
東京都本土部昆虫目録(2007) 鞘翅目　Coleoptera

●ジョウカイボン科 Cantharidae　　※見本につき引用等はご遠慮ください。

（主な引用文献）
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里…里山昆虫研究会,1995,多摩川中流域の丘陵部における里山昆虫の研究,,229pp.,
赤…野村周平・平野幸彦,2005,赤坂御用地ならびに常盤松御用邸の甲虫相,国立科学博物館専報,(39):183-223,
町…大塚康司,2003,東京都町田市で採集された甲虫類（２）ジョウカイボン科,神奈川虫報,(141):30-32,［24種］
奥…Okushima,Y.,2005,A Taxonomic study on The genus Lycocerus （Coleoptera, Cantharidae） from Japan, with
zoogeographical considerations,Japanese Society of Systematic Entomology Monographic Series No.2,383pp.,［Athemus属
をLycocerus属に変更。東京都産16種。データ多数］

1. クビボソジョウカイ Hatchiana heydeni                            －・－・－・里・－・－・－・－・－
2. ヒメクビボソジョウカイ Asiopodabrus macilentus                  －・－・板・－・－・－・－・－・－
3. ヤマウスイロクビボソジョウカイ Asiopodabrus hinakurai           －・－・－・－・－・－・町・－・－
4. ウスイロクビボソジョウカイ Asiopodabrus temporalis              －・皇・板・里・赤・－・町・－・他
5. サドクビボソジョウカイ Asiopodabrus bilineatus oisoanus         －・－・－・－・－・－・町・－・－
6. ツチカワクビボソジョウカイ Asiopodabrus tsuchikawai             －・－・－・－・－・－・－・－・他
7. ヒガシチビクビボソジョウカイ Asiopodabrus hiranoi               －・－・－・－・－・－・町・－・－
8. タカオクビボソジョウカイ Asiopodabrus takaosanus                －・－・－・－・－・－・－・－・他
9. オワリクビボソジョウカイ Asiopodabrus  owarianus                －・－・－・－・－・－・町・－・－
10. ミヤマクビボソジョウカイ Asiopodabrus lictorius                －・－・－・里・－・－・－・－・－
11. クロヒメクビボソジョウカイ Asiopodabrus  malthinoides          大・皇・－・－・赤・－・町・－・－
12. ニセミヤマクビボソジョウカイ Asiopodabrus  pseudolictrius      －・－・－・－・－・－・町・－・－
13. クロヒゲナガジョウカイ Habronychus providus                    －・－・－・里・－・－・－・－・－
14. クリイロジョウカイ Stenothemus badius                          －・－・－・－・－・－・－・－・他
15. アオジョウカイ Themus (Themus) cyanipennis                     －・－・－・里・－・－・町・－・－
16. キイロジョウカイ Themus (Haplothemus) niisatoi                 －・－・－・－・－・－・町・－・他
17. カタキンイロジョウカイ Themus(Haplothemus) ohkawai             －・－・－・里・－・－・－・－・－
18. ワタナベシリブトジョウカイ Yukikoa watanabei                   －・－・－・－・－・－・－・－・他
19. クロジョウカイ Lycocerus attristatus                           －・－・－・里・－・－・－・奥・－
20. クラヤミジョウカイ Lycocerus nigerrimus                        －・－・－・－・－・－・－・奥・－
21. ジョウカイボン Lycocerus suturellus suturellus                 －・－・－・里・－・－・町・奥・他
22. クロホソジョウカイ Lycocerus aegotus                           －・－・－・－・－・－・町・奥・他
23. ツユキクロホソジョウカイ Lycocerus tsuyukii                    －・－・－・－・－・－・－・奥・－
24. フチヘリジョウカイ Lycocerus maculielytris                     －・－・－・－・－・－・－・奥・－
25. ニセヒメジョウカイ Lycocerus lineatipennis                     大・－・－・里・－・－・町・奥・－
26. ホソニセヒメジョウカイ Lycocerus okuyugawaranus                －・－・－・－・－・－・－・奥・－
27. イシハラジョウカイ Lycocerus ishiharai                         －・－・－・－・－・－・－・奥・－
28. ミヤマクビアカジョウカイ Lycocerus nakanei                     －・－・板・－・－・－・－・－・－
29. ヤトセスジジョウカイ Lycocerus yato                            －・－・－・－・－・－・町・奥・－
30. オカベセボシジョウカイ Lycocerus okabei okabei                 大・皇・－・－・－・－・町・奥・－
31. セボシジョウカイ Lycocerus vitellinus                          －・皇・板・里・－・－・町・奥・－
32. ムネアカクロジョウカイ Lycocerus adusticollis                  －・－・－・－・－・－・町・奥・－
33. ウスチャジョウカイ Lycocerus insulsus insulsus                 －・－・－・里・－・－・町・奥・他
34. ヒメジョウカイ Lycocerus japonicus                             大・－・－・－・－・－・町・奥・他
35. ミヤマヒメジョウカイ Lycocerus alpicola                        －・－・－・－・－・－・－・奥・－
36. ムネアカフトジョウカイ Cantharis (Wittmercantharis) curtata    大・－・板・－・－・－・町・－・－
37. ホッカイジョウカイ Cantharis (Wittmercantharis) vulcana        大・－・－・－・－・－・－・－・他
38. マルムネジョウカイ Prothemus ciusianus                         －・－・－・里・－・－・－・－・－
39. ヒガシマルムネジョウカイ Prothemus  reini                      －・－・－・－・－・－・町・－・－
40. クロツマキジョウカイ Malthinus japonicus                       大・皇・－・－・赤・－・町・－・－
41. ウスイロツマキジョウカイ Malthinus  sagamiensis                －・－・－・－・－・－・町・－・－
42. ムネミゾクロチビジョウカイ Malthodes sulcicollis               －・皇・－・－・－・－・町・－・－
43. ニセキベリコバネジョウカイ Trypherus mutilatus                 －・－・－・里・－・－・－・－・－
44. キベリコバネジョウカイ Trypherus niponicus                     －・－・－・里・－・－・町・－・－

（その他の引用文献）
木村欣二,1988,東京都大田区における数種の甲虫の記録,甲虫ニュース,(83/84):7,［ホッカイジョウカイ］
Sato,M. & Takahashi,K.,1989,A new species of the Cantharid genus Themus(Coleoptera) from Japan,神奈川虫
報,(90):215-217,［T.(H) niisatoi(キイロジョウカイ):Hachioji(Paratype)］
Takahashi,K.,2003,A revision of the japanese genus Yukikoa(Coleoptera,Cantharidae) with reference to the systematic
position and speciation,Japanese Journal of Systematic Entomology,9(1):81-100,［Yukikoa watanabei:Nippara(Paratype)］
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高橋和弘,1998,日本産ジョウカイボン科目録,神奈川虫報,(122):29-48,［ウスイロクビボソジョウカイ(Tokio)、タカオクビボソ
ジョウカイ(Takao,Tokyo)、クリイロジョウカイ(Tokio)、ジョウカイボン ssp. Insuturellus(Kinuta,Tokyo)、ウスチャジョウカイ
(Tokio)、ヒメジョウカイ ssp.takaosanusu(Takao,Tokyo)、ハチジョウチビジョウカイ(Okago,Hachijou Is.)］
Takahashi.K,,1999,Three new blackish species of the genus Podabrus (Coleoptera,Cantharidae) from central and
northeastern Honshu, Japan ,Elytra,27（1):70-75,［P. (Asiopodabrus) tsuchikawai（ツチカワクビボソジョウカイ）：Mt.Tenso］
Sato, M.,2004,Lectotype designation and redescription of Japanese species of the genus Podabrus (Coleoptera,
Cantharidae),Jpn. J. syst. Ent.,10(1):73-82,［P. temporalis:(Lectotype:Yedo)ウスイロクビボソジョウカイ］
Sato,M.,Okushima,Y. & Ishida,K.,2002,Japanese species of the genus Cantharis Linnaeus (Coleoptera, Cantharidae),Ent.
Rev.Jap.,57(2):205-217,［Cantharis (Wittmercabtharis) vulcana（ホッカイジョウカイ）:Tokyo（データなし）］
(Coleoptera:Cantharidae),Trans.Shikoku.Ent.Soc.,17(4):193-213,［Athemus (Athemus) aegrotus(クロホソジョウカイ)：
Mt.Takao］

※見本につき引用等はご遠慮ください。
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