
以 前 に 採 集 し て い た 本 種 を Autosticha kyotensis 
(Matsumura) (Autostichidae) ヒマラヤスギミツボシ
キバガとして仮同定していたが，Autosticha kyotensis 
(Matsumura) ヒマラヤスギミツボシキバガは北海道で記
録されてはいるものの分布については疑問視されてい
る (櫻井，2015)．そこで確認のため本種の解剖を試みた
ところ交尾器の特徴及び成虫標本の斑紋の特徴が，韓国
の図鑑 (Park & Ponomarenko, 2007) で図示されている交
尾器および成虫の特徴と一致したのでHelcystogramma属
の日本新記録種として成虫と交尾器の図とともに報告す
る．

Helcystogramma ineruditum (Meyrick, 1926) 
ミツテンキバガ (新称 ) (Figs 1-6) 
Helcystogramma ineruditum (Meyrick, 1926)
Brachmia inerudita Meyrick, 1926, Exot. Microlep. 3:290
Helcystogramma ineruditum: Lvovsky, 1999: 209, figs 7, 8; 

Park & Ponomarenko, 2007: 256, fig. 167.

所検標本．札幌市屯田：1♂ , 20. VIII. 2004; 石狩市石狩
浜： 1♂ , 1. VIII. 2008, 2♂ 4♀ , 11. VIII. 2007．

本種 (Figs 1-2) の前翅開張は14-15mmで，前翅の地色
は灰褐色，頭部，胸部，縁毛も前翅の地色と同じ .ラビ
アル・パルプスは黄土色で第1節・第2節は太い (Fig. 3)．
前翅のセル内に3黒点があるが，不鮮明な個体も見受け
られる．前翅外縁から翅頂部にかけて5から7個の黒点
列がある．外縁部の黒点は5個の個体が多い．後翅地色
は前翅よりも薄く，基部から約2/5にかけてはさらに薄
く，内縁部で半透明状となる (Fig. 4)．この後翅の特徴は，
前翅に黒色3点紋と外縁に黒点列のある何種類かの種と
は異なり，同定の目安となるものの交尾器の解剖は必須
である．
雄交尾器 (Fig. 5) はグナトスが長く鈎状となって

北海道から記録された日本未記録種 Helcystogramma ineruditum (Meyrick) 
(キバガ科，フサキバガ亜科 )について
水　谷　　　穣
063-0828 　北海道札幌市西区発寒 8条 5丁目 2-7-402

Helcystogramma ineruditum (Meyrick) (Gelechiidae, Dichomeridinae) newly recorded from Hokkaido, Japan
Yutaka Mizutani 
Japan Heterocerists’ J. 284: 217-218. December 2017.
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Figs 1-2. Helcystogramma ineruditum (Meyrick) (Ishikari-hama, Ishikari-shi, Hokkaido). 1. Male. 2. Female. 
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いる．本種では特に長く，V字状のサックスも他の
Helcystogramma属よりも長い．本種の雄交尾器に似てい
る種は，Helcystogramma claripunctella ウスキミツテンキ
バガであるが，バルバの長さは本種の方が長く，成虫の
地色も明らかに異なる．雌交尾器 (Fig. 6) のコルプス・
ブルサエにシグヌムがなく筋状の線が見られる．より詳
細で鮮明な図はPark & Ponomarenko (2007) を参照され
たい．
また本種の寄主植物は知られてなく，北海道の採集地

の環境はいずれも湿地帯である．石狩浜の採集地点は石
狩川河口付近の堤防下で，付近に湿地がある．札幌市屯
田の採集地は，水田近くで貯水池と用水路がある．いず
れの採集地でも水銀灯による夜間採集で得られている．
しかしながら，本種と棲息環境との関連性は不明である．

分布．韓国，ロシア (ザバイカル，ハバロフスク，沿海州 )，
日本 (北海道 )．日本新記録．

引用文献
Lvovsky, A. L., 1999. Family Gelechiidae. Key to the Insects 

of Russian Far East. Vol. V. Trichoptera and Lepidoptera. 
Pt 2: 102-257. Vladivostok. 

Park, K. T. & M. G. Ponomarenko, 2007. Gelechiidae of the 
Korean peninsula and adjacent territories (Lepidoptera). 

Insects of Korea 12. Center for insect systematics, Korea.
坂巻祥孝 , 2013. キバガ科フサキバガ亜科 . 岸田泰則 

(編 )，日本産蛾類標準図鑑 3: 298-316. 学研教育出版 , 
東京 .

櫻井正俊 , 2015. キバガ科フサキバガ亜科 . 北海道の蝶と
蛾 : 247-249, 326-327. 北海道新聞社 , 札幌 .

Summary  Helcystogramma ineruditum (Meyrick) was 
newly recorded from Hokkaido, Japan. 

Wingspan 14-15mm. The forewing ground color is 
greyish-brown with three black dots on the cell, five-seven 
dots along apex and outer margin. The hindwing ground 
color is light-brown, whitish in basal about 2/5 (Figs 1-4). 

Male genitalia (Fig. 5). Gnathos arched; cucullus 
not narrowed at middle, with straight ventral margin; 
parategminal sclerite with a narrow bank-like plate. 
Aedeagus almost equal to cucullus in length, with heavily 
sclerotized ventral side.

Female genitalia (Fig. 6). Ostial plate extended anteriorly 
with narrow split.

The species is distributed in Korea, Russia (Transbaikalia, 
Khabarovsk Territory, Primorsk Territory) and Japan 
(Hokkaido).

Figs 3-6. Helcystogramma ineruditum (Meyrick). 3. Labial palpus. 4. Hindwing. 5. Male genitalia. 6. Female genitalia.
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筆者は2016年9月と2017年8月に，福岡県福岡市南
区油山 (標高597m) の中腹にある「カブトムシの森 (標
高300m)」で，Protegira songi (Chen & Zhang, 1995) ト
チュウウスクモヨトウを採集しているので報告する．
採集場所周辺はクヌギやコナラが植樹され，定期的に

間伐も施されている里山的な所である．
1♀ , 10.IX. 2016 (22:00) (Fig. 1) 
当日は曇天で気温は25℃，湿度80％で西から微風が

吹き，絶好の採集日和であった．灯火採集している所に，
見慣れないヤガ (Fig. 1，開張33mm) が飛来．
全体的に，やや翅の鱗粉が損傷を受けていたこともあ

り，そのまま標本箱の片隅に保管していた．
1♀，11.VIII. 2017 (1:00) (Fig. 2) 
日暮れより曇天だったが，月齢17.7の大きめの月が

0:00過ぎ以降，雲の隙間より現れ始め，気温27℃，湿
度76%で西から弱い風が吹き，決して好条件とは言え
ず，灯火に飛来する蛾の種類も個体数もこの時期として
は少なめであった．そんな時，偶然にも2個体目が飛来 
(Fig. 2，開張42mm)．昨年の標本より大きめではあるが，
双方とも前翅が黒褐色の地色で基部に明瞭な黒い剣状紋
を呈していた．
その後，四方ほか (2017) に同種の図版が掲載されて

いるのに気付き，北九州市立自然史・歴史博物館の上田
恭一郎氏に本種の同定を依頼したところ，「両個体とも
♀で，斑紋の擦れた個体の雌交尾器を解剖し，前記の論
文と比較したところ，本種である」，との回答を頂いた．
本種はトチュウ (杜仲 ) の害虫とされているが，九州

でも佐賀県鳥栖市や福岡県嘉麻市牛隈でもトチュウの植
栽がされているとの情報もあるため，今後，福岡県周辺
でも採集例が増えると思われる．
報告にあたり協力して頂いた上田恭一郎氏に厚く御礼

申し上げる．

引用文献
四方圭一郎・枝恵太郎・田島　尚 , 2017. 本州中部で採
集された日本未記録の Protegira songi (Chen & Zhang) 
トチュウウスクモヨトウ (新称 ). 蛾類通信282: 173-
175.

Summary  Two female specimens of Protegira songi (Chen 
& Zhang, 1995) were newly collected at Mt. Aburayama, 
Fukuoka City, Fukuoka Prefecture, Kyushu. One specimen 
was collected on 10. Sept., 2016 and another on 11. Aug., 
2017.

福岡市油山でトチュウウスクモヨトウを採集
小　藤　佳 　紀
810-0036　福岡県福岡市中央区梅光園団地 1-414

New records of Protegira songi (Chen & Zhang) (Noctuidae, Hadeninae) from Kyushu
Yoshiki Koto 
Japan Heterocerists’ J.  284: 219.  December 2017.

Figs 1-2. Protegira songi (Chen & Zhang), ♀ (Mt. Abura-yama, Fukuoka City, Fukuoka Pref.). 
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筆者は2017年6月に沖縄県西表島と由布島を妻と旅
行する機会を得た．観光の合間に，島内各地で蛾の採集
を行った．先島地方の梅雨明けを狙って6月23日を旅行
の初日に設定した .目論見どおり22日に梅雨が明けて晴
天に恵まれたが，当然気温が高く予想以上に体力的にき
つかった．
今回の旅行で10科29種を採集したので報告する．採

集地の高那は島の北東部の今回投宿したホテルのある所
である．また南

は え み

風見は最南部の集落・豊原に近い場所で
ある．その他の地名はその都度記した．

Cossidae ボクトウガ科
1. Zeuzera coffeae Nietner, 1861 コーヒーゴマフボクトウ
南風見：1♂ , 25. VI. 2017.

Limacodidae イラガ科
2. Quasinarosa corusca (Wileman, 1911) カバフシロイラガ
浦内：1♀ , 24. VI. 2017.
島北部の浦内川河口近くの宇多良炭坑跡遊歩道で日中

採集した．
Pyralidae メイガ科
3. Locastra muscosalis (Walker, 1866) トサカフトメイガ
高那：2♂1♀ , 25. VI. 2017; 1♀ , 27. VI. 2017; 南風見：

1♂ , 25. VI. 2017.
灯火に数多く飛来していた．

Saturniidae ヤママユガ科
4. Samia cynthia (Felder & Felder, 1773) シンジュサン
高那：1♂ , 25. VI. 2017.

西表島 6月の蛾
林　　　肇
006-0042　北海道札幌市手稲区金山 2条 1丁目 2-41

Some moths from Iriomote-jima Island, the Ryukyus, on June
Hajime Hayashi 
Japan Heterocerists’ J.  284: 220-221.  December 2017.

Fig. 1. Theretra alecto (Linnaeus). Fig. 2. Artaxa kanshireia (Wileman). Fig. 3. Nyctemera lacticinia (Cramer). Fig. 4. Aegilia 
describens (Walker). 
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Sphingidae スズメガ科
5. Macroglossum corythus Walker, 1856 アトボシホウジャク
美原：1♂ , 25. VI. 2017.
美原は島東部の観光地・由布島へ渡るところ．同行し

た妻が水牛車待合所で発見した．
6. Theretra alecto (Linnaeus, 1758) シタベニスズメ
高那：1♂ , 24. VI. 2017; 2♀ (Fig. 1), 25. VI. 2017.

Geometridae シャクガ科
7. Borbacha pardaria (Guenée, 1858) 
オオハグルマエダシャク
高那：1♀ , 25. VI. 2017.

8. Pogonopygia pavida (Bastelberger, 1911) 
タイワンオオシロエダシャク
高那：1♂ , 26. VI. 2017.

9. Cleora injectaria (Walker, 1860) 
リュウキュウフトスジエダシャク
高那：1♂1♀ ,25.VI.2017.

10. Celenna festivaria (Fabricius, 1794) 
リョクモンエダシャク
高那：1♂ , 26. VI. 2017; 1♀ , 27. VI. 2017.

11. Pelagodes proquadraria (Inoue, 1976) 
ヒメサザナミアオシャク
高那：1♂ , 26. VI. 2017.

12. Maxates protrusa (Butler, 1878) ヒメツバメアオシャク
高那：1♀ , 26. VI. 2017.

Lymantriidae ドクガ科
13. Artaxa kanshireia (Wileman, 1911) カンシキドクガ
高那：1♂ (Fig. 2), 24. VI. 2017.

Arctiidae ヒトリガ科
14. Cyana hamata (Walker, 1854) アカスジシロコケガ
高那：1♂ , 25. VI. 2017.

15. Nyctemera lacticinia (Cramer, 1777) 
ツマキモンシロモドキ
由布：1♀ (Fig. 3), 25. VI. 2017.
由布は水牛車で渡った先，由布島の地名．日中に採集

した．
16. Nyctemera okinawensis (Inoue, 1982) 
オキナワモンシロモドキ
由布：1♀ , 25. VI. 2017; 高那：2♂ , 26. VI. 2017.
由布の1♀は日中に，高那の2♂は灯火に来たものを

採集した．
17. Creatonotos transiens (Walker, 1855) ハイイロヒトリ
高那：1♂ , 26. VI. 2017.

Aganaidae ヒトリモドキガ科
18. Asota heliconia (Linnaeus, 1758) シロスジヒトリモドキ
高那：2♂1♀ , 25. VI. 2017.
灯火に多くの個体数を見た．次種も同様．

19. Asota egens (Walker, 1854) キイロヒトリモドキ
高那：1♀ , 25. VI. 2017; 1♂1♀ , 26. VI. 2017; 1♀ , 

27. VI. 2017.
Noctuidae ヤガ科 
20. Diomea discisigna Sugi, 1963 ヨツモンムラサキアツバ
高那：1♀ , 26. VI. 2017.

21. Panilla costipunctata Leech, 1900 マエクロモンアツバ 
南風見：1♂ , 25. VI. 2017.

22. Metaemene atrigutta (Walker, 1862) ヒメゴマフコヤガ
高那：1♀ , 25. VI. 2017.

23. Adrapsa sblualis Walker, 1859 キマエアツバ 
高那：1♂ , 25. VI. 2017.

24. Bocana manifestalis Walker, 1859 クロジャノメアツバ
高那：1♀ , 26. VI. 2017.

25. Cidariplura gladiata Butler, 1879 ハナオイアツバ
高那：1♂ , 24. VI. 2017.

26. Ericeia pertendens (Walker, 1858) ウスムラサキクチバ
高那：2♀ , 26. VI. 2017.

27. Aegilia describens (Walker, 1858) ソリバネホソヤガ
高那：1♂ (Fig. 4), 26. VI. 2017.

28. Chasmina candida (Walker, 1865) シロガ
高那：1♂ , 25. VI. 2017.
久米島にて1♀ (12. IX. 1998) を採集したことがある．

29. Axylia putris (Linnaeus, 1761) モクメヤガ
高那：1♂ , 26. VI. 2017. 

引用文献
広渡俊哉・那須義次・坂巻祥孝・岸田泰則 (編 )，2013．
日本産蛾類標準図鑑 3. 360pp. 学研教育出版，東京．

岸田泰則 (編 )，2011．日本産蛾類標準図鑑 1. 352pp. 学
研教育出版，東京．

岸田泰則 (編 )，2011．日本産蛾類標準図鑑 2. 416pp. 学
研教育出版，東京．

那須義次・広渡俊哉・岸田泰則 (編 )，2013．日本産蛾
類標準図鑑 4. 552pp. 学研教育出版，東京．

Summary  I record here the moths I collected in Iriomote-
jima Island, Okinawa Pref., from 23th to 26th June, 2017. 
Those consist of 29 species in 10 families.
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リュウキュウツチトリモチBalanophora fungosa Forst. 
(ツチトリモチ科 Balanophoraceae) に寄生していた幼虫
を飼育したところ，フクギマダラメイガ，カクモンミス
ジノメイガが羽化したので，報告したい．

2013年12月22日，石垣島桴海於茂登岳に迷い込んだ
ところでリュウキュウツチトリモチが地面から，いくつ
もみられた．
佐々木ら (2004)，林 (2007) により，ツチトリモチ類

にはツチトリモチマダラメイガが寄生することがわかっ
ていたが，沖縄のツチトリモチ類に寄生する蛾類記録を
見たことがなく，ツチトリモチ自体も初めて見たので，

調べることにした．現場は暗く，近くでヒルを見たため，
早々と引き上げようと，3個割り採った．迷ったまま歩
くと沢に当たったので，それを下って道路に出ることが
できた．背中と下腿をヒルにやられていた．
後日の飼育で，持ち帰ったリュウキュウツチトリモチ

に3種の蛾類幼虫がいたことがわかったが，1頭しかい
なかった1種は羽化できず，残る2種は判明した．フク
ギマダラメイガとカクモンミスジノメイガであった．な
お，フクギマダラメイガとツチトリモチマダラメイガは
同属である．
現場で割り採った時，まず，リュウキュウツチトリモ

石垣島でリュウキュウツチトリモチに寄生する蛾類 2種について
冨　永　　　智
901-0401　沖縄県八重瀬町東風平 251-3

Two pyralid moths mining into the inflorescence of Balanophora fungosa Forst. (Balanophoraceae) from 
Ishigaki-jima Island, the Ryukyus
Satoru Tominaga
Japan Heterocerists’ J.  284: 222-225.  December 2017.

Figs 1-3. Nacoleia charesalis (Walker). 1. Last instar larva. 
2. Ditto, feeding on Ipomoea batatas Lam. 3. Emerged male 
adult. 
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チ本体が硬いことに驚いた．そしてその硬いものの中に
掘られたトンネルが多数あり，幼虫がいた．後日の羽化
でカクモンミスジノメイガであった．
羽化できたもう1種のやや小さめの幼虫は3頭程しか

確認できず，それほど硬くない肉質の花序の部分に潜っ
ていたようであった．3頭が羽化でき，後日，フクギマ
ダラメイガと同定していただいた．
後述のように，飼育で羽化したカクモンミスジノメイ

ガは40頭に及び，一緒にいた他種幼虫を圧倒し，駆逐
していたとも言える．この蛾は本土にはいないはずで，
この蛾は，沖縄のツチトリモチ類につく蛾類を解明する
上で大きな障害になると感じた．
佐々木明夫氏に，フクギマダラメイガの羽化標本を同

定していただいた．深く感謝申し上げる．
駒井古実氏に，フロリダにおけるカクモンミスジノ

メイガの広がりについての貴重な文献をお分けいただい
た．厚く御礼申し上げる．
学名は，山中 (2013)，佐々木・山中 (2013) にしたがっ

た．
今回，カクモンミスジノメイガの羽化個体数が圧倒

的に多く，沖縄ではこの蛾がツチトリモチ寄生の key 
species となっていると思われるため，この蛾から先に
述べたい．

Nacoleia charesalis (Walker, 1859) カクモンミスジノメイガ
新食草：リュウキュウツチトリモチ Balanophora fungosa 
Forst. (ツチトリモチ科 Balanophoraceae) 

井上 (1980) は本種を日本未記録種として公表し，奄
美大島でサツマイモに寄生することを記した．芋 (塊根 ) 
の部分のことと思われるが，どの部分を食していたかに
ついては触れられていない．富永 (2002) は沖縄島で地
面に積み重ねて置かれた落ち葉の層から本種幼虫数頭を
得た．

2013年2月22日に持ち帰ったリュウキュウツチトリ
モチ (以下，リュウキュウを省略 ) を容器の中に入れて
おいたが，1月に入った頃から，次々と幼虫がツチトリ
モチから出てきた．蛹化のためかと思い，紙片を入れた
ら，紙片を被るように，容器壁との隙間で蛹化した．1
月15日に蛹5～ 6個を確認．1月21日，本種1頭羽化．
22日2頭，23日1頭，24日1頭，本種が羽化した．
ツチトリモチに潜り込んでいたことより，前述の食草

としてのサツマイモでも，芋の中に潜り込むのではない
かと考え，実験した．1月26日，ツチトリモチを割って
中から終齢幼虫3頭を取り出し，沖縄島産サツマイモと

一緒に容器に入れておいた．翌日，1頭が潜り込んでい
た．その様子を後述のようにFig. 2に示す．本種幼虫が
サツマイモに潜り込むことは確認できたが，沖縄でサツ
マイモ Ipomoea batatas Lam.の害虫として顔が知られて
いるというわけでもないようである．例えば，webで，
サツマイモの沖縄からの持ち出し禁止について調べて
も，アリモドキゾウムシ，イモゾウムシの名前は出てく
るが，蛾の名前はみられなかった．
数日後，持ち帰ったツチトリモチが黒変してきたの

で，餌に困らないようにとサツマイモも各容器の中に入
れた．
どんどん羽化が続き，26日2頭，27日1頭，31日2頭，

2月1日1頭，4日3頭，5日2頭，6日1頭，7日2頭，8
日 3頭，9日 2頭，10日 2頭，11日 2頭，12日 2頭，15
日2頭，16日1頭，18日1頭，20日2頭，25日1頭，27
日1頭，3月1日2頭，3日1頭，9日2頭，10日1頭， 羽
化した．
飼育の原記録を調べると，朝見たら羽化していた，と

いうのが最も多く，23頭．朝見たらちょうど羽化した
というのが1頭．日中に羽化したのが10頭，夕刻羽化
が3頭，不明が3頭，という内わけであった．飼育下で
はほとんどの羽化は夜間に行われていたということにな
る．
それにしても，ツチトリモチにいた本種幼虫の多さは，

ある意味で困りものである．持ち帰ったツチトリモチに
は3種の幼虫がみられたが，フクギマダラマイガは3頭
程しかおらず，また1頭しかいなかった1種は解明でき
ず，カクモンミスジノメイガがたくさんいすぎたせいか
もしれない．また，今回はツチトリモチマダラメイガが
出てこなかったが，これもそのせいかもしれない．希少
種を駆逐しているとしたら，その意味でも害虫である．

Fig. 1はリュウキュウツチトリモチの花序の部分で一
部を削り取り，中にいる本種終齢幼虫を露出させたとこ
ろである．硬い芯の部分にいる．前書きで述べたように，
花序が付いている本体部分は硬いが，現場で割り採った
時にトンネルの断面がいくつも見えた．

Fig. 2は，前述のように，餌としてサツマイモを与え
て，翌日の所見である．潜り込んで，尾部側が見えている．
Fig. 3に1月22日羽化の前翅長12mm，胸幅2.5mmの標
本を示す．

Hayden & Troubridge (2015) は，アメリカ合衆国フロ
リダ半島南端近くで2012年1月に初めてカクモンミス
ジノメイガが確認された後，分布域が北へ広がり，2014
年12月には半島北部に達していたと報告した．webで
見ると，半島の長さは約500kmで，ちなみに九州の長
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さは約320kmである．なお，同文献では，上述の富永 
(2002) の内容も引用されているが，この蛾のおおよその
分布を東南アジアからオーストラリア北部まで，として
いる．
日本での分布は，小笠原諸島と，奄美以南のようであ

るが，九州本土にもし侵入することがあれば，サツマイ
モの害虫になるであろうし，ツチトリモチについてツチ
トリモチマダラメイガを圧迫することになるかもしれな
い．

Assara murasei Yamanaka, 2008 フクギマダラメイガ
新食草：リュウキュウツチトリモチ Balanophora fungosa 
Forst. (ツチトリモチ科 Balanophoraceae) 

本種は村瀬ますみ氏が2006年に沖縄島本部町で落下
後のフクギの実に潜り込んでいる幼虫を得て羽化させた
ことから，Yamanaka (2008) が新種として記載した．山
中 (2013) によると，久米島でも採れているとのこと．
ツチトリモチマダラメイガの命名者の一人である佐々

Figs 4-7. Assara murasei Yamanaka. 4-5. Last instar larvae 
on Balanophora fungosa Forst. 6-7. Emerged male adult. 
Fig. 8. Larva of unidentified species on Balanophora fungosa 
Forst.
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木明夫氏は，筆者が今回リュウキュウツチトリモチから
羽化させた標本をフクギマダラメイガと同定された．
なお，山中 (2013) によると，ツチトリモチマダラメ

イガの産地は，長崎県と鹿児島県だけである．
この幼虫は刺毛基部に色の付いた隆起が見られないの

で，外見でカクモンミスジノメイガ幼虫と簡単に見分け
られる．飼育下で幼虫をリュウキュウツチトリモチの上
に置くと，花序の表面を食べたようで，また，花序の部
分にあったキズから中に潜り込もうとする行動も見られ
た．

12月22日に持ち帰り，23日には終齢と思われる3頭
がツチトリモチの表面に付いているのがみられた．羽化
は1月10日，1月30日に1頭ずつで，3頭目の羽化は気
づくのが遅れ，2月10日，容器内で，やや固くなり始め
た状態で気づいたが，展翅はできた．2月8日頃の羽化
と思われる．以上，計3頭の羽化であった．

Figs 4-5に，上述の23日に同倍率で撮影された2頭の
幼虫を示す．体長はそれぞれ，13mm，18 mmである．白っ
ぽいFig. 5は老熟なのかもしれない．

Fig. 6に1月10日羽化，Fig.7に2月8日羽化の標本
を示す．前翅を真横に伸ばしたとしての開張は順に，
26mm，17mm．3頭羽化したうちのここに示さない羽化
標本の開張は22mmであるので，Fig. 5の幼虫は羽化開
張の一番大きなFig. 6の個体だったのだろう．
佐々木氏から，フクギマダラメイガはフクギだけに寄

生するわけでなく，フクギ以外でも，熟して朽ちかけた
実，あるいはそれに似たようなものなら，食入する性質
を持つのではないでしょうか，というような御教示をい
ただいた．
報告は以上であるが，最後に，カクモンミスジノメイ

ガでもフクギマダラメイガでもないと思われる3種目の
幼虫をFig. 8に示しておきたい．この画像では体長はお
よそ13mm，全身ほぼ黒色だが，側線がとぎれとぎれに
見える．飼育中にツチトリモチを食べているところを見
た記憶がないが，Fig. 8では葉に食痕らしきものが見え
る．
まだ確かなことはわからないが，石垣島のリュウキュ

ウツチトリモチに付いていた3種の幼虫たちは，一つの
ツチトリモチに発生しても，食べるところ，居場所が違
うので，今まで共存できたのかもしれない．

引用文献
林　悦子，2007．ツチトリモチマダラメイガの新産地と
新食草．蛾類通信 243: 327．

Hayden, J. & J. Troubridge, 2015. Nacoleia charesalis 

(Walker) spreading in Florida. News Lepid. Soc. 57: 8-10．
井上　寛，1980．日本未記録およびあまり知られていな
いメイガ．蛾類通信 106: 90-92．

佐々木明夫・田中　清，2004．キイレツチトリモチの花
序に食入するマダラメイガの1新種とその幼期．蛾類
通信 230: 85-88．

佐々木明夫・山中　浩，2013．ヒゲナガノメイガ族．那
須義次・広渡俊哉・岸田泰則 (編 )，日本産蛾類標準
図鑑 4. 学研教育出版，東京．

富永　智，2002．沖縄におけるメイガ5種の生態に関す
る知見．誘蛾燈 167: 9-12．

Yamanaka, H., 2008. A new species of the genus Assara 
Walker from Japan (Pyralidae, Phycitinae). Tinea 20: 
170-172．

山中　浩，2013．マダラメイガ族．那須義次・広渡俊哉・
岸田泰則 (編 )，日本産蛾類標準図鑑 4. 学研教育出版，
東京．

Summary  I reared a lot of larvae feeding on Balanophora 

fungosa Forst. (Balanophoraceae) and then two species of 
Pyralidae emerged, Nacoleia charesalis (Walker, 1859) and 
Assara murasei Yamanaka, 2008.  I found another larva (Fig. 
8) which seemed to feed on B. fungosa, though I never saw 
the one eating B. fungosa, but I could see a seemingly eaten 
trace on a leaf, as seen in Fig. 8. This larva did not grow to 
an imago.

December 22, 2013, I found a lot of inflorescences of 
B. fungosa projected out of the ground in a dark forest of 
the Omoto-dake Mt., Ishigaki-jima Isl., and brought three 
cut pieces of it back to my home in Okinawa-jima Isl. In 
January, many larvae came out from the plant, then pupated 
between the case wall and paper pieces. Jan. 15, five or 
six pupated, Jan. 21, one adult of N. charesalis emerged, 
then 2 on 22th, one on 23th and one on 24th. N. charesalis 
is known to feed on sweet potato, Ipomoea batatas Lam. 
Then, Jan.26, I split the pieces of B. fungosa and drew three 
larvae from them and reared them with sweet potato. One 
larva mining the sweet potato was observed. I added sweet 
potatoes in the rearing case. Many imagoes emerged from 
then to March 10, 40 adults totally. Dec. 23, three larvae of 
species other than N. charesalis were found on the surface 
of the inflorescences of the B. fungosa that I had brought 
back, then, three adult of A. murasei were emerged from 
Jan. 10 to Feb. 8. This species had been known to feed on 
mature fruits Garcinia subelliptica (Clusiaceae) fallen on 
the ground. 
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今回はハマキガ科2種，シャチホコガ科2種の併せて
4種の幼虫について報告する．報告の中の写真幼虫はす
べて終齢である．報告するに当たり，ハマキガ2種の同
定のため，駒井古実氏よりその2種のゲニタリア図の提
供をいただいているので，ここに厚くお礼申し上げる．

Tortricidae ハマキガ科
Parapammene imitatrix Kuznetzov 
コウススジヒメハマキ (Figs 1-3)
採集飼育．2010年5月20日，北海道石狩市志美にて

シュートの芯に潜っている体長7mm程の幼虫を10頭ほ
ど採集する．31日，蛹化している．6月14日，1♂羽化．
年1化，成虫は7月に現れる．越冬態は，よくはわか

らないが卵越冬と思われる．春，シュートが伸び始める
と，幼虫はその基部，あるいはその近くから芯の中に潜
る．幼虫が潜り，芯の内部が食い荒らされると，Fig. 2
のように，その部分が膨らみやや太くなる．シュートの
芯の内部を食べて成長し，終齢では10mmとなる．摂食
は最初に潜ったシュート1個体のみで，他へ移動するこ
とはない．内部を食べられたシュートはやがて枯れ始め
る．枯れたシュートは目立つので，この時期の幼虫採集
は容易である．
蛹化は，摂食場所から外へ出て行われる．カシワの木

は春に芽を覆っていたその芽鱗をいつまでもシュートの
基部から落とさないので，幼虫達にとっては格好の蛹化
場所となっている．

Parapammene inobservata Kuznetzov
ウススジヒメハマキ (Figs 4-5)
採集飼育．2004年6月14日，北海道石狩市志美にて，

幼虫の入ったシュート5個を採集する．22日，一緒に入
れておいた芽鱗の中で蛹化している．28日，2♂羽化．
年1化，成虫は7月に現れる．越冬態は卵と考えられ

る．シュートの内部を食べて育つ点は前種と同じで，や
はりそのシュートを枯らしてしまう．幼虫は前種よりや
や黄味を帯びており，成長すると11mmとなる．前種で
は，芯に食入されるとその部位が膨れて太くなったが，
本種も同様に太くなる．蛹化は，たいていの場合近くの
芽鱗の中で行われる．

Notodontidae　シャチホコガ科
Peridea oberthueri (Staudinger)

ルリモンシャチホコ (Fig. 6)
採集飼育．2004年8月25日，北海道苫小牧市静川に

て20mm程の幼虫3頭を採集する．9月7日，35mm．16
日，40mm．23日，動きを止める．28日蛹化している．
2005年7月23日1♂羽化．
年1化，成虫は7月に現れる．幼虫は常に葉裏におり，

終齢時には40mmを超える．蛹化は枯れ葉の下等で行わ
れ，蛹で越冬する．

Ellida branickii (Oberthür)
クロテンシャチホコ (Fig. 7)
採集飼育．2007年6月28日，北海道日高町門別にて，

葉裏から12mm程の幼虫を1頭採集する．7月25日，脱
皮を繰り返しては43mmとなる．28日，前蛹．31日，
蛹化する．2008年6月11日，1♂羽化．
年1化，成虫は6月に現れる．いつも葉裏にいて，そ

の葉を縁から食べる．充分に成長すると50mmに達する．
蛹で越冬する．

Summary
Tortricidae 
Parapammene imitatrix Kuznetzov (Figs 1-3).

May 20, 2010, 10 larvae, 7 mm long, mining in shoots, 
were collected in Ishikari city, Hokkaido. May 30, pupated. 
June 14, one male emerged. The larvae doses not move to 
other shoot and the shoot eaten inside become to die. The 
pupation is mainly executed under bud scales of the base of 
the shoot. 
Parapammene inobservata Kuznetzov (Figs 4-5) 

June 14, 2004, 5 shoots, in which the larvae mined, were 
collected in Ishikari city, Hokkaido. June 22, pupated under 
bud scales. June 28, 2 males emerged. The behavior of the 
feeding and pupation is almost the same as the previous 
species.
Notodontidae　
Peridea oberthueri (Staudinger) (Fig. 6) 

August 25, 2004, 3 larvae, 20 mm long were collected 
in Tomakomai city, Hokkaido. Sept. 7, 35 mm, Sep. 16, 40 
mm. Sep. 28, pupated. July 23, 2005, one male emerged. 
The larva is always under a leaf, the pupation is executed 
under dead leaves, the pupa overwinters.
Ellida branickii (Oberthür) (Fig. 7) 

June 28, 2007, one larva, 12 mm long was collected from 
under a leaf, in Hidaka town, Hokkaido. July 25, 43 mm. 
July 31, pupated. June 11, 2008, one male emerged. The 
larva is always under a leaf, the pupa overwinters.

カシワを食草とする蛾　37
小　木　広　行
001-0907　北海道札幌市北区新琴似 7条 15丁目 2-4

Moths feeding on Quercus dentata Thunb. as larvae in Hokkaido 37
Hiroyuki Kogi
Japan Heterocerists’ J.  284: 226-227.  December 2017.
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Figs 1-3. Parapammene imitatrix Kuznetzov. 1. Emerged adult. 2. Shoot of Quercus dentate (larva is inside). 3. Last instar 
larva. Figs 4-5. Parapammene inobservata Kuznetzov. 4. Emerged adult. 5. Last instar larva. Fig. 6. Last instar larva of Peridea 
oberthueri (Staudinger). Fig. 7. Last instar larva of Ellida branickii (Oberthür).
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2017年8月20-21日，神奈川県横須賀市佐島にある
天神島臨海自然教育園の昆虫相とハマオモトの訪花昆
虫類を対象とした終夜調査をカーテン式ライトトラッ
プによって蛾類を中心に行った．その際に，Hydriris 
ornatalis (Duponchel) ナカオビノメイガを採集したので
報告する．本種は，本州においては和歌山県から記録が
あるに過ぎず，日本国内では，四国南部，九州，南西諸
島，小笠原諸島に分布し，国外では，台湾，東南アジア， 
オーストラリア，アフリカ，ヨーロッパ南部，北アメリ
カに分布することが知られていた (那須 , 2013)．
灯火直後は多数のハマオモトヨトウをはじめ，メイガ

類，ヤガ類を中心に多数の蛾類が飛来した．点灯後1時
間半が経過した20日午後8時40分頃，ライトトラップ
の白布にナカオビノメイガが1頭飛来したのを，著者の
一人の新津が採集した．ライトトラップの調査は翌日の
午前5時まで行われたが，追加個体は得られなかった．
今回の本種の採集記録は，神奈川県から初の発見である
と共に，東日本からの初記録にもなる．
神奈川県横須賀市佐島 (天神島臨海自然教育園 )，1♂，

20. VIII. 2017. (新津採集・横須賀市自然・人文博物館保
管 ) (Fig. 1)．
末筆ながら文献の情報をいただいた相模原市の阪本優

介氏にお礼申し上げる．

引用文献
中島秀雄・山本光人 , 2004. チョウ目 (ガ類 ). 高橋和弘 

(編 ) 神奈川県昆虫誌 . 神奈川昆虫談話会 , 小田原市 .
那須義次・広渡俊哉・岸田泰則 (編 )，2013. 日本産蛾類
標準図鑑 4. 552 pp. 学研教育出版 , 東京 .

Summary Hydriris ornatalis (Duponchel) was first collected 
by Shuhei Niitsu from Tenjin-jima Marine Biological 
Garden, Yokosuka City, Miura Peninsula, Kanagawa 
Prefecture on August 20 in 2017. 

ナカオビノメイガを神奈川県横須賀市で採集
新　津　修　平 内　舩　俊　樹
183-0011　東京都府中市白糸台 4丁目 13-1-206 238-0016　神奈川県横須賀市深田台 95　
 横須賀市自然・人文博物館
First record of Hydriris ornatalis (Duponchel) (Crambidae) from Yokosuka, Kanagawa Prefecture, Japan
Shuhei Niitsu and Toshiki Uchifune 
Japan Heterocerists’ J.  284: 228.  December 2017.

Fig. 1. Hydriris ornatalis (Duponchel), collected at 
Kanagawa Pref.

1

紹介／ New Paper
マエベニコケガの学名
Volynkin, A.V., 2017. On the taxonomy of the genera 
Sesapa and Nipponasura (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae). 
Vestnik Zoologii 51 (5): 369-374.

八重山に分布するマエベニコケガは，Inoue (1965) 
によって新属新種Nipponasura sanguineaとして記載さ
れた種である．本論文では，Nipponasura Inoue, 1965
をSesapa inscripta Walker, 1854をタイプ種として創設
された属Sesapa Walker, 1854のシノニムとし ,同時に
Sitinochroa sanguinea Moore, 1877という種をSesapa属に
含めた．するとSesapa属のもとに二つの sanguineaとい

う名が存在することになりホモニム関係が成立すること
になる．そこで，著者はマエベニコケガに対してSesapa 
(Nipponasura) inouei Volynkin, 2017 という代換名を提出
している．　
いわゆる赤いコケガ類 (Asura-Miltochristaグループ ) 

は，30もの属が記載されており，その関係はまだはっ
きりしていない．紹介者は，NipponasuraはSesapaとは
やや異質で同属とすることには違和感がある (著者自身
もNipponasuraを亜属として区別している )．よって，こ
れらのグループの分類がはっきりするまで従来通りマエ
ベニコケガの学名はNipponasura sanguinea Inoue, 1965を
使用し続けたいと思う．

岸田泰則 / Y. KISHIDA
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2015年と2016年に下北半島でArtaxa subflava (Bremer, 
1864) ドクガの大量発生が確認され，様々な植物を食べ
ている幼虫を見かけた．その中で果実が猛毒で知られる
ドクウツギCoriaria japonica A. Gray (ドクウツギ科 ) を
食べている幼虫を確認したので報告する．

2016年6月４日幼虫多数観察，撮影．青森県上北郡野
辺地町字向田．(寄主植物 )：ドクウツギ
湿地脇に生えているドクウツギに食痕を見つけ，正体

を確かめたところ，本種であることを確認した (Figs 1-2)．

参考文献
林　弥栄 (編 )，1985. 山渓カラー名鑑　日本の樹木．山
と渓谷社，東京．

岸田泰則 (編 ), 2011. 日本産蛾類標準図鑑 2. 416pp．学
研教育出版，東京 .

杉　繋郎 (編 )，1987. 日本産蛾類生態図鑑．講談社，東京．

ドクウツギを食べるドクガ幼虫を観察
慶　野　友　和
202-0022　東京都西東京市柳沢 6-7-3

Observation of larvae of Artaxa subflava (Bremer) feeding on Coriaria japonica A. Gray
Tomokazu Keino 
Japan Heterocerists’ J. 284: 229.  December 2017.

Figs 1-2. Larvae of Artaxa subflava (Bremer) feeding on Coriaria japonica A. Gray.

1 2

筆者はここ数年，関東近郊でフユシャク類の観察をし
ている．その際に天敵に捕食されている場面を数例観察
したので，報告する．

Phigalia verecundaria (Leech, 1897) シロトゲエダシャク
2015年3月18日観察，撮影．神奈川県中井町松本．
サクラの樹皮に止まる本種♂を襲っているヨコヅナサ

シガメAgriosphodrus dohrni (Signoret, 1862) 終齢幼虫数等

フユシャク類の天敵に関する観察例
慶　野　友　和
202-0022　東京都西東京市柳沢 6-7-3

Observation of natural predators of winter geometrid moths
Tomokazu Keino 
Japan Heterocerists’ J.  284: 229-231.  December 2017.
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を観察した (Fig. 1)．最初に発見した時にはシロトゲエダ
シャクは動いていたので，捕まって間もないと考えられ
る．

Operophtera crispifascia Inoue, 1982 
ヒメクロオビフユナミシャク

2015年12月7日観察，撮影．東京都八王子市高尾山．
アシヨレグモWeintrauboa contortipes (Karsch, 1881) ♀に

捕食された本種♂を観察した (Fig. 2)．アシヨレグモは捕
食している個体以外にも造巣，活動中の個体が見られた．

Alsophiloides acroama (Inoue,1944) スジモンフユシャク
2016年2月5日観察，撮影．東京都八王子市高尾山．
樹皮下に半分以上隠れた状態のスジモンフユシャク

♂を見つけた (Fig. 3)．その個体を刺激しても動く様子
がなくおかしいと思い，隙間を覗いてみるとクモが噛
みついているのを確認した (Fig. 4)．隠れている部分の
樹皮をはがして確認するとキハダエビグモPhilodromus 

emarginatus (Schrank, 1803) 幼体であった．おそらくス
ジモンフユシャクを噛みつき捕まえた後，樹皮下に引き
込んだものと思われる．

2017年2月25日観察．東京都八王子市高尾山．
モミの根元にスジモンフユシャクの翅が散乱している

のを見つけた．そのモミの樹皮上を徘徊するキハダエビ
グモが複数確認され，スジモンフユシャクに噛みついて
いる個体も確認された．

末筆ながら，クモ類の同定をしていただいた東京蜘蛛
談話会の初芝伸吾氏，観察・撮影に同行していただいた
田中幹男氏，宇山浩彦氏，有山智樹氏に厚く御礼を申し
上げる．

参考文献
石川 忠他 (編 )，2012.日本原色カメムシ図鑑 3. 全国農
村教育協会，東京．

Fig. 1. Nymphs of Agriosphodrus dohrni (Signoret) attacking Phigalia verecundaria (Leech). Fig. 2. Weintrauboa contortipes 
(Karsch) feeding on Operophtera crispifascia Inoue. Figs 3-4. Philodromus emarginatus (Schrank) feeding on Alsophiloides 
acroama (Inoue). 
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岸田泰則 (編 ), 2011.日本産蛾類標準図鑑 1. 352pp．学研
教育出版，東京．

Summary  
Phigalia verecundaria (Leech, 1897)

18th March, 2015. Nakai town, Kanagawa pref.
Predator: Agriosphodrus dohrni (Signoret, 1862), last 

instar (Fig. 1).
The moth was moving at first, it seemed to be a short 

time after being captured.
Operophtera crispifascia Inoue, 1982 

7th Dec., 2015. Mt. Takao, Tokyo met.
Predator: Weintrauboa contortipes (Karsch, 1881) ♀ (Fig. 2)．

I saw other individuals of this spider making nests or 
walking.
Alsophiloides acroama (Inoue,1944) 

5th Feb., 2016. Mt. Takao, Tokyo met.
Predator: Philodromus emarginatus (Schrank, 1803), 

immature (Fig. 3).
The moth seemed to be drawn in the crack of the bark 

after bitten by the spider.
25th Feb., 2017. Mt. Takao, Tokyo met.
Predator: Philodromus emarginatus (Schrank, 1803). 
Several wings of the moths scattered around the foot of 

fir trees, several spiders were walking on the stems and one 
biting a moth.

■日本蛾類学会2018年総会・研究発表会のお知らせ
日本蛾類学会2018年総会・研究発表会は，下記の要

領で開催いたします．多くの方のご来場をお待ちしてお
ります．
日　時：2018年1月27日 (土 ) 
総　会：11:00 ～ 11:30
研究発表会：13:00 ～ 17:00
場　所：東京大学本郷キャンパス理学部2号館4階大講堂
参加費：1,000円 (会場費･要旨集費 ) 
懇親会：東京大学本郷キャンパス内「 山

さんじょう

上  会館」
懇親会費：一般5,000 円，学生3,000 円
交　通：　地下鉄丸ノ内線・大江戸線「本郷三丁目」よ
り徒歩6 分・地下鉄南北線「東大前」 より徒歩15 分．

■研究発表会プログラム (予定 ) 
＜特別講演＞
奥本大三郎 (ファーブル昆虫館「虫と詩人の館」館長 )：
虫とことば

＜招待講演＞
工藤誠也：東北地方で話題の蛾について
＜一般講演＞
○四方圭一郎 ・金子岳夫・枝恵太郎：赤石山脈南部の高
山蛾

○木村正明・高橋公彦・駒井古実：小笠原の蛾　最近の
話題 (マクロ編 ) 2

○田村昭夫：フレンチギアナ採集記
○岸田泰則：日本のホシオビコケガは2種いる
○中尾健一郎：蛾の画像ファイル管理と博物館収蔵標本
リスト作成

○新津修平・神保宇嗣・那須義次：本州から発見された
アキノヒメミノガに近縁なBacotia属の1未記載種に
ついて

○町島佳幸：日本産ヤママユガ科の卵孔比較 (仮題 ) 
○綿引大祐・吉松慎一：メラネシア産Tiracola属とその
近縁種の分類学的研究（ヤガ科：ヨトウガ亜科）

■第49回みくに会のご案内
第49回みくに会を下記のとおり予定しています．
日　時：2018年6月23日 (土 )～ 24日 (日 ) 
場　所：ペンションすずらん (山梨県甲州市塩山上萩原

4784) 
参加費：10,000円 (予定 ) 
参加申込：2018年5月30日までに
「阪本優介　mothlove@yahoo.co.jp」へお願いします．
詳細は，次号会報でご案内いたします．

会  報
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本会に関する連絡，照会，送金等はすべて次のところにお願いします．会費　年額 7,000円（若手会員 3,500円）
275-0017  千葉県習志野市藤崎 7丁目 5-33  日本蛾類学会事務局（FAX 047-493-9179）振替 00160-2-72803
また，蛾類通信への投稿は以下にお願いします．
222-0001   神奈川県横浜市港北区樽町 1-27-16　枝　恵太郎　　 e-mail: eda@air.ocn.ne.jp

昆　  虫　  植　  物　研  究  器  具  は
80 余年の経験と信用を誇る「志賀昆虫」へ
日本ではじめてできた　最上質ステンレス製 
有頭シガ昆虫針　有頭 W 針，微針，00，0，1，2，3，4，5，6 号
舶来品をはるかに凌駕する最良最硬質ステンレス（モリブデン含有）
各種標本箱等蛾類研究用必需品も取揃えてあります．ぜひご利用下さい。

志 賀 昆 虫 普 及 社
〒 142-0051　東京都品川区平塚 2-5-8　 電話 5858- 6

ムシは一ばん
4 0 1 （代表）   振替 0 0 1 3 0 -4-2 1 1 2 9

カタログ
進　　呈

株　式
会　社

水谷　穣　北海道から記録された日本未記録種 
Helcystogramma ineruditum (Meyrick) (キバガ科，
フサキバガ亜科 ) について ………………………… 217

小藤佳紀　福岡市油山でトチュウウスクモヨトウ
を採集 ……………………………………………… 219

林　肇　西表島6月の蛾 ……………………………… 220
冨永　智　石垣島でリュウキュウツチトリモチに
寄生する蛾類2種について ………………………… 222

小木広行　カシワを食草とする蛾　37 …………… 226
新津修平・内舩俊樹　ナカオビノメイガを神奈川
県横須賀市で採集 ………………………………… 228

慶野友和　ドクウツギを食べるドクガ幼虫を観察 … 229
慶野友和　フユシャク類の天敵に関する観察例…… 229
紹　　介………………………………………………… 228
会　　報………………………………………………… 231

■2017年秋の例会報告
秋の例会は9月24日に国立科学博物館・附属 自然教

育園で行われた．
四方圭一郎氏からは長野県で得られた，日本未記録種

トチュウウスクモヨトウの発見から報告に至るまでの経
緯が紹介された．小林秀紀氏は日本産シャチホコガ科に
ついて成虫，幼虫，分子系統解析を用いた新たな分類体
系について発表された．中尾健一郎氏は「アジアと日本
のアケビコノハの分布と相違点」として，広域分布して
いる本種は交尾器の変異の幅もあるため，今後も多くの
標本を観察する必要があるという．工藤広悦氏の伊豆大
島のミノムシ探検記では，伊豆大島をさまよいながら探
索した結果，上陸した港付近で種数，個体数とも一番多
くのミノムシが観察されたとのこと．飯森政宏・阪本優
介両氏による静岡県朝霧高原蛾類調査報告は，2017年
夏に合計10回行われた環境省からの委託調査の結果を
まとめたもので，再発見が期待されたアサギリヨトウ（キ
シダムラサキヨトウ）は確認されなかったとのこと．新
津修平氏による本州中部山岳地帯から発見された日本未
記録属Narycia（ミノガ科）の1新種では，5mmほどの
大きさの蓑をもつミノガが紹介された． 
今回の例会参加者は34名，終了後の懇親会では参加

者同士活発な意見交換や議論がなされていた．

■蛾類通信をお届けします
本年度最後になります蛾類通信284号をお送りしま

す．お送りしました封筒の宛名タックシール右下に会費
納入状況を印字しました．この受領年は2018年1月5日
時点での納入状況です．ご送金が行き違いになった場合
はご了承ください．会費は前納となっております．振
込用紙を同封しましたので御確認の上，2018年度分ま
でのお振込をお願いいたします．若手会員の会費は年
額3,500円です．2018年は「1993年およびそれ以降生
まれ」の国内会員を若手会員とします．この条件に合う
方で封筒の宛名タックシールに「若」印のない方は，手
紙 (〒275-0017千葉県習志野市藤崎7丁目5-33)，FAX 
(047-493-9179) または電子メール (info@moth.jp) で生年
を西暦でお知らせください．

例：会員番号 999　氏名 蛾類太郎　生年 (西暦 ) 1993年

一般の方は従来通り7,000円です (生年のお知らせは
不要です )．ご確認くださいますようお願いいたします．
お願い：移転や住所変更の際は，事務局までお知らせ

ください．本会誌は郵便でお送りしていないので，郵便
局への移転通知では新住所に転送されません．よろしく
お願いいたします．


