
日本産カミキリムシ大図鑑（Ⅰ）正誤表 ―2021.11.18 現在―    赤字は、2021 年 11 月 18 日追加分 

ページ 位置 誤 正 

Plate 1 2-11 ♂, 2-12♀キャプション 笹山 篠山 

Plate 29 39-43 フタコブルリハナカミキリ ♀ 奈良県和佐又山 ♂ 奈良県和佐又山 

Plate 88 165-10 ♂キャプション 江別町 遠別町 

Plate 91 クロサワヘリグロハナカミキリ Eustrangalis anticereductus Eustrangalis anticereducta 

Plate 96 タテジマハナカミキリ 
Parastrangalis shikokensis 

(Matsushita, 1935) 

Parastrangalis tenuicornis 

(Motschulsky, 1861) 

Plate 99 (倍率) (×1.7) (×1.6) 

Plate 100 (倍率) (×2.0) (×1.7) 

Plate 116 212-35 ムネスジウスバカミキリ ♂ 西表島 ♀ 西表島 

p.159 
右オオクボカミキリ 

 データ 11.♂ 
笹山 篠山 

p.178 
左最下行カラマツカミキリ 

 データ 
8． 8．♀ 

p.185 左 22行目 Japanocorus coeruleipennis Japanocorus caeruleipennis 

p.186 
左 フタコブルリハナカミキリ 

データ 1.♂ 
後志町 知内町 

p.228 
右 ヘリグロホソハナカミキリ 

 データ 11.♂ 
高千穂川原 高千穂河原 

p.230 左 21～22 行目 

「種名(学名)は，日本の甲虫研究に多

大な貢献をされた名古屋女子大学の

佐藤正孝氏にちなむ。」 

「種名(学名)は，最初の採集者で

あるハチの研究者佐藤納氏にちな

む。」 

p.230 
右キヌツヤハナカミキリ 

 データ 6.♀ 
西彼杵郡 西臼杵郡 

p.234 
左 ヌバタマハナカミキリ 

 データ 1.♂の採集者 
吉川克也 吉川克哉 

p.244 図キャプション 

；同, 中央側片 

1.原名亜種(長野県北沢峠) 

2.原名亜種(北海道三国峠) 

3.原名亜種(山形県飯豊山) 

；d. 同, 中央側片 

1.原名亜種(北海道三国峠) 

2.原名亜種(山形県飯豊山) 

3.原名亜種(長野県北沢峠) 

p.245 写真キャプション 6 行目 1960 年 1860 年 

p.249 左 下から 7 行目 露木繁雄，2000 露木繁雄，2010 

p.255 
右 コヨツスジハナカミキリ 

 データ 6.♀ 
五ヶ瀬村 五ヶ瀬町 

p.259 
右 エトロフハナカミキリ 

 データ 10.♂ 
江別町 遠別町 

p.260 
右 セアカハナカミキリ 

 データ 13.♀ 
10．VII．2017 10．VIII．2017 

p.262 右 上から 16 行目 Eustrangalis anticereductus Eustrangalis anticereducta 

p.262 右 上から 19 行目 
ハリエンジュ, ネムノキ, ニセアカ

シア。 
ハリエンジュ, ネムノキ。 

p.267 右 上から 17 行目 女峰山（にょうほうさん） 女峰山（にょほうさん） 

p.268 右 上から 18 行目 
Parastrangalis shikokensis 

(Matsushita, 1935) 

Parastrangalis tenuicornis 

(Motschulsky, 1861) 

p.265 左 下から 2 行目 四方木峠(標高 420m) 四方木峠(標高 約 300m) 

p.269 
左 タテジマホソハナカミキリ 

データ 14.♂の採集者 
露木繁雄 草間慶一 

同    21.♂の採集地 球磨市上村 球磨郡上村 



p.273 左 下から 4 行目 肝振支庁 胆振支庁 

p.276 
右 ヤクシマホソコバネカミキリ 

 データ 5.♀の採集者 
西野久雄 西田圭志 

p.277 右 19 行目 tamanukii tamakii 

p.280 
右 ホソコバネカミキリ 

 データ 6.♀ 
十勝三俣 十勝三股 

p.283 左 14~15 行目の間 [抜け落ち] 
野外における珍品度 少ない ★★

★★ 

p.285 右 上から 10 行目 別の種である。。 別の種である。 

p.289 左 下から 3 行目 Tricoferus Trichoferus 

p.294 右 26 行目 三浦市初音町 三浦市初声町 

p.298 左  ４行目 分布 本州（東北南部以南） 本州（青森以南） 

p.300 
左 テツイロヒメカミキリ 

 データ 1. ♂の採集者 
Akio Miura Akiko Miura 

p.303 左 15 行目 

本州北限の記録は青森県西津軽郡鰺

ヶ沢町（三上隆司,月刊むし（214）：

28） 

青森県北津軽郡小泊村（現 中泊町

小泊）（大西伸一,1993,Celastrina

（28）：18） 

p.303 右下から 16～15 行目 次種のチャイロヒメカミキリに似る 次種ホソガタヒメカミキリに似る 

p.309 下から 9 行目 「日本産ゴミムシダマシ科大図鑑」 「日本産ゴミムシダマシ大図鑑」 

 

 

 

 


