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25 成虫 Adult Menelaides gambrisius アンボンアゲハ
誤って図示した成虫は M. deiphobus．図示す
る幼生期は誤っていない．
The adults (both sexes) illustrated as Mine-
laides gambrisius (Species No. 23, Plate 25) are
those of Menelaides deiphobus. However, both
the illustrated early stages and the description
(Text p. 318) pertain to M. gambrisius.
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Eurema salilata サリラタキチョウ Eurema sarilata サリラタキチョウ

93 幼虫 Larva
蛹 Pupa

Leptosia nina クロテンシロチョウ
Euremaの幼虫，蛹が誤って混入．
The larvae and pupae of Eurema sp. were mis-
takenly figured.

101 成虫 Adult Appias albina カワカミシロチョウ
誤って図示した成虫はSaletara panda イワサ
キシロチョウ．
The adults of Saletara panda were mistaken-
ly shown.

116 成虫 Adult Euploea corinna コリンナルリマダラ ♀UN AUN

142 成虫 Adult Lethe vindhya ラクサオクロヒカゲ ♀ A

158 成虫 Adult Cirrochroa regina ヘリグロタテハ AUN
♀UN

♀UN
AUN

160 成虫 Adult Cethosia myrinaセレベスハレギチョウAUN ♀UN

Appias albina カワカミシロチョウ

Leptosia nina クロテンシロチョウ

Menelaides gambrisius アンボンアゲハ A：West Irian ♀：Seram Is.

AUP

AUP

AUN ♀UP

♀UP AUN ♀UN

♀UN
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167 幼虫頭部
Larval cranium

Cyrestis cocles マルバネイシガケチョウ
Stibochiona nicea ルリボシスミナガシのもの
が誤混入．
The larval cranium of Stibochiona nicea was
mistakenly figured.
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Mooreana triconeura キシタセセリ Mooreana trichoneura キシタセセリ
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xx 371
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成虫 Adult
（Contents）
（Contents）
（Index）

Zographetus rama パラワンコセセリ
♀UP，UN
誤って図示した成虫♀はZ. doxus♀である．
Z. doxus females were mistakenly figured.
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Zographetus doxus マラヤコセセリ
誤って図示した成虫♀はZ. doxus ♀である．
Z. doxus females were mistakenly figured.

Zographetus ogygia マラヤコセセリ
筆者は ogygia ♀を所持しないので図示できない．
The ♀ of ogygia is not shown as the author does not have any speci-
men of it.

376 成虫 Adult Parnara apostata ミナミイチモンジセセリ
AUP，UN．誤って図示されているAはBorbo
cinnaraである．The males mistakenly fig-
ured in the plate were B. cinnara.

既存A 既存A

AUP ♀UP AUN ♀UN

Zographetus rama パラワンコセセリ

既存♀既存♀

♀UN♀UPAUP AUN

Parnara apostata ミナミイチモンジセセリ

329 625 分布概念図
Distribution map

Bibasis tuckeri カワセミビロードセセリ

Bibasis tuckeri カワセミビロードセセリ（分布概念図）

261 卵 Ovum Shijimia moorei ゴイシツバメシジミ 本種の卵ではない．
The ovum figured in the plate is not of the species.

本書中の誤りをご指摘下さいました森下和彦，三枝豊平，北村　實，小岩屋　敏，植村好延，丸山　清の諸氏に心からの謝意を表します。（2001年８月20日）

214 709 写真提供者
Photograph credit

Helcyra subalba ウラギンコムラサキ 幼虫頭部のみ K．
Only the larval cranium, photo by S. Koiwaya.

212 幼虫 Larva Helcyra superba シロタテハ（TAIWAN） 幼虫全体・中国産，頭部・台湾産．
The photos of the entire body was taken for a Chinese specimen,
whereas the cranium for a Taiwanese specimen.

205 709 写真提供者
Photograph credit

Chitoria ulupi シラギコムラサキ 幼虫頭部，幼虫全体 K．
Larval photos by S. Koiwaya.

172 成虫 Adult Lasippa neriphus セレベスヒメミスジ A ♀


