leech, 1889)
メイガ ウスオビトガリメイガ Endotricha consocia  (Butler, 1879)
メイガ カバイロトガリメイガ Endotricha theonalis  (Walker, 1859)
メイガ キモントガリメイガ Endotricha kuznetzovi  Whalley, 1963
メイガ オオウスベニトガリメイガ Endotricha icelusalis  (Walker, 1859)
メイガ キベリトガリメイガ Endotricha portialis  Walker, 1859
メイガ ウスベニトガリメイガ Endotricha olivacealis  (Bremer, 1864)
メイガ マエジロクロマダラメイガ Assara funerella  (Ragonot, 1901)
メイガ トビスジマダラメイガ Patagoniodes nipponellus  (Ragonot, 1901)
メイガ ヒトスジホソマダラメイガ Phycitodes unifasciellus  Inoue, 1982
メイガ ノシメマダラメイガ Plodia interpunctella  (Hubner, 1813)
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メイガ ナカアカスジマダラメイガ Nephopterix bicolorella  Leech, 1889
メイガ ミカドマダラメイガ Nephopterix mikadella  (Ragonot, 1893)
メイガ ヤマトマダラメイガ Nephopterix intercisella  Wileman, 1911
メイガ アカマダラメイガ Onococera semirubella  (Scopoli, 1763)
メイガ ネアカマダラメイガ Elasmopalpus bipartitellus  (Leech, 1986)
メイガ ウスアカマダラメイガ Acrobasis encaustella  Ragonot, 1893
メイガ ナシモンクロマダラメイガ Acrobasis bellulella  (Ragonot, 1893)
メイガ オオトビネマダラメイガ Acrobasis obrutella  (Christoph, 1881)
メイガ トビマダラメイガ Samaria ardentella  Ragonot, 1893
メイガ マツノシンマダラメイガ Dioryctria sylvestrella  (Ratzeburg, 1840)
メイガ マツアカマダラメイガ Dioryctria pryeri  Ragonot, 1893
メイガ ナシマダラメイガ Numonia pyrivorella  (Matsumura, 1899)
メイガ シロオビマダラメイガ Numonia injunctella  (Christoph, 1881)
メイガ フタグロマダラメイガ Numonia dichromella  Ragonot, 1893
メイガ コフタグロマダラメイガ Numonia pseudodichromella  Yamanaka, 1980
メイガ クロマダラメイガ Pyla japonica  Inoue, 1959
メイガ カラマツマダラメイガ Cryptoblabes loxiella  Ragonot, 1887
メイガ マエジロマダラメイガ Vinicia inouella  Roesler, 1972
メイガ スジグロマダラメイガ Cerporepes nigrolineatella  Shibuya, 1927
メイガ ウスアカネマダラメイガ Cerporepes patriciella  Zeller, 1867
メイガ シロイチモンジマダラメイガ Etiella zinckenella  (Treitschke, 1832)
メイガ キオビマダラメイガ Etiella walsinghamella  Ragonot, 1888
メイガ ヒトホシホソメイガ Hypsotropa solipunctella  Ragonot, 1901
メイガ ニイシマホソメイガ Rhinaphe neesimella  (Ragonot, 1901)
メイガ オオマエジロホソメイガ Emmalocera gensanalis  South, 1901
メイガ マエジロホソメイガ Emmalocera venosella  (Wileman, 1911)
トリバガ ナカノホソトリバ Stenoptilia emarginata  (Snellen, 1884)
トリバガ エゾギクトリバ Platyptilia farfarella  (Zeller, 1867)
トリバガ クロマダラトリバ Platyptilia sythoffi  Snellen, 1903
トリバガ ブドウトリバ Nippoptilia vitis  (Sasaki, 1913)
トリバガ イッシキブドウトリバ Nippoptilia issikii  Yano, 1961
トリバガ ヨモギトリバ Leioptilus lienigianus  (Zeller, 1851)
トリバガ フキトリバ Pselnophorus vilis  (Butler, 1881)
トリバガ シロフクロトリバ Pselnophorus japonicus  Marumo, 1923
セセリチョウ チャマダラセセリ Pyrgus maculatus maculatus (Bremer & Grey, 1853)
セセリチョウ ミヤマセセリ Erynnis montanus montanus (Bremer, 1861)
セセリチョウ ダイミョウセセリ Daimio tethys tethys (Ménétriès, 1857)
セセリチョウ アオバセセリ Choaspes benjaminii japonica (Murray, 1875)
セセリチョウ キバネセセリ Bibasis aquilina chrysaeglia  (Butler, 1882)
セセリチョウ ギンイチモンジセセリ Leptalina unicolor (Bremer & Grey, 1853)
セセリチョウ ホシチャバネセセリ Aeromachus inachus inachus (Ménétriès, 1858)

セセリチョウ ホソバセセリ
Isoteinon lamprospilus lamprospilus C. Felder & R. Felder,
 1862

セセリチョウ タカネキマダラセセリ Carterocephalus palaemon akaishianus Fujioka,1970
セセリチョウ スジグロチャバネセセリ Thymelicus leoninus leoninus (Butler, 1878)
セセリチョウ ヘリグロチャバネセセリ Thymelicus sylvaticus  sylvaticus (Bremer, 1861)
セセリチョウ コキマダラセセリ Ochlodes venatus venatus (Bremer & Grey, 1853)
セセリチョウ ヒメキマダラセセリ Ochlodes ochraceus  (Bremer, 1861)
セセリチョウ アカセセリ Hesperia  comma florinda  (Butler, 1878)
セセリチョウ キマダラセセリ Potanthus flavum  flavum  (Murray, 1875)
セセリチョウ コチャバネセセリ Thoressa varia (Murray, 1875)
セセリチョウ オオチャバネセセリ Polytremis pellucida pellucida (Murray, 1875)
セセリチョウ チャバネセセリ Pelopidas mathias oberthueri  Evans, 1937
セセリチョウ ミヤマチャバネセセリ Pelopidas jansonis  (Butler, 1878)
セセリチョウ イチモンジセセリ Parnara guttata guttata (Bremer & Grey, 1853)
アゲハチョウ ウスバシロチョウ Parnassius citrinarius Motschulsky, 1866
アゲハチョウ ギフチョウ Luehdorfia  japonica ( Leech, 1889)
アゲハチョウ ホソオチョウ Sericinus montela koreanus (Fixsen, 1887)
アゲハチョウ ジャコウアゲハ Atrophaneura alcinous alcinous (Klug, 1836)
アゲハチョウ キアゲハ Papilio machaon hippocrates  C. Felder & R. Felder, 1864
アゲハチョウ アゲハ Papilio xuthus  (Linnaeus, 1767)
アゲハチョウ シロオビアゲハ Papilio polytes Linnaeus, 1758
アゲハチョウ オナガアゲハ Papilio macilentus  Janson, 1877
アゲハチョウ クロアゲハ Papilio protenor demetrius  Stoll, 1782
アゲハチョウ ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergii  Siebold, 1824
アゲハチョウ モンキアゲハ Papilio helenus nicconicolens  Butler, 1881
アゲハチョウ カラスアゲハ Papilio bianor dehaanii  C. Felder & R. Felder, 1864
アゲハチョウ ミヤマカラスアゲハ Papilio maackii Méｎétriès, 1858
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アゲハチョウ アオスジアゲハ Graphium sarpedon nipponum  (Fruhstorfer, 1903)
シロチョウ ヒメシロチョウ Leptidea amurensis amurensis (Ménétriès, 1858)
シロチョウ キチョウ Eurema hecabe  (Linnaeus, 1758)
シロチョウ ツマグロキチョウ Eurema laeta betheseba  (Janson, 1878)
シロチョウ ヤマキチョウ Gonepteryx maxima  Butler,  1885
シロチョウ スジボソヤマキチョウ Gonepteryx aspasia niphonica  Bollow, 1930
シロチョウ モンキチョウ Colias erate poliographas  Motschulsky, 1860
シロチョウ ウスキシロチョウ Catopsilia pomona  pomona  (Fabricius, 1775)
シロチョウ クモマツマキチョウ Anthocharis cardamines  hayashii  Fujioka, 1970
シロチョウ ツマキチョウ Anthocharis scolymus  (Butler, 1866)
シロチョウ モンシロチョウ Pieris rapae crucivora  Boisduval, 1836
シロチョウ スジグロシロチョウ Pieris melete Ménétriès, 1857
シロチョウ エゾスジグロシロチョウ Pieris napi japonica  Shirozu, 1952
シロチョウ ミヤマシロチョウ Aporia hippia japonica  Matsumura, 1919
シジミチョウ ムラサキシジミ Narathura japonica japonica (Murray, 1875)
シジミチョウ ムラサキツバメ Narathura bazalus turbata  (Butler, 1882)
シジミチョウ ウラゴマダラシジミ Artopoetes pryeri  (Murray, 1873)
シジミチョウ ウラキンシジミ Coreana stygiana  (Butler, 1881)
シジミチョウ ムモンアカシジミ Shirozua jonasi  (Janson, 1877)
シジミチョウ アカシジミ Japonica lutea lutea (Hewitson, 1865)
シジミチョウ ウラナミアカシジミ Japonica saepestriata saepestriata (Hewitson, 1865)
シジミチョウ オナガシジミ Araragi enthea enthea (Janson, 1877)
シジミチョウ ミズイロオナガシジミ Antigius attilia attilia (Bremer, 1861)
シジミチョウ ウスイロオナガシジミ Antigius butleri (Fenton, 1882)
シジミチョウ ダイセンシジミ Wagimo signatus  (Butler, 1882)
シジミチョウ ウラクロシジミ Iratsume orsedice  (Butler, 1882)
シジミチョウ ミドリシジミ Neozephyrus japonicus  japonicus  (Murray, 1875)
シジミチョウ メスアカミドリシジミ Crysozephyrus smaragdinus smaragdinus (Bremer, 1861)
シジミチョウ アイノミドリシジミ Crysozephyrus brillantinus  brillantinus  (Staudinger, 1887)

シジミチョウ ヒサマツミドリシジミ
Crysozephyrus hisamatsusanus hisamatsusanus (Nagami &
Ishiga, 1935)

シジミチョウ キリシマミドリシジミ Thermozephyrus ataxus  kirishimaensis (Okajima, 1922)
シジミチョウ フジミドリシジミ Sibataniozephyrus fujisanus fujisanus (Matsumura, 1910)
シジミチョウ オオミドリシジミ Favonius orientalis  (Murray, 1875)
シジミチョウ エゾミドリシジミ Favonius jezoensis  (Matsumura, 1915)
シジミチョウ ハヤシミドリシジミ Favonius  ultramarinus  (Fixsen, 1887)
シジミチョウ ジョウザンミドリシジミ Favonius  taxila  (Bremer, 1861)
シジミチョウ トラフシジミ Rapala arata  (Bremer, 1861)
シジミチョウ カラスシジミ Fixsenia w-album fentoni  (Butler, 1882)
シジミチョウ ミヤマカラスシジミ Fixsenia mera  (Janson, 1877)
シジミチョウ ベニモンカラスシジミ Fixsenia iyonis surugaensis  (Fujioka, 1981)
シジミチョウ コツバメ Callophrys ferrea  (Butler, 1866)
シジミチョウ ベニシジミ Lycaena phlaeas daimio  (Matsumura, 1919)
シジミチョウ ゴイシシジミ Taraka hamada (H. Druce, 1875)
シジミチョウ クロシジミ Niphanda fusca  (Bremer & Grey, 1853)
シジミチョウ ウラナミシジミ Lampides boeticus  (Linnaeus, 1758)
シジミチョウ オジロシジミ Euchrysops cnejus (Fabricius, 1798)
シジミチョウ ヤマトシジミ Pseudozizeeria maha argia (Ménétriès, 1857)
シジミチョウ シルビアシジミ Zizina otis emelina  (de l'Orza, 1869)
シジミチョウ ゴマシジミ Maculinea teleius kazamoto (Druce, 1875)
シジミチョウ ルリシジミ Celastrina argiolus ladonides (de l'Orza, 1869)
シジミチョウ スギタニルリシジミ Celastrina sugitanii sugitanii Matsumura, 1919
シジミチョウ サツマシジミ Udara albocaerulea albocaerulea (Moore, 1879)
シジミチョウ ツバメシジミ Everes argiades argiades (Pallas, 1771)
シジミチョウ クロツバメシジミ Tongeia  fischeri  (Eversmann, 1843)
シジミチョウ ヒメシジミ Plebejus argus micrargus (Butler, 1881)
シジミチョウ ミヤマシジミ Lycaeides argyrognomon praeterinsularis (Verity, 1921)
シジミチョウ アサマシジミ Lycaeides subsolanus subsolanus (Eversmann, 1851)
ウラギンシジミ ウラギンシジミ Curetis acuta paracuta  Nicéville, 1901
テングチョウ テングチョウ Libythea celtis celtoides  (Fruhstorfer, 1909)
マダラチョウ アサギマダラ Parantica sita niphonica  (Moore, 1883)
マダラチョウ ウスコモンマダラ Tirumala limniace (Cramer, 1775)
マダラチョウ カバマダラ Anosia chrysippus chrysippus (Linnaeus, 1758)
タテハチョウ ヒョウモンチョウ Brenthis daphne rabdia  (Butler, 1877)
タテハチョウ ウラギンスジヒョウモン Argyronome laodice japonica (Ménétriès, 1857)
タテハチョウ オオウラギンスジヒョウモン Argyronome ruslana  (Motschulsky, 1866)
タテハチョウ ミドリヒョウモン Argynnis paphia tsushimana  (Fruhstorfer, 1906)
タテハチョウ クモガタヒョウモン Nephargynnis anadyomene ella  (Bremer, 1864)
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タテハチョウ メスグロヒョウモン Damora sagana liane (Fruhstorfer, 1907)
タテハチョウ ウラギンヒョウモン Fabriciana adippe pallescens  (Butler, 1873)
タテハチョウ オオウラギンヒョウモン Fabriciana nerippe  (C. Felder & R. Felder, 1862)
タテハチョウ ギンボシヒョウモン Speyeria agalaja fortuna  (Janson, 1758)
タテハチョウ ツマグロヒョウモン Argyreus hyperbius hyperbius (Linnaeus, 1763)
タテハチョウ オオイチモンジ Limenitis populi jezoensis  Matsumura, 1919
タテハチョウ イチモンジチョウ Limenitis camilla japonica Ménétriès, 1857
タテハチョウ アサマイチモンジ Limenitis glorifica  Fruhstorfer, 1909
タテハチョウ コミスジ Neptis sappho intermedia  Pryer, 1877
タテハチョウ ミスジチョウ Neptis philyra excellens  Butler, 1878
タテハチョウ オオミスジ Neptis alwina  (Bremer & Grey, 1853)
タテハチョウ フタスジチョウ Neptis rivularis insularum (Fruhstorfer, 1907)
タテハチョウ ホシミスジ Neptis pryeri pryeri Butler, 1871
タテハチョウ サカハチチョウ Araschnia burejana  Bremer, 1861
タテハチョウ キタテハ Polygonia c-aureum  (Linnaeus, 1758)
タテハチョウ シータテハ Polygonia c-album hamigera  (Butler, 1877)
タテハチョウ ルリタテハ Kaniska canace nojaponicum  (Siebold, 1824)
タテハチョウ キベリタテハ Nymphalis antiopa asopos  (Fruhstorfer, 1909)
タテハチョウ エルタテハ Nymphalis vaualbum samurai  (Fruhstorfer, 1907)
タテハチョウ ヒオドシチョウ Nymphalis xanthomelas japonica  (Stichel, 1902)
タテハチョウ クジャクチョウ Inachis io geisha  (Stichel, 1908)
タテハチョウ コヒオドシ Aglais urticae esakii  Kurosawa & Fujioka, 1975
タテハチョウ ヒメアカタテハ Cynthia cardui  (Linnaeus, 1758)
タテハチョウ アカタテハ Vanessa indica indica (Herbst, 1794)
タテハチョウ アオタテハモドキ Junonia orithya  (Linnaeus, 1758)
タテハチョウ タテハモドキ Junonia almana  (Linnaeus, 1758)
タテハチョウ イワサキコノハ Doleschallia bisaltide philippensis Fruhstorfer, [1912]
タテハチョウ メスアカムラサキ Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764)
タテハチョウ リュウキュウムラサキ Hypolimnas bolina (Linnaeus, 1758)
タテハチョウ ヤエヤマムラサキ Hypolimnas anomala truentus  (Fruhstorfer, 1913)
タテハチョウ イシガケチョウ Cyrestis thyodamas mabella  (Fruhstorfer, 1898)
タテハチョウ スミナガシ Dichorragia nesimachus nesiotes  (Fruhstorfer, 1903)
タテハチョウ コムラサキ Apatura  metis  substituta  Butler, 1873
タテハチョウ ゴマダラチョウ Hestina persimilis japonica  (C.Felder & R.Felder, 1862)
タテハチョウ オオムラサキ Sasakia charonda charonda (Hewitson, 1863)
ジャノメチョウ ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus  argus  Butler, 1866
ジャノメチョウ ウラナミジャノメ Ypthima motschulskyi niphonica  Murayama, 1969
ジャノメチョウ ベニヒカゲ Erebia niphonica Janson, 1877
ジャノメチョウ クモマベニヒカゲ Erebia ligea takanonis Matsumura, 1909
ジャノメチョウ ジャノメチョウ Minois dryas bipunctata  (Motschulsky, 1860)
ジャノメチョウ ツマジロウラジャノメ Lasiommata deidamia interrupta  (Fruhstorfer, 1909)
ジャノメチョウ ウラジャノメ Lopinga achine achinoides  (Butler, 1878)
ジャノメチョウ ヒメキマダラヒカゲ Zophoessa callipteris  (Butler, 1877)
ジャノメチョウ クロヒカゲ Lethe diana diana (Butler, 1866)
ジャノメチョウ クロヒカゲモドキ Lethe marginalis (Motschulsky, 1860)
ジャノメチョウ ヒカゲチョウ Lethe sicelis  (Hewitson, 1862)
ジャノメチョウ オオヒカゲ Ninguta schrenckii (Ménétriès, 1858)
ジャノメチョウ キマダラモドキ Kirinia fentoni  (Butler, 1877)
ジャノメチョウ ヤマキマダラヒカゲ Neope niphonica niphonica Butler, 1881
ジャノメチョウ サトキマダラヒカゲ Neope goschkevitschii (Ménétriès, 1857)
ジャノメチョウ ヒメジャノメ Mycalesis gotama fulginia  Fruhstorfer, 1911
ジャノメチョウ コジャノメ Mycalesis francisca perdiccas  Hewitson, 1862
ジャノメチョウ ヒメヒカゲ Coenonympha oedippus arothius  Okada & Torii, 1945
ジャノメチョウ ウスイロコノマチョウ Melanitis leda leda (Linnaeus, 1758)
ジャノメチョウ クロコノマチョウ Melanitis phedima oitensis  Matsumura, 1919
カギバガ マエキカギバ Agnidra scabiosa scabiosa  (Butler, 1877)
カギバガ オガサワラカギバ Microblepsis acuminata  (Leech, 1890)
カギバガ マンレイカギバ Microblepsis manleyi  (Leech, 1898)
カギバガ ヒメハイイロカギバ Pseudalbara parvula  (Leech, 1890)
カギバガ ヤマトカギバ Nordstromia japonica  (Moore, 1877)
カギバガ エゾカギバ Nordstromia grisearia  (Staudinger, 1892)
カギバガ ウスオビカギバ Sabra harpagula  (Esper, 1786)
カギバガ オビカギバ Drepana curvatula  (Borkhausen, 1790)
カギバガ ウコンカギバ Tridrepana crocea  (Leech, 1889)
カギバガ ギンモンカギバ Callidrepana patrana  (Moore, 1866)
カギバガ ウスイロカギバ Callidrepana palleola  (Motschulsky, 1866)
カギバガ フタテンシロカギバ Ditrigona virgo  (Butler, 1878)
カギバガ マダラカギバ Callicilix abraxata  Butler, 1885
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カギバガ ヒトツメカギバ Auzata superba  (Butler, 1878)
カギバガ ウスギヌカギバ Macrocilix mysticata watsoni  Inoue, 1958
カギバガ モンウスギヌカギバ Macrocilix maia  (Leech, 1889)
カギバガ スカシカギバ Macrauzata maxima  Inoue, 1960
カギバガ アシベニカギバ Oreta pulchripes  Butler, 1877
カギバガ クロスジカギバ Oreta turpis  Butler, 1877
カギバガ アカウラカギバ Hypsomadius insignis  Butler, 1877
カギバガ オオカギバ Cyclidia substigmaria nigralbata  Warren, 1914
カギバガ ギンスジカギバ Mimozethes argentilinearia  (Leech, 1897)
トガリバガ ナガトガリバ Euparyphasma maxima  (Leech, 1889)
トガリバガ モントガリバ Thyatira batis japonica  Werny, 1966
トガリバガ キマダラトガリバ Macrothyatira flavida  (Butler, 1885)
トガリバガ ウスベニトガリバ Monothyatira pryeri  (Butler, 1881)
トガリバガ アヤトガリバ Habrosyne pyritoides derasoides  (Butler, 1878)
トガリバガ オオアヤトガリバ Habrosyne fraterna japonica  Werny, 1966
トガリバガ ウスベニアヤトガリバ Habrosyne dieckmanni  (Graeser, 1888)
トガリバガ ヒメウスベニトガリバ Habrosyne aurorina  (Butler, 1881)
トガリバガ オオバトガリバ Tethea ampliata  (Butler, 1878)
トガリバガ オオマエベニトガリバ Tethea consimilis  (Warren, 1912)
トガリバガ ヒトテントガリバ Tetheella fluctuosa isshikii  (Matsumura, 1921)
トガリバガ ナカジロトガリバ Togaria suzukiana  Matsumura, 1921
トガリバガ ギンモントガリバ Parapsestis argenteopicta  (Oberthur, 1879)
トガリバガ ウスジロトガリバ Parapsestis albida  Suzuki, 1916
トガリバガ ムラサキトガリバ Epipsestis ornata  (Leech, 1889)
トガリバガ ネグロトガリバ Mimopsestis basalis  (Wileman, 1911)
トガリバガ サカハチトガリバ Kurama mirabilis  (Butler, 1879)
トガリバガ タケウチトガリバ Betapsestis umbrosa  (Wileman, 1911)
トガリバガ キボシミスジトガリバ Achlya longipennis longipennis  Inoue, 1972
トガリバガ クラマトガリバ Sugitaniella kuramana  Matsumura, 1933
トガリバガ マユミトガリバ Neoploca arctipennis  (Butler, 1878)
トガリバガ ナミスジトガリバ Mesopsestis undosa  (Wileman, 1911)
シャクガ ユキムカエフユシャク Alsophila inouei Nakajima,1989
シャクガ シロオビフユシャク Alsophila japonensis  (Warren, 1894)
シャクガ クロバネフユシャク Alsophila foedata  Inoue, 1944
シャクガ クロテンフユシャク Inurois membranaria  (Christoph, 1881)
シャクガ ウスバフユシャク Inurois fletcheri fletcheri  Inoue, 1954
シャクガ フタスジフユシャク Inurois asahinai  Inoue, 1974
シャクガ ホソウスバフユシャク Inurois tenuis  Butler, 1879
シャクガ ウスモンフユシャク Inurois fumosa  (Inoue, 1944)
シャクガ シュゼンジフユシャク Inurois kobayashii Nakajima, 1992
シャクガ オオシロアヤシャク Pingasa alba brunnescens  Prout, 1913
シャクガ コアヤシャク Pingasa pseudoterpnaria  (Guenee, 1857)
シャクガ ウスアオアヤシャク Pingasa aigneri  Prout, 1930
シャクガ オオアヤシャク Pachyodes superans  (Butler, 1878)
シャクガ ウスアオシャク Dindica virescens  (Butler, 1878)
シャクガ チズモンアオシャク Agathia carissima  Butler, 1878
シャクガ アシブトチズモンアオシャク Agathia visenda visenda  Prout, 1917
シャクガ アトヘリアオシャク Aracima muscosa  Butler, 1878
シャクガ ノコバアオシャク Timandromorpha enervata  Inoue, 1944
シャクガ ヒメカギバアオシャク Mixochlora vittata prasina  (Butler, 1897)
シャクガ カギバアオシャク Tanaorhinus reciprocata confuciaria  (Walker, 1861)
シャクガ オオシロオビアオシャク Geometra papilionaria subrigua  (Prout, 1935)
シャクガ カギシロスジアオシャク Geometra dieckmanni  Graeser, 1889
シャクガ クロスジアオシャク Geometra valida  Felder et Rogenhofer, 1875
シャクガ キマエアオシャク Neohipparchus vallata  (Butler, 1878)
シャクガ ヒメシロフアオシャク Chloromachia infracta  (Wileman, 1911)
シャクガ シロフアオシャク Ochrognesia difficta  (Walker, 1861)
シャクガ クスアオシャク Thalassodes subquadraria  Inoue, 1976
シャクガ マルモンヒメアオシャク Jodis praerupta  (Butler, 1878)
シャクガ ウスキヒメアオシャク Jodis urosticta  Prout, 1930
シャクガ ウスミズアオシャク Jodis argutaria  (Walker, 1866)
シャクガ ツバメアオシャク Gelasma ambigua  (Butler, 1878)
シャクガ ズグロツバメアオシャク Gelasma fuscofrons  Inoue, 1954
シャクガ ヒロバツバメアオシャク Gelasma illiturata  (Walker, 1863)
シャクガ ヒメツバメアオシャク Gelasma protrusa  (Butler, 1878)
シャクガ キバラヒメアオシャク Hemithea aestivaria  (Hubner, 1799)
シャクガ ヘリグロヒメアオシャク Hemithea tritonaria  (Walker, 1863)
シャクガ アオスジアオシャク Hemithea marina  (Butler, 1878)
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シャクガ コウスアオシャク Chlorissa obliterata  (Walker, 1863)
シャクガ ハラアカアオシャク Chlorissa amphitritaria  (Oberthur, 1879)
シャクガ ウスハラアカアオシャク Chlorissa macrotyro  Inoue, 1954
シャクガ ホソバハラアカアオシャク Chlorissa anadema  (Prout, 1930)
シャクガ ナミスジコアオシャク Diplodesma ussuriaria  (Bremer, 1864)
シャクガ アカアシアオシャク Culpinia diffusa  (Walker, 1861)
シャクガ ハガタアオシャク Thalera lacerataria  Graeser, 1889
シャクガ ヨツモンマエジロアオシャク Comibaena procumbaria  (Pryer, 1877)
シャクガ ヘリジロヨツメアオシャク Comibaena amoenaria  (Oberthur, 1880)
シャクガ ギンスジアオシャク Comibaena argentataria  (Leech, 1897)
シャクガ クロモンアオシャク Comibaena delicatior  (Wileman, 1911)
シャクガ カラフトウスアオシャク Comibaena ingrata  (Wileman, 1911)
シャクガ ヨツメアオシャク Thetidia albocostaria  (Bremer, 1864)
シャクガ コシロスジアオシャク Hemistola veneta  (Butler, 1879)
シャクガ ヘリクロテンアオシャク Hemistola dijuncta  (Walker, 1861)
シャクガ ハガタキスジアオシャク Hemistola tenuilinea  (Alpheraky, 1897)
シャクガ コヨツメアオシャク Comostola subtiliaria nympha  (Butler, 1881)
シャクガ シロモンウスチャヒメシャク Organopoda carnearia  (Walker, 1861)
シャクガ フタナミトビヒメシャク Pylargosceles steganioides  (Butler, 1878)
シャクガ ベニスジヒメシャク Timandra griseata prouti  (Inoue, 1958)
シャクガ コベニスジヒメシャク Timandra comptaria  Walker, 1863
シャクガ フトベニスジヒメシャク Timandra apicirosea  (Prout, 1935)
シャクガ ウスベニスジヒメシャク Timandra dichela  (Prout, 1935)
シャクガ ヨツメヒメシャク Cyclophora albipunctata griseolata  (Staudinger, 1897)
シャクガ クロモンウスチャヒメシャク Anisodes absconditaria  Walker, 1863
シャクガ コブウスチャヒメシャク Anisodes illepidaria  Guenee, 1857
シャクガ ウンモンオオシロヒメシャク Somatina indicataria morata  Prout, 1938
シャクガ クロスジオオシロヒメシャク Problepsis diazoma  Prout, 1938
シャクガ ヒトツメオオシロヒメシャク Problepsis sperans  (Butler, 1885)
シャクガ マエキヒメシャク Scopula nigropunctata imbella  (Warren, 1901)
シャクガ モントビヒメシャク Scopula modicaria  (Leech, 1897)
シャクガ クロテンシロヒメシャク Scopula apicipunctata  (Christoph, 1881)
シャクガ サカハチヒメシャク Scopula hanna  (Butler, 1878)
シャクガ ウスキトガリヒメシャク Scopula confusa  (Butler, 1878)
シャクガ ナミスジチビヒメシャク Scopula personata  (Prout, 1913)
シャクガ ハイイロヒメシャク Scopula impersonata macescens  (Butler, 1879)
シャクガ キトガリヒメシャク Scopula emissaria  (Walker, 1861)
シャクガ ハスジトガリヒメシャク Scopula ichinosawana ichinosawana  (Matsumura, 1925)
シャクガ ウラモンクロスジヒメシャク Scopula limbata  (Wileman, 1915)
シャクガ サツマヒメシャク Scopula insolata satsumaria  (Leech, 1897)
シャクガ キスジシロヒメシャク Scopula asthena  Inoue, 1943
シャクガ キナミシロヒメシャク Scopula superior  (Butler, 1878)
シャクガ タカオシロヒメシャク Scopula takao Inoue, 1954
シャクガ クロスジシロヒメシャク Scopula pudicaria  (Motschulsky, 1861)
シャクガ ヤスジマルバヒメシャク Scopula floslactata claudata  Prout, 1913
シャクガ ヨツボシウスキヒメシャク Scopula superciliata  (Prout, 1913)
シャクガ ウスサカハチヒメシャク Scopula semignobilis  Inoue, 1942
シャクガ ギンバネヒメシャク Scopula epiorrhoe  Prout, 1935
シャクガ ウスキクロテンヒメシャク Scopula ignobilis  (Warren, 1901)
シャクガ ベニヒメシャク Idaea muricata  (Hufnagel, 1767)
シャクガ オビベニヒメシャク Idaea nielseni  (Hedemann, 1879)
シャクガ キオビベニヒメシャク Idaea impexa  (Butler, 1879)
シャクガ フチベニヒメシャク Idaea jakima  (Butler, 1878)
シャクガ マエベニヒメシャク Idaea obliteraria  (Leech, 1879)
シャクガ クロテントビヒメシャク Idaea foedata  (Butler, 1879)
シャクガ ウスクロテンヒメシャク Idaea salutaria  (Christoph, 1881)
シャクガ ヨスジキヒメシャク Idaea auricruda  (Butler, 1879)
シャクガ ウスモンキヒメシャク Idaea denudaria  (Prout, 1913)
シャクガ ウスキヒメシャク Idaea biselata  (Hufnagel, 1767)
シャクガ ミジンキヒメシャク Idaea trisetata  (Prout, 1922)
シャクガ シロシタコバネナミシャク Trichopteryx fastuosa  Inoue, 1958
シャクガ シタコバネナミシャク Trichopteryx hemana  (Butler, 1878)
シャクガ ハイイロコバネナミシャク Trichopteryx ignorata  Inoue, 1958
シャクガ チャオビコバネナミシャク Trichopteryx terranea  (Butler, 1878)
シャクガ ヒメシタコバネナミシャク Trichopteryx microloba  Inoue, 1943
シャクガ チャマダラコバネナミシャク Trichopteryx nagaii  Inoue, 1958
シャクガ ウスミドリコバネナミシャク Trichopteryx miracula  Inoue, 1942
シャクガ マダラコバネナミシャク Trichopteryx ussurica  (Wehrli, 1927)
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シャクガ クロオビシロナミシャク Trichopteryx ustata  (Christoph, 1881)
シャクガ ウスベニスジナミシャク Esakiopteryx volitans  (Butler, 1878)
シャクガ アカモンナミシャク Trichopterigia costipunctaria  Leech, 1897
シャクガ アトスジグロナミシャク Epilobophora obscuraria  (Leech, 1891)
シャクガ クロフシロナミシャク Otoplecta frigida  (Butler, 1878)
シャクガ ゴマダラシロナミシャク Naxidia maculata  (Butler, 1879)
シャクガ ホシスジトガリナミシャク Carige cruciplaga  (Walker, 1861)
シャクガ ヒロバトガリナミシャク Carige irrorata  (Butler, 1879)
シャクガ ホソバトガリナミシャク Carige scutilimbata  Prout, 1936
シャクガ モンクロキイロナミシャク Stamnodes danilovisugitanii  Prout, 1937
シャクガ シロオビクロナミシャク Trichobaptria exsecuta  (Felder et Rogenhofer, 1875)
シャクガ シラフシロオビナミシャク Trichodezia kindermanni leechi  Inoue, 1946
シャクガ ウスクモナミシャク Heterophleps fusca  (Butler, 1878)
シャクガ ホソバナミシャク Tyloptera bella bella  (Butler, 1878)
シャクガ シラユキナミシャク Palaeomystis mabillaria  (Poujade, 1895)
シャクガ キリバネホソナミシャク Brabira artemidera  (Oberthur, 1884)
シャクガ ヒゲブトナミシャク Sauris nanaria  Leech, 1897
シャクガ ウスミドリナミシャク Episteira nigrilinearia  (Leech, 1897)
シャクガ マダラヒゲブトナミシャク Episteira eupena  (Prout, 1936)
シャクガ フタオモドキナミシャク Macrohastina azela  (Butler, 1878)
シャクガ クロモンミヤマナミシャク Xanthorhoe fluctuata malleola  Inoue, 1955
シャクガ キアシシロナミシャク Xanthorhoe abraxina abraxina  (Butler, 1879)
シャクガ フトジマナミシャク Xanthorhoe saturata  (Guenee, 1857)
シャクガ ナカシロスジナミシャク Xanthorhoe biriviata angularia  (Leech, 1897)
シャクガ フタトビスジナミシャク Xanthorhoe hortensiaria  (Graeser, 1889)
シャクガ ツマグロナミシャク Xanthorhoe muscicapata  (Christoph, 1881)
シャクガ トビスジヒメナミシャク Orthonama obstipata  (Fabricius, 1794)
シャクガ ハコベナミシャク Euphyia cineraria  (Butler, 1878)
シャクガ ニッコウナミシャク Amoebotricha grataria  (Leech, 1891)
シャクガ ミカヅキナミシャク Earophila correlata  (Warren, 1901)
シャクガ ウラウスキナミシャク Coenotephria umbrifera  (Butler, 1879)
シャクガ フタモンクロナミシャク Microcalcarifera obscura  (Butler, 1878)
シャクガ タテスジナミシャク Pareulype consanguinea  (Butler, 1878)
シャクガ キンオビナミシャク Electrophaes corylata granitalis  (Butler, 1881)
シャクガ フタシロスジナミシャク Epirrhoe supergressa  (Butler, 1878)
シャクガ サザナミナミシャク Entephria caesiata nebulosa  (Inoue, 1955)
シャクガ シロテンサザナミナミシャク Entephria amplicosta  Inoue, 1955
シャクガ ナカモンキナミシャク Idiotephria evanescens  (Staudinger, 1897)
シャクガ モンキキナミシャク Idiotephria amelia  (Butler, 1878)
シャクガ ヒロオビナミシャク Hydriomena impluviata insulata  Inoue, 1953
シャクガ マエモンオオナミシャク Triphosa sericata  (Butler, 1879)
シャクガ ウスベニナミシャク Rheumaptera hedemannaria  (Oberthur, 1880)
シャクガ ツマグロヤエナミシャク Rheumaptera inanata  (Christoph, 1881)
シャクガ サカハチクロナミシャク Rheumaptera hecate hecate  (Butler, 1878)
シャクガ クモオビナミシャク Philereme umbraria  (Leech, 1891)
シャクガ トビスジヤエナミシャク Philereme transversata japanaria  (Leech, 1891)
シャクガ ネグロウスベニナミシャク Photoscotosia atrostrigata  (Bremer, 1864)
シャクガ テンヅマナミシャク Telenomeuta punctimarginaria  (Leech, 1891)
シャクガ オオナミシャク Callabraxas maculata  (Swinhoe, 1894)
シャクガ ツマキシロナミシャク Calleulype whitelyi whitelyi  (Butler, 1878)
シャクガ キベリシロナミシャク Eucosmabraxas placida  (Butler, 1878)
シャクガ マルモンシロナミシャク Eucosmabraxas evanescens evanescens  (Butler, 1881)
シャクガ ナミガタシロナミシャク Callygris compositata  (Guenee, 1857)
シャクガ ウストビモンナミシャク Eulithis ledereri inurbana  (Prout, 1937)
シャクガ ヨコジマナミシャク Eulithis convergenata  (Bremer, 1864)
シャクガ キマダラオオナミシャク Gandaritis fixseni  (Bremer, 1864)
シャクガ キガシラオオナミシャク Gandaritis agnes agnes  (Butler, 1878)
シャクガ アトクロナミシャク Lampropteryx minna  (Butler, 1871)
シャクガ セスジナミシャク Evecliptopera decurrens illitata  (Wileman, 1911)
シャクガ オオハガタナミシャク Ecliptopera umbrosaria  (Motschulsky, 1861)
シャクガ ソトキナミシャク Ecliptopera pryeri  (Butler, 1881)
シャクガ ミヤマアミメナミシャク Eustroma aerosum  (Butler, 1878)
シャクガ キアミメナミシャク Eustroma japonicum  Inoue, 1986
シャクガ ハガタナミシャク Eustroma melancholicum  (Butler, 1878)
シャクガ ホソスジナミシャク Microlygris complicata  (Butler, 1879)
シャクガ シロホソスジナミシャク Microlygris multistriata clasis  (Prout, 1937)
シャクガ キホソスジナミシャク Lobogonodes erectaria  (Leech, 1897)
シャクガ ビロードナミシャク Sibatania mactata  (Felder et Rogenhofer, 1875)
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シャクガ トビモンシロナミシャク Plemyria rubiginata japonica  Inoue, 1955
シャクガ ウチジロナミシャク Dysstroma truncata fusconebulosa  Inoue, 1976
シャクガ フタテンナカジロナミシャク Dysstroma cinereata japonica  Heydemann, 1929
シャクガ ウスキナカジロナミシャク Dysstroma infuscata euglauca  Inoue, 1976
シャクガ ツマキナカジロナミシャク Dysstroma citrata nyiwonis  (Matsumura, 1925)
シャクガ アルプスナカジロナミシャク Dysstroma pseudimmanata splendida  Inoue, 1976
シャクガ シロマダラナミシャク Dysstroma albicoma  (Inoue, 1954)
シャクガ キオビハガタナミシャク Thera variata bellisi  Viidalepp, 1977
シャクガ オオクロオビナミシャク Praethera praefecta  (Prout, 1914)
シャクガ ミヤマクロオビナミシャク Praethera anomala  (Inoue, 1954)
シャクガ モトクロオビナミシャク Viidaleppia quadrifulta  (Prout, 1928)
シャクガ ソウンクロオビナミシャク Viidaleppia taigana ishizukai  (Inoue, 1955)
シャクガ クロオビナミシャク Pennithera comis  (Butler, 1879)
シャクガ ウスクロオビナミシャク Pennithera abolla  (Inoue, 1943)
シャクガ シロシタトビイロナミシャク Heterothera postalbida  (Wileman, 1911)
シャクガ フタクロテンナミシャク Xenortholitha propinguata niphonica  (Butler, 1878)
シャクガ ナミスジフユナミシャク Operophtera brumata  (Linnaeus, 1758)
シャクガ コナミフユナミシャク Operophtera brunnea Nakajima, 1991
シャクガ イチモジフユナミシャク Operophtera rectipostmediana  Inoue, 1942
シャクガ クロオビフユナミシャク Operophtera relegata  Prout, 1908
シャクガ オオナミフユナミシャク Operophtera variabilis Nakajima, 1991
シャクガ アキナミシャク Epirrita autumnata autumna  (Bryk, 1942)
シャクガ ミドリアキナミシャク Epirrita viridipurpurescens  (Prout, 1937)
シャクガ ナカオビアキナミシャク Nothoporinia mediolineata  (Prout, 1914)
シャクガ トビスジトガリナミシャク Zola terranea  (Butler, 1879)
シャクガ ミヤマナミシャク Venusia cambrica  Curtis, 1839
シャクガ マエモンハイイロナミシャク Venusia semistrigata semistrigata  (Christoph, 1881)
シャクガ フタモンコナミシャク Venusia megaspilata  (Warren, 1895)
シャクガ キスジハイイロナミシャク Hydrelia sylvata  (Denis et Schiffermuller, 1775)
シャクガ チビヒメナミシャク Hydrelia shioyana  (Matsumura, 1927)
シャクガ テンスジヒメナミシャク Hydrelia nisaria  (Christoph, 1881)
シャクガ マダラウスナミシャク Hydrelia bicauliata  Prout, 1914
シャクガ ヘリスジナミシャク Eschatarchia lineata  Warren, 1894
シャクガ ムスジシロナミシャク Asthena nymphaeata  (Staudinger, 1897)
シャクガ キムジシロナミシャク Asthena corculina  Butler, 1878
シャクガ フタマタシロナミシャク Asthena ochrifasciaria  Leech, 1897
シャクガ カラフトシロナミシャク Asthena sachalinensis  (Matsumura, 1925)
シャクガ キマダラシロナミシャク Asthena octomacularia  Leech, 1897
シャクガ キイロナミシャク Pseudostegania defectata  (Christoph, 1881)
シャクガ セグロナミシャク Laciniodes unistirpis  (Butler, 1878)
シャクガ セジロナミシャク Laciniodes denigratus ussuriensis  Prout, 1939
シャクガ アカモンコナミシャク Palpoctenidia phoenicosoma semilauta  Prout, 1939
シャクガ ウスカバスジナミシャク Perizoma taeniatum  (Stephens, 1831)
シャクガ ヒメカバスジナミシャク Perizoma saxeum  (Wileman, 1911)
シャクガ コカバスジナミシャク Perizoma fulvida  (Butler, 1881)
シャクガ キオビカバスジナミシャク Perizoma minimata  (Staudinger, 1897)
シャクガ クロカバスジナミシャク Perizoma parvaria  (Leech, 1891)
シャクガ オオクロテンカバナミシャク Eupithecia abietaria debrunneata  Staudinger, 1897
シャクガ フトオビヒメナミシャク Eupithecia gigantea  Staudinger, 1897
シャクガ ウスアカチビナミシャク Eupithecia rufescens  Butler, 1878
シャクガ ナカオビカバナミシャク Eupithecia subbreviata  Staudinger, 1897
シャクガ モンウスカバナミシャク Eupithecia clavifera  Inoue, 1955
シャクガ マエナミカバナミシャク Eupithecia niphonaria  Leech, 1897
シャクガ ソトカバナミシャク Eupithecia signigera  Butler, 1879
シャクガ ナガイカバナミシャク Eupithecia nagaii  Inoue, 1963
シャクガ ナカアオナミシャク Eupithecia sophia  Butler, 1878
シャクガ ハラキカバナミシャク Eupithecia tabidaria  Inoue, 1955
シャクガ クロテンヤスジカバナミシャク Eupithecia interpunctaria  Inoue, 1979
シャクガ ウラモンウストビナミシャク Eupithecia scribai  Prout, 1938
シャクガ ウストビナミシャク Eupithecia amplexata pryeriaria  Leech, 1897
シャクガ オオウストビナミシャク Eupithecia antaggregata  Inoue, 1977
シャクガ ジンボカバナミシャク Eupithecia jinboi  Inoue, 1976
シャクガ クロモンカバナミシャク Eupithecia consortaria  Leech, 1897
シャクガ ハネナガカバナミシャク Eupithecia takao  Inoue, 1955
シャクガ シロテンカバナミシャク Eupithecia tripunctaria  Herrich-Schaffer, 1855
シャクガ ホソカバスジナミシャク Eupithecia lariciata  (Freyer, 1842)
シャクガ クロテンカバナミシャク Eupithecia emanata  Dietze, 1908
シャクガ キナミウスグロナミシャク Eupithecia subfuscata ussuriensis  Dietze, 1913
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シャクガ フジカバナミシャク Eupithecia fujisana  Inoue, 1980
シャクガ ケブカチビナミシャク Gymnoscelis esakii  Inoue, 1955
シャクガ クロスジアオナミシャク Chloroclystis v-ata  (Haworth, 1809)
シャクガ リンゴアオナミシャク Chloroclystis rectangulata  (Linnaeus, 1758)
シャクガ ウラモンアオナミシャク Chloroclystis subcinctata  Inoue,
シャクガ マダラアオナミシャク Chloroclystis hypopyrrha  West, 1929
シャクガ ハラアカウスアオナミシャク Chloroclystis obscura  West, 1929
シャクガ ソトシロオビナミシャク Chloroclystis excisa  (Butler, 1878)
シャクガ アオスジナミシャク Echthrocollix minuta  (Butler, 1881)
シャクガ アトシロナミシャク Horisme tersata tetricata  (Guenee, 1857)
シャクガ トガリバナミシャク Horisme stratata  (Wileman, 1911)
シャクガ サビイロナミシャク Pseudocollix hyperythra catalalia  (Prout, 1958)
シャクガ ナカジロナミシャク Melanthia procellata inquinata  (Butler, 1878)
シャクガ スグリシロエダシャク Abraxas grossulariata conspurata  Butler, 1878
シャクガ スギタニシロエダシャク Abraxas flavisinuata  Warren, 1894
シャクガ ヒメマダラエダシャク Abraxas niphonibia  Wehrli, 1935
シャクガ ヒトスジマダラエダシャク Abraxas latifasciata  Warren, 1894
シャクガ ユウマダラエダシャク Abraxas miranda miranda  Butler, 1878
シャクガ シロオビヒメエダシャク Lomaspilis marginata opis  Butler, 1878
シャクガ シロスジヒメエダシャク Ligdia japonaria  Leech, 1897
シャクガ クロフヒメエダシャク Peratophyga hyalinata grata  (Butler, 1879)
シャクガ サザナミオビエダシャク Heterostegane hyriaria  Warren, 1894
シャクガ クロズウスキエダシャク Lomographa simplicior  (Butler, 1881)
シャクガ フタホシシロエダシャク Lomographa bimaculata subnotata  (Warren, 1895)
シャクガ バラシロエダシャク Lomographa temerata  (Denis et Schiffermuller, 1775)
シャクガ ウスフタスジシロエダシャク Lomographa subspersata  (Wehrli, 1939)
シャクガ ウスオビシロエダシャク Lomographa nivea  (Djakonov, 1936)
シャクガ ヤマトエダシャク Cassyma deletaria hypotaenia  (Prout, 1930)
シャクガ ウチムラサキヒメエダシャク Ninodes splendens  (Butler, 1878)
シャクガ クロミスジシロエダシャク Myrteta angelica  Butler, 1881
シャクガ キスジシロエダシャク Myrteta sericea  (Butler, 1879)
シャクガ ホシスジシロエダシャク Myrteta punctata  (Warren, 1894)
シャクガ ミスジシロエダシャク Myrteta unio  (Oberthur, 1880)
シャクガ フタオビシロエダシャク Lamprocabera candidaria  (Leech, 1897)
シャクガ ミスジコナフエダシャク Cabera exanthemata  (Scopoli, 1763)
シャクガ コスジシロエダシャク Cabera purus  (Butler, 1878)
シャクガ アトグロアミメエダシャク Cabera griseolimbata  (Oberthur, 1879)
シャクガ フタスジウスキエダシャク Parabapta aetheriata  (Graeser, 1889)
シャクガ ウスアオエダシャク Parabapta clarissa  (Butler, 1878)
シャクガ フタスジオエダシャク Rhynchobapta cervinaria bilineata  (Leech, 1891)
シャクガ シロミャクオエダシャク Rhynchobapta eburnivena  (Warren, 1896)
シャクガ マエキオエダシャク Plesiomorpha flaviceps  (Butler, 1881)
シャクガ モンオビオエダシャク Plesiomorpha punctilinearia  (Leech, 1891)
シャクガ フタモントガリエダシャク Nadagara prosigna  Prout, 1930
シャクガ ニッコウキエダシャク Pseudepione magnaria  (Wileman, 1911)
シャクガ フタテンソトグロキエダシャク Pseudepione shiraii  Inoue, 1943
シャクガ ウスオビヒメエダシャク Euchristophia cumulata  (Christoph, 1881)
シャクガ ハグルマエダシャク Synegia hadassa hadassa  (Butler, 1878)
シャクガ スジハグルマエダシャク Synegia limitatoides  Inoue, 1982
シャクガ クロハグルマエダシャク Synegia esther  Butler, 1881
シャクガ シロズエダシャク Ecpetelia albifrontaria  (Leech, 1891)
シャクガ コトビスジエダシャク Petelia rivulosa  (Butler, 1881)
シャクガ ヨスジアカエダシャク Apopetelia morosa  (Butler, 1881)
シャクガ オオヨスジアカエダシャク Apopetelia chlororphnodes  Wehrli, 1936
シャクガ ウラキトガリエダシャク Hypephyra terrosa pryeraria  (Leech, 1891)
シャクガ ツマキエダシャク Crypsicometa incertaria  (Leech, 1891)
シャクガ フタテンオエダシャク Chasmia defixaria  (Walker, 1861)
シャクガ ウスオエダシャク Chiasmia hebesata  (Walker, 1861)
シャクガ シャンハイオエダシャク Chiasmia shanghaisaria  (Walker, 1861)
シャクガ ウスキオエダシャク Chiasmia normata proximaria  (Leech, 1897)
シャクガ フトスジオエダシャク Heterocallia pryeri  (Butler, 1879)
シャクガ クロフキエダシャク Monocerotesa lutearia  (Leech, 1891)
シャクガ スカシエダシャク Krananda semihyalina  Moore, 1868
シャクガ ツマジロエダシャク Trigonoptila latimarginaria  (Leech, 1891)
シャクガ ウスネズミエダシャク Tephrina vapulata  (Butler, 1879)
シャクガ アカエダシャク Ectephrina semilutea pruinosaria  (Bremer, 1864)
シャクガ トビカギバエダシャク Luxiaria amasa  (Butler, 1878)
シャクガ アトムスジエダシャク Aporhoptrina semiorbiculata  (Christoph, 1881)
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シャクガ トンボエダシャク Cystidia stratonice  (Stoll, 1782)
シャクガ ヒロオビトンボエダシャク Cystidia truncangulata  Wehrli, 1933
シャクガ ウメエダシャク Cystidia couaggaria  (Guenee, 1857)
シャクガ キオビゴマダラエダシャク Culcula panterinaria sychnospilas  Prout, 1930
シャクガ ゴマダラシロエダシャク Percnia albinigrata  Warren, 1896
シャクガ オオゴマダラエダシャク Percnia giraffata  (Guenee, 1957)
シャクガ クロフオオシロエダシャク Pogonopygia nigralbata  Warren, 1894
シャクガ クロフシロエダシャク Dilophodes elegans  (Butler, 1878)
シャクガ オオシロエダシャク Metabraxas clerica  Butler, 1881
シャクガ キジマエダシャク Arichanna tetrica  (Butler, 1881)
シャクガ プライヤエダシャク Arichanna pryeraria  Leech, 1891
シャクガ シロホシエダシャク Arichanna albomacularia  Leech, 1891
シャクガ キシタエダシャク Arichanna melanaria fraterna  (Butler,1878)
シャクガ ヒョウモンエダシャク Arichanna jaguararia gaschkevitchii  (Motschulsky, 1861)
シャクガ チャノウンモンエダシャク Jankowskia fuscaria fuscaria  (Leech, 1891)
シャクガ クロクモエダシャク Apocleora rimosa  (Butler, 1878)
シャクガ ルリモンエダシャク Cleora insolita  (Butler, 1878)
シャクガ シロテンエダシャク Cleora leucophaea  (Butler, 1878)
シャクガ フトスジエダシャク Cleora repulsaria  (Walker, 1860)
シャクガ オレクギエダシャク Protoboarmia simpliciaria  (Leech, 1897)
シャクガ マルバトビスジエダシャク Anaboarmia aechmeessa  (Prout, 1929)
シャクガ ナカウスエダシャク Alcis angulifera  (Butler, 1878)
シャクガ ヒメナカウスエダシャク Alcis medialbifera  Inoue, 1972
シャクガ シロシタオビエダシャク Alcis picata  (Butler, 1881)
シャクガ イツスジエダシャク Alcis extinctaria moesta  (Butler, 1881)
シャクガ オオナカホシエダシャク Alcis pryeraria  (Leech, 1897)
シャクガ コケエダシャク Alcis jubata melanonota  Prout, 1930
シャクガ フタヤマエダシャク Rikiosatoa grisea  (Butler, 1878)
シャクガ マダラシロエダシャク Hesperumia silvicola  (Inoue, 1953)
シャクガ マツオオエダシャク Deileptenia ribeata  (Clerck, 1759)
シャクガ ウスバシロエダシャク Pseuderannis amplipennis  (Inoue, 1942)
シャクガ ハミスジエダシャク Hypomecis roboraria displicens  (Butler, 1878)
シャクガ オオバナミガタエダシャク Hypomecis lunifera  (Butler, 1879)
シャクガ ナカシロオビエダシャク Hypomecis definita  (Butler, 1878)
シャクガ フトオビエダシャク Hypomecis crassestrigata  (Christoph, 1881)
シャクガ ウスバミスジエダシャク Hypomecis punctinalis conferenda  (Butler, 1878)
シャクガ シタクモエダシャク Microcalicha sordida  (Bryk, 1942)
シャクガ ソトシロオビエダシャク Calicha ornataria  (Leech, 1891)
シャクガ リンゴツノエダシャク Phthonosema tendinosaria  (Bremer, 1864)
シャクガ トビネオオエダシャク Phthonosema invenustaria  (Leech, 1891)
シャクガ コヨツメエダシャク Ophthalmitis irorataria  (Bremer et Grey, 1853)
シャクガ ヨツメエダシャク Ophthalmitis albosignaria  (Bremer et Grey, 1853)
シャクガ ヨモギエダシャク Ascotis selenaria cretacea  (Butler, 1879)
シャクガ ヒロバウスアオエダシャク Paradarisa chloauges kurosawai  Inoue, 1956
シャクガ シナトビスジエダシャク Paradarisa consonaria  (Hubner, 1799)
シャクガ ナミガタエダシャク Heterarmia charon  (Butler, 1878)
シャクガ セブトエダシャク Cusiala stipitaria stipitaria  (Oberthur, 1880)
シャクガ フトフタオビエダシャク Ectropis crepuscularia  (Denis et Schiffermuller, 1775)
シャクガ ウスジロエダシャク Ectropis obliqua  (Prout, 1914)
シャクガ オオトビスジエダシャク Ectropis excellens  (Butler, 1884)
シャクガ ウストビスジエダシャク Ectropis aigneri  Prout, 1930
シャクガ シロテントビスジエダシャク Abaciscus albipunctata  (Inoue, 1955)
シャクガ ウスグロナミエダシャク Phanerothyris sinearia noctivolans  (Butler, 1881)
シャクガ ホシミスジエダシャク Racotis boarmiaria japonica  Inoue, 1953
シャクガ ナミスジエダシャク Racotis petrosa  (Butler, 1879)
シャクガ ハンノトビスジエダシャク Aethalura ignobilis  (Butler, 1878)
シャクガ ハラゲチビエダシャク Diplurodes parvularia  (Leech, 1891)
シャクガ クロスジハイイロエダシャク Hirasa paupera  (Butler, 1881)
シャクガ チャマダラエダシャク Elphos insueta  Butler, 1878
シャクガ ヒロオビオオエダシャク Xandrames dholaria  Moore, 1868
シャクガ オオトビエダシャク Duliophyle majuscularia  (Leech, 1897)
シャクガ ツマキウスグロエダシャク Scionomia anomala  (Butler, 1881)
シャクガ ソトキクロエダシャク Scionomia mendica  (Butler, 1879)
シャクガ コツマキウスグロエダシャク Scionomia parasinuosa  Inoue, 1982
シャクガ キマダラツバメエダシャク Thinopteryx crocoptera striolata  Butler, 1883
シャクガ ミヤマツバメエダシャク Thinopteryx delectans  (Butler, 1878)
シャクガ ヒロバフユエダシャク Larerannis miracula  (Prout, 1929)
シャクガ ナカジマフユエダシャク Larerannis nakajimai Inoue, 1986
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シャクガ シロフフユエダシャク Agriopis leucophaearia  (Denis et Schiffermuller, 1775)
シャクガ クロスジフユエダシャク Pachyerannis obliquaria  (Motschulsky, 1861)
シャクガ チャバネフユエダシャク Erannis golda  Djakonov, 1929
シャクガ チャオビフユエダシャク Phigaliohybernia fulvinfula  Inoue, 1942
シャクガ シモフリトゲエダシャク Phigalia sinuosaria  Leech, 1897
シャクガ シロトゲエダシャク Phigalia verecundaria  (Leech, 1897)
シャクガ フチグロトゲエダシャク Nyssiodes lefuarius  (Erschoff, 1872)
シャクガ オカモトトゲエダシャク Apochima juglansiaria  (Graeser, 1889)
シャクガ クワトゲエダシャク Apochima excavata  (Dyar, 1905)
シャクガ チャエダシャク Megabiston plumosaria  (Leech, 1891)
シャクガ オオシモフリエダシャク Biston betularia parvus  Leech, 1897
シャクガ トビモンオオエダシャク Biston robustus robustus  Butler, 1879
シャクガ フタオレウスグロエダシャク Biston thoracicaria  (Oberthur, 1884)
シャクガ ハイイロオオエダシャク Biston regalis comitata  (Warren, 1899)
シャクガ ウスイロオオエダシャク Amraica superans  (Butler, 1878)
シャクガ アミメオオエダシャク Erebomorpha fulguraria consors  Butler, 1878
シャクガ ニッコウエダシャク Medasina nikkonis  (Butler, 1881)
シャクガ ニトベエダシャク Wilemania nitobei  (Nitobe, 1907)
シャクガ アトジロエダシャク Pachyligia dolosa  Butler, 1878
シャクガ ハスオビエダシャク Descoreba simplex  Butler, 1878
シャクガ キイロエダシャク Aoshachia virescens  (Marumo, 1920)
シャクガ カバエダシャク Colotois pennaria ussuriensis  Bang-Haas, 1927
シャクガ ホソバトガリエダシャク Planociampa modesta  (Butler, 1878)
シャクガ ヒロバトガリエダシャク Planociampa antipala  Prout, 1930
シャクガ スモモエダシャク Angerona prunaria turbata  Prout, 1930
シャクガ ゴマフキエダシャク Angerona nigrisparsa  Butler, 1879
シャクガ ツマトビキエダシャク Bizia aexaria  Walker, 1860
シャクガ オイワケキエダシャク Exangerona prattiaria  (Leech, 1891)
シャクガ ハルタウスクモエダシャク Menophra harutai  (Inoue, 1954)
シャクガ クワエダシャク Menophra atrilineata  (Butler, 1881)
シャクガ ウスクモエダシャク Menophra senilis  (Butler, 1878)
シャクガ ヒゲマダラエダシャク Cryptochorina amphidasyaria  (Oberthur, 1880)
シャクガ ハスオビカバエダシャク Pseudaspilates obliquizona  (Inoue, 1953)
シャクガ ギンスジエダシャク Chariaspilates formosaria  (Eversmann, 1837)
シャクガ クロモンキリバエダシャク Psyra bluethgeni  (Pungeler, 1903)
シャクガ サラサエダシャク Epholca arenosa  (Butler, 1878)
シャクガ シロモンクロエダシャク Proteostrenia leda  (Butler, 1878)
シャクガ モンキクロエダシャク Proteostrenia pica  Wileman, 1911
シャクガ ハスオビキエダシャク Scardamia aurantiacaria  Bremer, 1864
シャクガ マエキトビエダシャク Nothomiza formosa  (Butler, 1878)
シャクガ オオマエキトビエダシャク Nothomiza aureolaria  Inoue, 1982
シャクガ キリバエダシャク Ennomos autumnaria nephotropa  Prout, 1930
シャクガ オオノコメエダシャク Acrodontis fumosa  (Prout, 1930)
シャクガ ウスグロノコバエダシャク Odontopera bidentata harutai  (Inoue, 1953)
シャクガ エグリヅマエダシャク Odontopera arida arida  (Butler, 1878)
シャクガ キイロエグリヅマエダシャク Odontopera aurata  (Prout, 1915)
シャクガ ヨスジキエダシャク Cotta incongruaria  (Walker, 1860)
シャクガ モンシロツマキリエダシャク Zethenia albonotaria nesiotis  Wehrli, 1940
シャクガ ミスジツマキリエダシャク Zethenia rufescentaria  Motschulsky, 1861
シャクガ テンモンチビエダシャク Ocoelophora lentiginosaria  (Leech, 1891)
シャクガ キエダシャク Auaxa cesadaria sulphurea  (Butler, 1878)
シャクガ ツマキリウスキエダシャク Pareclipsis gracilis  (Butler, 1879)
シャクガ エグリエダシャク Fascellina chromataria  Walker, 1860
シャクガ ウスムラサキエダシャク Selenia adustaria  Leech, 1891
シャクガ ムラサキエダシャク Selenia tetralunaria  (Hufnagel, 1769)
シャクガ エグリイチモジエダシャク Agaraeus discolor  (Warren, 1893)
シャクガ ナシモンエダシャク Garaeus mirandus mirandus  (Butler, 1881)
シャクガ キバラエダシャク Garaeus specular mactans  (Butler, 1878)
シャクガ トガリエダシャク Xyloscia subspersata  (Felder et Rogenhofer, 1875)
シャクガ モミジツマキリエダシャク Endropiodes indictinaria  (Bremer, 1864)
シャクガ ツマキリエダシャク Endropiodes abjictus  (Butler, 1879)
シャクガ ナカキエダシャク Plagodis dolabraria  (Linnaeus, 1767)
シャクガ コナフキエダシャク Plagodis pulveraria japonica  (Butler, 1881)
シャクガ フタマエホシエダシャク Sabaria paupera  (Butler, 1881)
シャクガ ベニスジエダシャク Heterolocha stulta  (Butler, 1879)
シャクガ ヒメウラベニエダシャク Heterolocha laminaria sutschanska  Wehrli, 1937
シャクガ ウラベニエダシャク Heterolocha aristonaria  (Walker, 1860)
シャクガ ウラモンアカエダシャク Parepione grata  (Butler, 1878)
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シャクガ アトボシエダシャク Cepphis advenaria  (Hubner, 1790)
シャクガ シダエダシャク Petrophora chlorosata  (Scopoli, 1763)
シャクガ ツマトビシロエダシャク Spilopera debilis  (Butler, 1878)
シャクガ ヒメウコンエダシャク Corymica arnearia  Walker, 1860
シャクガ ウコンエダシャク Corymica specularia pryeri  (Butler, 1878)
シャクガ ヘリグロキエダシャク Corymica deducta (Walker, 1866)
シャクガ フトスジツバメエダシャク Ourapteryx persica  Menetries, 1832
シャクガ ウスキツバメエダシャク Ourapteryx nivea  Butler, 1884
シャクガ コガタツバメエダシャク Ourapteryx obtusicauda  (Warren, 1894)
シャクガ ヒメツバメエダシャク Ourapteryx subpunctaria  Leech, 1891
シャクガ シロツバメエダシャク Ourapteryx maculicaudaria  (Motschulsky, 1866)
シャクガ トラフツバメエダシャク Tristrophis veneris  (Butler, 1878)
ツバメガ ギンツバメ Acropteris iphiata  (Guenee, 1857)
ツバメガ アゲハモドキ Epicopeia hainesii hainesii  Holland, 1889
ツバメガ フジキオビ Schistomitra funeralis  Butler, 1881
ツバメガ キンモンガ Psychostrophia melanargia  Butler, 1877
フタオガ キスジシロフタオ Epiplema cretacea  (Butler, 1881)
フタオガ シロフタオ Epiplema exornata  (Eversmann, 1837)
フタオガ カバイロフタオ Epiplema simplex  Warren, 1899
フタオガ クロホシフタオ Epiplema moza  (Butler, 1878)
フタオガ クロオビシロフタオ Epiplema plagifera  (Butler, 1881)
フタオガ クロフタオ Epiplema styx  (Butler, 1881)
イカリモンガ イカリモンガ Pterodecta felderi  (Bremer,1864)
カレハガ ホシカレハ Gastropacha populifolia angustipennis  Walker, 1855
カレハガ カレハガ Gastropacha orientalis  Sheljuzhko, 1943
カレハガ ヒロバカレハ Gastropacha quercifolia cerridifolia  Felder et Felder, 1862
カレハガ タカムクカレハ Cosmotriche lunigera takamukuana  (Matsumura, 1921)
カレハガ ヨシカレハ Euthrix potatoria bergmani  (Bryk, 1941)
カレハガ タケカレハ Euthrix albomaculata japonica  Lajonquiere, 1978
カレハガ ギンモンカレハ Somadasys brevivenis brevivenis  (Butler, 1885)
カレハガ スカシカレハ Amurilla subpurpurea  (Butler, 1881)
カレハガ リンゴカレハ Odonestis pruni japonensis  Tams, 1935
カレハガ マツカレハ Dendrolimus spectabilis  (Butler, 1877)
カレハガ ツガカレハ Dendrolimus superans  (Butler, 1877)
カレハガ クヌギカレハ Kunugia undans flaveola  (Motschulsky, 1866)
カレハガ ミヤケカレハ Takanea miyakei  (Wileman, 1915)
カレハガ ウスズミカレハ Poecilocampa populi  (Linnaeus, 1758)
カレハガ オビカレハ Malacosoma neustria testacea  (Motschulsky, 1861)
オビガ オビガ Apha aequalis  (Felder, 1874)
カイコガ クワコ Bombyx mandarina  (Moore, 1872)
カイコガ オオクワゴモドキ Oberthueria falcigera  (Butler, 1878)
カイコガ カギバモドキ Pseudandraca gracilis  (Butler, 1885)
カイコガ スカシサン Prismosticta hyalinata  Butler, 1885
イボタガ イボタガ Brahmaea wallichii japonica  Butler, 1873
ヤママユガ シンジュサン Samia cynthia pryeri  (Butler, 1878)
ヤママユガ ヤママユ Antheraea yamamai yamamai  (Guerin-Meneville, 1861)
ヤママユガ クスサン Caligula japonica japonica  (Moore, 1862)
ヤママユガ ヒメヤママユ Caligula jonasii jonasii  Butler, 1877
ヤママユガ ウスタビガ Rhodinia fugax fugax  (Butler, 1877)
ヤママユガ クロウスタビガ Rhodinia jankowskii hattorie  Inoue, 1965
ヤママユガ オオミズアオ Actias artemis artemis  (Bremer et Grey, 1853)
ヤママユガ オナガミズアオ Actias gnoma gnoma  (Butler, 1877)
ヤママユガ エゾヨツメ Aglia tau microtau  Inoue, 1958
スズメガ エビガラスズメ Agrius convolvuli  (Linnaeus, 1758)
スズメガ メンガタスズメ Acherontia styx crathis  Rothschild et Jordan, 1903
スズメガ エゾシモフリスズメ Meganoton scribae  (Austaut, 1911)
スズメガ シモフリスズメ Psilogramma increta  (Walker, 1865)
スズメガ コエビガラスズメ Sphinx constricta  Butler, 1885
スズメガ クロスズメ Hyloicus caligineus  Butler, 1877
スズメガ サザナミスズメ Dolbina tancrei  Staudinger, 1887
スズメガ ヒメサザナミスズメ Dolbina exacta  Staudinger, 1892
スズメガ クロテンケンモンスズメ Kentrochrysalis consimilis  Rothschild et Jordan, 1903
スズメガ モンホソバスズメ Ambulyx schauffelbergeri  (Bremer et Grey, 1853)
スズメガ ホソバスズメ Ambulyx ochracea  (Butler, 1885)
スズメガ フトオビホソバスズメ Ambulyx japonica  (Rothschild, 1894)
スズメガ トビイロスズメ Clanis bilineata tsingtauica  Mell, 1922
スズメガ モモスズメ Marumba gaschkewitschii echephron  (Boisduval, 1875)
スズメガ ヒメクチバスズメ Marumba jankowskii  Oberthur, 1880
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スズメガ クチバスズメ Marumba sperchius  (Menetries, 1857)
スズメガ ギンボシスズメ Parum colligata  (Walker, 1856)
スズメガ ヒサゴスズメ Mimas christophi  (Staudinger, 1887)
スズメガ ウンモンスズメ Callambulyx tatarinovii gabyae  Bryk, 1946
スズメガ コウチスズメ Smerinthus tokyonis  Matsumura, 1921
スズメガ ウチスズメ Smerinthus planus  Walker, 1856
スズメガ エゾスズメ Phyllosphingia dissimilis  (Bremer, 1861)
スズメガ スキバホウジャク Hemaris radians  (Walker, 1856)
スズメガ クロスキバホウジャク Hemaris affinis  (Bremer, 1861)
スズメガ オオスカシバ Cephonodes hylas  (Linnaeus, 1771)
スズメガ クルマスズメ Ampelophaga rubiginosa  Bremer et Grey, 1853
スズメガ ハネナガブドウスズメ Acosmeryx naga  (Moore, 1858)
スズメガ ブドウスズメ Acosmeryx castanea  Rothschild et Jordan, 1903
スズメガ ホシヒメホウジャク Aspledon himachala sangaica  (Butler, 1875)
スズメガ ホウジャク Macroglossum stellatarum  (Linnaeus, 1758)
スズメガ ヒメクロホウジャク Macroglossum bombylans  Boisduval, 1875
スズメガ ホシホウジャク Macroglossum pyrrhosticta  Butler, 1875
スズメガ クロホウジャク Macroglossum saga  Butler, 1878
スズメガ フリッツェホウジャク Macroglossum fritzei  Rothschild et Jordan, 1903
スズメガ イブキスズメ Hyles gallii  (Rottenburg, 1775)
スズメガ ベニスズメ Deilephila elpenor lewisii  (Butler, 1875)
スズメガ ヒメスズメ Deilephila askoldensis  (Oberthur, 1879)
スズメガ キイロスズメ Theretra nessus  (Drury, 1773)
スズメガ サツマスズメ Theretra clotho  (Drury, 1773)
スズメガ コスズメ Theretra japonica  (Boisduval, 1869)
スズメガ セスジスズメ Theretra oldenlandiae  (Fabricius, 1775)
スズメガ ビロードスズメ Rhagastis mongoliana  (Butler, 1875)
スズメガ ミスジビロードスズメ Rhagastis trilineata  Matsumura, 1921
シャチホコガ ギンモンスズメモドキ Tarsolepis japonica  Wileman et South, 1917
シャチホコガ シャチホコガ Stauropus fagi persimilis  Butler, 1879
シャチホコガ ヒメシャチホコ Neostauropus basalis  (Moore, 1877)
シャチホコガ プライヤアオシャチホコ Quadricalcarifera pryeri  (Leech, 1899)
シャチホコガ アオシャチホコ Quadricalcarifera japonica  Nakatomi, 1981
シャチホコガ オオアオシャチホコ Quadricalcarifera cyanea cyanea  (Leech, 1889)
シャチホコガ ブナアオシャチホコ Quadricalcarifera punctatella  (Motschulsky, 1861)
シャチホコガ バイバラシロシャチホコ Cnethodonta grisescens  Staudinger, 1887
シャチホコガ シロシャチホコ Cnethodonta japonica  Sugi, 1980
シャチホコガ ニッコウシャチホコ Shachia circumscripta  (Butler, 1885)
シャチホコガ オオモクメシャチホコ Cerura menciana  Moore, 1877
シャチホコガ タッタカモクメシャチホコ Cerura tattakana  (Matsumura, 1927)
シャチホコガ ホシナカグロモクメシャチホコ Furcula infumata  (Staudinger, 1887)
シャチホコガ ナカグロモクメシャチホコ Furcula lanigera  (Butler, 1877)
シャチホコガ ギンシャチホコ Harpyia umbrosa  (Staudinger, 1892)
シャチホコガ モンクロギンシャチホコ Wilemanus bidentatus  Matsumura, 1925
シャチホコガ ムラサキシャチホコ Uropyia meticulodina  (Oberthur, 1884)
シャチホコガ ホソバシャチホコ Fentonia ocypete  (Bremer, 1861)
シャチホコガ クロシタシャチホコ Mesophalera sigmata  (Butler, 1877)
シャチホコガ ホソバネグロシャチホコ Disparia variegata sordida  (Wileman, 1911)
シャチホコガ フタジマネグロシャチホコ Neodrymonia delia  (Leech, 1889)
シャチホコガ オオネグロシャチホコ Eufentonia nihonica  (Wileman, 1911)
シャチホコガ ムクツマキシャチホコ Phalera angustipennis  Matsumura, 1919
シャチホコガ ツマキシャチホコ Phalera assimilis  (Bremer et Grey, 1853)
シャチホコガ モンクロシャチホコ Phalera flavescens  (Bremer et Grey, 1853)
シャチホコガ クロテンシャチホコ Urodonta branickii  (Oberthur, 1880)
シャチホコガ シロテンシャチホコ Urodonta viridimixta  (Bremer, 1861)
シャチホコガ ナカスジシャチホコ Nerice bipartita  Butler, 1885
シャチホコガ カバイロモクメシャチホコ Hupodonta corticalis  Butler, 1877
シャチホコガ ヘリスジシャチホコ Neopheosia fasciata japonica  Okano, 1955
シャチホコガ アオバシャチホコ Zeranga permagna  (Butler, 1881)
シャチホコガ クビワシャチホコ Shaka atrovittatus  (Bremer, 1861)
シャチホコガ クロスジシャチホコ Lophocosma sarantuja  Schintlmeister et Kinoshita, 1984
シャチホコガ セダカシャチホコ Rabtala cristata  (Butler, 1877)
シャチホコガ アオセダカシャチホコ Rabtala splendida  (Oberthur, 1880)
シャチホコガ トリゲキシャチホコ Torigea plumosa  (Leech, 1889)
シャチホコガ キシャチホコ Torigea straminea  (Moore, 1877)
シャチホコガ ウスキシャチホコ Mimopydna pallida  (Butler, 1877)
シャチホコガ カバイロシャチホコ Ramesa tosta  Walker, 1855
シャチホコガ シロジマシャチホコ Pheosia fusiformis  Matsumura, 1921
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シャチホコガ マエジロシャチホコ Notodonta albicosta  (Matsumura, 1920)
シャチホコガ トビスジシャチホコ Notodonta stigmatica  Matsumura, 1920
シャチホコガ ウチキシャチホコ Notodonta dembowskii  Oberthur, 1879
シャチホコガ アカネシャチホコ Peridea lativitta  (Wileman, 1911)
シャチホコガ ナカキシャチホコ Peridea gigantea  Butler, 1877
シャチホコガ ルリモンシャチホコ Peridea oberthueri  (Staudinger, 1892)
シャチホコガ マルモンシャチホコ Peridea moltrechti  (Oberthur, 1911)
シャチホコガ イシダシャチホコ Peridea graeseri  (Staudinger, 1892)
シャチホコガ ニトベシャチホコ Peridea aliena  (Staudinger, 1892)
シャチホコガ ネスジシャチホコ Peridea basilinea  Wileman, 1911
シャチホコガ スズキシャチホコ Suzukiana cinerea (Butler, 1879)
シャチホコガ ウグイスシャチホコ Pheosiopsis olivacea  (Matsumura, 1920)
シャチホコガ アマギシャチホコ Eriodonta amagisana  (Marumo, 1933)
シャチホコガ トビモンシャチホコ Drymonia dodonides  (Staudinger, 1887)
シャチホコガ コトビモンシャチホコ Drymonia japonica  (Wileman, 1911)
シャチホコガ ノヒラトビモンシャチホコ Drymonia basalis  Wileman et South, 1917
シャチホコガ モンキシロシャチホコ Leucodonta bicoloria  (Denis et Schiffermuller, 1775)
シャチホコガ カエデシャチホコ Semidonta biloba  (Oberthur, 1880)
シャチホコガ ハイイロシャチホコ Microphalera grisea  Butler, 1885
シャチホコガ ヤスジシャチホコ Epodonta lineata  (Oberthur, 1880)
シャチホコガ オオトビモンシャチホコ Phalerodonta manleyi  (Leech, 1889)
シャチホコガ タカオシャチホコ Hiradonta takaonis  Matsumura, 1924
シャチホコガ ツマジロシャチホコ Hexafrenum leucodera  (Staudinger, 1892)
シャチホコガ ウスグロシャチホコ Epinotodonta fumosa  Matsumura, 1919
シャチホコガ ハガタエグリシャチホコ Hagapteryx admirabilis  (Staudinger, 1887)
シャチホコガ クワヤマエグリシャチホコ Ptilodon kuwayamae  (Matsumura, 1919)
シャチホコガ エゾエグリシャチホコ Ptilodon jezoensis  (Matsumura, 1919)
シャチホコガ エグリシャチホコ Ptilodon robusta  (Matsumura, 1924)
シャチホコガ クロエグリシャチホコ Ptilodon okanoi  (Inoue, 1958)
シャチホコガ スジエグリシャチホコ Ptilodon hoegei  (Graeser, 1888)
シャチホコガ シロスジエグリシャチホコ Fusapteryx ladislai  (Oberthur, 1880)
シャチホコガ プライヤエグリシャチホコ Lophontosia pryeri  (Butler, 1879)
シャチホコガ シーベルスシャチホコ Odontosia sieversii japonibia  Matsumura, 1929
シャチホコガ エゾクシヒゲシャチホコ Ptilophora jezoensis  (Matsumura, 1920)
シャチホコガ クシヒゲシャチホコ Ptilophora nohirae  (Matsumura, 1920)
シャチホコガ キエグリシャチホコ Himeropteryx miraculosa  Staudinger, 1887
シャチホコガ ハネブサシャチホコ Platychasma virgo  Butler, 1881
シャチホコガ タテスジシャチホコ Togepteryx velutina  (Oberthur, 1880)
シャチホコガ エゾギンモンシャチホコ Spatalia jezoensis  Wileman et South, 1916
シャチホコガ ウスイロギンモンシャチホコ Spatalia doerriesi  Graeser, 1888
シャチホコガ ギンモンシャチホコ Spatalia dives  Oberthur, 1884
シャチホコガ オオエグリシャチホコ Pterostoma sinicum  Moore, 1877
シャチホコガ ギンボシシャチホコ Yamatoa cinnamomea  (Leech, 1889)
シャチホコガ トビギンボシシャチホコ Eguria ornata  (Oberthur, 1884)
シャチホコガ クワゴモドキシャチホコ Gonoclostera timoniorum  (Bremer, 1861)
シャチホコガ ヒナシャチホコ Micromelalopha troglodyta  (Graeser, 1890)
シャチホコガ ツマアカシャチホコ Clostera anachoreta  (Denis et Schiffermuller, 1775)
シャチホコガ セグロシャチホコ Clostera anastomosis  (Linnaeus, 1758)
ドクガ スギドクガ Calliteara argentata  (Butler, 1881)
ドクガ リンゴドクガ Calliteara pseudabietis  Butler, 1885
ドクガ アカヒゲドクガ Calliteara lunulata  (Butler, 1877)
ドクガ スズキドクガ Calliteara conjuncta  (Wileman, 1911)
ドクガ シタキドクガ Calliteara taiwana aurifera  (Scriba, 1919)
ドクガ ナチキシタドクガ Ilema nachiensis  (Marumo, 1917)
ドクガ マメドクガ Cifuna locuples confusa  (Bremer, 1861)
ドクガ ブドウドクガ Neocifuna eurydice  (Butler, 1885)
ドクガ アカモンドクガ Orgyia recens approximans  Butler, 1881
ドクガ ヒメシロモンドクガ Orgyia thyellina  Butler, 1881
ドクガ ヤクシマドクガ Orgyia triangularis  Nomura, 1938
ドクガ スゲオオドクガ Laelia gigantea  Butler, 1885
ドクガ エルモンドクガ Arctornis lnigrum ussuricum  Bytinski-Salz, 1939
ドクガ スカシドクガ Arctornis kumatai  Inoue, 1956
ドクガ シロオビドクガ Numenes albofascia albofascia  (Leech, 1889)
ドクガ マイマイガ Lymantria dispar japonica  (Motschulsky, 1861)
ドクガ カシワマイマイ Lymantria mathura aurosa  Butler, 1877
ドクガ ノンネマイマイ Lymantria monacha  (Linnaeus, 1758)
ドクガ ミノモマイマイ Lymantria minomonis minomonis  Matsumura, 1934
ドクガ ウチジロマイマイ Parocneria furva  (Leech, 1889)
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ドクガ ニワトコドクガ Topomesoides jonasii  (Butler, 1877)
ドクガ クロモンドクガ Pida niphonis (Butler, 1881)
ドクガ モンシロドクガ Euproctis similis  (Fuessly, 1775)
ドクガ トラサンドクガ Euproctis torasan  (Holland, 1889)
ドクガ ゴマフリドクガ Euproctis pulverea  (Leech, 1889)
ドクガ キドクガ Euproctis piperita  Oberthur, 1880
ドクガ ドクガ Euproctis subflava  (Bremer, 1864)
ドクガ サカグチキドクガ Euproctis sakaguchii  Matsumura, 1927
ドクガ チャドクガ Euproctis pseudoconspersa  (Strand, 1914)
ドクガ マガリキドクガ Euproctis curvata  Wileman, 1911
ヒトリガ ホシホソバ Pelosia muscerda tetrasticta  (Hampson, 1766)
ヒトリガ クロスジホソバ Pelosia noctis  (Butler, 1881)
ヒトリガ ムジホソバ Eilema deplana pavescens  (Butler, 1877)
ヒトリガ ツマキホソバ Eilema laevis  (Butler, 1877)
ヒトリガ キシタホソバ Eilema griseola aegrota  (Butler, 1877)
ヒトリガ ミヤマキベリホソバ Eilema okanoi  Inoue, 1961
ヒトリガ ヤネホソバ Eilema fuscodorsalis  (Matsumura, 1930)
ヒトリガ キマエホソバ Eilema japonica japonica  (Leech, 1889)
ヒトリガ ニセキマエホソバ Eilema nankingica  (Daniel, 1954)
ヒトリガ ヒメツマキホソバ Eilema minor  Okano, 1955
ヒトリガ シロホソバ Eilema degenerella  (Walker, 1863)
ヒトリガ アマミキホソバ Eilema antica  (Walker, 1854)
ヒトリガ ヒメキホソバ Eilema cribrata  (Staudinger, 1887)
ヒトリガ キベリネズミホソバ Agylla gigantea gigantea  (Oberthur, 1879)
ヒトリガ キマエクロホソバ Agylla collitoides  (Butler, 1885)
ヒトリガ マエグロホソバ Conilepia nigricosta  (Leech, 1889)
ヒトリガ ヨツボシホソバ Lithosia quadra  (Linnaeus, 1758)
ヒトリガ クビワウスグロホソバ Paraona staudingeri  Alpheraky, 1897
ヒトリガ アカスジシロコケガ Cyana hamata hamata  Walker, 1854
ヒトリガ クロスジチビコケガ Manoba rectilinea chinesica  Draudt, 1931
ヒトリガ ウスグロコケガ Siccia obscura  (Leech, 1889)
ヒトリガ ホシオビコケガ Parasiccia altaica  (Lederer, 1855)
ヒトリガ オオベニヘリコケガ Melanaema venata venata  Butler, 1877
ヒトリガ ヒメホシキコケガ Asura dharma dharma  (Moore, 1979)
ヒトリガ フタホシキコケガ Nudina artaxidia  (Butler, 1881)
ヒトリガ クロテンハイイロコケガ Eugoa grisea  Butler, 1877
ヒトリガ ハガタベニコケガ Miltochrista aberrans aberrans  Butler, 1877
ヒトリガ ベニヘリコケガ Miltochrista miniata  (Forster, 1771)
ヒトリガ ハガタキコケガ Miltochrista pallida  (Bremer, 1864)
ヒトリガ スジベニコケガ Miltochrista striata striata  (Bremer et Grey, 1853)
ヒトリガ ゴマダラベニコケガ Miltochrista pulchera leacrita  (Swinhoe, 1894)
ヒトリガ ゴマダラキコケガ Stigmatophora flava  (Bremer et Grey, 1853)
ヒトリガ モンクロベニコケガ Stigmatophora rhodophila  (Walker, 1865)
ヒトリガ チャオビチビコケガ Philenora latifasciata  Inoue et Kobayashi, 1963
ヒトリガ ウスバフタホシコケガ Schistophleps bipuncta  Hampson, 1891
ヒトリガ アマヒトリ Phragmatobia amurensis amurensis  Seitz, 1910
ヒトリガ スジモンヒトリ Spilarctia seriatopunctata seriatopunctata  Motschulsky, 1861
ヒトリガ フトスジモンヒトリ Spilarctia obliquizonata  (Miyake, 1910)
ヒトリガ フタスジヒトリ Spilarctia bifasciata  (Butler, 1881)
ヒトリガ オビヒトリ Spilarctia subcarnea  Walker, 1855
ヒトリガ アカヒトリ Thanatarctia flammeola  (Moore, 1877)
ヒトリガ カクモンヒトリ Thanatarctia inaequalis inaequalis  (Butler, 1879)
ヒトリガ クワゴマダラヒトリ Thanatarctia imparilis  (Butler, 1877)
ヒトリガ クロフシロヒトリ Eospilarctia lewisii  (Butler, 1885)
ヒトリガ アカハラゴマダラヒトリ Spilosoma punctaria  (Stoll, 1782)
ヒトリガ キハラゴマダラヒトリ Spilosoma lubricipeda  (Linnaeus, 1758)
ヒトリガ シロヒトリ Chionarctia nivea  (Menetries, 1859)
ヒトリガ アメリカシロヒトリ Hyphantria cunea  (Drury, 1773) ●
ヒトリガ ホシベニシタヒトリ Rhyparioides amurensis nipponensis  Kishida et Inomata, 1981
ヒトリガ ベニシタヒトリ Rhyparioides nebulosus  Butler, 1877
ヒトリガ マエアカヒトリ Amsacta lactinea  (Cramer, 1777)
ヒトリガ ヒメキシタヒトリ Parasemia plantaginis melanissima  Inoue,1976
ヒトリガ ジョウザンヒトリ Pericallia matronula sachalinensis  Draudt, 1931
ヒトリガ ヒトリガ Arctia caja phaeosoma  (Butler, 1877)
ヒトリガ ベニゴマダラヒトリ Utetheisa pulchelloides  Hampson, 1907
ヒトリガ モンシロモドキ Nyctemera adversata  (Schaller, 1788)
ヒトリモドキガ イチジクヒトリモドキ Asota ficus  (Fabricius, 1775)
コブガ クロスジシロコブガ Nola taeniata  Snellen, 1874
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コブガ マエモンコブガ Nola japonibia  (Strand, 1920)
コブガ ヒメコブガ Nola confusalis  (Herrich-Schaffer, 1847)
コブガ ナミコブガ Nola nami  (Inoue, 1956)
コブガ ツマモンコブガ Poecilonola pulchella  (Leech, 1889)
コブガ ヨシノコブガ Meganola melancholica  (Wileman et West, 1928)
コブガ ナカグロコブガ Meganola mediofascia  (Inoue, 1958)
コブガ イナズマコブガ Meganola triangulalis  (Leech, 1889)
コブガ トビモンシロコブガ Meganola albula pacifica  (Inoue, 1958)
コブガ クロスジコブガ Meganola fumosa  (Butler, 1878)
コブガ リンゴコブガ Mimerastria mandschuriana  (Oberthur, 1880)
カノコガ カノコガ Amata fortunei  (Orza, 1869)
カノコガ キハダカノコ Amata germana nigricauda  (Miyake, 1907)
ヤガ マルバネキシタケンモン Trisuloides rotundipennis  Sugi, 1976
ヤガ ウスベリケンモン Anacronicta nitida  (Butler, 1878)
ヤガ コウスベリケンモン Anacronicta caliginea  (Butler, 1881)
ヤガ ニセキバラケンモン Trichosea ainu (Wileman, 1911)
ヤガ キバラケンモン Trichosea champa  (Moore, 1879)
ヤガ キタキバラケンモン Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758)
ヤガ カラフトゴマケンモン Panthea coenobita idae  Bryk, 1949
ヤガ ネグロケンモン Colocasia jezoensis  (Matsumura, 1931)
ヤガ ヒメネグロケンモン Colocasia umbrosa  (Wileman, 1911)
ヤガ アオケンモン Belciades niveola  (Motschulsky, 1866)
ヤガ ゴマケンモン Moma alpium  (Osbeck, 1778)
ヤガ キクビゴマケンモン Moma fulvicollis  (Lattin, 1949)
ヤガ ニッコウアオケンモン Nacna malachitis  (Oberthur, 1880)
ヤガ スギタニアオケンモン Nacna sugitanii  (Nagano, 1918)
ヤガ スギタニゴマケンモン Harrisimemna marmorata  Hampson, 1908
ヤガ シロケンモン Acronicta leporina leporella  Staudinger, 1888
ヤガ オオケンモン Acronicta major  (Bremer, 1861)
ヤガ サクラケンモン Hyboma adaucta  (Warren, 1909)
ヤガ シロハラケンモン Plataplecta pulverosa  (Hampson, 1909)
ヤガ アサケンモン Plataplecta pruinosa consanguis  (Butler, 1879)
ヤガ シロモンケンモン Plataplecta albistigma  (Hampson, 1909)
ヤガ ゴマシオケンモン Triaena isocuspis  (Sugi, 1968)
ヤガ ウスムラサキケンモン Triaena subpurpurea  (Matsumura, 1926)
ヤガ ヒメリンゴケンモン Triaena tridens  (Denis et Schiffermuller, 1775)
ヤガ リンゴケンモン Triaena intermedia  (Warren, 1909)
ヤガ オオホソバケンモン Triaena cuspis  (Hubner, 1813)
ヤガ ハンノケンモン Jocheaera alni  (Linnaeus, 1758)
ヤガ シロシタケンモン Hylonycta hercules  (Felder et Rogenhofer, 1874)
ヤガ ナシケンモン Viminia rumicis  (Linnaeus, 1758)
ヤガ クビグロケンモン Viminia digna  (Butler, 1881)
ヤガ イボタケンモン Craniophora ligustri  (Denis et Schiffermuller, 1775)
ヤガ ニッコウケンモン Craniophora praeclara  (Graeser, 1890)
ヤガ シマケンモン Craniophora fasciata  (Moore, 1884)
ヤガ クロフケンモン Craniophora jankowskii  (Oberthur, 1880)
ヤガ ウスイロケンモン Thalatha japonica  Sugi, 1982
ヤガ シロフクロケンモン Narcotica niveosparsa  (Matsumura, 1926)
ヤガ アミメケンモン Lophonycta confusa  (Leech, 1889)
ヤガ マルモンキノコヨトウ Byromoia melachlora  (Staudinger, 1892)
ヤガ イチモジキノコヨトウ Bryophila granitalis  (Butler, 1881)
ヤガ キノコヨトウ Cryphia obscura  (Warren, 1909)
ヤガ ハイイロキノコヨトウ Cryphia griseola  (Nagano, 1918)
ヤガ ウスアオキノコヨトウ Stenoloba clara  (Leech, 1889)
ヤガ ウンモンキノコヨトウ Stenoloba manleyi  (Leech, 1889)
ヤガ シロスジキノコヨトウ Stenoloba jankowskii  (Oberthur, 1885)
ヤガ オオタバコガ Helicoverpa armigera  (Hubner, 1808)
ヤガ タバコガ Helicoverpa assulta  (Guenee, 1852)
ヤガ ツメクサガ Heliothis maritima adaucta  Butler, 1878
ヤガ オオクロバヤガ Euxoa adumbrata  (Eversmann, 1842)
ヤガ ウスグロヤガ Euxoa sibirica  (Boisduval, 1832)
ヤガ クモマウスグロヤガ Euxoa islandica rossica  (Staudinger, 1881)
ヤガ ムギヤガ Euxoa oberthueri  (Leech, 1900)
ヤガ クロヤガ Euxoa nigrata  Matsumura, 1926
ヤガ タマナヤガ Agrotis ipsilon  (Hufnagel, 1766)
ヤガ オオカブラヤガ Agrotis tokionis  Butler, 1881
ヤガ カブラヤガ Agrotis segetum  (Denis et Schiffermuller, 1775)
ヤガ ホッキョクモンヤガ Agrotis patula  Walker, 1857
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ヤガ ホソアオバヤガ Ochropleura praecox flavomaculata  (Graeser, 1889)
ヤガ オオホソアオバヤガ Ochropleura praecurrens  (Staudinger, 1888)
ヤガ コキマエヤガ Ochropleura triangularis  Moore, 1867
ヤガ マエジロヤガ Ochropleura plecta glaucimacula  (Graeser, 1889)
ヤガ ナカトビヤガ Chersotis cuprea japonica  (Warnecke, 1940)
ヤガ ホシボシヤガ Hermonassa arenosa  (Butler, 1881)
ヤガ クロクモヤガ Hermonassa cecilia  Butler, 1878
ヤガ ナカグロヤガ Noctua undosa  (Leech, 1889)
ヤガ シロオビハイイロヤガ Spaelotis lucens  Butler, 1881
ヤガ カバスジヤガ Sineugraphe exusta  (Butler, 1878)
ヤガ ウスイロカバスジヤガ Sineugraphe bipartita  (Graeser, 1889)
ヤガ オオカバスジヤガ Sineugraphe longipennis  (Boursin, 1948)
ヤガ ニセタマナヤガ Peridroma saucia  (Hubner, 1808)
ヤガ コウスチャヤガ Diarsia deparca  (Butler, 1879)
ヤガ オオバコヤガ Diarsia canescens  (Butler, 1878)
ヤガ ウスアカヤガ Diarsia albipennis  (Butler, 1889)
ヤガ ミヤマアカヤガ Diarsia brunnea  (Denis et Schiffermuller, 1775)
ヤガ モンキヤガ Diarsia dewitzi  (Graeser, 1889)
ヤガ ヤマトウスチャヤガ Diarsia nipponica  Ogata, 1957
ヤガ アカフヤガ Diarsia pacifica  Boursin, 1943
ヤガ ウスイロアカフヤガ Diarsia ruficauda  (Warren, 1909)
ヤガ アルプスヤガ Anomogyna speciosa  (Hubner, 1813)
ヤガ ヤツガタケヤガ Anomogyna yatsugadakeana  Matsumura, 1926
ヤガ アトジロアルプスヤガ Anomogyna sincera  (Herrich-Schaffer, 1851)
ヤガ ダイセツヤガ Pachnobia imperita  (Hubner, 1831)
ヤガ シロモンヤガ Xestia cnigrum  (Linnaeus, 1758)
ヤガ タンポヤガ Xestia ditrapezium orientalis  (Strand, 1916)
ヤガ クロフトビイロヤガ Xestia fuscostigma  (Bremer, 1861)
ヤガ ハコベヤガ Xestia kollari plumbata  (Butler, 1881)
ヤガ マエキヤガ Xestia stupenda  (Butler, 1878)
ヤガ ウスチャヤガ Xestia dilatata  (Butler, 1879)
ヤガ キミミヤガ Xestia tabida  (Butler, 1878)
ヤガ キシタミドリヤガ Xestia efflorescens  (Butler, 1879)
ヤガ ハイイロキシタヤガ Xestia semiherbida decrata  (Butler, 1879)
ヤガ クロギシギシヤガ Naenia contaminata  (Walker, 1865)
ヤガ アオバヤガ Anaplectoides prasina  (Denis et Schiffermuller, 1775)
ヤガ オオアオバヤガ Anaplectoides virens  (Butler, 1878)
ヤガ カギモンヤガ Cerastis pallescens  (Butler, 1878)
ヤガ オオシラホシヨトウ Polia nebulosa  (Hufnagel, 1766)
ヤガ オオシモフリヨトウ Polia goliath  (Oberthur, 1880)
ヤガ クロヨトウ Polia mortua  (Staudinger, 1888)
ヤガ シラホシヨトウ Melanchra persicariae  (Linnaeus, 1761)
ヤガ アトジロシラホシヨトウ Melanchra postalba  Sugi, 1982
ヤガ ヨトウガ Mamestra brassicae  (Linnaeus, 1758)
ヤガ エゾチャイロヨトウ Lacanobia splendens  (Hubner, 1808)
ヤガ シロシタヨトウ Sarcopolia illoba  (Butler, 1878)
ヤガ アサギリヨトウ Sideridis incommoda (Staudinger, 1888)
ヤガ フジシロミャクヨトウ Heliophobus texturatus  (Alpheraky, 1892)
ヤガ キミャクヨトウ Dictyestra dissecta  (Walker, 1865)
ヤガ ヒメムラサキヨトウ Sideridis unica  (Leech, 1889)
ヤガ コグレヨトウ Hadena dealbata kogurei  Sugi, 1958
ヤガ フサクビヨトウ Hadena rivularis  (Fabricius, 1775)
ヤガ モモイロフサクビヨトウ Hadena confucii  (Draudt, 1950)
ヤガ コハイイロヨトウ Hadena aberrans  (Eversmann, 1856)
ヤガ フタスジヨトウ Protomiselia bilinea  (Hampson, 1905)
ヤガ ハマオモトヨトウ Brithys crini  (Fabricius, 1775)
ヤガ クロスジキリガ Xylopolia bella bella  (Butler, 1881)
ヤガ ケンモンキリガ Egira saxea  (Leech, 1889)
ヤガ マツキリガ Panolis flammea japonica  Draudt, 1935
ヤガ タカオキリガ Pseudopanolis takao  Inaba, 1927
ヤガ アズサキリガ Pseudopanolis azusa  Sugi, 1968
ヤガ キンイロキリガ Clavipalpura aurariae  (Oberthur, 1880)
ヤガ スギタニキリガ Perigrapha hoenei  Pungeler, 1914
ヤガ ミヤマカバキリガ Orthosia incerta incognita  Sugi, 1955
ヤガ カバキリガ Orthosia evanida  (Butler, 1879)
ヤガ アオヤマキリガ Orthosia aoyamensis  (Matsumura, 1926)
ヤガ カギモンキリガ Orthosia nigromaculata  (Hone, 1917)
ヤガ クロミミキリガ Orthosia lizetta  Butler, 1878
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ヤガ ブナキリガ Orthosia paromoea  (Hampson, 1905)
ヤガ ホソバキリガ Orthosia angustipennis  (Matsumura, 1926)
ヤガ クロテンキリガ Orthosia fausta  Leech, 1889
ヤガ ヨモギキリガ Orthosia ella  (Butler, 1878)
ヤガ シロヘリキリガ Orthosia limbata  (Butler, 1879)
ヤガ イイジマキリガ Orthosia ijimai  (Butler, 1879)
ヤガ スモモキリガ Orthosia munda  (Denis et Schiffermuller, 1775)
ヤガ チャイロキリガ Orthosia odiosa  (Butler, 1878)
ヤガ ゴマフキリガ Orthosia coniortota  (Filipjev, 1927)
ヤガ ウスベニキリガ Orthosia cedermarki  (Butler, 1878)
ヤガ カシワキリガ Orthosia gothica askoldensis  (Staudinger, 1892)
ヤガ アカバキリガ Orthosia carnipennis  (Butler, 1878)
ヤガ フタオビキヨトウ Mythimna turca  (Linnaeus, 1761)
ヤガ オオフタオビキヨトウ Mythimna grandis  Butler, 1878
ヤガ ナガフタオビキヨトウ Mythimna divergens  Butler, 1878
ヤガ シロテンキヨトウ Aletia conigera  (Denis et Schiffermuller, 1775)
ヤガ クロシタキヨトウ Aletia placida  (Butler, 1878)
ヤガ ミカワキヨトウ Aletia bani  Sugi, 1977
ヤガ マダラキヨトウ Aletia flavostigma  (Bremer, 1861)
ヤガ ツマアカキヨトウ Aletia inornata  (Leech, 1889)
ヤガ ウラギンキヨトウ Aleria pryeri  (Leech, 1900)
ヤガ フタテンキヨトウ Aletia radiata stellata  (Hampson, 1905)
ヤガ カバフクロテンキヨトウ Aletia salebrosa  (Butler, 1878)
ヤガ クロテンキヨトウ Aletia chosenicola  (Bryk, 1949)
ヤガ スジグロキヨトウ Aletia nigrilinea  (Leech, 1889)
ヤガ マメチャイロキヨトウ Aletia consanguis  (Guenee, 1852)
ヤガ アワヨトウ Pseudaletia separata  (Walker, 1865)
ヤガ ウスイロキヨトウ Dysaletia inanis  (Oberthur, 1880)
ヤガ アカスジキヨトウ Anapoma postica  (Hampson, 1905)
ヤガ スジシロキヨトウ Leucania striata  Leech, 1900
ヤガ ニセスジシロキヨトウ Leucania substriata  Yoshimatsu, 1987
ヤガ アトジロキヨトウ Leucania compta  Moore, 1881
ヤガ クサシロキヨトウ Acantholeucania loreyi  (Duponchel, 1827)
ヤガ ヒメクサシロキヨトウ Acantholeucania loreyimima  (Rungs, 1953)
ヤガ ナカスジキヨトウ Senta flammea stenoptera  (Staudinger, 1892)
ヤガ ハイイロセダカモクメ Cucullia maculosa  Staudinger, 1888
ヤガ ダイセンセダカモクメ Cucullia mandschuriae  Oberthur, 1884
ヤガ セダカモクメ Cucullia perforata  Bremer, 1861
ヤガ ホシヒメセダカモクメ Cucullia fraudatrix  Eversmann, 1837
ヤガ ギンモンセダカモクメ Cucullia jankowskii  Oberthur, 1884
ヤガ ホソバセダカモクメ Cucullia fraterna  Butler, 1878
ヤガ ミヤマセダカモクメ Cucullia lucifuga  (Denis et Schiffermuller, 1775)
ヤガ キクセダカモクメ Cucullia elongata  Butler, 1880
ヤガ タカネヨトウ Sympistis heliophila  (Paykull, 1793)
ヤガ ミヤマゴマキリガ Feralia sauberi montana  (Sugi, 1968)
ヤガ ケンモンミドリキリガ Daseochaeta viridis  (Leech, 1889)
ヤガ ナカオビキリガ Dryobotodes intermissa  (Butler, 1886)
ヤガ アヤモクメキリガ Xylena fumosa  (Butler, 1878)
ヤガ ハネナガアヤモクメキリガ Xylena nihonica Hone, 1917
ヤガ キバラモクメキリガ Xylena formosa  (Butler, 1878)
ヤガ ハンノキリガ Lithophane ustulata  (Butler, 1878)
ヤガ カシワキボシキリガ Lithophane pruinosa  (Butler, 1878)
ヤガ シロクビキリガ Lithophane consocia  (Borkhausen, 1792)
ヤガ モンハイイロキリガ Lithophane plumbealis  (Matsumura, 1926)
ヤガ ウスアオキリガ Lithophane venusta  (Leech, 1889)
ヤガ カタハリキリガ Lithophane rosinae  (Pungeler, 1906)
ヤガ ナカグロホソキリガ Lithophane socia  (Hufnagel, 1766)
ヤガ コケイロホソキリガ Lithophane nagaii  Sugi, 1958
ヤガ ミツボシキリガ Eupsilia tripunctata  Butler, 1878
ヤガ カバイロミツボシキリガ Eupsilia boursini  Sugi, 1958
ヤガ ヨスジノコメキリガ Eupsilia quadrilinea  (Leech, 1889)
ヤガ ヨスジキリガ Eupsilia strigifera  Butler, 1879
ヤガ ウスミミモンキリガ Eupsilia contractra  (Butler, 1878)
ヤガ チャマダラキリガ Rhynchaglaea scitula  (Butler, 1879)
ヤガ クロチャマダラキリガ Rhynchaglaea fuscipennis  Sugi 1958
ヤガ ヤクシマキリガ Mesorhynchaglaea pacifica  Sugi, 1980
ヤガ キマエキリガ Hemiglaea costalis  (Butler, 1879)
ヤガ ヤマノモンキリガ Sugitania clara Sugi, 1990
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ヤガ スギタニモンキリガ Sugitania lepida  (Butler, 1879)
ヤガ ミヤマオビキリガ Conistra grisescens  Draudt, 1950
ヤガ テンスジキリガ Conistra fletcheri  Sugi, 1958
ヤガ ホシオビキリガ Conistra albipuncta  (Leech, 1889)
ヤガ ナワキリガ Conistra nawae  Matsumura, 1926
ヤガ イチゴキリガ Orbona fragariae  (Vieweg, 1790)
ヤガ エゾキイロキリガ Xanthia japonago  (Wileman et West, 1929)
ヤガ ウスキトガリキリガ Telorta acuminata  (Butler, 1878)
ヤガ キトガリキリガ Telorta edentata  (Leech, 1889)
ヤガ ノコメトガリキリガ Telorta divergens  (Butler, 1879)
ヤガ アオバハガタヨトウ Antivaleria viridimacula  (Graeser, 1889)
ヤガ ヤマトハガタヨトウ Isopolia stenoptera  Sugi, 1959
ヤガ ヘーネアオハガタヨトウ Isopolia hoenei  Boursin, 1958
ヤガ ムラサキハガタヨトウ Blepharita amica ussuriensis  Sheljuzhko, 1919
ヤガ オオハガタヨトウ Blepharita melanodonta  (Hampson, 1906)
ヤガ ミヤマハガタヨトウ Blepharita bathensis  (Lutzau, 1901)
ヤガ ミドリハガタヨトウ Meganephria extensa  (Butler, 1879)
ヤガ クロビロードヨトウ Sidemia bremeri  (Erschoff, 1867)
ヤガ チャイロカドモンヨトウ Apamea sodalis  (Butler, 1878)
ヤガ スジアカヨトウ Apamea striata  Haruta, 1958
ヤガ アカモクメヨトウ Apamea aquila oriens  (Warren, 1911)
ヤガ オオアカヨトウ Apamea lateritia  (Hufnagel, 1766)
ヤガ ネスジシラクモヨトウ Apamea hampsoni  Sugi, 1963
ヤガ アルプスクロヨトウ Apamea rubrirena pacifica  Sugi, 1982
ヤガ セスジヨトウ Apamea scolopacina  (Esper, 1788)
ヤガ マエアカシロヨトウ Leucapamea kawadai  (Sugi, 1955)
ヤガ コマエアカシロヨトウ Leucapamea askoldis  (Oberthur, 1880)
ヤガ アオフシラクモヨトウ Antapamea conciliata  (Butler, 1878)
ヤガ クサビヨトウ Oligia ophiogramma  (Esper, 1794)
ヤガ セアカヨトウ Oligia fodinae  (Oberthur, 1880)
ヤガ サッポロチャイロヨトウ Sapporia repetita  (Butler, 1885)
ヤガ カバマダラヨトウ Anapamea cuneata  (Leech, 1889)
ヤガ ヒメキイロヨトウ Anapamea minor  (Sugi, 1963)
ヤガ ハジマヨトウ Bambusiphila vulgaris  (Butler, 1886)
ヤガ ギシギシヨトウ Atrachea nitens  (Butler, 1878)
ヤガ ショウブヨトウ Amphipoea ussuriensis  (Petersen, 1914)
ヤガ ゴボウトガリヨトウ Gortyna fortis  (Butler, 1878)
ヤガ ヒメトガリヨトウ Gortyna basalipunctata  Graeser, 1889
ヤガ テンオビヨトウ Nonagria turpis  Butler, 1879
ヤガ オオチャバネヨトウ Nonagria puengeleri  (Schawerda, 1923)
ヤガ キスジウスキヨトウ Archanara sparganii  (Esper, 1790)
ヤガ カバイロウスキヨトウ Epipsammia confusa  Sugi, 1982
ヤガ イネヨトウ Sesamia inferens  (Walker, 1856)
ヤガ クマソオオヨトウ Kumasia kumaso  (Sugi, 1963)
ヤガ シロホシキシタヨトウ Triphaenopsis lucilla  Butler, 1878
ヤガ エゾキシタヨトウ Triphaenopsis jezoensis  Sugi, 1962
ヤガ ウスキシタヨトウ Triphaenopsis cinerescens  Butler, 1885
ヤガ ナカジロキシタヨトウ Triphaenopsis postflava  (Leech, 1900)
ヤガ ウスアオヨトウ Polyphaenis subviridis  (Butler, 1878)
ヤガ アカガネヨトウ Euplexia lucipara  (Linnaeus, 1758)
ヤガ ムラサキアカガネヨトウ Euplexia vinacea  Sugi, 1982
ヤガ シラオビアカガネヨトウ Euplexia illustrata  Graeser, 1889
ヤガ マエグロシラオビアカガネヨトウ Euplexia albovittata  Moore, 1867
ヤガ トビイロアカガネヨトウ Euplexia albilineola  (Wileman et South, 1918)
ヤガ モンキアカガネヨトウ Euplexia aureopuncta  Hampson, 1908
ヤガ コゴマヨトウ Chandata bella  (Butler, 1881)
ヤガ ホソバミドリヨトウ Euplexidia angusta  Yoshimoto, 1987
ヤガ キグチヨトウ Phlogophora beatrix  Butler, 1878
ヤガ シロフアオヨトウ Xenotrachea niphonica  Kishida et Yoshimoto, 1979
ヤガ セブトモクメヨトウ Auchmis saga  (Butler, 1878)
ヤガ コモクメヨトウ Actinotia intermediata  (Bremer, 1861)
ヤガ クロモクメヨトウ Dypterygia caliginosa  (Walker, 1858)
ヤガ モクメヨトウ Axylia putris  (Linnaeus, 1761)
ヤガ シロスジアオヨトウ Trachea atriplicis gunama  (Butler, 1878)
ヤガ オオシロテンアオヨトウ Trachea punkikonis  Matsumura, 1928
ヤガ ヒメシロテンアオヨトウ Trachea melanospila  Kollar 1844
ヤガ ハガタアオヨトウ Trachea tokiensis  (Butler, 1884)
ヤガ アオアカガネヨトウ Karana laetevirens  (Oberthur, 1884)
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ヤガ ウスクロモクメヨトウ Dipterygina cupreotincta  Sugi, 1954
ヤガ コクロモクメヨトウ Dipterygina japonica  (Leech, 1889)
ヤガ ヨスジアカヨトウ Pygopteryx suava  Staudinger, 1887
ヤガ ハスモンヨトウ Spodoptera litura  (Fabricius, 1775)
ヤガ シロナヨトウ Spodoptera mauritia acronyctoides  (Guenee, 1852)
ヤガ シロイチモジヨトウ Spodoptera exigua  (Hubner, 1808)
ヤガ スジキリヨトウ Spodoptera depravata  (Butler, 1879)
ヤガ クロテンヨトウ Athetis cinerascens  (Motschulsky, 1861)
ヤガ ヒメオビウスイロヨトウ Athetis gluteosa  (Treitschke, 1835)
ヤガ ヒメウスグロヨトウ Athetis lapidea  Wileman, 1911
ヤガ エゾウスイロヨトウ Athetis subargentea  (Caradja, 1926)
ヤガ テンウスイロヨトウ Athetis dissimilis  (Hampson, 1909)
ヤガ シロテンウスグロヨトウ Athetis albisignata  (Oberthur, 1879)
ヤガ キバネシロテンウスグロヨトウ Athetis pallidipennis  Sugi, 1982
ヤガ ヒメサビスジヨトウ Athetis stellata  (Moore, 1882)
ヤガ シロモンオビヨトウ Athetis lineosa  (Moore, 1882)
ヤガ シマカラスヨトウ Amphipyra pyramidea obscura  Oberthur, 1880
ヤガ オオシマカラスヨトウ Amphipyra monolitha surnia  Felder et Rogenhofer, 1874
ヤガ カラスヨトウ Amphipyra livida corvina  Motschulsky, 1866
ヤガ シロスジカラスヨトウ Amphipyra tripartita  Butler, 1878
ヤガ オオウスヅマカラスヨトウ Amphipyra erebina  Butler, 1878
ヤガ ツマジロカラスヨトウ Amphipyra schrenckii  Menetries, 1859
ヤガ アオバセダカヨトウ Mormo muscivirens  Butler, 1878
ヤガ ウグイスセダカヨトウ Mormo cyanea  Sugi, 1982
ヤガ ノコメセダカヨトウ Orthogonia sera  Felder et Felder, 1862
ヤガ ニレキリガ Cosmia affinis  (Linnaeus, 1767)
ヤガ シラホシキリガ Cosmia restituta picta  (Staudinger, 1888)
ヤガ シマキリガ Cosmia achatina  Butler, 1879
ヤガ イタヤキリガ Cosmia exigua  (Butler, 1881)
ヤガ ヒイロキリガ Cosmia sanguinea  Sugi, 1955
ヤガ マダラキボシキリガ Dimorphicosmia variegata  (Oberthur, 1879)
ヤガ クロハナギンガ Chasminodes sugii  Kononenko 1981
ヤガ ヒメギンガ Chasminodes unipuncta  Sugi, 1955
ヤガ ウラギンガ Chasminodes nervosa  (Butler, 1881)
ヤガ ウススジギンガ Chasminodes cilia  (Staudinger, 1888)
ヤガ エゾクロギンガ Chasminodes atrata  (Butler, 1884)
ヤガ ヒロオビクロギンガ Chasminodes nigrilinea  (Leech, 1889)
ヤガ ネグロヨトウ Chytonix albonotata  (Staudinger, 1892)
ヤガ ホソバネグロヨトウ Chytonix subalbonotata  Sugi, 1959
ヤガ チャオビヨトウ Niphonyx segregata  (Butler, 1878)
ヤガ ベニモンヨトウ Oligonyx vulnerata  (Butler, 1878)
ヤガ マエホシヨトウ Pyrrhidivalva sordida  (Butler, 1881)
ヤガ ヒトテンヨトウ Chalconyx ypsilon  (Butler, 1879)
ヤガ シマヨトウ Eucarta fasciata  (Butler, 1878)
ヤガ ヒメシマヨトウ Eucarta arctides  (Staudinger, 1888)
ヤガ ウスムラサキヨトウ Eucarta virgo  (Treitschke, 1835)
ヤガ モンオビヒメヨトウ Dysmilichia gemella  (Leech, 1889)
ヤガ オオホシミミヨトウ Platysenta illecta  (Walker, 1865)
ヤガ シロテンクロヨトウ Platysenta cyclica  (Hampson, 1908)
ヤガ フタテンヒメヨトウ Hadjina biguttula  (Motschulsky, 1866)
ヤガ シロマダラヒメヨトウ Iambia japonica  Sugi, 1958
ヤガ キクビヒメヨトウ Prometopus flavicollis  (Leech, 1889)
ヤガ トガリヨトウ Virgo datanidia  (Butler, 1885)
ヤガ ギンモンアカヨトウ Plusilla rosalia  Staudinger, 1892
ヤガ ムラサキツマキリヨトウ Callopistria juventina  (Stoll, 1782)
ヤガ ヒメツマキリヨトウ Callopistria duplicans  Walker, 1858
ヤガ マダラツマキリヨトウ Callopistria repleta  Walker, 1858
ヤガ アミメツマキリヨトウ Callopistria aethiops  Butler, 1878
ヤガ シロスジツマキリヨトウ Callopistria albolineola  (Graeser, 1889)
ヤガ キスジツマキリヨトウ Callopistria japonibia  Inoue et Sugi, 1958
ヤガ コガタツマキリヨトウ Callopistria reticulata  (Pagenstecher, 1884)
ヤガ アヤナミツマキリヨトウ Callopistria placodoides  (Guenee, 1852)
ヤガ ツマナミツマキリヨトウ Data clava  (Leech, 1900)
ヤガ マルモンシロガ Sphragifera sigillata  (Menetries, 1859)
ヤガ ナカジロフサヤガ Penicillaria jocosatrix  Guenee, 1852
ヤガ シロモンフサヤガ Phalga clarirena  (Sugi, 1982)
ヤガ フサヤガ Eutelia geyeri  (Felder et Rogenhofer, 1874)
ヤガ コフサヤガ Eutelia adulatricoides  (Mell, 1943)
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ヤガ ニッコウフサヤガ Atacira grabczewskii  (Pungeler, 1903)
ヤガ ノコバフサヤガ Anuga japonica  (Leech, 1889)
ヤガ ヤマトホソヤガ Lophoptera hayesi  Sugi, 1982
ヤガ コマバシロキノカワガ Nolathripa lactaria  (Graeser, 1892)
ヤガ ネジロキノカワガ Negritothripa hampsoni  (Wileman, 1911)
ヤガ ナンキンキノカワガ Gadirtha uniformis  Warren, 1913
ヤガ リュウキュウキノカワガ Risoba prominens  Moore, 1881
ヤガ キノカワガ Blenina senex  (Butler, 1878)
ヤガ ネスジキノカワガ Characoma ruficirra  (Hampson, 1905)
ヤガ クロスジキノカワガ Nycteola asiatica  (Krulikowski, 1904)
ヤガ マエシロモンキノカワガ Nycteola costalis  Sugi, 19859
ヤガ マエキリンガ Iragaodes nobilis  (Staudinger, 1887)
ヤガ アカマエアオリンガ Earias pudicana  Staudinger, 1887
ヤガ ベニモンアオリンガ Earias roseifera  Butler, 1881
ヤガ ハネモンリンガ Kerala decipiens  (Butler, 1879)
ヤガ クロオビリンガ Gelastocera exusta  Butler, 1877
ヤガ カマフリンガ Macrochthonia fervens  Butler, 1881
ヤガ カバイロリンガ Hypocarea conspicua  (Leech, 1900)
ヤガ ミドリリンガ Clethrophora distincta  (Leech, 1889)
ヤガ アオスジアオリンガ Pseudoips fagana  (Fabricius, 1794)
ヤガ トビイロリンガ Siglophora ferreilutea  Hampson, 1895
ヤガ ギンボシリンガ Ariolica argentea  (Butler, 1881)
ヤガ ハイイロリンガ Gabala argentata  Butler, 1878
ヤガ アミメリンガ Sinna extrema  (Walker, 1854)
ヤガ サラサリンガ Camptoloma interiorata (Walker, 1865)
ヤガ キスジコヤガ Enispa lutefascialis  (Leech, 1889)
ヤガ シラホシコヤガ Enispa leucosticta  Hampson, 1910
ヤガ ハイイロコヤガ Catoblemma obliquisigna  (Hampson, 1894)
ヤガ クロハナコヤガ Aventiola pusilla  (Butler, 1879)
ヤガ シマフコヤガ Corgatha nitens  (Butler, 1879)
ヤガ カバイロシマコヤガ Corgatha argillacea  (Butler, 1879)
ヤガ シロスジシマコヤガ Corgatha dictaria  (Walker, 1861)
ヤガ シロエグリコヤガ Holocryptis ussuriensis  (Rebel, 1901)
ヤガ ベニエグリコヤガ Holocryptis nymphula  (Rebel, 1909)
ヤガ アヤホソコヤガ Araeopteron amoena  Inoue, 1958
ヤガ シロホソコヤガ Araeopteron flaccida  Inoue, 1958
ヤガ ツマトビコヤガ Autoba tristalis  (Leech, 1889)
ヤガ ベニスジコヤガ Eublemma dimidialis  (Fabricius, 1794)
ヤガ ウスベニコヤガ Perynea subrosea  (Butler, 1881)
ヤガ テンモンシマコヤガ Perynea ruficeps  (Walker, 1864)
ヤガ モモイロツマキリコヤガ Lophoruza pulcherrima  (Butler, 1879)
ヤガ ヒメクルマコヤガ Oruza divisa  (Walker, 1862)
ヤガ ヨシノクルマコヤガ Oruza yoshinoensis  (Wileman, 1911)
ヤガ モンシロクルマコヤガ Oruza glaucotorna  Hampson, 1910
ヤガ アトキスジクルマコヤガ Oruza mira  (Butler, 1879)
ヤガ アトテンクルマコヤガ Oruza submira  Sugi, 1982
ヤガ シロオビクルマコヤガ Trisateles emortualis  (Denis et Schiffermuller, 1775)
ヤガ ウスキコヤガ Hyposada brunnea  (Leech, 1900)
ヤガ ヒメオビコヤガ Maliattha arefacta  (Butler, 1879)
ヤガ ヒメネジロコヤガ Maliattha signifera  (Walker, 1858)
ヤガ ネジロコヤガ Maliattha vialis  (Moore, 1882)
ヤガ ソトムラサキコヤガ Maliattha bella  (Staudinger, 1888)
ヤガ シロヒシモンコヤガ Micardia argentata  (Butler, 1878)
ヤガ フタホシコヤガ Micardia pulchra  Butler, 1878
ヤガ クロモンコヤガ Koyaga senex  (Butler, 1881)
ヤガ キモンコヤガ Koyaga numisma  (Staudinger, 1888)
ヤガ スジシロコヤガ Koyaga falsa  (Butler, 1885)
ヤガ シロフコヤガ Protodeltote pygarga  (Hufnagel, 1766)
ヤガ シロマダラコヤガ Protodeltote distinguenda  (Staudinger, 1888)
ヤガ マガリスジコヤガ Protodeltote wiscotti  (Staudinger, 1888)
ヤガ ウスシロフコヤガ Sugia stygia  (Butler, 1878)
ヤガ ニセシロフコヤガ Sugia stygiodes  (Sugi, 1958)
ヤガ ネモンシロフコヤガ Sugia idiostygia  (Sugi, 1958)
ヤガ アオスジコヤガ Inabaia culta  (Butler, 1879)
ヤガ マエモンコヤガ Neustrotia japonica  (Warren, 1912)
ヤガ エゾコヤガ Neustrotia noloides  (Butler, 1879)
ヤガ ウチジロコヤガ Neustrotia albicincta  (Hampson, 1898)
ヤガ ウスアオモンコヤガ Bryophilina mollicula  (Graeser, 1889)
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ヤガ モンキコヤガ Hyperstrotia flavipuncta  (Leech, 1889)
ヤガ ヨモギコヤガ Phyllophila obliterata  (Rambur, 1833)
ヤガ ホシコヤガ Ozarba punctigera  Walker, 1865
ヤガ ウスベニホシコヤガ Ozarba brunnea  (Leech, 1900)
ヤガ ヤジリモンコヤガ Ozana chinensis  (Leech, 1900)
ヤガ フタオビコヤガ Naranga aenescens  Moore, 1881
ヤガ フタイロコヤガ Acontia bicolora  Leech, 1889
ヤガ キマダラコヤガ Emmelia trabealis  (Scopoli, 1763)
ヤガ ヒメシロテンコヤガ Amyna octo  (Guenee, 1852)
ヤガ サビイロコヤガ Amyna stellata  Butler, 1878
ヤガ フタトガリコヤガ Xanthodes transversa  Guenee, 1852
ヤガ イラクサマダラウワバ Abrostola trigemina  (Werneburg, 1864)
ヤガ オオマダラウワバ Abrostola major  Dufay, 1957
ヤガ ユミガタマダラウワバ Abrostola abrostolina  (Butler, 1879)
ヤガ マダラキンウワバ Polychrysia splendida  (Butler, 1878)
ヤガ オオキクギンウワバ Macdunnoughia crassisigna (Warren, 1913)
ヤガ ギンモンシロウワバ Macdunnoughia purissima  (Butler, 1878)
ヤガ ワイギンモンウワバ Sclerogenia jessica  (Butler, 1878)
ヤガ ギンボシキンウワバ Antoculeora locuples  (Oberthur, 1880)
ヤガ ギンスジキンウワバ Erythroplusia rutilifrons  (Walker, 1858)
ヤガ セアカキンウワバ Erythroplusia pyropia  (Butler, 1879)
ヤガ キシタギンウワバ Syngrapha ain  (Hochenwarth, 1785)
ヤガ アルプスギンウワバ Syngrapha nyiwonis  Matsumura, 1925
ヤガ ガマキンウワバ Autographa gamma  (Linnaeus, 1758)
ヤガ タマナギンウワバ Autographa nigrisigna  (Walker, 1858)
ヤガ オオムラサキキンウワバ Autographa amurica  (Staudinger, 1892)
ヤガ ムラサキキンウワバ Autographa buraetica  (Staudinger, 1892)
ヤガ タンポキンウワバ Autographa excelsa  (Kretschmar, 1862)
ヤガ イネキンウワバ Plusia festucae  (Linnaeus, 1758)
ヤガ リョクモンオオキンウワバ Diachrysia coreae  (Strand, 1916)
ヤガ マガリキンウワバ Diachrysia leonina  (Oberthur, 1884)
ヤガ オオヒサゴキンウワバ Diachrysia stenochrysis  (Warren, 1913)
ヤガ シロスジキンウワバ Diachrysia zosimi  (Hubner, 1822)
ヤガ イラクサギンウワバ Trichoplusia ni  (Hubner, 1803)
ヤガ キクキンウワバ Trichoplusia intermixta  (Warren, 1913)
ヤガ アミメギンウワバ Trichoplusia daubei  (Boisduval, 1840)
ヤガ コセアカキンウワバ Zonoplusia ochreata  (Walker, 1865)
ヤガ エゾギクキンウワバ Ctenoplusia albostriata  (Bremer et Grey, 1853)
ヤガ ミツモンキンウワバ Acanthoplusia agnata  (Staudinger, 1892)
ヤガ ニシキキンウワバ Acanthoplusia ichinosei  (Dufay, 1965)
ヤガ イチジクキンウワバ Chrysodeixis eriosoma  (Doubleday, 1843)
ヤガ ホソバネキンウワバ Chrysodeixis acuta  (Walker, 1853)
ヤガ モモイロキンウワバ Anadevidia hebetata  (Strand, 1920)
ヤガ ウリキンウワバ Anadevidia peponis  (Fabricius, 1775)
ヤガ オオシロシタバ Catocala lara  Bremer, 1861
ヤガ ムラサキシタバ Catocala fraxini jezoensis  Matsumura, 1931
ヤガ ベニシタバ Catocala electa zalmunna  (Butler, 1877)
ヤガ オニベニシタバ Catocala dula  Bremer, 1861
ヤガ シロシタバ Catocala nivea  Butler, 1877
ヤガ カバフキシタバ Catocala mirifica  Butler, 1877
ヤガ ワモンキシタバ Catocala fulminea xarippe  (Butler, 1877)
ヤガ ハイモンキシタバ Catocala agitatrix mabella  Holland, 1889
ヤガ マメキシタバ Catocala duplicata  Butler, 1885
ヤガ エゾシロシタバ Catocala dissimilis  Bremer, 1861
ヤガ コシロシタバ Catocala actaea  Felder et Rogenhofer, 1874
ヤガ アサマキシタバ Catocala streckeri  Staudinger, 1888
ヤガ ゴマシオキシタバ Catocala nubila  Butler, 1881
ヤガ ヨシノキシタバ Catocala connexa  Butler, 188
ヤガ アミメキシタバ Catocala hyperconnexa  Sugi, 1965
ヤガ ウスイロキシタバ Catocala intacta  Leech, 1889
ヤガ クロシオキシタバ Catocala kuangtungensis  Mell, 1931
ヤガ キシタバ Catocala patala  Felder et Rogenhofer, 1874
ヤガ コガタキシタバ Catocala praegnax esther  Butler, 1877
ヤガ ジョナスキシタバ Catocala jonasii  Butler, 1877
ヤガ クロモンシタバ Ophiusa tirhaca  (Cramer, 1777)
ヤガ ヘリグロクチバ Ophiusa triphaenoides  (Walker, 1858)
ヤガ コヘリグロクチバ Ophiusa olista  (Swinhoe, 1893)
ヤガ シラホシアシブトクチバ Achaea melicerta  (Drury, 1773)
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ヤガ アシブトクチバ Parallelia stuposa  (Fabricius, 1794)
ヤガ オキナワアシブトクチバ Parallelia arcuata  (Moore, 1887)
ヤガ ムラサキアシブトクチバ Parallelia maturata  (Walker, 1858)
ヤガ ホソオビアシブトクチバ Parallelia arctotaenia  (Guenee, 1852)
ヤガ ヒメアシブトクチバ Parallelia dulcis  (Butler, 1878)
ヤガ オオウンモンクチバ Mocis undata  (Fabricius, 1775)
ヤガ ウンモンクチバ Mocis annetta  (Butler, 1880)
ヤガ ニセウンモンクチバ Mocis ancilla  (Warren, 1913)
ヤガ ユミモンクチバ Melapia electaria  (Bremer, 1864)
ヤガ モンムラサキクチバ Ercheia umbrosa  Butler, 1881
ヤガ モンシロムラサキクチバ Ercheia niveostrigata  Warren, 1913
ヤガ ムクゲコノハ Lagoptera juno  (Dalman, 1823)
ヤガ ツキワクチバ Artena dotata  (Fabricius, 1794)
ヤガ フクラスズメ Arcte coerula  (Guenee, 1852)
ヤガ カキバトモエ Hypopyra vespertilio (Fabricius, 1787)
ヤガ オスグロトモエ Spirama retorta  (Clerck, 1759)
ヤガ ハグルマトモエ Spirama helicina  (Hubner, 1831)
ヤガ オオトモエ Erebus ephesperis  (Hubner, 1823)
ヤガ シロスジトモエ Metopta rectifasciata  (Menetries, 1863)
ヤガ モクメクチバ Perinaenia accipiter  (Felder et Rogenhofer, 1874)
ヤガ クビグロクチバ Lygephila maxima  (Bremer, 1861)
ヤガ アサマクビグロクチバ Lygephila vulcanea  (Butler, 1881)
ヤガ ウスクビグロクチバ Lygephila viciae  (Hubner, 1822)
ヤガ ヒメクビグロクチバ Lygephila recta  (Bremer, 1864)
ヤガ ワタアカキリバ Anomis flava flava  (Fabricius, 1775)
ヤガ アカキリバ Anomis mesogona  (Walker, 1858)
ヤガ ヒメアカキリバ Anomis involuta  (Walker, 1858)
ヤガ オオアカキリバ Anomis commoda  (Butler, 1878)
ヤガ ムラサキオオアカキリバ Anomis longipennis  Sugi, 1982
ヤガ ハガタキリバ Scoliopteryx libatrix  (Linnaeus, 1758)
ヤガ プライヤキリバ Goniocraspidum pryeri  (Leech, 1889)
ヤガ ウスエグリバ Calyptra thalictri  (Borkhausen, 1790)
ヤガ キタエグリバ Calyptra hokkaida  (Wileman, 1922)
ヤガ オオエグリバ Calyptra gruesa  (Draudt, 1950)
ヤガ ヒメエグリバ Oraesia emarginata  (Fabricius, 1794)
ヤガ アカエグリバ Oraesia excavata  (Butler, 1878)
ヤガ マダラエグリバ Plusiodonta casta  (Butler, 1878)
ヤガ ヒメアケビコノハ Othreis fullonia  (Clerck, 1764)
ヤガ アケビコノハ Adris tyrannus  (Guenee, 1852)
ヤガ タイワンキシタクチバ Hypocala subsatura  Guenee, 1852
ヤガ ムーアキシタクチバ Hypocala deflorata deflorata  (Fabricius, 1794)
ヤガ オオルリオビクチバ Ischyja manlia  (Cramer, 1776)
ヤガ ルリモンクチバ Lacera procellosa  Butler, 1879
ヤガ アカテンクチバ Erygia apicalis  Guenee, 1852
ヤガ ネジロフトクチバ Serrodes campana  Guenee, 1852
ヤガ シラフクチバ Sypnoides picta  (Butler, 1877)
ヤガ クロシラフクチバ Sypnoides fumosa  (Butler, 1877)
ヤガ アヤシラフクチバ Sypnoides hercules  (Butler, 1881)
ヤガ シロテンクチバ Hypersypnoides astrigera  (Butler, 1885)
ヤガ オオシロテンクチバ Hypersypnoides submarginata  (Walker, 1865)
ヤガ ハガタクチバ Daddala lucilla  (Butler, 1881)
ヤガ サザナミクチバ Polydesma boarmoides  Guenee, 1852
ヤガ ウスムラサキクチバ Ericeia pertendens  (Walker, 1858)
ヤガ コウンモンクチバ Blasticorhinus ussuriensis  (Bremer, 1861)
ヤガ ナカジロシタバ Aedia leucomelas  (Linnaeus, 1758)
ヤガ カクモンキシタバ Chrysorithrum amatum  (Bremer et Grey, 1853)
ヤガ ウスヅマクチバ Dinumma deponens  Walker, 1858
ヤガ ウスズミクチバ Hyposemansis singha  Guenee, 1852
ヤガ オオトウウスグロクチバ Avitta fasciosa  Moore, 1882
ヤガ ムラサキヒメクチバ Mecodina subviolacea  (Butler, 1881)
ヤガ カバフヒメクチバ Mecodina cineracea  (Butler, 1879)
ヤガ シャクドウクチバ Mecodina nubiferalis  (Leech, 1889)
ヤガ ソトジロツマキリクチバ Arytrura musculus  (Menetries, 1859)
ヤガ カザリツマキリアツバ Eugrapta igniflua  Wileman et South, 1917
ヤガ トウカイツマキリアツバ Tamba roseopurpurea  Sugi, 1982
ヤガ チョウセンツマキリアツバ Tamba corealis  (Leech, 1889)
ヤガ ウスベニツマキリアツバ Tamba gensanalis  (Leech, 1889)
ヤガ ウスモモイロアツバ Olulis ayumiae  Sugi, 1982
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ヤガ ソトウスベニアツバ Sarcopteron fasciata  (Wileman et South, 1917)
ヤガ ウンモンツマキリアツバ Pangrapta trimantesalis  (Walker, 1859)
ヤガ シロモンツマキリアツバ Pangrapta umbrosa  (Leech, 1900)
ヤガ シロツマキリアツバ Pangrapta porphyrea  (Butler, 1879)
ヤガ ミツボシツマキリアツバ Pangrapta vasava  (Butler, 1881)
ヤガ ムラサキツマキリアツバ Pangrapta indentalis  (Leech, 1889)
ヤガ キモンツマキリアツバ Pangrapta flavomacula  Staudinger, 1888
ヤガ ツマジロツマキリアツバ Pangrapta albistigma  (Hampson, 1897)
ヤガ マエモンツマキリアツバ Pangrapta costinotata  (Butler, 1881)
ヤガ リンゴツマキリアツバ Pangrapta obscurata  (Butler, 1879)
ヤガ マンレイツマキリアツバ Polysciera manleyi  (Leech, 1900)
ヤガ ホソツマキリアツバ Stenograpta stenoptera  Sugi, 1959
ヤガ シロテンツマキリアツバ Amphitrogia amphidecta  (Butler, 1879)
ヤガ キマダラアツバ Lophomilia polybapta  (Butler, 1879)
ヤガ ミカドアツバ Lophomilia flaviplaga  (Warren, 1912)
ヤガ ニセミカドアツバ Lophomilia takao  Sugi, 1962
ヤガ シロテンアツバ Stenbergmania albomaculalis  (Bremer, 1864)
ヤガ フタスジエグリアツバ Gonepatica opalina  (Butler, 1879)
ヤガ シマアツバ Hepatica linealis  (Leech, 1889)
ヤガ ナンキシマアツバ Hepatica nakatanii  Sugi, 1982
ヤガ ナミグルマアツバ Antatha lignea  (Butler, 1879)
ヤガ ムラサキアツバ Diomea cremata  (Butler, 1878)
ヤガ ヨツモンムラサキアツバ Diomea discisigna  Sugi, 1963
ヤガ マエヘリモンアツバ Diomea jankowskii  (Oberthur, 1880)
ヤガ マエジロアツバ Hypostrotia cinerea  (Butler, 1878)
ヤガ キヅマアツバ Scedopla regalis  Butler, 1878
ヤガ トビフタスジアツバ Leiostola mollis  (Butler, 1879)
ヤガ ベニスジアツバ Phytometra amata  (Butler, 1879)
ヤガ オビマダラアツバ Raparna roseata  Wileman et South, 1917
ヤガ ソトキイロアツバ Oglasa bifidalis  (Leech, 1889)
ヤガ キンスジアツバ Colobochyla salicalis  (Denis et Schiffermuller, 1775)
ヤガ ヒメエビイロアツバ Maguda suffusa  (Walker, 1863)
ヤガ オオトウアツバ Corsa petrina  (Butler, 1879)
ヤガ マエテンアツバ Rhesala imparata  Walker, 1858
ヤガ キボシアツバ Paragabara flavomacula  (Oberthur, 1880)
ヤガ ウスグロセニジモンアツバ Paragona inchoata  (Wileman, 1911)
ヤガ アトヘリヒトホシアツバ Hemipsectra fallax  (Butler, 1879)
ヤガ スジモンアツバ Microxyla confusa  (Wileman, 1911)
ヤガ クロテンカバアツバ Anachrostis nigripunctalis  (Wileman, 1911)
ヤガ テンクロアツバ Rivula sericealis  (Scopoli, 1763)
ヤガ タケアツバ Rivula leucanioides  (Walker, 1863)
ヤガ マエシロモンアツバ Rivula curvifera  Walker, 1862
ヤガ フタテンアツバ Rivula inconspicua  (Butler, 1881)
ヤガ トビイロフタテンアツバ Rivula errabunda  Wileman, 1911
ヤガ シロズアツバ Ectogonia butleri  (Leech, 1900)
ヤガ アヤナミアツバ Rhynchodontodes plusioides  (Butler, 1879)
ヤガ ハスオビヒメアツバ Schrankia separatalis  (Herz, 1905)
ヤガ チビアツバ Luceria fletcheri  Inoue, 1958
ヤガ テングアツバ Latirostrum bisacutum  Hampson, 1895
ヤガ トガリアツバ Rhynchina cramboides  (Butler, 1879)
ヤガ ナカジロアツバ Harita belinda  (Butler, 1879)
ヤガ キシタアツバ Hypena claripennis  (Butler, 1878)
ヤガ クロキシタアツバ Hypena amica  (Butler, 1878)
ヤガ タイワンキシタアツバ Hypena trigonalis  (Guenee, 1854)
ヤガ ソトムラサキアツバ Hypena ella  Butler, 1878
ヤガ ナミテンアツバ Hypena rectivittalis  Moore, 1867
ヤガ オオトビモンアツバ Hypena occata  Moore, 1882
ヤガ トビモンアツバ Hypena indicatalis  Walker, 1859
ヤガ アオアツバ Hypena subcyanea  Butler, 1880
ヤガ ミツボシアツバ Hypena tristalis  Ledere, 1853
ヤガ ムラサキミツボシアツバ Hypena narratalis  Walker, 1859
ヤガ コテングアツバ Hypena pulverulenta  Wileman 1911
ヤガ サザナミアツバ Hypena abducalis  Walker, 1859
ヤガ ソトウスナミガタアツバ Hypena kengkalis  Bremer, 1864
ヤガ ナミガタアツバ Hypena similalis  Leech, 1889
ヤガ ヤマガタアツバ Bomolocha stygiana  (Butler, 1878)
ヤガ ハングロアツバ Bomolocha squalida  (Butler, 1879)
ヤガ ミヤマソトジロアツバ Bomolocha semialbata  Sugi, 1982
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ヤガ シラクモアツバ Bomolocha zilla  (Butler, 1879)
ヤガ アイモンアツバ Bomolocha rivuligera  (Butler, 1881)
ヤガ ウスヅマアツバ Bomolocha perspicua  (Leech, 1900)
ヤガ マガリウスヅマアツバ Bomolocha mandarina  (Leech, 1900)
ヤガ シラナミクロアツバ Adrapsa simplex  (Butler, 1879)
ヤガ フジロアツバ Adrapsa notigera  (Butler, 1879)
ヤガ ソトウスグロアツバ Hydrillodes repugnalis  (Walker, 1863)
ヤガ ヒロオビウスグロアツバ Hydrillodes funeralis  Warren, 1913
ヤガ マルシラホシアツバ Edessena gentiusalis  Walker, 1859
ヤガ オオシラホシアツバ Edessena hamada  (Felder et Rogenhofer, 1874)
ヤガ ハナマガリアツバ Hadennia incongruens  (Butler, 1879)
ヤガ ソトウスアツバ Hadennia obliqua  (Wileman, 1911)
ヤガ ハナオイアツバ Cidariplura galadiata  Butler, 1879
ヤガ カギモンハナオイアツバ Cidariplura signata  (Butler, 1879)
ヤガ キスジハナオイアツバ Cidariplura brevivittalis  (Moore, 1867)
ヤガ シロホシクロアツバ Idia curvipalpis  (Butler, 1879)
ヤガ シロモンアツバ Paracolax albinotata  (Butler, 1879)
ヤガ クルマアツバ Paracolax tristalis  (Fabricius, 1794)
ヤガ ミスジアツバ Paracolax trilinealis  (Bremer, 1864)
ヤガ ニセミスジアツバ Paracolax bipuncta  Owada, 1982
ヤガ シロテンムラサキアツバ Paracolax pryeri  (Butler, 1879)
ヤガ オビアツバ Paracolax fascialis  (Leech, 1889)
ヤガ ホソナミアツバ Paracolax fentoni  (Butler, 1879)
ヤガ フタスジアツバ Bertula bistrigata  (Staudinger, 1892)
ヤガ シロスジアツバ Bertula spacoalis  (Walker, 1859)
ヤガ ヒゲブトクロアツバ Nodaria tristis  (Butler, 1879)
ヤガ オオアカマエアツバ Simplicia niphona  (Butler, 1878)
ヤガ ニセアカマエアツバ Simplicia pseudoniphona  Sugi, 1965
ヤガ ツマオビアツバ Zanclognatha griselda  (Butler, 1879)
ヤガ ウスイロアツバ Zanclognatha lilacina  (Butler, 1879)
ヤガ コブヒゲアツバ Zanclognatha lunalis  (Scopoli, 1763)
ヤガ ウスグロアツバ Zanclognatha fumosa  (Butler, 1879)
ヤガ キイロアツバ Zanclognatha helva  (Butler, 1879)
ヤガ ヒメツマオビアツバ Zanclognatha subgriselda  Sugi, 1959
ヤガ アミメアツバ Zanclognatha reticulatis  (Leech, 1900)
ヤガ ウラジロアツバ Zanclognatha stramentacealis  (Bremer, 1864)
ヤガ クロスジアツバ Herminia nemoralis  (Fabricius, 1775)
ヤガ フシキアツバ Herminia dolosa  Butler, 1879
ヤガ シラナミアツバ Herminia innocens  Butler, 1879
ヤガ ウスキミスジアツバ Herminia arenosa  Butler, 1878
ヤガ トビスジアツバ Herminia tarsicrinalis  (Knoch, 1782)
ヤガ オオシラナミアツバ Hipoepa fractalis  (Guenee, 1854)
ヤガ ムモンキイロアツバ Stenhypena nigripuncta  (Wileman, 1911)
ヤガ ミツオビキンアツバ Sinarella aegrota  (Butler, 1879)
ヤガ ネグロアツバ Sinarella punctalis  (Herz, 1905)
トラガ トビイロトラガ Sarbanissa subflava  (Moore, 1877)
トラガ ベニモントラガ Sarbanissa venusta  (Leech, 1889)
トラガ マイコトラガ Maikona jezoensis jezoensis  Matsumura, 1928
トラガ ヒメトラガ Asteropetes noctuina  (Butler, 1878)
トラガ コトラガ Mimeusemia persimilis  Butler, 1878
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