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ヒメクビナガカメムシ
Hoplitocoris lewisi
コマツモムシ
Anisops ogasawarensis
ホルバートケシカタビロアメンボ
Microvelia horvathi
ヒメアメンボ
Gerris latiabdominis
ケブカキベリナガカスミカメ
Dryophilocoris miyamotoi
ヒョウタンカスミカメ
Pilophorus setulosus
コミドリチビトビカスミカメ
Campylomma chinense
キアシクロホソカスミカメ
Phylus miyamotoi
クヌギトビカスミカメ
Psallus bagjonicus
ズアカシダカスミカメ
Monalocoris filicis
ヒコサンテングカスミカメ
Termatophylum hikosanum
ツマグロハギカスミカメ
Apolygus subpulchellus
アカホシカスミカメ
Creontiades coloripes
ホソヒメミドリカスミカメ
Neolygus pteleinus
チャマダラカスミカメの一種
Yamatolygus sp.
ツヤヒメハナカメムシ
Orius nagaii
ケシハナカメムシ
Cardiastethus pygmaeus
アワダチソウグンバイ
Corythucha marmorata
ナシグンバイ
Stephanitis nashi
ツツジグンバイ属の一種
Stephanitis sp.
アカシマサシガメ
Haematoloecha nigrorufa
ヒゲナガカメムシ
Pachygrontha antennata
チャイロナガカメムシ
Neolethaeus dallasi
イチゴチビナガカメムシ
Stigmatonotum geniculatum
シロヘリナガカメムシ
Panaorus japonicus
ヒメコバネナガカメムシ
Dimorphopterus bicoloripes
メダカナガカメムシ
Chauliops fallax
ヒメホシカメムシ
Physopelta parviceps
クモヘリカメムシ
Leptocorisa chinensis

駒場のカメムシ

スカシヒメヘリカメムシ
Liorhyssus hyalinus
ホオズキカメムシ
Acanthocoris sordidus
ホソハリカメムシ
Cletus punctiger
マルカメムシ
Megacopta punctatissima
ツチカメムシ
Macroscytus japonensis
ムラサキシラホシカメムシ
Eysarcoris annamita
クサギカメムシ
Halyomorpha halys
ブチヒゲカメムシ
Dolycoris baccarum
オオツノカメムシ
Acanthosoma giganteum
ナシグンバイ
Stephanitis nashi
ツツジグンバイ属の一種
Stephanitis sp.
マルツチカメムシ
Microporus nigrita
クロクビナガカメムシ
Stenopirates japonicus
ヒメイトアメンボ
Hydrometra procera
オオアメンボ
Aquarius elongatus
ミズギワカメムシ
Saldula saltatoria
クヌギヒイロカスミカメ
Pseudoloxops miyamotoi
クロヒョウタンカスミカメ
Pilophorus typicus
コブヒゲカスミカメ
Harpocera orientalis
ベニモントビカスミカメ
Psallus roseoguttatus
リンゴクロカスミカメ
Pseudophylus flavipes
カイガラツヤカスミカメ
Cimidaeorus hasegawai
ツマグロアオカスミカメ
Apolygus spinolae
シイノキクロカスミカメ
Castanopsides hasegawai
メンガタカスミカメ
Eurystylus coelestialium
アシアカクロカスミカメ
Philostephanus rubripes
イネホソミドリカスミカメ
Trigonotylus caelestialium
ナミヒメハナカメムシ
Orius sauteri
ユミアシハナカメムシ
Physopleurella armata

ヤブガラシグンバイ
Cysteochila consueta
ツツジグンバイ
Stephanitis pyrioides
ヒメグンバイ
Uhlerites debilis
ヒメマダラカモドキサシガメ
Empicoris minutus
クロスジヒゲナガカメムシ
Pachygrontha similis
ヨツボシヒョウタンナガカメムシ
Gyndes pallicornis
コバネヒョウタンナガカメムシ
Togo hemipterus
ヒメオオメナガカメムシ
Geocoris proteus
ヒメナガカメムシ
Nysius plebeius
ヒメイトカメムシ
Metacanthus pulchellus
オオホシカメムシ
Physopelta gutta
ニセヒメクモヘリカメムシ
Paraplesius vulgaris
アカヒメヘリカメムシ
Rhopalus maculatus
マツヘリカメムシ
Leptoglossus occidentalis
ハリカメムシ
Cletus schmidti
チビツヤツチカメムシ
Chilocoris confusus
ミツボシツチカメムシ
Adomerus triguttulus
ウズラカメムシ
Aelia fieberi
ツヤアオカメムシ
Glaucias subpunctatus
ハナダカカメムシ
Dybowskyia reticulata
エサキモンキツノカメムシ
Sastragala esakii
ツツジグンバイ
Stephanitis pyrioides
ヒメグンバイ
Uhlerites debilis
クロチビミズムシ
Micronecta orientalis
ケシカタビロアメンボ
Microvelia douglasi
ナミアメンボ
Aquarius paludum paludum
ガマカスミカメ
Coridromius chinensis
アカホシメダカカスミカメ
Zanchius tarasovi
チャイロホシチビカスミカメ
Atractotomoidea castanea
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マツトビカスミカメ
Kasumiphylus kyushuensis
ニセカシワトビカスミカメ
Psallus edoensis
エドクロツヤチビカスミカメ
Sejanus komabanus
グンバイカスミカメ
Stethoconus japonicus
フタモンアカカスミカメ
Apolygus hilaris
ヒメセダカカスミカメ
Charagochilus angusticollis
ハギメンガタカスミカメ
Eurystylus luteus
ウスモンミドリカスミカメ
Taylorilygus apicalis
コヒメハナカメムシ
Orius minutus
ヤサハナカメムシ
Amphiareus obscuriceps
プラタナスグンバイ
Corythucha ciliata
ヘクソカズラグンバイ
Dulinius conchatus
トサカグンバイ
Stephanitis takeyai
ミナミマキバサシガメ
Nabis kinbergii
ヤニサシガメ
Velinus nodipes
ヨツボシチビナガカメムシ
Botocudo japonicus
スコットヒョウタンナガカメムシ
Pamerana scotti
オオモンシロナガカメムシ
Metochus abbreviatus
オオメナガカメムシ
Geocoris varius
ヘリグロヒメナガカメムシ
Nysius sp.
イトカメムシ
Yemma exilis
フタモンホシカメムシ
Pyrrhocoris sibiricus
ホソヘリカメムシ
Riptortus pedestris
ブチヒメヘリカメムシ
Stictopleurus punctatonervosus
ミナミトゲヘリカメムシ
Paradasynus spinosus
ホシハラビロヘリカメムシ
Homoeocerus unipunctatus
ヨコヅナツチカメムシ
Adrisa magna
アカスジキンカメムシ
Poecilocoris lewisi
チャバネアオカメムシ
Plautia stali

ミナミアオカメムシ
Nezara viridula
セアカツノカメムシ
Acanthosoma denticaudum
ヘクソカズラグンバイ
Dulinius conchatus
トサカグンバイ
Stephanitis takeyai
ミナミマキバサシガメ
Nabis kinbergii

