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寄主植物別虫えいおよび虫えい形成者リスト
転載間違いもあるかと思いますので、ご了承ください。解説番号は当該虫えい図鑑の解説番号です。

科　名 寄主植物種名 虫えい名 虫えい形成者 解説番号 記載頁
シャジクモ オオシャジクモ オオシャジクモクキフクレフシ 554

コバノイシカグマ
ワラビ ワラビキイロハベリマキフシ ワラビツメナシアブラムシ A-001

ワラビクロハベリマキフシ ワラビハベリマキタマバエ A-002
ワラビハベリマキフシ

マツ

アオモリトドマツ アオモリトドマツハトジフシ トドワタムシ
アカエゾマツ エゾマツシントメヒメカサガタフシ ヒメカサアブラムシ
アカトドマツ アカトドマツハタマフシ トドマツノタマバエ B-001

アカマツ
アカマツエダオレフシ マツモグリカイガラムシ B-002
マツシントメフシ マツシントメタマバエ B-003
マツバタマフシ マツバノタマバエ

エゾマツ
エゾマツシントメフシ エゾマツノシントメタマバエ B-004
エゾマツシントメカサガタフシ エゾマツカサアブラムシ
エゾマツシントメキタカサガタフシ キタマツカサアブラムシ B-009
エゾマツシントメヒメカサガタフシ ヒメカサアブラムシ B-009 555

カラマツ カラマツハナメフクレフシ カラマツメタマバエ

クロマツ
クロマツメテングスフシ B-005
クロマツエダオレフシ マツモグリカイガラムシ
マツシントメフシ マツシントメタマバエ
マツバタマフシ マツバノタマバエ B-006

コメツガ コメツガハタマフシ B-007
シラビソ シラビソハトジフシ トドワタムシ
タイワンアカマツ タイワンアカマツエダオレフシ マツモグリカイガラムシ
ツガ ツガハトジフシ トドワタムシ
トウヒ エゾマツシントメカサガタフシ エゾマツカサアブラムシ B-008

エゾマツシントメヒメカサガタフシ ヒメカサアブラムシ
ハリモミ ハリモミシントメカサガタフシ ハリモミヒメカサアブラムシ B-009
ヒメコマツ ヒメコマツハタマフシ ヒメコマツタマバエ
モミ モミハトジフシ トドワタムシ B-010

リュウキュウマツ
マツバタマフシ マツバノタマバエ
リュウキュウマツメテングスフシ 556
リュウキュウマツエダオレフシ マツモグリカイガラムシ

スギ スギ スギハタマフシ スギタマバエ B-011

ヒノキ

タマイブキ タマイブキメシカクフシ タマイブキノタマバエ B-012

日本原色虫えい図鑑（湯川淳一・枡田　長）のVII付表　「寄主植物別虫えいおよび虫えい形成者リスト」を転載しました。

ササラダニの1種

フシダニの1種

フシダニの1種

タマバエの1種

フシダニの1種
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ヒノキ ネズミサシ
ネズミサシメチョウチンフシ チョウチンタマバエ B-013
ネズミサシメミガタフシ
ネズミサシロッポウメフシ ロッポウタマバエ B-013
ネズミサシハタマフシ オカヤマタマバエ B-013

イチイ イチイ イチイミフクレフシ B-014

クルミ
オニグルミ

オニグルミハイボケフシ
オニグルミハケフシ
オニググルミハマキフシ オニグルミトゲアブラムシ

サワグルミ サワグルミハオレフシ サワグルミオオミツアブラムシ
サワグルミハマキフシ サワグルミミツアブラムシ

ノグルミ ノグルミメフクレフシ

ヤナギ

アカメヤナギ
アカメヤナギハコブフシ C-001 557
アカメヤナギハベリマキフシ C-002
ヤナギハイボケフシ

イヌコリヤナギ イヌコリヤナギハアカコブフシ C-003
ヤナギシントメハナガタフし ヤナギシントメタマバエ C-004

エゾノバッコヤナギ ヤナギハヒメコブフシ ヤナギハコブタマバエ C-005

エゾヤナギ
ヤナギエダカタガワフシ ヤナギカタガワタマバエ
ヤナギエダコブフシ ヤナギコブタマバエ
ヤナギハヒメコブフシ ヤナギハコブタマバエ

オオバヤナギ
オオバヤナギハベリオレフシ
オオバヤナギハイボケフシ
オオバヤナギハナガコブフシ ヤナギナガコブハバチ C-006

オノエヤナギ

オノエヤナギメフクレフシ ヤナギメフシハバチ C-007
オノエヤナギハウラケタマフシ C-008
オノエヤナギハウラタマフシ
オノエヤナギハナガコブフシ ヤナギナガコブハバチ
オノエヤナギハヒラタコブフシ C-009
オノエヤナギハマキフシ C-010
ヤナギエダコブフシ ヤナギコブタマバエ
ヤナギメフクレフシ ヤナギメフクレタマバエ

カワヤナギ

カワヤナギハベリチヂミフシ 558
カワヤナギハベリマキフシ
カワヤナギハウラタマフシ
ヤナギエダマルズイフシ ヤナギマルタマバエ
ヤナギシントメハナガタフシ ヤナギシントメタマバエ
ヤナギハイボケフシ

キタノヤナギ キタノヤナギハベリオレフシ C-011

キヌヤナギ ヤナギエダマルズイフシ ヤナギマルタマバエ
ヤナギハヒメコブフシ ヤナギハコブタマバエ

ケショウヤナギ ケショウヤナギハベリオレフシ C-012
ケショウヤナギハマキフシ C-013

フシダニの1種

タマバエの1種
フシダニの1種
フシダニの1種

フシダニの1種
コブハバチの1種
フシダニの1種
フシダニの1種
コブハバチの1種

ハオレハバチの1種
フシダニの1種

コブハバチの1種
コブハバチの1種

コブハバチの1種
ハマキハバチの1種

フシダニの1種
フシダニの1種
コブハバチの1種

フシダニの1種
ハオレハバチの1種

ハオレハバチの1種
ハマキハバチの1種
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ヤナギ

コウライヤナギ
ヤナギエダカタガワフシ ヤナギカタガワタマバエ
ヤナギエダマルズイフシ ヤナギマルタマバエ
ヤナギメフクレフシ ヤナギメフクレタマバエ

コゴメヤナギ コゴメヤナギハウラタマフシ

コリヤナギ
コリヤナギエダカクレフシ ヤナギエダカクレフシタマバエ C-014
ヤナギエダカタガワフシ ヤナギカタガワタマバエ
ヤナギエダマルズイフシ ヤナギマルタマバエ

シダレヤナギ

シダレヤナギシントメフシ C-015
シダレヤナギハイボケフシ ヤナギフシダニ C-016
シダレヤナギハオオコブフシ C-017
ヤナギエダカタガワフシ ヤナギカタガワタマバエ
ヤナギエダコブフシ ヤナギコブタマバエ 559
ヤナギエダマルズイフシ ヤナギマルタマバエ

シバヤナギ

シバヤナギハオモテコブフシ シバヤナギコブハバチ C-018
シバヤナギハウラタマフシ C-019
シバヤナギハケフシ
ヤナギエダカタガワフシ ヤナギカタガワタマバエ
ヤナギハミャクコブフシ ヤナギハツトタマバエ
ヤナギハイボケフシ

シロヤナギ

ヤナギエダカタガワフシ ヤナギカタガワタマバエ C-020
ヤナギエダコブフシ ヤナギコブタマバエ
ヤナギエダマルズイフシ ヤナギマルタマバエ C-021
ヤナギメヒメハナガタフシ ヤナギメヒメハナタマバエ
ヤナギメフクレフシ ヤナギメフクレタマバエ C-022

ジャヤナギ
ジャヤナギハチヂミフシ
ジャヤナギハベリオレフシ C-023
ジャヤナギハマキフシ C-024
ヤナギエダカタガワフシ ヤナギカタガワタマバエ

タチヤナギ
タチヤナギハウラケタマフシ
ヤナギシントメハナガタフシ ヤナギシントメタマバエ
ヤナギメヒメハナガタフシ ヤナギメヒメハナタマバエ C-025

ドロノキ

ドロエダタマフシ ドロエダタマワタムシ C-026
ドロハベリオレフシ
ドロハベリマキフシ キンポウゲワタムシ C-027
ドロハアキタマフシ ドロハアキタマワタムシ C-028
ドロハオオタマフシ ドロオオタマワタムシ C-029 560
ドロハケフシ
ドロハタマフシ ドロハタマワタムシ C-030
ドロハトサカフシ ドロトサカワタムシ C-031
ドロハフクレフシ ドロオオワタムシ C-032
ドロハマキフシ キンポウゲワタムシ C-032
ドロハミミフシ ドロミミフシワタムシ C-033
ドロオオハマキフシ ドロオオワタムシ C-032

コブハバチの1種

ハマキハバチの1種

コブハバチの1種

コブハバチの1種
フシダニの1種

フシダニの1種

フシダニの1種
ハオレハバチの1種
ハマキハバチの1種

コブハバチの1種

ハオレハバチの1種

フシダニの1種
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ヤナギ

ネコヤナギ
ネコヤナギハウラタマフシ C-034
ヤナギエダカタガワフシ ヤナギカタガワタマバエ
ヤナギエダコブフシ ヤナギコブタマバエ

バッコヤナギ ヤナギエダコブフシ ヤナギコブタマバエ
ヤナギエダマルズイフシ ヤナギマルタマバエ

ミヤマヤナギ

ミヤマヤナギハウラタマフシ
ミヤマヤナギハイボケフシ
ミヤマヤナギハキイボフシ
ミヤマヤナギハヒラタコブフシ
ヤナギエダアワツブフシ ヤナギアワツブタマバエ
ヤナギエダコブフシ ヤナギコブタマバエ

ヤマナラシ
ヤマナラシハイボケフシ
ヤマナラシハクボミフシ ギンドロケアブラムシ
ヤマナラシハケフシ
ヤマナラシハマキフシ ヤマナラシヒトスジツノアブラムシ

ヤマヤナギ ヤナギエダカタガワフシ ヤナギカタガワタマバエ 561
ヤナギエダコブフシ ヤナギコブタマバエ C-035

ヨシノヤナギ ヨシノヤナギシンメトジフシ
ヨシノヤナギハオオコブフシ

カバノキ

アカシデ
アカシデメフクレフシ
アカシデメムレマツカサフシ C-036
アカシデハミャクフクロフシ C-037

イヌシデ イヌシデメフクレフシ ソロメフクレダニ C-038

ウダイカンバ ウダイカンバハイボケフシ
ウダイカンバハムレトサカフシ

サワシバ
サワシバメフクレフシ
サワシバハミャクフクロフシ C-039
サワシバハケフシ

シラカンバ
シラカンバハクボミフシ カバハマキヒラタアブラムシ
シラカンバハケフシ
シラカンバミフクレフシ シラカンバミタマバエ C-040
シラカンバオオミフクレフシ シラカンバミオクレタマバエ C-040

ダケカンバ ダケカンバハフクレフシ
ダケカンバミフクレフシ ダケカンバミタマバエ C-040

ツノハシバミ ツノハシバミハミャクシロコブフシ ハシバミミジンタマバエ 562
ツノハシバミハケフシ

ハシバミ
ハシバミハミャクシロコブフシ ハシバミミジンタマバエ
ハシバミハコブフシ
ハシバミチヂミフシ ハシバミヒゲナガアブラムシ

ハンノキ
ハンノキハオモテケフシ C-041
ハンノキハイボフシ C-042
ハンノキハシロケフシ

コブハバチの1種

コブハバチの1種
フシダニの1種
フシダニの1種
コブハバチの1種

フシダニの1種

フシダニの1種

ハマキハバチの1種
コブハバチの1種
フシダニの1種
フシダニの1種
タマバエの1種

フシダニの1種
アブラムシの1種
フシダニの1種
タマバエの1種
フシダニの1種

フシダニの1種

タマバエの1種

フシダニの1種

フシダニの1種

フシダニの1種
フシダニの1種
フシダニの1種
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カバノキ

ハンノキ
ハンノキハヒダフシ

ミヤマハンノキ ミヤマハンノキハケフシ
ヤシャブシ ヤシャブシハシロケフシ C-043
ヤハズハンノキ ヤハズハンノキハイボフシ C-044

ヤマハンノキ
ヤマハンノキハイボフシ
ヤマハンノキハケフシ
ヤマハンノキミフクレフシ

ブナ

アカガシ

アカガシハイボフシ
アカガシハオレフシ
アカガシハクボミフシ カシフサカイガラムシ
カシミキコブフシ カシコスカシバ
カシワカメコムレタマフシ カシワカメコムレタマバチ 563

アベマキ

アベマキワカメマルズイフシ クヌギワカメマルズイタマバチ
アベマキメコトガリタマフシ クヌギメコトガリタマバチ
アベマキエダヒメコブフシ クヌギヒメコブタマバエ
アベマキワカエダナガズイフシ ヒロオビヒメハマキ
アベマキハグキコトガリタマフシ アベマキハグキコトガリタマバチ C-045
アベマキハスジケイガフシ アベマキハスジケイガタマバチ C-046
アベマキハスジコタマフシ クヌギハスジコタマバチ
アベマキハスジコツノタマフシ クヌギハスジコツノタマバチ
アベマキハスジコツヤタマフシ クヌギハスジコツヤタマバチ
アベマキハベリツボタマフシ クヌギハベリツボタマバチ
アベマキハウラケツボタマフシ アベマキハウラケツボタマバチ C-047
アベマキハウラシロケタマフシ クヌギハウラシロケタマバチ
アベマキハイボケフシ
アベマキハイボタマフシ アベマキハイボタマバチ C-048
アベマキハオオケタマフシ クヌギハオオケタマバチ
アベマキハケツボタマフシ クヌギハケツボタマバチ
アベマキハフクレコタマフシ クヌギハフクレコタマバチ
アベマキハマルタマフシ クヌギハマルタマバチ
アベマキハナコキイロタマフシ クヌギハナコキイロタマバチ
アベマキハナコクロタマフシ クヌギハナコクロタマバチ
アベマキハナコケタマフシ クヌギハナコケタマバチ
アベマキハナコツヤタマフシ クヌギハナコツヤタマバチ
アベマキハナコトックリタマフシ クヌギハナコトックリタマバチ
アベマキハナワタフシ クヌギハナワタタマバチ
アベマキミコトガリタマフシ クヌギミコトガリタマバチ

アラカシ

アラカシカワアレフクレフシ カブラカイガラムシ
アラカシエダコブフシ
アラカシワカエダナガズイフシ ヒロオビヒメハマキ 564
アラカシワカエダマルズイフシ カシアシナガゾウムシ
アラカシハイボケフシ
アラカシハオレフシ C-049

フシダニの1種
フシダニの1種
フシダニの1種
フシダニの1種
フシダニの1種
フシダニの1種
タマバエの1種
フシダニの1種
タマバエの1種

フシダニの1種

コバチ類の1種

フシダニの1種
タマバエの1種
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ブナ

アラカシ

アラカシハクボミフシ カシトガリキジラミ C-050
アラカシハマルクボミフシ カシフサカイガラムシ C-051
カシミキコブフシ カシコスカシバ C-109
カシエダフクレズイフシ カシエダフクレズイタマバチ C-052
カシワカグキフクレフシ カシワカグキフクレタマバチ C-053
カシワカメコムレタマフシ カシワカメコムレタマバチ C-054
カシメフクレズイフシ カシメフクレズイタマバチ C-055
カシメフクレタマフシ カシメフクレタマバチ C-056
カシハウラマルタマフシ カシハウラマルタマバチ
カシハケフシ
カシハコタマフシ カシハコタマバチ C-057
カシハサカズキタマフシ カシハサカズキタマバチ C-058
カシハツトタマフシ カシハツトタマバチ C-059

イチイガシ カシハウラマルタマフシ カシハウラマルタマバチ C-060

イヌブナ

イヌブナハベリタマフシ
イヌブナハベリホソフシ
イヌブナハミャクコブフシ
イヌブナハアカゲタマフシ
イヌブナハケツノフシ イヌブナハケツノフシタマバエ
イヌブナハツノフシ
イヌブナハボタンフシ イヌブナボタンタマバエ C-061
イヌブナハマキフシ ブナハアブラムシ
イヌブナハマルタマフシ

ウバメガシ
ウバメガシカワアレフクレフシ カブラカイガラムシ 565
ウバメガシワカエダナガズイフシ ヒロオビヒメハマキ
カシハイボケフシ

ウラジロガシ
カシハベリマキフシ
カシハイボケフシ
ウラジロガシハクボミフシ ウラジロガシトガリキジラミ C-062
カシハツトタマフシ カシハツトタマバチ

カシワ

カシワエダヒメコブフシ クヌギヒメコブタマバエ
カシワワカエダナガズイフシ ヒロオビヒメハマキ
カシワワカメウロコフクレタマフシ カシワワカメウロコフクレタマバチ C-063
カシワワカメコムレタマフシ カシワワカメコムレタマバチ C-064
カシワメオオニセハナフシ カシワメオオニセハナタマバチ C-065
カシワメニセハナフシ カシワメニセハナタマバチ C-066
カシワハウラタマフシ カシワハウラタマバエ
カシワハウラヒラタマルフシ カシワヒラタマルタマバエ
カシワハイボケフシ
カシワハフクレフシ C-067
カシワハマルタマフシ カシワハマルタマバチ C-068
ナラネタマフシ ナラネタマバチ
ナラエダカワフクレフシ ナラエダカワフクレタマバチ

フシダニの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

フシダニの1種
フシダニの1種
フシダニの1種

フシダニの1種
タマバエの1種
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ブナ

カシワ
ナラエダムレタマフシ ナラエダムレタマバチ C-069
ナラワカメコチャイロタマフシ ナラワカメコチャイロタマバチ C-070
ナラメリンゴフシ ナラメリンゴタマバチ
ナラハグキコブフシ ナラハグキコブタマバチ
ナラハグキフクレフシ ナラハグキフクレタマバチ
ナラハスジコタマフシ ナラハスジコタマバチ
ナラハウラサカズキタマフシ ナラハウラサカズキタマバチ 566
ナラハウラシロタマフシ ナラハウラシロタマバチ
ナラハウラマルタマフシ ナラハウラマルタマバチ
ナラハタイコタマフシ ナラハタイコタマバチ
ナラハヒラタマルタマフシ ナラハヒラタマルタマバチ
ナラハナケタマフシ ナラハナケタマバチ

クヌギ

カシミキコブフシ カシコスカシバ
クヌギネモトムレタマフシ クヌギネモトムレタマバチ C-071
クヌギカワアレフクレフシ カブラカイガラムシ C-072
クヌギエダイガフシ クヌギエダイガタマバチ C-073
クヌギエダクボミフシ クヌギフサカイガラムシ C-074
クヌギエダコトガリタマフシ クヌギエダコトガリタマバチ C-075
クヌギエダタマフシ クヌギエダタマバチ C-076
クヌギエダヒメコブフシ クヌギヒメコブタマバエ C-077
クヌギワカエダナガズイフシ ヒロオビヒメハマキ
クヌギワカエダフクレズイフシ クヌギワカエダフクレズイタマバチ C-078
クヌギワカエダマルズイフシ カシアシナガゾウムシ
クヌギワカメマルズイフシ クヌギワカメマルズイタマバチ C-079
クヌギメコトガリタマフシ クヌギメコトガリタマバチ C-080
クヌギハグキコタマフシ クヌギハグキコタマバチ C-081
クヌギハスジケイガフシ アベマキハスジケイガタマバチ
クヌギハスジコタマフシ クヌギハスジコタマバチ C-082
クヌギハスジコツノタマフシ クヌギハスジコツノタマバチ C-083
クヌギハスジコツヤタマフシ クヌギハスジコツヤタマバチ C-084
クヌギハスジコトゲタマフシ クヌギハスジコトゲタマバチ C-085
クヌギハベリツボタマフシ クヌギハベリツボタマバチ C-086
クヌギハウラシロケタマフシ クヌギハウラシロケタマバチ C-087
クヌギハイボタマフシ アベマキハイボタマバチ
クヌギハケタマフシ クヌギハケタマバチ C-088
クヌギハクボミフシ クリトガリキジラミ C-089 567
クヌギハオオケタマフシ クヌギハオオケタマバチ C-090
クヌギハケツボタマフシ クヌギハケツボタバチ C-091
クヌギハヒメツボタマフシ クヌギハヒメツボタマバチ C-092
クヌギハフクレフシ
クヌギハフクレコタマフシ クヌギハフクレコタマバチ C-093
クヌギハマキチヂミフシ クヌギフィロキセラ
クヌギハマキフシ クヌギトゲアブラムシ

タマバエの1種



寄主植物別虫えい名
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ブナ

クヌギ

クヌギハマルタマフシ クヌギハマルタマバチ C-094
クヌギハナメコトガリタマフシ クヌギハナメコトガリタマバチ C-095
クヌギハナカイメンフシ クヌギハナカイメンタマバチ C-096
クヌギハナコキイロタマフシ クヌギハナコキイロタマバチ C-097
クヌギハナコクロタマフシ クヌギハナコクロタマバチ C-098
クヌギハナコケタマフシ クヌギハナコケタマバチ C-099
クヌギハナコツヤタマフシ クヌギハナコツヤタマバチ C-100
クヌギハナコトックリタマフシ クヌギハナコトックリタマバチ C-101
クヌギハナワタフシ クヌギハナワタタマバチ C-102
クヌギワカミフクレフシ クロボシキバガ C-103
クヌギミコトガリタマフシ クヌギミコトガリタマバチ C-104

クリ

カシミキコブフシ カシコスカシバ
クリワカエダマルズイフシ カシアシナガゾウムシ C-105
クリメコブズイフシ クリタマバチ C-106
クリハイボフシ クリフシダニ C-107
クリハクボミフシ クリトガリキジラミ
クリハナケタマフシ C-108

コナラ

カシミキコブフシ カシコスカシバ C-109
コナラエダクボミフシ ナラフサカイガラムシ C-110
コナラワカエダナガズイフシ ヒロオビヒメハマキ C-111 568
コナラワカエダマルズイフシ カシアシナガゾウムシ
コナラホソエダフクレフシ コナラエダフシカイガラムシ C-112
コナラハベリオレフシ ナラヌカタマバエ
コナラハクボミフシ クリトガリキジラミ C-089
コナラハフクレフシ
コナラハマキチヂミフシ コナラハアブラムシ C-113
コナラハマルクボミフシ コナラフサカイガラムシ C-114
コナラハヨコマキフシ コナラハアブラムシ
ナラネモトタマフシ ナラネモトタマバチ C-115
ナラネタマフシ ナラネタマバチ C-116
ナラネムレタマフシ ナラネムレタマバチ C-117
ナラエダカワフクレフシ ナラエダカワフクレタマバチ C-118
ナラエダムレタマフシ ナラエダムレタマバチ
ナラフトエダコブフシ ナラフトエダコブタマバチ C-119
ナラワカエダフクレズイフシ ナラワカエダフクレズイタマバチ C-120
ナラワカエダフクレフシ ナラワカエダフクレタマバチ C-121
ナラワカメケタマフシ ナラワカメケタマバチ C-122
ナラワカメコチャイロタマフシ ナラワカメコチャイロタマバチ C-123
ナラワカメコフクレタマフシ ナラワカメコフクレタマバチ C-124
ナラワカメハナツボタマフシ ナラワカメハナツボタマバチ C-125
ナラメイガフシ ナラメイガタマバチ C-126
ナラメカイメンタマフシ ナラメカイメンタマバチ C-127
ナラメコイガフシ ナラメコイガヤドカリタマバチ C-128

タマバエの1種

タマバエの1種



寄主植物別虫えい名

ページ 9

ブナ

コナラ
ナラメチビイガフシ ナラメチビイガヤドカリタマバチ C-129
ナラメトガリタマフシ ナラメトガリタマバチ C-130
ナラメヒメイガフシ ナラメヒメイガヤドカリタマバチ C-131
ナラメフクレフクロフシ ナラメフクレフクロタマバチ C-132
ナラメムレトガリタマフシ ナラメムレトガリタマバチ C-133
ナラメリンゴフシ ナラメリンゴタマバチ C-134
ナラハグキコブフシ ナラハグキコブタマバチ 569
ナラハグキフクレフシ ナラハグキフクレタマバチ C-135
ナラハスジコタマフシ ナラハスジコタマバチ C-136
ナラハスジコブフシ ナラハスジコブコブタマバチ C-137
ナラハスジトガリタマフシ ナラハスジトガリタマバチ C-138
ナラハスジマルタマフシ ナラハスジマルタマバチ C-139
ナラハウラサカズキタマフシ ナラハウラサカズキタマバチ C-140
ナラハウラシロタマフシ ナラハウラシロケタマバチ C-141
ナラハウラフクレタマフシ ナラハウラフクレヤドカリタマバチ C-142
ナラハウラマルタマフシ ナラハウラマルタマバチ C-143
ナラハゴマタマフシ ナラハゴマタマバチ C-144
ナラハタイコタマフシ ナラハタイコタマバチ C-145
ナラハヒラタマルタマフシ ナラハヒラタマルタマバチ C-146
ナラハマダラケタマフシ ナラハマダラケタマバチ C-147
ナラハムレタイコタマフシ ナラハムレタイコタマバチ C-148
ナラハナケシツブタマフシ ナラハナケシツブタマバチ C-149
ナラハナケタマフシ ナラハナケタマバチ C-150
ナラハナコトガリタマフシ ナラハナコトガリタマバチ C-151
ナラハナマダラタマフシ ナラハナマダラタマバチ C-152
ナラハナグキウスタマフシ ナラハナグキウスタマバチ C-153
ナラミウスタマフシ ナラミウスタマバチ C-154
ナラミウロコタマフシ ナラミウロコタマバチ C-155
ナラミエフクレズイフシ ナラミエフクレヤドカリタマバチ C-156

シイ類 カシミキコブフシ カシコスカシバ

シラカシ

カシハイボケフシ C-157
カシハケフシ
カシハコタマフシ カシハコタマバチ
カシハツトタマフシ カシハツトタマバチ 570
シラカシワカエダマルズイフシ カシアシナガゾウムシ
シラカシハクボミフシ シラカシトガリキジラミ C-158

スダジイ

シイカワアレフクレフシ シイカブラカイガラムシ C-159
シイエダクボミフシ トウキョウフサカイガラムシ C-160
シイエダマルコブフシ シイエダマルコブタマバチ C-161
シイハマキフシ シイオナガクダアザミウマ C-162
スダジイエダドングリフシ スダジイエダタマバエ C-163
スダジイワカエダナガズイフシ ガの１種
スダジイワカエダマルズイフシ カシアシナガゾウムシ

フシダニの1種
フシダニの1種
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ブナ

ツブラジイ カシミキコブフシ カシコスカシバ
ツブラジイハイボケフシ

ナラガシワ ナラミエフクレズイフシ ナラミエフクレヤドカリタマバチ

ブナ

ブナハミャクコブフシ C-164
ブナハスジトガリタマフシ ブナハスジトガリタマバエ C-165
ブナハスジドングリフシ C-166
ブナハベリタマフシ C-167
ブナハベリホソフシ C-168
ブナハベリマキフシ
ブナハウラカイガラムシ
ブナハウラケフシ C-169
ブナハウラコブフシ ブナハウラコブタマバエ C-170
ブナハウラコメツブフシ ブナハウラコメツブタマバエ C-171
ブナハウラヒシガタフシ C-172
ブナハアカゲタマフシ C-173
ブナハオオツノフシ 571
ブナハカイがラフシ ブナカイガラタマバエ C-174
ブナハキバツノフシ C-175
ブナハケタマフシ
ブナハコツノフシ C-176
ブナハタマフシ ブナタマフシタマバエ C-177
ブナハツノフシ C-178
ブナハトゲツノフシ
ブナハナガツノフシ ブナナガツノタマバエ C-179
ブナハフクレフシ ブナハフクレタマバエ C-180
ブナハフトツノフシ C-181
ブナハホソトガリタマフシ ブナホソトガリタマバエ
ブナハマキフシ ブナハアブラムシ
ブナハマゲタマフシ C-182
ブナハマルタマフシ ブナマルタマバエ C-183
ブナハマルツノフシ C-184

ミズナラ

マテバシイワカエダナガズイフシ ガの１種
マテバシイハウスフシ マテバシイタマバエ C-185
ナラネタマフシ ナラネタマバチ
ナラエダカワフクレフシ ナラエダカワフクレタマバチ
ナラエダムレタマフシ ナラエダムレタマバチ
ナラワカエダフクレズイフシ ナラワカエダフクレズイタマバチ
ナラワカエダフクレフシ ナラワカエダフクレタマバチ
ナラワカメコチャイロタマフシ ナラワカメコチャイロタマバチ
ナラメイガフシ ナラメイガタマバチ
ナラメカイメンタマフシ ナラメカイメンタマバチ
ナラメフクレフクロフシ ナラメフクレフクロタマバチ

フシダニの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
フシダニの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
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ブナ

ミズナラ

ナラメムレトガリタマフシ ナラメムレトガリタマバチ 572
ナラメリンゴフシ ナラメリンゴタマバチ
ナラハグキコブフシ ナラハグキコブタマバチ
ナラハスジコタマフシ ナラハスジコタマバチ
ナラハスジコブフシ ナラハスジコブタマバチ
ナラハスジマルタマフシ ナラハスジマルタマバチ
ナラハウラサカズキタマフシ ナラハウラサカズキタマバチ
ナラハウラマルタマフシ ナラハウラマルタマバチ
ナラハタイコタマフシ ナラハタイコタマバチ
ナラハヒラタマルタマフシ ナラハヒラタマルタマバチ
ナラハムレタイコタマフシ ナラハムレタイコタマバチ
ナラハナコトガリタマフシ ナラハナコトガリタマバチ
ナラミウスタマフシ ナラミウスタマバチ
ナラミウロコタマフシ ナラミウロコタマバチ
ナラミエフクレズイフシ ナラミエフクレヤドカリタマバチ
ミズナラメウロコタマフシ ミズナラメウロコタマバチ C-186
ミズナラメコガタニセハナフシ ミズナラメコガタニセハナタマバチ C-187
ミズナラメヒメニセハナフシ ミズナラメヒメニセハナタマバチ C-188
ミズナラハベリオレフシ ミズナラハベリタマバエ C-189
ミズナラハフクレフシ
ミズナラハフクレタマフシ ミズナラハフクレタマバチ C-190
ミズナラハボタンタマフシ ミズナラハボタンタマバチ C-191
ミズナラミイガフシ ミイガフシミイガタマバチ C-192
ミズナラミツヤタマフシ ミズナラミツヤタマバチ C-193
ミズナラミトックリタマフシ ミズナラミトックリタマバチ C-194

モンゴリナラ
ナラハウラサカズキタマフシ ナラハウラサカズキタマバチ
ナラハヒラタマルタマフシ ナラハヒラタマルタマバチ
ナラハタイコタマフシ ナラハタイコタマバチ

ニレ

アキニレ
アキニレヒメハマキフシ アキニレワタムシ C-195 573
アキニレハフクロフシ アキニレヨスジワタムシ C-196
アキニレハマキフシ リンゴネワタムシ C-195

エゾエノキ エゾエノキハツノフシ エノキカイガラキジラミ
エゾエノキハトガリタマフシ エノキトガリタマバエ

エノキ

エノキエダコブフシ
エノキハイボフシ C-197
エノキハクボミフシ
エノキハクボミイボフシ クロオビカイガラキジラミ C-198
エノキハクボミチビフシ エノキトガリキジラミ C-199
エノキハコツノフシ
エノキハコブフシ エノキコブタマバエ C-200
エノキハツノフシ エノキカイガラキジラミ C-201
エノキハトガリタマフシ エノキトガリタマバエ C-202

オヒョウ オヒョウハホソフクロフシ エゾヨスジワタムシ C-203

タマバエの1種

フシダニの1種
フシダニの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
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ニレ

オヒョウ オヒョウオオハマキフシ ニレオオワタムシ
クワノハエノキ クワノハエノキハトガリタマフシ クワノハエノキトガリタマバエ

クワノハエノキハナガタマフシ C-204

ケヤキ

ケヤキハグキフクレフシ
ケヤキハスジタマフシ
ケヤキハベリタマフシ クサボタンワタムシ C-205
ケヤキハベリヒメタマフシ ボタンヅルワタムシ C-205
ケヤキハヒメフクロフシ 574
ケヤキハフクロフシ ケヤキヒトスジワタムシ C-206
ケヤキハマキフシ ケヤキワタムシ C-207

ハルニレ

ハルニレハイガフシ ニッポンゴバイシワタムシ C-208
ハルニレハイボフシ
ハルニレハオオイガフシ ハルニレオオイガフシワタムシ C-208
ハルニレハオレフシ C-209
ハルニレハカクフシ ハルニレフィロキセラ C-210
ハルニレハケフシ ハルニレケフシワタムシ C-211
ハルニレハヒメツボフシ ハルニレヒメツボタマバエ C-212
ハルニレハフクロフシ オカボノクロアブラムシ C-213
ハルニレハホソフクロフシ エゾヨスジワタムシ
ハルニレハマキフシ ハルニレワタムシ C-214
ハルニレオオハマキフシ ニレオオワタムシ C-215
ハルニレコフキハマキフシ ハルニレコフキワタムシ C-216

ムクノキ ムクノキハフクレフシ

クワ

アコウ アコウハコヒラタフシ C-217
アコウハナコバチフシ アコウコバチ C-218

アサ アサクキズイフシ クロヒメハナノミ C-219
タイマクキズイフシ アササルゾウムシ C-220

イタビカズラ イタビカズラハウラゴマフシ イタビカズラウロコタマバエ C-221
イタビカズラハナコバチフシ イタビカズラコバチ

イヌビワ
イヌビワハマルフシ 575
イヌビワハナコバチフシ イヌビワコバチ C-222
イヌビワミタマバエフシ イヌビワミタマバエ C-223

オオイタビ オオイタビハナコバチフシ オオイタビコバチ
カナムグラ カナムグラクキツトフシ ヨツスジヒメシンクイ C-224

カナムグラハウラコブフシ カナムグラニセハリオタマバエ C-225

カラハナソウ カラハナソウクキツトフシ ヨツスジヒメシンクイ
カラハナソウハウラコブフシ カナムグラニセハリオタマバエ

ガジュマル ガジュマルハコヒラタフシ C-226
ガジュマルハマキフシ ガジュマルクダアザミウマ C-227

クワ
クワシントメフシ クワシントメタマバエ C-228
クワメエボフシ クワクロタマバエ C-229
クワハミャクコブフシ クワハコブタマバエ C-230

ケグワ クワハマキフシ クワキジラミ

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

フシダニの1種

フシダニの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
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クワ

ハマイヌビワ ハマイヌビワミタマバエフシ イヌビワミタマバエ C-231
ヒメイタビ ヒメイタビハウラゴマフシ イタビカズラウロコタマバエ
ホソバムクイヌビワ ホソバムクイヌビワハツノフシ ホソバムクイヌビワキジラミ C-232
ホップ ホップクキツトフシ ヨツスジヒメシンクイ 576

ヤマグワ ヤマグワハミャクコブフシ クワハコブタマバエ
クワハマキフシ クワキジラミ C-233

イラクサ

アオミズ アオミズクキコブフシ

アカソ
アカソクキコブフシ
アカソハイボケフシ
アカソハコブフシ
アカソミトゲフシ

アリサンミズ アリサンミズハミャクコブフシ
ウワバミソウ ウワバミソウクキコブフシ
エゾイラクサ エゾイラクサハグキコブフシ イラクサハグキタマバエ C-234
コアカソ コアカソミトゲフシ C-235
ムカゴイラクサ ムカゴイラクサハコブフシ ムカゴイラクサハタマバエ C-236

タデ

イタドリ
イタドリハベリマキフシ イタドリマダラキジラミ C-237
イタドリハフクレフシ 577
イタドリハマキフシ

イヌタデ タデハベリマキフシ オビキジラミ
タデハマキフシ タデキジラミ C-238

オオイタドリ イタドリハベリマキフシ イタドリマダラキジラミ
オオイタドリハマキフシ C-239

オオイヌタデ タデハベリマキフシ オビキジラミ
タデハマキフシ タデキジラミ

ギシギシ ギシギシハマキフシ ギシギシアブラムシ
サナエタデ サナエタデハマキフシ サナエタデコブアブラムシ
シロバナサクラタデ タデハベリマキフシ オビキジラミ C-240
タニソバ タニソバハベリマキフシ タニソバマダラキジラミ C-241
ニオイタデ ニオイタデハマキフシ ニオイタデコブアブラムシ
ハルタデ タデハベリマキフシ オビキジラミ

ハルタデハマキフシ サナエタデコブアブラムシ
ミズヒキ ミズヒキクキコブフシ ミズヒキウロコタマバエ
ミチヤナギ タデハマキフシ タデキジラミ 578
ヤナギタデ タデハベリマキフシ オビキジラミ

ナデシコ ナンバンハコベ ナンバンハコベハツヅリ
フシグロセンノウ フシグロセンノウクキイボフシ ホソクチゾウムシ C-242

アカザ
アカザ アカザクキツトフシ アカザフシガ C-243

アカザハチヂミフシ アカザフトオアブラムシ
シロザ シロザハベリチヂミフシ アカザトガリキジラミ C-244
ホソバノハマアカザ ホソバノハマアカザクキツトフシ ガの１種

ヒユ イノコヅチ イノコヅチクキマルズイフシ イノコヅチウロコタマバエ C-245
イノコヅチミフクレフシ C-246

タマバエの1種
タマバエの1種
フシダニの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
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ヒユ
ヤナギイノコヅチ ヤナギイノコヅチクキマルズイフシ イノコヅチウロコタマバエ

モクレン
オガタマノキ オガタマノキハグキタマフシ
コブシ コブシハマキフシ 579
タムシバ タムシバメウロコフシ
トウオガタマ トウオガタマハコブフシ

シキミ シキミ
シキミメフクレフシ C-247
シキミハクボミフシ シキミマルカイガラムシ C-248
シキミハコブフシ シキミタマバエ C-249

クスノキ

アブラチャン アブラチャンエダクボミフシ シロダモフサカイガラムシ
アブラチャンハベリマキフシ

オオバクロモジ オオバクロモジメウロコフシ

カゴノキ
カゴノキエダクボミフシ シロダモフサカイガラムシ
カゴノキエダコブフシ C-250
カゴノキハイボフシ

カナクギノキ カナクギノキハクボミフシ トゲキジラミ C-251

クスノキ
クスノキハイボケフシ
クスノキハクボミフシ クストガリキジラミ C-252
クスノキハコブフシ

クロモジ クロモジメウロコフシ 580
クロモジツボミフクレフシ

シバニッケイ シバニッケイエダコブフシ ヤブニッケイエダタマバエ

シロダモ
シロダモエダクボミフシ シロダモフサカイガラムシ C-253
シロダモハオレフシ シロダモハオレタマバエ
シロダモハコブフシ シロダモタマバエ C-254
シロダモハマキフシ トゲキジラミ C-251

シロモジ シロモジハベリマキフシ C-255

タブノキ

タブノキエダコブフシ ヤブニッケイエダタマバエ
タブノキエダズイフシ
タブノキハウラウスフシ タブウスフシタマバエ C-256
タブノキハオレフシ
タブノキハクボミフシ タブトガリキジラミ C-257
タブノキハフクレフシ タブハフクレタマバエ

ニッケイ ニッケイハミャクイボフシ ニッケイトガリキジラミ
ハマビワ ハマビワハオレフシ
バリバリノキ バリバリノキエダコブフシ C-258

バリバリノキハフクレフシ

ホソバタブ

ホソバタブエダズイフシ C-259
ホソバタブハウラツボフシ タブウスフシタマバエ C-260 581
ホソバタブハオレフシ C-261
ホソバタブハクボミフシ タブトガリキジラミ
ホソバタブハフクレフシ タブハフクレタマバエ C-262
ホソバタブハマキフシ トゲキジラミ C-251

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
アブラムシの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
フシダニの1種

フシダニの1種

クダアザミウマの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
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クスノキ

ヤブニッケイ

ニッケイハミャクイボフシ ニッケイトガリキジラミ C-263
ヤブニッケイエダコブフシ ヤブニッケイエダタマバエ C-264
ヤブニッケイメツノフシ
ヤブニッケイツボミフクレフシ C-265
ヤブニッケイミフクレフシ

ヤマコウバシ ヤマコウバシハクボミフシ トゲキジラミ C-251
ヤマコウバシハマキフシ

カツラ カツラ カツラハイボケフシ

キンポウゲ

アキカラマツ アキカラマツクキフクレフシ
アキカラマツハチヂミフシ ハマナスオナガアブラムシ

イヌショウマ イヌショウマツボミフクレフシ
オオバショウマ オオバショウマツボミフクレフシ
カザグルマ カザグルマクキズイフシ ガの１種

クサボタン

クサボタンハグキフクレフシ 582
クサボタンハベリフクレフシ
クサボタンハチヂミネジレフシ ホシキジラミ
クサボタンハチヂミフシ クサボタンワタムシ C-206
クサボタンツボミフクレフシ

クモマキンポウゲ クモマキンポウゲハイボフシ
サラシナショウマ サラシナショウマツボミフクレフシ C-266
ショウマ？ ショウマツボミフクレフシ
ハンショウヅル ハンショウヅルハコブフシ

ハンショウヅルハフクレフシ ハンショウヅルヌカタマバエ
ボタンヅル ボタンヅルハコイボフシ

メギ トキワイカリソウ トキワイカリソウミフクレフシ C-267

アケビ
アケビ アケビハオレフシ ベニキジラミ C-268

アケビハトジフシ
ミツバアケビ アケビハオレフシ ベニキジラミ
ムベ アケビハオレフシ ベニキジラミ 583

コショウ フウトウカズラ フウトウカズラクキコブフシ
フウトウカズラハチヂミフシ フウトウカズラクダアザミウマ C-269

ウマノスズクサ オオバウマノスズクサ オオバウマノスズクサハマキフシ
マタタビ サルナシ サルナシハコブフシ C-270

マタタビ マタタビミフクレフシ マタタビミタマバエ C-271

ツバキ

サカキ
サカキエダズイフシ C-272
サカキハベリマキフシ サカキコナジラミ C-273
サカキハクボミフシ C-274

サザンカ サザンカワカバマキフシ ミカンフタマタアブラ
チャノキ チャノキハマキフシ チャノキアザミウマ

チャノキワカバマキフシ ミカンフタマタアブラ
ハマヒサカキ ハマヒサカキエダコブフシ ヒサカキエダタマバエ C-275

ハマヒサカキハフクレフシ 584

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
フシダニの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
フシダニの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

フシダニの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

アザミウマ目？の1種
フシダニの1種

タマバエの1種

サカキコナジラミの1種

ホソガの1種
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ツバキ

ヒサカキ

ヒサカキエダコブフシ ヒサカキエダタマバエ C-276
ヒサカキメフクレフシ C-277
ヒサカキハクボミフシ C-278
ヒサカキハフクレフシ C-279
ヒサカキワカバマキフシ ミカンフタマタアブラ

ヤブツバキ ヤブツバキハミャクフクレフシ ヤブツバキウロコタマバエ C-280
ユキツバキ ユキツバキハミャクフクレフシ

オトギリソウ テリハボク テリハボクハベリマキフシ テリハボクキジラミ C-281
フクギ フクギハベリマキフシ テリハボクキジラミ

ケシ クサノオウ クサノオウハマキフシ クサノオウコブアブラムシ

アブラナ
カブ アブラナハチヂミフシ ニセダイコンアブラムシ
ダイコン アブラナハチヂミフシ ニセダイコンアブラムシ

タマナハチヂミフシ ダイコンアブラムシ
ナズナ アブラナハチヂミフシ ニセダイコンアブラムシ

マンサク

イスノキ

イスノキエダイボフクロフシ ヨシノミヤアブラムシ C-282 585
イスノキエダオオナガタマフシ イスノキオオムネアブラムシ C-284
イスノキエダオオマルタマフシ シイムネアブラムシ C-282
イスノキエダコタマフシ イスノタマフシアブラムシ C-282
イスノキエダチャイロオオタマフシ モンゼンイスアブラムシ C-283
イスノキエダナガタマフシ イスノフシアブラムシ C-284
イスノキエダホソナガタマフシ シロダモムネアブラムシ C-285
イスノキハグキタマフシ シイコムネアブラムシ C-286
イスノキハコタマフシ イスノアキアブラムシ C-287
イスノキハタマフシ ヤノイスアブラムシ C-288
イスノキミコガタフシ イスノキハリオタマバエ C-289

マンサク
マンサクメイガフシ マンサクイガフシワタムシ C-290
マンサクメイボフシ マンサクイボフシアブラムシ C-290
マンサクハフクレフシ
マンサクハフクロフシ マンサクフクロフシアブラムシ C-290

ユキノシタ

イワガラミ イワガラミハツノフシ

ウツギ
ウツギハコブフシ
ウツギハチヂミフシ ウツギアブラムシ
ウツギハフクレフシ
ウツギハマキチヂミフシ ウツギトックリアブラムシ C-291

ガクウツギ ガクウツギメタマフシ
ガクウツギハツヅリフシ

コマガタケスグリ コマガタケスグリハチヂミフシ 586
ザリコミ ザリコミハヒダフシ
スグリ スグリハマキフシ スグリコブアブラムシ
タマアジサイ タマアジサイハトジコブフシ
トリアシショウマ トリアシショウマハグキフクレフシ トリアシショウマキノコタマバエ
ノリウツギ ノリウツギミフクレフシ ノリウツギタマバエ C-292

タマバエの1種
サカキコナジラミの1種
ホソガの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

フシダニの1種？
タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
フシダニの1種？
フシダニの1種？

タマバエの1種



寄主植物別虫えい名

ページ 17

ユキノシタ

バイカウツギ バイカウツギハオレタマフシ
バイカウツギハマキチヂミフシ バイカウツギコブアブラムシ C-293

ヒメウツギ ヒメウツギハコブフシ
マルバウツギ マルバウツギハコブフシ

マルバウツギハフクレフシ C-294

ヤマアジサイ
ヤマアジサイハグキタマフシ
ヤマアジサイハグキフクレフシ C-295
ヤマアジサイミフクレフシ C-296

トベラ トベラ トベラハベリマキフシ トベラキジラミ C-297

バラ

アズキナシ
アズキナシハミャクフクレフシ 587
アズキナシハフクレフシ
アズキナシハマキフシ カマツカハマキワタムシ

アンズ アンズハチヂミフシ ウメコブアブラムシ

イヌザクラ
イヌザクラハベリマキフシ ハスクビレアブラムシ
イヌザクラハツトフシ ムギクビレアブラムシ
イヌザクラハヒメイボフシ C-298
イヌザクラハマキフシ イヌザクラコブアブラムシ

ウメ

ウメハベリマキフシ ハスクビレアブラムシ
ウメハクボミフシ モモコフキアブラムシ
ウメハケフシ ウメケブシダニ C-299
ウメハチヂミフシ ウメコブアブラムシ C-300
ウメハフクロフシ ウメフシダニ C-301
ウメハマキチヂミフシ ムギワラギクオマルアブラムシ C-302
ウメハマキチヂレフシ オカボノアカアブラムシ C-303

ウラジロイチゴ イチゴクキコブフシ イチゴウロコタマバエ
ウワミズザクラ ウワミズザクラハケフシ

ウワミズザクラハマキフシ ウワミズザクラアブラムシ
エゾイチゴ イチゴクキコブフシ イチゴウロコタマバエ
エドヒガン エドヒガンメフクレフシ 588

エドヒガンハベリフクロフシ サクラハベリフシアブラムシ C-304
オキナワシャリンバイ オキナワシャリンバイハオレフシ C-305
オニシモツケ オニシモツケハイボケフシ
カイドウ カイドウハマキフシ リンゴハマキワタムシ C-306
カジイチゴ イチゴクキコブフシ イチゴウロコタマバエ

カマツカ

カマツカハミャクコブフシ C-307
カマツカハイボフシ C-308
カマツカハマキフシ カマツカハマキワタムシ C-309
カマツカミドリハマキフシ タケノアブラムシ C-310
カマツカミフクレフシ

ナガバモミジイチゴ キイチゴハケフシ キイチゴハモグリダニ C-311
キョウガノコ キョウガノコハホソツボフシ C-312
キンミズヒキ キンミズヒキハマキフシ キンミズヒキフタマタアブラムシ

タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
フシダニの1種

フシダニの1種

フシダニの1種

フシダニの1種

タマバエの1種
フシダニの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
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バラ

クサイチゴ クサイチゴシントメフシ
クサイチゴクキズイフシ ガの１種

クマイチゴ

イチゴクキコブフシ イチゴウロコタマバエ
イチゴハケフシ 589
イチゴハチヂミフシ イチゴアブラムシ
イチゴハマキフシ イチゴゴセツアブラムシ
クマイチゴツルズイフクレフシ
クマイチゴハクボミケフシ

コゴメウツギ コゴメウツギメツボフシ
コハマナス ハマナスメトゲコブフシ ハマナスメトゲコブタマバチ
コヒガンザクラ コヒガンザクラハベリフクロフシ サクラハベリフシアブラムシ

コヒガンザクラハイボフシ
ザイフリボク ザイフリボクハトジフシ
サトザクラ サクラハトサカフシ サクラフシアブラムシ

サトザクラハオレフシ ムシャコブアブラムシ C-316
サンザシ サンザシハマキチヂミフシ リンゴハマキワタムシ
シナノミザクラ ミザクラハベリフクロフシ ミザクラコブアブラムシ C-334

スモモ
スモモハクボミフシ モモコフキアブラムシ
スモモハチヂミフシ カワリコブアブラムシ
スモモハマキチヂミフシ ムギワラギクオマルアブラムシ
スモモハマキフシ ホップイボアブラムシ C-313

セイヨウナシ ナシハベリオレフシ ナシワタムシ

ソメイヨシノ
サクラハオレフシ ムシャコブアブラムシ 590
サクラハチヂミフシ サクラコブアブラムシ C-314
サクラハトサカフシ サクラフシアブラムシ C-315
サクラハマキフシ ヤマハッカコブアブラムシ C-316

タカネイバラ ハマナスメトゲコブフシ ハマナスメトゲコブタマバチ
テリハノイバラ バラハタマフシ バラハタマバチ
ナガバモミジイチゴ ナガバモミジイチゴシントメフシ C-317

ナガバモミジイチゴハイボケフシ

ナシ

ナシハベリオレフシ ナシワタムシ C-318
ナシハベリマキフシ
ナシハイボケフシ
ナシハオレフシ ナシマルアブラムシ
ナシハチヂミフシ ナシオナガアブラムシ
ナシハフクレフシ
ナシハマキフシ ナシノアブラムシ C-319
ナシハマキチヂレフシ オカボノアカアブラムシ
ナシツボミトジフクレフシ ナシハマダラタマバエ
ナシミクサレフシ ナシシンクイタマバエ

ナナカマド ナナカマドメフクレフシ
ナナカマドハフクレフシ

タマバエの1種

フシダニの1種

スカシバガ？の1種
フシダニの1種
タマバエの1種

フシダニの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
フシダニの1種

フシダニの1種
フシダニの1種

フシダニの1種

タマバエの1種
フシダニの1種
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バラ

ナワシロイチゴ
イチゴクキコブフシ イチゴウロコタマバエ C-320
ナワシロイチゴメナガツボフシ 591
ナワシロイチゴハケフシ

ニワウメ ニワウメハチヂミフシ ニワウメイボアブラムシ

ノイバラ

ノイバラクキコブフシ ノイバラウロコタマバエ C-321
ノイバラツルフクレフシ ヒメアトスカシバ
ノイバラメフクレフシ C-322
ノイバラハオレフシ ノイバラミジンタマバエ C-323
バラハタマフシ バラハタマバチ C-324

ハマナス

ハマナスエダコブフシ ハマナスエダコブタマバチ C-325
ハマナスメトゲコブフシ ハマナスメトゲコブタマバチ C-326
ハマナスハオレフシ ハマナスハオレタマバエ C-327
ハマナスハタマフシ ハマナスハタマバチ C-328
ハマナスハマキチヂミフシ ムギワラギクオマルアブラムシ

バクチノキ バクチノキミミドリフシ バクチノキミタバエ C-329
バライチゴ バライチゴハコブケフシ
ボケ ボケハマキフシ ミカンミドリアブラムシ C-330
ホザキシモツケ ホザキシモツケハベリフクロフシ
マメザクラ マメザクラハイボフシ
ミザクラ ミザクラハベリフクロフシ ミザクラコブアブラムシ
ミネザクラ ミネザクラハイボフシ 592
ミヤマザクラ ミヤマザクラハチビフクロフシ
ミヤマダイコンソウ ミヤマダイコンソウハコブケフシ
モミジイチゴ キイチゴクキコブズイフシ キイチゴクキコブズイタマバチ C-331

モミジイチゴシントメフシ

モモ

モモハベリマキフシ モモコブアブラムシ
モモハクボミフシ モモコフキアブラムシ
モモハケフシ
モモハチヂミフシ カワリコブアブラムシ C-332
モモハマキフシ モモアカアブラムシ C-333
モモハマキチヂレフシ オカボノアカアブラムシ

ヤマブキ ヤマブキハオレタマフシ
ヤマブキハマキフシ ヤマブキヒゲナガアブラムシ C-335

ヤマハマナス ハマナスメトゲコブフシ ハマナスメトゲコブタマバチ
ユキヤナギ ユキヤナギハマキフシ ミカンミドリアブラムシ
リュウキュウバライチゴ リュウキュウバライチゴツボミトジフシ

リンゴ
リンゴエダコブフシ リンゴワタムシ
リンゴハマキフシ リンゴハマキワタムシ 593
リンゴハマキチヂミフシ リンゴコブアブラムシ C-336
リンゴツボミトジフクレフシ リンゴツボミタマバエ

リンボク リンボクハグキタマフシ

マメ

アズキ アズキクキズイフシ ガの１種

タマバエの1種
フシダニの1種

タマバエの1種

フシダニの1種

タマバエの1種
フシダニの1種

フシダニの1種
フシダニの1種
フシダニの1種

タマバエの1種

フシダニの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
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マメ

アズキ マメハマキフシ マメアブラムシ
インゲン インゲンマメツルツトズイフシ ガの１種
オオバクサフジ オオバクサフジハオレフシ オオバクサフジマダラタマバエ
カワラケツメイ カワラケツメイサヤクビレフシ ダイズサヤタマバエ
クサフジ クサフジハオレフシ クサフジマダラタマバエ

クズ
クズクキツトフシ オジロアシナガゾウムシ C-337
クズクキナガツトフシ クズウロコタマバエ
クズハウラタマフシ C-338
クズハトガリタマフシ クズトガリタマバエ C-339

クララ クララサヤクビレフシ ダイズサヤタマバエ
クロヨナ クロヨナハナガフクロフシ C-340
ゲンゲ マメハマキフシ マメアブラムシ 594

コマツナギ コマツナギハイボフシ C-341
コマツナギサヤクビレフシ ダイズサヤタマバエ

サイカチ サイカチエダコブフシ
サイカチハオレフシ サイカチマダラキジラミ C-342

ジャケツイバラ ジャケツイバラハオレフシ ジャケツイバラキジラミ C-343

ソラマメ ソラマメハマキフシ ソラマメヒゲナガアブラムシ
マメハマキフシ マメアブラムシ

タイワンクズ タイワンクズハトガリタマフシ クズトガリタマバエ

ダイズ
ダイズハマキフシ ダイズアブラムシ
ダイズサヤクビレフシ ダイズサヤタマバエ C-344
ダイズハナフクレフシ ダイズハナタマバエ

ツルフジバカマ ツルフジバカマサヤクビレフシ ダイズサヤタマバエ
ツルマメ ツルマメサヤクビレフシ ダイズサヤタマバエ
ナンテンハギ ナンテンハギハオレフシ オオバクサフジマダラタマバエ
ヌスビトハギ ヌスビトハギサヤクビレフシ ダイズサヤタマバエ
ネムノキ ネムノキハトジフシ 595

ハリエンジュ ハリエンジュエダコブフシ
ハリエンジュハマキフシ ハリエンジュアブラムシ C-345

フジ

フジメモトフクレフシ フジタマモグリバエ C-346
フジハベリマキフシ
フジハイボフシ
フジハオレフシ
フジハケフシ
フジハネジレフシ
フシハフクレフシ
フジツボミフクレフシ フジツボミタマバエ C-347

マルバハギ マルバハギクキツトフシ ハギウロコタマバエ
マルバハギハトジタマゴフシ ハギハトジコブタマバエ

ミヤギノハギ ミヤギノハギサヤクビレフシ ダイズサヤタマバエ
メドハギ メドハギツボミトジフシ

タマバエの1種

フシダニの1種

フシダニの1種

ボクトウガの1種

タマバエの1種
ボクトウガの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
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マメ

ヤブマメ ヤブマメハオレフシ

ヤマハギ
ヤマハギクキツトフシ ハギウロコタマバエ C-348
ヤマハギハグキコブフシ
ヤマハギハトジタマゴフシ ハギハトジコブタマバエ
ヤマハギサヤクビレフシ ダイズサヤタマバエ

ヤマフジ

ヤマフジメモトフクレフシ フジタマモグリバエ 596
ヤマフジハベリマキフシ C-350
ヤマフジハイボフシ C-351
ヤマフジハケフシ C-352
ヤマフジハフクレフシ C-353

フウロソウ ゲンノショウコ
ゲンノショウコハコブケフシ
ゲンノショウコハチヂミフシ ゲンノショウコフシダニ
ゲンノショウコハマキチヂミフシ ゲンノショウココブアブラムシ

トウダイグサ

カキバカンコノキ カキバカンコノキハフクレフシ タマホソガ
カンコノキ カンコノキハフクレフシ タマホソガ C-354

クスノハガシワ
クスノハガシワメフクレフシ C-355
クスノハガシワメムレタマフシ クスノハガシワトガリキジラミ C-356
クスノハガシワハコヒラタフシ

シラキ シラキメタマフシ シラキメタマバエ C-357

タカトウダイ タカトウダイメチヂミフシ タカトウダイキジラミ
タカトウダイハツヅリフシ タカトウダイタマバエ

ヒメユズリハ ヒメユズリハエダフクレフシ C-358
ユズリハ ユズリハハケフシ 597

ミカン

ウンシュウミカン ミカンハマキフシ コミカンアブラムシ
ミカンツボミフクレフシ ミカンツボミタマバエ C-359

キハダ キハダハナガフクロフシ C-360
サンショウ サンショウハチヂミフシ
ミカン類 ミカンツボミフクレフシ ミカンツボミタマバエ
ミヤマシキミ ミヤマシキミメフクレフシ

センダン センダン センダンハマキフシ センダンコクロキジラミ C-361

ウルシ

ツタウルシ ツタウルシハイボフシ

ヌルデ

ヌルデミミフシ ヌルデシロアブラムシ C-362
ヌルデハイボフシ ヌルデイボフシアブラムシ C-362
ヌルデハイボケフシ ヌルデフシダニ C-363
ヌルデハサンゴフシ ハナフシアブラムシ C-364
ヌルデハベニサンゴフシ ヤノハナフシアブラムシ C-364

ヤマハゼ ヤマハゼツボミフクレフシ ハゼノキハリオタマバエ C-365 598

カエデ

イタヤカエデ

イタヤカエデハミャクフクレフシ
イタヤカエデハイボフシ
イタヤカエデハチヂミフシ
イタヤカエデハツノフシ
イタヤカエデハトビケフシ

タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
フシダニの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
フシダニの1種

フシダニの1種
フシダニの1種

タマバエの1種

フシダニの1種

タマバエの1種
フシダニの1種
タマバエの1種
フシダニの1種
フシダニの1種
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カエデ

イタヤカエデ

イタヤカエデハナガフクロフシ
イタヤカエデハフクレフシ

イロハモミジ
イロハモミジハチヂミフシ
イロハモミジハマキフシ モミジニタイケアブラムシ C-366
イロハモミジハワモンフシ

ウリカエデ ウリカエデハクボミフシ
エゾイタヤ エゾイタヤハクボミフシ C-367
エンコウカエデ エンコウカエデハナガフクロフシ
オオモミジ オオモミジハヒメイボフシ C-368
カジカエデ カジカエデハコブケフシ

コミネカエデ
カエデハコイボフシ C-369
コミネカエデハクボミフシ 599
コミネカエデハコブケフシ

ハウチワカエデ ハウチワカエデハキケフシ
ミネカエデ カエデハコイボフシ

ミネカエデハチヂミフシ
モクゲンジ モクゲンジハマキチヂミフシ モクゲンジニタイケアブラムシ

ムクロジ ムクロジ ムクロジハコイボフシ
トチノキ トチノキ トチノキハイボフシ

トチノキハコイボフシ C-370
アワブキ アワブキ アワブキハイボフシ

ツリフネソウ キツリフネ キツリフネクキタマフシ キツリフネタマバエ C-371
キツリフネハオレタマゴフシ ツリフネソウコブアブラムシ

ツリフネソウ ツリフネソウハオレタマゴフシ ツリフネソウコブアブラムシ C-372

モチノキ

アオハダ アオハダハベリオレフシ ネグロキジラミ 600

イヌツゲ イヌツゲメタマフシ イヌツゲタマバエ C-373
イヌツゲハフクレフシ

ウメモドキ ウメモドキハチヂミフシ ウメモドキタマバエ
オオシイバモチ オオシイバモチメタマフシ イヌツゲタマバエ

モチノキハクボミフシ タイワントガリキジラミ
クロガネモチ モチノキハクボミフシ タイワントガリキジラミ C-374
ソヨゴ ソヨゴメタマフシ ソヨゴタマバエ C-375

ツゲモチ ツゲモチメヒメタマフシ C-376
モチノキハクボミフシ タイワントガリキジラミ

ナナミノキ
ナナミノキメタマフシ イヌツゲタマバエ C-373
ナナミノキハベリオレフシ ネグロキジラミ C-377
ナナミノキハフクレフシ

ハイイヌツゲ ハイイヌツゲメタマフシ イヌツゲタマバエ
ヒメモチ ヒメモチメタマフシ イヌツゲタマバエ
モチノキ モチノキメタマフシ イヌツゲタマバエ 601

モチノキハクボミフシ タイワントガリキジラミ
リュウキュウモチノキ リュウキュウモチノキメフクレフシ C-378

フシダニの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
フシダニの1種
フシダニの1種
フシダニの1種
フシダニの1種
タマバエの1種
フシダニの1種
フシダニの1種
フシダニの1種
フシダニの1種

フシダニの1種
フシダニの1種
フシダニの1種
フシダニの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
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ニシキギ

ツルウメモドキ ツルウメモドキミフクレフシ ツルウメモドキミタマバエ C-379
ツルマサキ ツルマサキハフクレフシ マサキタマバエ C-380
マサキ マサキハフクレフシ マサキタマバエ C-381
マユミ マユミハベリマキフシ
モクレイシ モクレイシハイボフシ

クロウメモドキ

イソノキ イソノキメフクレフシ
クマヤナギ クマヤナギハグキフクレフシ クマヤナギヌカタマバエ

クマヤナギハフクロフシ クマヤナギトガリキジラミ C-382
クロウメモドキ クロウメモドキハベリマキフシ クロウメモドキトガリキジラミ C-383
ケンポナシ ケンポナシハイボケフシ

ブドウ

エビヅル

エビヅルハコブフシ ヤマブドウハコブタマバエ 602
エビヅルハトックリフシ ブドウトックリタマバエ
ノブドウツルフクレフシ ムラサキスカシバ
ブドウツルフクレフシ ブドウスカシバ
ブドウハケフシ ブドウハモグリダニ

サンカクヅル サンカクヅルハグキタマフシ

ノブドウ

ノブドウツルタマフシ
ノブドウツルフクレフシ ムラサキスカシバ C-384
ノブドウハコブフシ
ノブドウハトックリフシ ブドウトックリタマバエ
ノブドウツボミフクレフシ ノブドウツボミタマバエ C-385
ノブドウミフクレフシ ノブドウミタマバエ C-386

ブドウ

ブドウネコブフシ ブドウネアブラムシ C-387
ブドウツルフクレフシ ブドウスカシバ C-388
ブドウハケフシ ブドウハモグリダニ C-389
ブドウハコブフシ ブドウネアブラムシ C-390
ブドウハトックリフシ ブドウトックリタマバエ
ブドウミフクレフシ ノブドウミタマバエ

ヤブガラシ ヤブガラシミフクレフシ ノブドウミタマバエ

ヤマブドウ

ブドウツルフクレフシ ブドウスカシバ
ブドウハイボフシ
ブドウハケフシ ブドウハモグリダニ 603
ヤマブドウツルフクレフシ ヤマブドウツルフシタマバエ C-391
ヤマブドウハグキフクレフシ C-392
ヤマブドウハコブフシ ヤマブドウハコブタマバエ C-393
ヤマブドウハトックリフシ ブドウトックリタマバエ C-394

ホルトノキ
コバンモチ コバンモチハイボケフシ
ホルトノキ ホルトノキハウラエボウシフシ ホルトノキタマバエ C-395

ホルトノキハツボフシ C-396

シナノキ

オオバボダイジュ

オオバボダイジュハコイボフシ
オオバボダイジュハコブフシ シナノキコブタマバエ
オオバボダイジュハツノフシ C-397

フシダニの1種
フシダニの1種
タマバエの1種

フシダニの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

フシダニの1種

タマバエの1種

フシダニの1種

フシダニの1種
フシダニの1種

フシダニの1種
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シナノキ

オオバボダイジュ
オオバボダイジュハマルフシ
オオバボダイジュハグキフクレフシ シナノキハグキタマバエ C-398

シナノキ

シナノキハグキフクレフシ シナノキハグキタマバエ
シナノキハミャクケフシ C-399
シナノキハウラケフシ
シナノキハコツノフシ
シナノキハコブフシ シナノキコブタマバエ C-400
シナノキハツノフシ シナノキツノフシダニ C-401
シナノキハマキフシ シナノキトックリアブラムシ
シナノキハマルフシ

アオイ フヨウ フヨウハイボケフシ C-402 604
ムクゲ ムクゲハマキフシ ワタアブラムシ C-403

グミ

アキグミ
アキグミハイボケフシ C-404
アキグミハコブフシ
グミメフクレフシ
グミハマキフシ オオトガリキジラミ C-405

グミ類 グミメフクレフシ
ツルグミ グミメフクレフシ

グミハマキフシ オオトガリキジラミ

ナツグミ
グミメフクレフシ
グミハマキチヂミフシ グミコブアブラムシ
グミハマキフシ オオトガリキジラミ
ナツグミハマキフシ タデクギケアブラムシ

ナワシログミ グミメフクレフシ
グミハマキフシ オオトガリキジラミ

マルバグミ グミハマキフシ オオトガリキジラミ
イイギリ クスドイゲ クスドイゲハウラタマフシ 605

クスドイゲハタマフシ ヒシキジラミ C-406
スミレ ケマルバスミレ ケマルバスミレハグキフクレフシ

キブシ キブシ
キブシハオレフシ
キブシハコブケフシ C-407
キブシハシロケフシ C-408

ウリ

オオカラスウリ オオカラスウリクキフクレフシ ウリウロコタマバエ
オキナワスズメウリ オキナワスズメウリクキフクレフシ ウリウロコタマバエ

オキナワスズメウリハナメタマフシ スズメウリハナタマバエ C-409

カラスウリ カラスウリクキフクレフシ ウリウロコタマバエ C-410
カラスウリツルフクレフシ オオモモブトスカシバ

キカラスウリ キカラスウリツルフクレフシ オオモモブトスカシバ C-411
キュウリ ウリハチヂミフシ ワタアブラムシ
クロミノオキナワスズメウリ クロミノスズメウリクキフクレフシ ウリウロコタマバエ 606

クロミノスズメウリハナメタマフシ スズメウリハナタマバエ
スイカ ウリハチヂミフシ ワタアブラムシ

フシダニの1種

フシダニの1種
フシダニの1種
フシダニの1種

フシダニの1種
フシダニの1種

フシダニの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

グンバイムシの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
フシダニの1種
フシダニの1種
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ウリ

ムニンカラスウリ ムニンカラスウリクキフクレフシ ウリウロコタマバエ
ミソハギ キカシグサ キカシグサクキコブフシ モンチビゾウムシ C-412

ミズキ

アオキ アオキハフクレフシ
アオキミフクレフシ アオキミタマバエ C-413

クマノミズキ クマノミズキハミャクフクレフシ C-414

ハナイカダ ハナイカダメフクレフシ
ハナイカダミフクレフシ ハナイカダミタマバエ C-415

ヒメアオキ ヒメアオキミフクレフシ アオキミタマバエ
ミズキ ミズキハミャクフクレフシ
ヤマボウシ ヤマボウシハケフシ

ヤマボウシハマキフシ ヤマボウシヒゲナガアブラムシ

ウコギ

ウコギ
ウコギエダツトフシ ウコギウロコタマバエ 607
ウコギハグキタマフシ ウコギナガバネタマバエ
ウコギハベリマキフシ
ウコギハコブフシ

ウド ウドミフクレフシ C-416
キヅタ キヅタツボミフクレフシ キヅタツボミタマバエ C-417
コシアブラ コシアブラハケフシ
タカノツメ タカノツメハケフシ
トチバニンジン トチバニンジンミヒラタフクレフシ

ハリギリ
ハリギリハグキツトフシ
ハリギリハベリオレフシ ハリギリマダラキジラミ
ハリギリハミャクフクレフシ C-418

ムニンヤツデ ムニンヤツデハタマフシ C-419
ヤツデ ヤツデハグキフクレフシ
ヤマウコギ ウコギハグキツトフシ ウコギトガリキジラミ C-420

セリ
セリ セリミフクレフシ 608
シラネセンキュウ シラネセンキュウハマキフシ トウキハマキアブラムシ
トウキ トウキハマキフシ トウキハマキアブラムシ

リョウブ リョウブ リョウブハタマフシ D-001

ツツジ

アケボノツツジ ツツジミマルフシ
アセビ アセビツボミトジフシ アセビツボミタマバエ
ウラジロヨウラク ウラジロヨウラクメフクレフシ
オンツツジ ツツジミマルフシ
ギイマ ギイマメフクレフシ D-002

ギイマハマキフシ ギイマヒゲブトトガリキジラミ D-019
コケモモ コケモモメフクレフシ
サイゴクミツバツツジ ツツジミマルフシ D-003
サクラツツジ ツツジミマルフシ 609

トウゴクミツバツツジ ツツジミマルフシ
ミツバツツジハマキフシ

ナンゴクミツバツツジ ツツジミマルフシ

タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
フシダニの1種

フシダニの1種
フシダニの1種
タマバエの1種

フシダニの1種
フシダニの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
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ツツジ

ヤマツツジ ツツジミマルフシ
レンゲツツジ レンゲツツジハマキフシ

ヤブコウジ
タイミンタチバナ タイミンタチバナエダコブフシ ヤブコウジタマヒメコバチ D-004

ヤブコウジ ヤブコウジクキコブフシ ヤブコウジタマヒメコバチ D-005
ヤブコウジミフクレフシ ヤブコウジツボミタマバエ

サクラソウ
オカトラノオ オカトラノオハケフシ D-006
ヌマトラノオ ヌマトラノオハケフシ
ハマボッス ハマボッスハチヂミフシ

アカテツ アカテツ アカテツハクボミフシ アカテツトガリキジラミ D-007 610

カキノキ カキノキ カキハベリマキフシ カキクダアザミウマ D-008
ヤエヤマコクタン コクタンハフクロフシ コクタントガリキジラミ D-009

エゴノキ

アサガラ アサガラメタマフシ

エゴノキ

エゴノキエダオオタマフシ タケノウチエゴアブラムシ D-012
エゴノキエダフクレフシ エゴノキエダウロコタマバエ D-010
エゴノキメフクレフシ D-011
エゴノネコアシ エゴノネコアシアブラムシ D-012
エゴノキハウラケタマフシ D-013
エゴノキハウラタマフシ
エゴノキハクボミフシ クロトガリキジラミ D-014
エゴノキハチヂミフシ
エゴノキハツボフシ エゴノキニセハリオタマバエ D-015
エゴノキハヒメコブフシ
エゴノキハヒラタマルフシ エゴタマバエ D-016
エゴノキツボミフクレフシ D-017

ハクウンボク
ハクウンボクエダサンゴフシ ハクウンボクハナフシアブラムシ D-018
ハクウンボクハウラケタマフシ ハクウンボクチビタマバエ
ハクウンボクハコタマフシ

ハイノキ

アマシバ アマシバクキマルフシ 611
クロキ クロキハマキカイガラフシ ヒゲブトトガリキジラミ D-019

クロバイ クロバイハベリマキフシ ハイノキクダアザミウマ
クロバイハマキフシ クロバイトガリキジラミ D-020

サワフタギ
サワフタギメフクレフシ
サワフタギハツヅリフシ
サワフタギハフクレフシ ウメモドキタマバエ？

シロバイ シロバイハベリマキフシ ハイノキクダアザミウマ D-021
シロバイハオレフシ シロバイトガリキジラミ D-022

ソウザンハイノキ ソウザンハイノキハマキフシ ハイノキヒゲブトトガリキジラミ D-019

タンナサワフタギ
タンナサワフタギメフクレフシ D-023
タンナサワフタギハサキオレフシ ミドリトガリキジラミ D-024
タンナサワフタギハクボミフシ クロトガリキジラミ

モクセイ

アオダモ アオダモハトックリフシ
アオダモハフクレフシ

タマバエの1種
タマバエの1種

フシダニの1種
フシダニの1種
フシダニの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

フシダニの1種

タマバエの1種

コバチ類の1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

フシダニの1種
タマバエの1種
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モクセイ

イボタノキ
イボタノキハキイロフシ イボタヒゲナガアブラムシ
イボタノキハツヅリフシ 612
イボタノキミミドリフシ イボタミタマバエ

オオバイボタ オオバイボタミミドリフシ イボタミタマバエ
シオジ シオジハトックリフシ
トウネズミモチ トウネズミモチミミドリフシ イボタミタマバエ
トネリコ トネリコハチヂミフシ トドノネオオワタムシ
ナタオレノキ ナタオレノキハイボフシ

ネズミモチ
ネズミモチハフクレフシ D-025
ネズミモチツボミトジフシ ネズミモチツボミタマバエ D-026
ネズミモチミミドリフシ イボタミタマバエ D-027

ヒイラギ ヒイラギハイボフシ ヒイラギフシダニ D-028
ヒイラギミミドリフシ ヒイラギミタマバエ D-029

リンドウ リンドウ リンドウクキズイフシ D-030

キョウチクトウ
キョウチクトウ キョウチクトウエダクボミフシ ブーゲンビレアフサカイガラムシ D-031

テイカカズラ テイカカズラネコブフシ テイカカズラネコブタマバエ D-032
テイカカズラミサキフクレフシ テイカカズラミタマバエ D-033 613

リュウキュウテイカカズラ リュウキュウテイカカズラネコブフシ テイカカズラネコブタマバエ

ガガイモ

イケマ イケマメフクレフシ
ガガイモ ガガイモハチヂミ ガガイモハチヂミタマバエ

ガガイモハマキフシ キョウチクトウアブラムシ
コバノカモメヅル コバノカモメヅルメフクレフシ カモメヅルメタマバエ
シロバナカモメヅル シロバナカモメヅルメフクレフシ カモメヅルメタマバエ

トキワカモメヅルメフクレフシ カモメヅルメタマバエ D-034

アカネ

アカネ アカネツボミフクレフシ
アリドオシ アリドオシハフクレタマフシ

カワラマツバ
カワラマツバメフクレフシ
カワラマツバメフクレフシ カワラマツバフシダニ
カワラマツバツボミフクレフシ

オオバノヤエムグラ オオバノヤエムグラメフクレフシ
オオバノヤエムグラハフクレフシ

キクムグラ キクムグラメフクレフシ 614
ハクチョウゲ ハクチョウゲハチヂミフシ ハクチョウゲゴセツアブラムシ

ヘクソカズラ

ヘクソカズラクキフクレフシ ヘクソカズラウロコタマバエ
ヘクソカズラツルフクレフシ ヒメアトスカシバ D-035
ヘクソカズラメフクレフシ ヘクソカズラクロミャクタマバエ
ヘクソカズラハタマフシ ヘクソカズラクロミャクタマバエ
ヘクソカズラハネジレフシ ヘクソカズラヒゲナガアブラムシ
ヘクソカズラハマキフシ
ヘクソカズラツボミホソフシ ヘクソカズラツボミタマバエ D-036
ヘクソカズラツボミマルフシ D-037

ヤエムグラ ヤエムグラツボミフクレフシ

タマバエの1種

フシダニの1種

フシダニの1種
フシダニの1種

ケシツブゾウムシの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
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アカネ

リュウキュウアリドオシ リュウキュウアリドオシメトガリコブフシ リュウキュウアリドオシメタマバエ D-038

ヒルガオ アメリカネナシカズラ アメリカネナシカズラツルコブフシ マダラケシツブゾウムシ
ネナシカズラ ネナシカズラツルコブフシ マダラケシツブゾウムシ D-039

クマツヅラ

オオムラサキシキブ オオムラサキシキブミフクレフシ

クサギ
クサギエダズイフクレフシ ガの１種
クサギメフクレフシ 615
クサギハコブフシ D-040
クサギハチヂミフシ クサギアブラムシ

ハマゴウ ハマゴウハフクレフシ D-041

ムラサキシキブ
ムラサキシキブエダツトフシ ムラサキシキブウロコタマバエ D-042
ムラサキシキブハグキコブフシ ムラサキシキブハグキタマバエ
ムラサキシキブハケタマフシ
ムラサキシキブミフクレフシ D-043

ヤブムラサキ
ヤブムラサキハグキコブフシ ムラサキシキブハグキタマバエ D-044
ヤブムラサキハケタマフシ
ヤブムラサキミフクレフシ

シソ

アキギリ アキギリハベリマキフシ
アキチョウジ アキチョウジメフクレフシ

アキチョウジツボミフクロフシ
イヌコウジュ イヌコウジュクキフクレフシ シソフシガ

イヌコウジュツボミフクレフシ ヒゲブトグンバイ
イヌトウバナ イヌトウバナクキコブフシ イヌトウバナウロコタマバエ
ウツボグサ ウツボグサハケフシ
エゴマ エゴマクキフクレフシ シソフシガ 616

オオマルバノテンニンソウ オオマルバノテンニンソウクキコブフシ テンニンソウウロコタマバエ
オドリコソウハマキフシ オドリコソウアブラムシ

カキドオシ カキドオシハナガツツフシ
カキドオシツボミフクレフシ D-045

カメバヒキオコシ カメバヒキオコシメツノフシ
カメバヒキオコシメフクレケフシ

クロバナヒキオコシ クロバナヒキオコシクキコブフシ
クロバナヒキオコシメフクレフシ

コシロネ コシロネハチヂミフシ シロネゴセツアブラムシ
シソ シソクキフクレフシ シソフシガ D-046
シモバシラ シモバシラツボミフクレフシ ヒゲブトグンバイ
ジャコウソウ ジャコウソウミフクレフシ
テンニンソウ テンニンソウクキコブフシ テンニンソウウロコタマバエ D-047
チリメンジソ シソハチヂミフシ シソヒゲナガアブラムシ
ツルニガクサ ツルニガクサツボミフクレフシ ヒゲブトグンバイ 617

ナギナタコウジュ ナギナタコウジュズイフクレフシ
ナギナタコウジュハチヂミフシ ナギナタコウジュワタムシ D-048

ナツノタムラソウ ナツノタムラソウメフクレフシ

タマバエの1種

タマバエの1種
フシダニの1種

フシダニの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
フシダニの1種？
タマバエの1種

フシダニの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
フシダニの1種？
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
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シソ

ニガクサ ニガクサハベリマキフシ
ニガクサツボミフクレフシ ヒゲブトグンバイ D049

ヤマハッカ ハッカハマキフシ ハッカイボアブラムシ
ヒキオコシ ヒキオコシメケフシ
ミカエリソウ ミカエリソウハミャクコブフシ テンニンソウウロコタマバエ D-050
ミヤマクルマバナ ミヤマクルマバナクキタマフシ ミヤマクルマバナウロコタマバエ D-051
ミヤマヒキオコシ ミヤマヒキオコシメツノフシ

ヤマハッカ
ヤマハッカメツノフシ
ヤマハッカメフクレフシ D-052
ヤマハッカハベリマキフシ

ナス クコ クコハフクレフシ クコフシダニ D-053

ゴマノハグサ
カワヂシャ カワヂシャツボミタマフシ ムシクサコバンゾウムシ 618
ナンゴククガイソウ ナンゴククガイソウツボミフクレフシ
ムシクサ ムシクサツボミタマフシ ムシクサコバンゾウムシ D-054

ノウゼンカズラ キササゲ キササゲエダフクレフシ キササゲノメイガ D-055

ハエドクソウ ハエドクソウ
ハエドクソウクキツトフシ
ハエドクソウシントメフシ
ハエドクソウメエボシフシ

オオバコ オオバコ オオバコハチヂミフシ オオバココブアブラムシ

スイカズラ

ウグイスカグラ ウグイスカグラハマキフシ コオノオオワタムシ
オトコヨウゾメ オトコヨウゾメエダコブフシ

オトコヨウゾメハヒラタフクレフシ D-056

カンボク
カンボクハグキヒラタフシ
カンボクハグキフクレフシ 619
カンボクハマルフシ

ガマズミ

ガマズミエダコブフシ D-057
ガマズミメフクレフシ
ガマズミハヒラタフクレフシ D-058
ガマズミツボミトジフクレフシ
ガマズミミケフシ ガマズミミケフシタマバエ D-059
ガマズミミフクレフシ

キバナツクバネウツギ キバナツクバネウツギメフクレフシ

コバノガマズミ
コバノガマズミハグキフクレフシ
コバノガマズミツボミトジフクレフシ
コバノガマズミミフクレフシ

ゴマギ ゴマギハチヂミフシ ゴマギオマルアブラムシ D-060
スイカズラ スイカズラメチヂミフシ
タニウツギ ウツギメタマフシ ウツギメタマバエ D-061

タニウツギハベリオレ ウツギハベリタマバエ D-062

ツクシヤブウツギ ウツギメタマフシ ウツギメタマバエ
ツクシヤブウツギハコブフシ ニシキウツギコブハバチ

ツクバネウツギ ツクバネウツギメフクレフシ

タマバエの1種

フシダニの1種？

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
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スイカズラ

ツクバネウツギ ツクバネウツギツボミトジフシ 620

ニシキウツギ ニシキウツギハベリオレ ウツギハベリタマバエ
ニシキウツギハコブフシ ニシキウツギコブハバチ D-063

ニワトコ
ニワトコハチヂミフシ ニワトコフクレアブラムシ D-064
ニワトコハマキチヂミフシ ニワトコアブラムシ
ニワトコハマキフシ ニワトコフシダニ D-065

ハクサンボク ハクサンボクツボミトジフクレフシ D-066
ハクサンボクミフクレフシ D-067

ハコネウツギ ウツギメタマフシ ウツギメタマバエ
ミヤマガマズミ ミヤマガマズミメトックリフシ ガマズミタマバエ

ミヤマガマズミツボミトジフクレフシ

オミナエシ
オトコエシ

オトコエシクキズイフシ ヒヨドリバナウロコタマバエ？
オトコエシメフクレフシ
オトコエシミフクレフシ オトコエシニセハリオタマバエ D-068

オミナエシ オミナエシクキツトフシ
オミナエシミコガタフシ

キキョウ
ツリガネニンジン

ツリガネニンジンメコブフシ D-069
ツリガネニンジンツボミフクレフシ D-070 621
ツリガネニンジンハチヂミケフシ

ツルニンジン ツルニンジンメコブフシ
ヒメシャジン ヒメシャジンツボミフクレフシ

キク

アキノキリンソウ アキノキリンソウシントメフシ
アキノキリンソウミフクレフシ アキノキリンソウミタマバエ D-071

アザミ アザミツボミトジフシ キイロケブカミバエ
イソギク イソギクハイボフシ キクヒメタマバエ
イワインチン イワインチンハフクロケフシ
エゾノキツネアザミ エゾノキツネアザミズイフクレフシ ミサキオナガミバエ
オオアキノキリンソウ オオアキノキリンソウミフクレフシ アキノキリンソウミタマバエ
オオバナニガナ オオバナニガナハフクレフシ

オオヨモギ

オオヨモギクキコブフシ ヨモギクキコブタマバエ
オオヨモギクキナガズイフシ チャイロケブカミバエ
オオヨモギクキホソツトフシ ヨモギウロコタマバエ D-072
オオヨモギクキマルズイフシ ヨモギマルフシミバエ
オオヨモギクキワタフシ ヨモギワタタマバエ 622
オオヨモギシントメフシ オオヨモギシントメタマバエ
オオヨモギメツボフシ ヨモギツボタマバエ
オオヨモギエゾハマキフシ エゾヨモギグンバイ
オオヨモギハエボシフシ ヨモギエボシタマバエ
オオヨモギハシロケタマフシ ヨモギシロケフシタマバエ
オオヨモギハヒメエボフシ

オグルマ オグルマハナタマフシ
オケラ オケラハマキフシ

タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
フシダニの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種

フシダニの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
タマバエの1種
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オケラ オケラツボミトジフシ オケラマダラバエ
オタカラコウ オタカラコウハグキフクレフシ タケウチケブカミバエ D-073

タカラコウハフクレフシ

オトコヨモギ

オトコヨモギクキツトフシ トビモンシロヒメハマキ
オトコヨモギクキナガズイフシ コクロヒメハナノミ
オトコヨモギクキマルズイフシ ヨモギマルフシミバエ
オトコヨモギシントメフシ ヨモギシントメタマバエ
オトコヨモギメハナガタフシ ヨモギハナガタタマバエ
オトコヨモギメヒメツボフシ オトコヨモギヒメツボタマバエ
オトコヨモギハエボシフシ ヨモギエボシタマバエ
オトコヨモギハチヂミフシ ヨモギクダナシアブラムシ
オトコヨモギハフクレフシ オトコヨモギハムグリタマバエ
オトコヨモギハマキケフシ
オトコヨモギハマルイボフシ ヨモギマルイボタマバエ

オナモミ オナモミクキフクレフシ スギヒメハマキ
カワラヨモギ カワラヨモギメハナガタフシ ヨモギハナガタタマバエ 623

カワラヨモギメヒメツボフシ オトコヨモギヒメツボタマバエ
キク キクハイボフシ キクヒメタマバエ D-075

キクハケフシ
キクアザミ キクアザミクキコブズイフシ キクアザミクキコブズイタマバチ D-076

キクアザミハナトガリタマフシ キクアザミハナトガリタマバチ D-077
キツネアザミ キツネアザミクキコブズイフシ アザミウロコタマバエ
クワモドキ クワモドキクキフクレフシ スギヒメハマキ
コウヤボウキ コウヤボウキハチヂミフシ
ゴボウ ゴボウハマキフシ ゴボウヒゲナガアブラムシ

ゴマナ
ゴマナクキフクレフシ
ゴマナハクボミフシ ゴマナハクボミタマバエ D-078
ゴマナハナフクレフシ ゴマナハナタマバエ D-079

シオン シオンクキズイフシ ヒヨドリバナウロコタマバエ

シマカンギク
シマカンギクメナガツボフシ ヨモギタマバエ属の１種
シマカンギクハシロケタマフシ ヨモギタマバエ属の１種
シマカンギクハシロケフシ

シラヤマギク

シラヤマギククキフクレフシ シラヤマギクウロコタマバエ 624
シラヤマギククキナガズイフシ ガの１種
シラヤマギククキネモトタマフシ キバガの１種
シラヤマギクカワリメフシ シラヤマギクヒゲナガタマバエ D-080
シラヤマギクハベリタマフシ
シラヤマギクハエボシフシ ウロコタマバエの１種
シラヤマギクハナフクレフシ シラヤマギクハナタマバエ
シラヤマギクハナホッスフシ シラヤマギクホッスタマバエ D-081
シラヤマギクミフクレフシ ゾウムシの１種 D-082

タウコギ タウコギハマキフシ タウコギアブラムシ
タマバシロヨメナ タマバシロヨメナメウロコフシ D-083

タマバエの1種

フシダニの1種？

フシダニの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

フシダニの1種

タマバエの1種

タマバエの1種
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タンポポ タンポポハフクレフシ D-084
ツワブキ ツワブキハグキフクレフシ ツワブキケブカミバエ D-085
テバコモミジガサ テバコモミジガサハトガリコブフシ
トネアザミ トネアザミクキコブズイフシ アザミウロコタマバエ
ノコギリソウ ノコギリソウハチヂミフシ ノコギリソウオマルアブラムシ

ノコンギク
ノコンギククキネモトタマフシ キバガの１種 D086
ノコンギクメウロコフシ
ノコンギクハナホッスフシ シラヤマギクホッスタマバエ

ノジギク
ノジギクメナガツボ ヨモギタマバエ属の１種 D-087 625
ノジギクハシロケタマフシ ヨモギタマバエ属の１種 D-088
ノジギクハシロケフシ D-089

ハチジョウナ ハチジョウナハフクレフシ ハチジョウナタマバエ D-090
ハンゴンソウ ハンゴンソウハナタマフシ ハンゴンソウハナタマバエ D-091

ヒメヨモギ
ヒメヨモギクキワタフシ ヨモギワタタマバエ
ヒメヨモギメハナガタフシ ヨモギハナガタタマバエ
ヒメヨモギメヒメツボフシ オトコヨモギヒメツボタマバエ

ヒヨドリバナ
ヒヨドリバナクキズイフシ ヒヨドリバナウロコタマバエ D-092
ヒヨドリバナハナフクレフシ ヒヨドリバナハナタマバエ D-093
ヒヨドリバナクキズイフシ ヒヨドリバナウロコタマバエ

ヒロハヤマヨモギ ヒロハヤマヨモギハマガタマフシ D-094
フキ フキハチヂミフシ フキアブラムシ D-095

フジバカマ フジバカマクキツトフシ
フジバカマハマキチヂミフシ ムギワラギクオマルアブラムシ

ブタクサ ブタクサクキフクレフシ スギヒメハマキ D-096
ミヤマヒゴタイ ミヤマヒゴタイハイボケフシ

モミジガサ
モミジガサハグキフクレフシ フクダミバエ 626
モミジガサハトガリコブフシ D-097
モミジガサツボミフクレフシ

ヤナギタンポポ ヤナギタンポポクキズイフシ ヤナギタンポポクキズイタマバチ D-098
ヤブタバコ ヤブタバコハマキフシ ヤブタバココナジラミモドキ
ヤブレガサ ヤブレガサクキフクレズイフシ タケウチケブカミバエ D-099
ヤマアザミ ヤマアザミクキナガズイフシ ガの１種

ヤマシロギク
ヤマシロギククキツトフシ
ヤマシロギクメウロコフシ
ヤマシロギクハナホッスフシ シラヤマギクホッスタマバエ

ヤマボクチ
ヤマボクチクキツトフシ ガの１種
ヤマボクチハナビラフクレフシ
ヤマボクチハナフクレフシ

ヨツバヒヨドリ ヨツバヒヨドリクキズイフシ ヒヨドリバナウロコタマバエ
ヨツバヒヨドリハナフクレフシ ヒヨドリバナハナタマバエ

ヨメナ

ヨメナネマガリフシ ヤスマツアブラムシ D-100
ヨメナクキネモトタマフシ キバガの１種
ヨメナクキズイフシ ガの１種

タマバエの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

フシダニの1種

タマバエの1種

タマバエの1種

フシダニの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種

タマバエの1種
タマバエの1種
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ヨメナ ヨメナメフクレフシ ヨメナメフシタマバエ
ヨメナハチヂミフシ 627
ヨメナハマキフシ ヨメナコブアブラムシ D-101

ヨモギ

ヨモギクキカクレフクレフシ ヨモギチビタマバエ
ヨモギクキカワモグリフシ ヨモギヌカタマバエ
ヨモギクキコブフシ ヨモギクキコブタマバエ D-102
ヨモギクキズイフシ マダラヒメゾウムシ D-103
ヨモギクキツトフシ トビモンシロヒメハマキ D-104
ヨモギクキナガズイフシ コクロヒメハナノミ D-105
ヨモギクキナガミバエフシ チャイロケブカミバエ
ヨモギクキホソツトフシ ヨモギウロコタマバエ
ヨモギクキマルズイフシ ヨモギマルフシミバエ D-106
ヨモギクキワタフシ ヨモギワタタマバエ D-107
ヨモギシントメフシ ヨモギシントメタマバエ D-108
ヨモギメツボフシ ヨモギツボタマバエ D-109
ヨモギメナガツボフシ ヨモギナガツボタマバエ
ヨモギメマルツボフシ D-110
ヨモギハベリマキフシ ヨモギクダナシアブラムシ D-111
ヨモギエゾハマキフシ エゾヨモギグンバイ
ヨモギハイボフシ
ヨモギハエボシフシ ヨモギエボシタマバエ D-112
ヨモギハシロケタマフシ ヨモギシロケフシタマバエ D-113
ヨモギハシロケフシ ヨモギチビフシダニ
ヨモギハヒメエボフシ ヨモギヒメタマバエ D-114
ヨモギハマキフシ ヨモギグンバイ
ヨモギハマキチヂミフシ アオヒメヒゲナガアブラムシ
ヨモギハマルイボフシ ヨモギマルイボタマバエ

リュウキュウノギク リュウキュウノギクハクボミケフシ

ユリ
サルトリイバラ

サルトリイバラハミャクフクレフシ サルトリイバラヌカタマバエ 628
サルトリイバラハマキフシ サルトリイバラクダアザミウマ E-001
サルトリイバラミフクレフシ サルトリイバラコバチ

シオデ シオデハマキフシ
ツルボ ツルボミフクレフシ

ヤマノイモ
ウチワドコロ ウチワドコロハマルフシ ウチワドコロタマバエ
オニドコロ オニドコロツルフクレフシ ヤマノイモウロコタマバエ
ナガイモ ナガイモツルフクレフシ ヤマノイモウロコタマバエ
ヤマノイモ ヤマノイモツルフクレフシ ヤマノイモウロコタマバエ E-002

イグサ コウガイゼキショウ コウガイゼキショウメニセハナフシ ヒラズキジラミ E-003

イネ

アオカモジグサ アオカモジグサクキコブフシ カタビロコバチの１種
アオカモジグサミチヂミフシ ムギアカタマバエ

アズマザサ アズマザサメヒメササウオフシ ヒメササウオタマバエ
ササウオフシ ササウオタマバエ 629

アズマネザサ アズマネザサエダカタナフシ メダケタマバエ

フシダニの1種

タマバエの1種

フシダニの1種？

フシダニの1種？

タマバエの1種
タマバエの1種



寄主植物別虫えい名

ページ 34

イネ

エノコログサ エノコログサミフクレフシ エノコログサミタマバエ
オオムギ オオムギミチヂミフシ ムギアカタマバエ
オギ オギクキフクレフシ オギクキキモグリバエ E-004
カモジグサ カモジグサミチヂミフシ ムギアカタマバエ
クマイザサ クマイザサメヒメササウオフシ ヒメササウオタマバエ

ササウオフシ ササウオタマバエ E-005
クマザサ クマザサメヒメササウオフシ ヒメササウオタマバエ
コムギ コムギミクロタマバエフシ ムギクロタマバエ

コムギミチヂミフシ ムギアカタマバエ E-006
ススキ ススキメタケノコフシ ススキメタマバエ E-007
スズタケ スズタケメヒメササウオフシ ヒメササウオタマバエ
ソルガム ソルガムミチヂミフシ ソルガムタマバエ E-008
タチカモジグサ タチカモジグサミチヂミフシ ムギアカタマバエ
チシマザサ ササウオフシ ササウオタマバエ 630

チシマザサメヒメササウオフシ ヒメササウオタマバエ E-009

チマキザサ ササウオフシ ササウオタマバエ
チマキザサメヒメササウオフシ ヒメササウオタマバエ

ヌカキビ ヌカキビハナナガフシ
ネザサ ネザサエダカタナフシ メダケタマバエ

ネザサメヒメササウオフシ ヒメササウオタマバエ
ハダカムギ ハダカムギミチヂミフシ ムギアカタマバエ
ハチク ハチクエダフクレフシ モウソウタマコバチ
ハチジョウススキ ススキメタケノコフシ ススキメタマバエ
ビールムギ ビールムギミチヂミフシ ムギアカタマバエ
マダケ マダケエダフクレフシ モウソウタマコバチ
メダケ メダケエダカタナフシ メダケタマバエ E-010

メダケメヒメササウオフシ ヒメササウオタマバエ
モウソウチク モウソウチクエダフクレフシ モウソウタマコバチ E-011

モウソウチクメヒメササウオフシ ヒメササウオタマバエ
ヤダケ ヤダケメヒメササウオフシ ヒメササウオタマバエ 631

ヨシ

キタヨシメフクレフシ キタヨシノメバエ E-012
ケイコクヨシメフクレフシ ケイコクヨシノメバエ
トネオオヨシメフクレフシ トネオオヨシノメバエ E-013
ニホンオオヨシメフクレフシ ニホンオオヨシノメバエ E-014
ヒメヨシメフクレフシ ヒメヨシノメバエ E-015

リュウキュウチク リュウキュウチクメヒメササウオフシ ヒメササウオタマバエ
リュウキュウチクハナメトジフシ リュウキュウチクハナメタマバエ

ショウガ アオノクマタケラン アオノクマタケランミフクレフシ アオノクマタケランミタマバエ E-016

タマバエの1種
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