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Abstract — This is a list of Hemiptera (Auchenorrhyncha except for Cicadidae, and
Sternorrhyncha) species in Matsuyama City, Ehime Prefecture, Japan. As a result a total of 200
species belonging to 15 families are listed.

本リストは，2002 年発行の「松山市野生動植
物目録 2002」に掲載されたカメムシ目（頸吻亜
目・腹吻亜目）の種リストの改訂第 2 版である。
なお，頸吻亜目のうちセミ科については別途取
り纏めた。文献記録として，地方同好会誌「愛
媛の虫だより」（1992～2010），国土交通省「河
川水辺の国勢調査」の重信川調査結果（松山市
該当箇所のみ），およびその他の学術論文・報告
を追加し，松山市産としてカメムシ目（頸吻亜
目・腹吻亜目）として 15 科 200 種をリストアッ
プした。しかし未だに未収録の文献記録が多数
あることから，この数字は仮のものである。
今後，多くの種が追加記録されると考えられ
る。
凡

例

種の配列および学名はおもに平嶋義宏監修，
九州大学農学部昆虫学教室・日本野生生物研究
センター共同編集（1989）によるが，科名，学
名などその後変更がなされているものは最新の
ものを採用した。
2. 【既知】は既知記録。【標本】は今回調査で
確認された記録。
3. 「松山市野生動植物目録 2002」に掲載され
た記録については，全て松山市からの記録とし
て扱った。詳細な記録地については先の目録を
参照のこと。
3. 既知記録の詳細については，愛媛大学農学部
環境昆虫学研究室 HP（上記 URL）からエクセ
ルファイルとしてダウンロードできる。
1.

Auchenorrhyncha 頸吻亜目
Delphacidae ウンカ科
1. Delphacodes dogensis Ishihara, 1952．【既知】道
後(Ishihara 1952)．
2. Laodelphax stratella (Fallen, 1826) ヒメトビウン
カ．【既知】松山市(松山市野生動植物目録
2002)；重信川河口，重信川出合橋，重信川森
松，石手川市坪橋(国土交通省 2003)．
3. Muirodelphax matsuyamensis (Ishihara, 1952) マ
ツヤマチビウンカ．
【既知】
岩堰(Ishihara 1952)．
4. Nilaparvata lugens (Stal, 1854) トビイロウンカ．
【既知】重信川出合橋，石手川市坪橋(国土交
通省 2003)．
5. Sogatella furcifera (Horváth, 1899) セジロウンカ．
【既知】重信川河口，重信川出合橋，石手川
市坪橋(国土交通省 2003)．
6. Yanunka miscanthi Ishihara, 1952 カヤウンカ．
【既知】道後(Ishihara 1952)．
Flatidae アオバハゴロモ科
7. Geisha distinctissima (Walker, 1858) アオバハゴ
ロモ．
【既知】重信川河口，重信川出合橋，重
信川森松，石手川市坪橋(国土交通省 1993)；
重信川河口，重信川出合橋，石手川市坪橋(国
土交通省 1998)；松山市(松山市野生動植物目
録 2002)；重信川河口，石手川市坪橋(国土交
通省 2003)．
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Ricaniidae ハゴロモ科
8. Euricania fascialis (Walker, 1858) スケバハゴロ
モ．【既知】重信川河口，重信川森松(国土交
通省 1993)；重信川河口(国土交通省 1998)．
9. Orosanga japonicus (Melichar, 1898) ベッコウハ
ゴロモ．【既知】重信川河口，重信川出合橋，
重信川森松，石手川市坪橋(国土交通省
1993)；重信川河口，重信川出合橋，重信川森
松，石手川市坪橋(国土交通省 1998)；重信川
河口，重信川出合橋，石手川市坪橋(国土交通
省 2003)．
Cercopidae コガシラアワフキムシ科
10. Eoscarta assimilis (Uhler, 1896) コガシラアワ
フキ．
【既知】重信川森松(国土交通省 2003)．
Aphrophoridae アワフキムシ科
11. Aphrophora intermedia Uhler, 1896 シロオビア
ワフキ．
【既知】重信川森松，石手川市坪橋(国
土交通省 1993)；重信川森松，石手川市坪橋
(国土交通省 1998)；松山市(松山市野生動植物
目録 2002)．
12. Aphrophora maritima Matsumura, 1903 ハマベ
アワフキ．【既知】石手川市坪橋(国土交通省
1993)；重信川河口，重信川森松，石手川市坪
橋(国土交通省 1998)．
13. Aphrophora pectoralis Matsumura, 1903 マエキ
アワフキ．
【既知】重信川出合橋，重信川森松
(国土交通省 1993)；重信川出合橋，重信川森
松(国土交通省 2003)．
14. Aphrophora stictica Matsumura, 1903 ホシアワ
フキ．
【既知】重信川出合橋(国土交通省 1993)．
15. Philagra albinotata Uhler, 1896 テングアワフ
キ．【既知】松山市(松山市野生動植物目録
2002)．
Cicadellidae ヨコバイ科
16. Ledra auditura Walker, 1858 ミミズク．
【既知】
重信川森松(国土交通省 2003)．
17. Cicadella viridis (Linnaeus, 1758) オオヨコバイ．
【既知】重信川出合橋，重信川森松(国土交通
省 1993)；重信川河口，重信川出合橋，石手
川市坪橋(国土交通省 1998)；重信川河口，重
信川出合橋，重信川森松，石手川市坪橋(国土
交通省 2003)．
18. Tengirhinus tengu Ishihara, 1953 テングオオヨ
コバイ．【既知】高縄山(白石 1998)；高縄山
(RDB 愛媛県 2003)．
19. Balcanocerus myroxyli (Ishihara, 1955) クスド

イゲズキンヨコバイ．【既知】鹿島(Ishihara
1955)．
20. Metidiocerus rutilans (Kirschbaum, 1868) ムナ
グロズキンヨコバイ．
【既知】石手川市坪橋(国
土交通省 2003)．
21. Penthimia nitida Lethierry, 1876 クロヒラタヨ
コバイ．
【既知】重信川河口，石手川市坪橋(国
土交通省 1998)；石手川市坪橋(国土交通省
2003)．
22. Xestocephalus japonicus Ishihara, 1961 ホシヨ
コバイ．【既知】松山市(Ishihara 1961)；重信
川出合橋(国土交通省 2003)．
23. Hishimonus sellatus (Uhler, 1896) ヒシモンヨコ
バイ．
【既知】石手川市坪橋(国土交通省 2003)．
24. Macrosteles quadrimaculatus (Matsumura, 1900)
ヨツテンヨコバイ．【既知】石手川市坪橋(国
土交通省 2003)．
25. Macrosteles striifrons Anufriev, 1968 ヒメフタ
テンヨコバイ．【既知】重信川河口(国土交通
省 1998)．
26. Inazuma dorsalis (Motschulsky, 1859) イナズマ
ヨコバイ．【既知】石手川市坪橋(国土交通省
2003)．
27. Nakaharanus nakaharae (Matsumura, 1914) ナ
カハラヨコバイ．
【既知】松山市(RDB 愛媛県
2003)．
28. Exitianus indicus (Distant) クロミャクイチモン
ジヨコバイ．【既知】重信川河口(国土交通省
1998)；重信川河口，重信川森松，石手川市坪
橋(国土交通省 2003)．
29. Nephotettix cincticeps (Uhler, 1896) ツマグロヨ
コバイ．
【既知】重信川森松，石手川市坪橋(国
土交通省 2003)．
30. Handianus ogikubonis (Matsumura, 1914) ウス
イロヒロヨコバイ．【既知】重信川河口(国土
交通省 2003)．
31. Matsumurella praesul (Horváth, 1899) チャイロ
ヨコバイ．【既知】石手川市坪橋(国土交通省
2003)．
32. Paramesodes albinervosus (Matsumura, 1902)
シロミャクイチモンジヨコバイ．
【既知】重信
川森松，石手川市坪橋(国土交通省 2003)．
33. Empoascanara limbata (Matsumura, 1910) ヨツ
モンヒメヨコバイ．
【既知】重信川河口，重信
川出合橋，重信川森松(国土交通省 2003)．
34. Alebroides rubicunda Ishihara, 1953 アカヒメヨ
コバイ．【既知】杉立(Ishihara 1953)．
35. Empoasca vitis (Goethe, 1878) ミドリヒメヨコ
バイ．
【既知】重信川河口(国土交通省 2003)．
36. Edwardsiana rosae (Linnaeus, 1758) バラヒメ
ヨコバイ．【既知】石手川市坪橋(国土交通省
2003)．
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Psyllidae キジラミ科
37. Livia jesoensis (Matsumura, 1908) ヒラズキジ
ラミ．【既知】重信川森松，石手川市坪橋(国
土交通省 2003)．
38. Aphalara itadori (Shinji, 1938) イタドリマダラ
キジラミ．【既知】高縄山(矢野 1964)．
39. Metapsylla nigra Kuwayama, 1908 コクロキジ
ラミ．【既知】道後祝谷(矢野 1964)．
40. Anomoneura mori Schwarz, 1896 クワキジラミ．
【既知】重信川森松(国土交通省 2003)．
41. Accizia jamatonica (Kuwayama, 1908) ヤマト
キジラミ．【既知】道後祝谷(矢野 1964)；重
信川森松，石手川市坪橋(国土交通省 2003)．
42. Psylla coccinea Kuwayama, 1908 ベニキジラミ．
【既知】松山市(松山市野生動植物目録 2002)．
43. Psylla fatsiae Jensen, 1957 ヤツデキジラミ．
【既
知】重信川森松(国土交通省 2003)．
44. Cacopsylla elegans Inoue, 2004 チャバネベニ
キジラミ．
【既知】高縄山(吉富・林，投稿中)．
45. Cacopsylla sorbicoccinea Inoue, 2004 ベニウラ
ジロノキキジラミ．
【既知】高縄山(吉富・林，
投稿中)．
46. Petalolyma bicolor (Kuwayama, 1910) ネグロ
キジラミ．【既知】道後(矢野 1964)．
47. Trioza camphorae Sasaki, 1910 クストガリキジ
ラミ．【既知】城山(矢野 1964)．
Aphididae アブラムシ科
アブラムシ科については，論文として別途投
稿中である。数種については，四国初記録とな
る。
48. Cinara longipennis (Matsumura, 1917) ハネナ
ガオオアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
49.Cinara piniformosana (Takahashi, 1923) マツオ
オアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉
富，投稿中）．
50.Eulachnus thunbergii Wilson, 1919 マツホソオ
オアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉
富，投稿中）．
51.Lachnus tropicalis (Van der Goot, 1916) クリオ
オアブラムシ. 【既知】石手川市坪橋(国土交
通省 2003)；松山市内（安達・吉富，投稿中）
．
52.Longistigma liquidambarus (Walker, -) フウナガ
マダラオオアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
53.Nippolachnus piri Matsumura, 1917 ナシミドリ
オオアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
54.Chaitophorus saliniger Shinji, 1924 ヤナギクロ
ケアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉
富，投稿中）．

55.Periphyllus californiensis (Shinji, 1917) モミジ
ニタイケアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
56.Periphyllus viridis (Matsumura, 1919) イタヤミ
ドリケアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
57.Tuberculatus kuricola (Matsumura, 1917) クリヒ
ゲマダラアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
58.Neochromaphis carpinicola (Takahashi, 1921) イ
ヌシデクロマダラアブラムシ. 【既知】松山
市内（安達・吉富，投稿中）．
59.Neophyllapis podocarpi Takahashi マキシンハア
ブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
60.Sarucallis kahawaluokalani (Kirkaldy, 1907) サ
ルスベリヒゲマダラアブラムシ. 【既知】松
山市内（安達・吉富，投稿中）．
61.Shivaphis celti Das, 1918 エノキワタアブラムシ.
【既知】松山市内（安達・吉富，投稿中）．
62.Takecallis arundicolens (Clarke, 1903) タケヒゲ
マダラアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
63.Tinocallis ulmiparvifoliae Matsumura, 1919 ニレ
ヒゲマダラアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
64.Tinocallis zelkowae (Takahashi, 1919) ケヤキブ
チアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉
富，投稿中）．
65.Tuberculatus capitatus (Essig et Kuwata, 1918)
クヌギトゲマダラアブラムシ. 【既知】松山
市内（安達・吉富，投稿中）．
66.Tuberculatus indicus Ghosh カバイロトゲマダラ
アブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
67.Tuberculatus pilosus (Takahashi, 1929) ケブカト
ゲマダラアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
68.Yamatocallis tokyoensis (Takahashi, 1923) トウ
キョウカマガタアブラムシ. 【既知】松山市
内（安達・吉富，投稿中）
．
69.Acyrthosiphon cirsicola (Takahashi, 1923) ノア
ザミヒゲナガアブラムシ. 【既知】松山市内
（安達・吉富，投稿中）．
70.Acyrthosiphon linderae (Shinji, 1922) アオキコ
ブアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉
富，投稿中）．
71.Aulacorthum magnoliae (Essig et Kuwana, 1918)
ニワトコヒゲナガアブラムシ. 【既知】松山
市内（安達・吉富，投稿中）．
72.Aulacorthum nipponicum (Essig et Kuwana,
1918) ヘクソカズラヒゲナガアブラムシ.【既
知】松山市内（安達・吉富，投稿中）．
73.Acyrthosiphon pisum (Harris, 1776) エンドウヒ
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ゲナガアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
74.Aulacorthum solani (Kaltenbach, 1843) ジャガ
イモヒゲナガアブラムシ. 【既知】松山市内
（安達・吉富，投稿中）．
75.Akkaia polygoni Takahashi, 1919 タデヨツオヒ
ゲナガアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
76.Brachycaudus helichrysi (Keltenbach, 1843) ム
ギワラギクオマルアブラムシ. 【既知】松山
市内（安達・吉富，投稿中）．
77.Capitophorus cirsiiphagus Takahashi, 1961 アザ
ミクギケアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
78.Capitophorus elaeagni (Del Guercio, 1894) ゴボ
ウクギケアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
79.Capitophorus hippophaes javanicus Hille Ris
Lambers, 1953 タデクギケアブラムシ.【既知】
松山市内（安達・吉富，投稿中）．
80.Cryptomyzus taoi Hille Ris Lambers, 1965 ホト
ケノザクギケアブラムシ. 【既知】松山市内
（安達・吉富，投稿中）．
81.Cryptosiphum artemisiae Buckton, 1879 ヨモギ
クダナシアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
82.Dysaphis radicola (Mordvilko) ギシギシネアブ
ラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，投
稿中）．
83.Micromyzodium kuwakusae (Uye, 1924) クワク
サヒゲナガアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
84.Hyperomyzus carduellinus (Theobald, 1915) ノ
ゲシフクレアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
85.Hyperomyzus lactucae (Linnaeus, 1758) チシャ
ミドリアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
86.Illinoia liriodendri (Monell) ユリノキヒゲナガ
アブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
87.Lipaphis erysimi (Kaltenbach, 1843) ニセダイコ
ンアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉
富，投稿中）．
88.Macchiatiella itadori (Shinji, 1942) イタドリオ
マルアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
89.Macrosiphoniella oblonga (Mordvilko, 1901) ア
シナガヒメヒゲナガアブラムシ. 【既知】松
山市内（安達・吉富，投稿中）．
90.Macrosiphoniella yomogicola (Matsumura, 1917)
ヨモギヒメヒゲナガアブラムシ. 【既知】松
山市内（安達・吉富，投稿中）．
91.Macrosiphoniella yomogifoliae (Shinji, 1922) ア

オヒメヒゲナガアブラムシ. 【既知】石手川，
道後祝谷(矢野 1964)；松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
92.Matsumuraja rubi (Matsumura, 1918) イチゴマ
ツムラアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
93.Megoura crassicauda Mordvilko ソラマメヒゲ
ナガアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
94. Myzus asteriae Shinji, 1941 ヨメナコブアブラ
ムシ．
【既知】石手川，道後祝谷(矢野 1964)．
95.Myzus boehmeriae Takahashi, 1923 カラムシコ
ブアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉
富，投稿中）．
96.Myzus mushaensis Takahashi, 1931 ムシャコブ
アブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
97.Myzus persicae (Sulzer, 1776) モモアカアブラム
シ. 【既知】松山市内（安達・吉富，投稿中）．
98.Myzus philadelphi Takahashi, 1965 バイカウツ
ギコブアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
99.Myzus varians Davidson, 1912 カワリコブアブ
ラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，投
稿中）．
100.Phorodon japonensis Takahashi, 1965 カナムグ
ライボアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
101.Pleotrichophorus chrysanthemi キククギケア
ブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
102.Pleotrichophorus glandulosus (Kaltenbach,
1846) ヨモギミドリクギケアブラムシ. 【既
知】松山市内（安達・吉富，投稿中）．
103.Semiaphis heraclei (Takahashi, 1921) ハナウド
チビクダアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
104.Sinomegoura citricola (Van der Goot, 1917) ク
スオナガアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
105.Sitobion akebiae Shinji, 1935 ムギヒゲナガア
ブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
106.Sitobion ibarae (Matsumura, 1917) イバラヒゲ
ナガアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
107.Trichosiphonaphis ishimikawae (Shinji, 1941)
イシミカワイボアブラムシ. 【既知】松山市
内（安達・吉富，投稿中）
．
108.Trichosiphonaphis lonicerae (Uye, 1923) スイ
カズラヒゲナガアブラムシ. 【既知】松山市
内（安達・吉富，投稿中）
．
109.Trichosiphonaphis polygoniformosana
(Takahashi, 1921) タデケクダヒゲナガアブラ
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ムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，投稿
中）．
110.Trichosiphonaphis tade (Shinji, 1927) タデミド
リイボアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
111.Tuberocephalus higansakurae hainnevilleae
Remaudiere et Sorin エドヒガンコブアブラム
シ. 【既知】松山市内（安達・吉富，投稿中）．
112.Tuberocephalus sakurae (Matsumura, 1917) サ
クラコブアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
113.Uroleucon erigeronensis (Thomas) ヒメムカシ
ヨモギヒゲナガアブラムシ. 【既知】松山市
内（安達・吉富，投稿中）
．
114.Uroleucon formosanum (Takahashi, 1921) タイ
ワンヒゲナガアブラムシ. 【既知】松山市内
（安達・吉富，投稿中）．
115.Uroleucon giganteum (Matsumura, 1918) アザ
ミオオヒゲナガアブラムシ. 【既知】松山市
内（安達・吉富，投稿中）
．
116.Uroleucon kikioense (Shinji, 1942) キキョウヒ
ゲナガアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
117.Uroleucon nigrotuberculatum (Olive) セイタカ
アワダチソウヒゲナガアブラムシ. 【既知】
松山市内（安達・吉富，投稿中）．
118.Aphis argrimoniae (Shinji, 1941) キンミズヒキ
フタマタアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
119.Aphis spiraecola Patch, - ユキヤナギアブラム
シ. 【既知】松山市内（安達・吉富，投稿中）．
120.Aphis clerodendri Matsumura, 1917 クサギア
ブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
121.Aphis commelinae Shinji ツユクサアブラムシ.
【既知】松山市内（安達・吉富，投稿中）．
122.Aphis craccivora craccivora Koch, 1854 マメ
アブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
123.Aphis fabae solanella Theobald イヌホウズキ
クロアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
124.Aphis farinosa yanagicola Matsumura, 1917 ヤ
ナギアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
125. Aphis fukii Shinji, 1922 フキアブラムシ．【既
知】道後祝谷(矢野 1964)．
126.Aphis gossypii Glover, 1877 ワタアブラムシ.
【既知】道後祝谷(矢野 1964)；松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
127.Aphis indigoferae Shinji, 1922 コマツナギアブ
ラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，投
稿中）．
128.Aphis kurosawai Takahashi, 1921 ヨモギハアブ

ラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，投
稿中）．
129.Aphis nerii Boyer de Fonscolombe, 1841 キョ
ウチクトウアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
130.Aphis oenotherae Oestlund, - マツヨイグサア
ブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
131.Aphis rumicis Linnaeus, 1758 ギシギシアブラ
ムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，投稿
中）．
132.Aphis sumire Moritsu, 1949 スミレアブラムシ.
【既知】松山市内（安達・吉富，投稿中）．
133.Hyalopterus pruni (Geoffroy, 1762) モモコフキ
アブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
134.Melanaphis bambusae (Fullaway, 1910) タケノ
アブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
135.Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856) トウモロ
コシアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
136.Rhopalosiphum nymphaeae (Linnaeus, 1761) ク
ワイクビレアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
137.Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758) ムギク
ビレアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
138.Rhopalosiphum rufiabdominalis (Sasaki, 1899)
オカボアカアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
139.Schizaphis graminum (Rondani, 1852) ムギミ
ドリアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
140.Schizaphis scirpi (Passerini) ガマノハアブラム
シ. 【既知】松山市内（安達・吉富，投稿中）．
141.Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe,
1841) コミカンアブラムシ. 【既知】松山市
内（安達・吉富，投稿中）
．
142.Toxoptera citricidus (Kirkaldy, 1907) ミカンク
ロアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉
富，投稿中）．
143.Toxoptera odinae (Van der Goot, 1917) ハゼア
ブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
144. Tuberocephalus sasakii (Matsumura, 1917) サ
サキコブアブラムシ．
【既知】城山(矢野 1964)．
145.Eutrichosiphum sinense Raychaudhuri, 1956 シ
イケクダアブラムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
146.Greenidea nipponica Suenaga, 1934 ニホンケ
クダアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
147.Hysteroneura setariae (Thomas) オヒシバクロ
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アブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
148.Mindarus japonicus Takahashi, 1931 トドワタ
ムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，投稿
中）．
149. Monzenia globuli (Monzen, 1934) イスノタマ
フシアブラムシ．【既知】泉町薬師寺(矢野
1964)．
150.Neothoracaphis yanonis (Matsumura, 1917) ヤ
ノイスアブラムシ. 【既知】泉町薬師寺，道
後祝谷(矢野 1964)；松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
151.Nipponaphis distyliicola Monzen, 1934 イスノ
フシアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
152.Nipponaphis monzeni (Takahashi, 1958) モンゼ
ンイスアブラムシ. 【既知】泉町薬師寺(矢野
1964)；松山市内（安達・吉富，投稿中）．
153.Pseudoregma panicola (Takahashi ヒエツノア
ブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
154.Colopha kansugei (Uye, 1924) スゲワタムシ.
【既知】松山市内（安達・吉富，投稿中）．
156.Eriosoma japonicum (Matsumura, 1917) ニレ
ワタムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
157.Paracolopha morrisoni (Baker, 1919) ケヤキヒ
トスジワタムシ. 【既知】城山(矢野 1964)；
松山市内（安達・吉富，投稿中）．
158.Prociphilus kuwanai Monzen, 1927 ナシハマキ
ワタムシ. 【既知】松山市内（安達・吉富，
投稿中）．
159.Prociphilus ligustrifoliae (Tseng et Tao, -) トウ
ネズミモチハマキワタムシ. 【既知】松山市
内（安達・吉富，投稿中）
．
160.Prociphilus osmanthae Essig et Kuwana, 1918
ヒイラギオオワタムシ. 【既知】松山市内（安
達・吉富，投稿中）．
161.Schlechtendalia chinensis (Bell, 1851) ヌルデ
シロアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・
吉富，投稿中）．
162.Tetraneura akinire Sasaki, 1904 アキニレヨス
ジワタムシ. 【既知】城山，石手川，道後祝
谷(矢野 1964)；松山市内（安達・吉富，投稿
中）．
163.Watabura nishiyae Matsumura, 1917 ニシヤワ
タアブラムシ. 【既知】松山市内（安達・吉
富，投稿中）．
Margarodidae ワタフキカイガラムシ科
164. Drosicha corpulenta (Kuwana, 1902) オオワラ
ジカイガラムシ．
【既知】樽味愛大農学部構内
(桑田 1987)．

165. Icerya purchasi Maskell, 1878 イセリアカイガ
ラムシ．
【既知】畑寺町繁多寺，北吉田町し尿
処理場前の緑地(桑田 1987)．
166. Icerya seychellarum (Westwood, 1855) キイロ
ワタフキカイガラムシ．
【既知】一番町県庁(桑
田 1987)．
Pseudococcidae コナカイガラムシ科
167. Dysmicoccus wistariae (Green, 1923) セスジコ
ナカイガラムシ．
【既知】城山南登山口側（愛
媛県庁内）(立川 1958)．
168. Idiococcus bambusae Takahashi et Kanda, 1939
タケフシカイガラムシ．
【既知】東野池の東(桑
田 1987)．
169. Phenacoccus pergandei Cockerell, 1896 オオ
ワタコナカイガラムシ．
【既知】永木町石手川
公園(桑田 1987)．
170. Phenacoccus viburnae Kanda, 1931 ガマズミ
ワタカイガラモドキ．
【既知】樽味愛大農学部
構内(桑田 1987)．
Eriococcidae フクロカイガラムシ科
171. Eriococcus abeliceae Kuwana, 1927 ケヤキフ
クロカイガラムシ．
【既知】樽味愛大農学部構
内(桑田 1987)．
172. Eriococcus lagerstroemiae Kuwana, 1907 サル
スベリフクロカイガラムシ．
【既知】久万ノ台
成願寺裏の公園，畑寺町変電所上(桑田 1987)．
173. Eriococcus onukii Kuwana, 1902 タケフクロ
カイガラムシ．【既知】重信川河口(国土交通
省 2003)．
Coccidae カタカイガラムシ科
174. Ceroplastes ceriferus (Fabricius, 1798) ツノロ
ウムシ．
【既知】花園町花園通りの街路樹，久
万ノ台成願寺裏の公園，南吉田町帝人社宅，
北吉田町北吉田公民館前の公園，和泉北石手
川公園(桑田 1987)．
175. Ceroplastes japonicus Green, 1921 カメノコロ
ウムシ．
【既知】高岡町桑田家の庭，南吉田町
空港近くの公園(桑田 1987)．
176. Ceroplastes rubens Maskell, 1892 ルビーロウ
ムシ．
【既知】久万ノ台成願寺裏の公園，城山
県警裏の登り口から 5 分上，樽味愛大農学部
構内，余土出合橋近くの河川敷(桑田 1987)．
177. Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana, 1914)
カンキツカタカイガラムシ．
【既知】永木町石
手川公園，御幸護国神社横の万葉植物園，畑
寺町繁多寺(桑田 1987)．
178. Ericerus pela (Chavannes, 1848) イボタロウム
シ．【既知】久万ノ台八幡神社(桑田 1987)．
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179. Protopulvinaria fukayai (Kuwana, 1909) フカ
ヤカタカイガラムシ．
【既知】余土出合橋近く
の河川敷(桑田 1987)．
180. Pulvinaria aurantii Cockerell, 1896 ミカンワ
タカイガラムシ．
【既知】高岡町生石神社，新
石手遍路橋近くの公園，畑寺町繁多寺，北吉
田町し尿処理場前の緑地(桑田 1987)．
181. Pulvinaria nishigaharae (Kuwana, 1907) ニシ
ガハラワタカイガラムシ．
【既知】永木町石手
川公園，室町石手川公園，樽味愛大農学部構
内(桑田 1987)．
182. Pulvinaria photiniae Kuwana, 1914 ウシコロ
シワタカイガラムシ．
【既知】永木町石手川公
園(桑田 1987)．
183. Pulvinaria torreyae Takahashi, 1956 イヌガヤ
ワタカイガラムシ．
【既知】永木町石手川公園
(桑田 1987)．
184. Saissetia citricola (Kuwana, 1909) ミカンヒモ
ワタカイガラムシ．
【既知】
椿神社(桑田 1987)．
185. Takahashia japonica (Cockerell, 1896) ヒモワ
タカイガラムシ．
【既知】樽味愛大農学部構内
(桑田 1987)．
Lecanodiaspididae ニセタマカイガラムシ科
186. Lecanodiaspis quercus Cockerell, 1896 カシニ
セタマカイガラムシ．
【既知】西垣生町三島神
社前のバス停留所，樽味愛大農学部構内，北
吉田町北吉田公民館前の公園(桑田 1987)．
Asterolecaniidae フサカイガラムシ科
187. Asterococcus muratae (Kuwana, 1907) フジツ
ボカイガラムシ．
【既知】北吉田町北吉田公民
館前の公園(桑田 1987)．
Dispididae マルカイガラムシ科
188. Lopholeucaspis japonica (Cockerell, 1897) ナ
シシロナガカイガラムシ．
【既知】樽味愛大農
学部構内(桑田 1987)．
189. Cryptoparlatorea leucaspis Lindinger, 1905 ス
ギクロホシカイガラムシ．
【既知】御幸還熊八
幡神社(桑田 1987)．
190. Aonidiella taxus Leonardi, 1906 マキアカマル
カイガラムシ．
【既知】桑原桑原小学校，大山
寺町大山寺(桑田 1987)．
191. Chrysomphalus bifasciculatus Ferris, 1938 ト
ビイロマルカイガラムシ．
【既知】城山県警裏
の登り口(桑田 1987)．
192. Lindingaspis setiger (Maskell, 1897) クロホシ
マルカイガラムシ．
【既知】樽味愛大農学部構
内，余土出合橋近くの河川敷(桑田 1987)．
193. Pseudaonidia duplex (Cockerell, 1899) ミカン

マルカイガラムシ．
【既知】御幸県立美術館前，
別府町浄明院(桑田 1987)．
194. Lepidoscaphes pini (Maskell, 1897) マツカキ
カイガラムシ．【既知】鷹子町日尾八幡神社，
北吉田町し尿処理場前の緑地(桑田 1987)．
195. Aulacaspis difficilis (Cockerell, 1896) グミシ
ロカイガラムシ．
【既知】南江戸大宝寺前の公
園(桑田 1987)．
196. Aulacaspis rosae (Bouche, 1834) バラシロカ
イガラムシ．【既知】高岡町高岡天満宮(桑田
1987)．
197. Pseudaulacaspis celtis (Kuwana, 1928) エノキ
シロカイガラムシ．
【既知】室町石手川公園(桑
田 1987)．
198. Pseudaulacaspis cockerelli (Cooley, 1897) ア
オキシロカイガラムシ．
【既知】城山県警裏の
登り口，樽味愛大農学部構内(桑田 1987)．
199. Pseudaulacaspis pentagona (Targioni, 1886)
クワシロカイガラムシ．
【既知】一番町県庁(桑
田 1987)．
200. Unaspis yanonensis (Kuwana, 1923) ヤノネカ
イガラムシ．
【既知】吉藤町，桑原桑原小学校
北のカンキツ園，高岡町生石神社，室町石手
川公園，西垣生町滑走路南のカンキツ園，樽
味愛大農学部構内(桑田 1987)．
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