日本 ＪＡＰＡＮ

韓国 KOREA
PAPILIONIDAE 호랑나비과

PAPILIONIDAE アゲハチョウ科

Parnassiinae 모시나비아과

Parnassiinae ウスバシロチョウ亜科
Parnassius glacialis Butler, 1866
Parnassius stubbendorfii Menetries, 1849
Parnassius eversmanni Menetries, 1855

ウスバシロチョウ
ヒメウスバシロチョウ
ウスバキチョウ

Luehdorfia japonica Leech,
Leech 1889
Luehdorfia puziloi (Erschoff, 1872)
Sericinus montela (Bremer & Grey, 1852)

ギフチョウ
ヒメギフチョウ
ホソオチョウ

Parnassius
Parnassius
Parnassius
Parnassius

stubbendorfii Menetries, 1848
eversmanni Menetries, 1855
bremeri Bremer, 1864
nomion Fischer von Waldheim, 1823

Luehdorfia puziloi (Erschoff, 1872)
Sericinus montela (Bremer & Grey, 1852)

Papilioninae アゲハチョウ亜科
Byasa alcinous (Klug, 1836)
Pachliopta aristolochiae (Fabricius, 1775)
Graphium sarpedon (Linnaeus, 1758)
Graphium doson (C. & R. Felder, 1864)
Papilio xuthus Linnaeus, 1767
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Papilio polytes Linnaeus, 1758
Papilio helenus Linnaeus,
Linnaeus 1758
Papilio protenor Cramer, [1775]
Papilio macilentus Janson, 1877
Papilio memnon Linnaeus, 1758
Papilio dehaanii C. & R. Felder, 1864
Papilio okinawensis Fruhstorfer, 1898
Papilio junia Jordan, [1909]
Papilio maackii Menetries, 1858

ジャコウアゲハ
ベニモンアゲハ
アオスジアゲハ
ミカドアゲハ
アゲハ (ナミアゲハ)
キアゲハ
シロオビアゲハ
モンキアゲハ
クロアゲハ
オナガアゲハ
ナガサキアゲハ
カラスアゲハ
オキナワカラスアゲハ
ヤエヤマカラスアゲハ
ミヤマカラスアゲハ

PIERIDAE シロチョウ科
ヒメシロチョウ
エゾヒメシロチョウ

Coliadinae モンキチョウ亜科
Eurema hecabe (Linnaeus, 1758)
Eurema blanda (Boisduval, 1836)
Eurema laeta (Boisduval, 1836)
Colias erate (Esper, [1805])
Colias ppalaeno ((Linnaeus,, 1761))

キチョウ
タイワンキチョウ
ツマグロキチョウ
モンキチョウ
ヤ
ンキチ ウ
ミヤマモンキチョウ

Gonepteryx aspasia (Menetries 1858)
Gonepteryx maxima Butler, 1885

スジボソヤマキチョウ
ヤマキチョウ

Pierinae モンシロチョウ亜科
Catopsilia pyranthe (Linnaeus 1758)
Catopsilia pomona (Fabricius 1775)
Aporia hippia (Bremer 1861)
Aporia crataegi (Linnaeus 1758)
Artogeia melete (Menetries 1857)
Artogeia dulcinea (Butler 1882)
Artogeia nesis (Fruhstorfer, 1909)
Artogeia rapae (Linnaeus, 1758)
Artogeia canidia (Sparrman, 1768)
Anthocharis scolymus Butler, 1866
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

ウラナミシロチョウ
ウスキシロチョウ
ミヤマシロチョウ
エゾシロチョウ
スジグロシロチョウ
ゾスジグ シ チョウ
エゾスジグロシロチョウ
ヤマトスジグロシロチョウ
モンシロチョウ
タイワンモンシロチョウ
ツマキチョウ
クモマツマキチョウ

Appias paulina (Cramer, [1777])
Appias lyncida (Cramer, [1777])
Hebomoia glaucippe (Linnaeus, 1758)

ナミエシロチョウ
タイワンシロチョウ
ツマベニチョウ

LYCAENIDAE シジミチョウ科

朝鮮半島のほぼ全土に分布
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
アカボシウスバシロチョウ。天然記念物。
朝鮮半島では北韓（北朝鮮）のみ分布。オオアカボシウスバシロチョウ

애호랑나비
꼬리명주나비

エホラんナビ（子トラ蝶）
っコリミョンヂュナビ（꼬리=尾、명주=真珠？絹織物？）

朝鮮半島のほぼ全土に分布
日本産は韓国から移入

ホラんナビアクア（トラ蝶亜科）

사향제비나비

サーヒャんチェービナビ（麝香ツバメ蝶）

Graphium sarpedon (Linnaeus, 1758)

청띠제비나비

チォんっティチェービナビ（青帯ツバメ蝶）

Papilio xuthus Linnaeus, 1767
Papilio machaon Linnaeus, 1758

호랑나비
산호랑나비

ホラんナビ（虎狼蝶＝トラ蝶）
サンホラんナビ（山トラ蝶）

Papilio helenus Linnaeus,
Linnaeus 1758
Papilio protenor Cramer, [1775]
Papilio macilentus Janson, 1877

무늬박이제비나비
남방제비나비
긴꼬리제비나비

ムニバギチェービナビ（紋を入れた？ツバメ蝶）
ナムバんチェービナビ(南方ツバメ蝶)
キンっコリチェービナビ（長尾ツバメ蝶）

Papilio bianor Koreanus Kotzsch, 1931

제비나비

チェービナビ(ツバメ蝶)

Papilio maackii Menetries, 1858

산제비나비

サンチェービナビ（山ツバメ蝶）

韓国の南部の海岸線に近いところに分布

韓国では迷蝶として記録あり。
韓国では迷蝶として記録あり
韓国の南半分の海岸線に近いところに分布

ヒンナビクア（白い蝶科）
Dismorphiinae 기생나비아과

Leptidea amurensis (Menetries 1858)
Leptidea morsei (Fenton, [1882])

기생나비
북방기생나비

キーセンナビアクア（妓生蝶亜科）
キーセンナビ（妓生蝶） 芸妓
プっパんキーセンナビ（北方妓生蝶）

Coliadinae 노랑나비아과
Eurema hecabe (Linnaeus, 1758)

남방노랑나비

ナムバんノラんナビ(南方黄蝶)

韓国の南半分に分布

Eurema laeta (Boisduval, 1836)
Colias erate (Esper, [1805])
Colias ppalaeno ((Linnaeus,, 1761))
Colias melinos Eversmann, 1847
Colias heos (Herbst, 1792)
Gonepteryx aspasia (Menetries 1858)
Gonepteryx maxima Butler, 1885

극남노랑나비
노랑나비
높 산 랑나비
높은산노랑나비
북방노랑나비
연주노랑나비
각시멧노랑나비
멧노랑나비

クんナムノラんナビ(極南黄蝶)
ノラんナビ(黄蝶)
ぷンサン ラ ナ （高山黄蝶）
ノぷンサンノラんナビ（高山黄蝶）
プっパんノラんナビ(北方黄蝶)
ヨンジュノラんナビ(薄朱黄蝶)
カっシメンノラんナビ（花嫁？山黄蝶）
メンノラんナビ（山黄蝶）
ヒンナビアクア（白蝶亜科）

韓国の南半分に分布
朝鮮半島のほぼ全土に分布
朝鮮半島
北朝鮮 み分布。
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
朝鮮半島のほぼ全土に分布
朝鮮半島のほぼ全土（海岸線を除く）に分布

Catopsilia pomona (Fabricius 1775)
Aporia hippia (Bremer, 1861)
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Pieris melete (Menetries, 1857)
Pieris napi dulcinea (Butler, 1882)

연노랑흰나비
눈나비
상제나비
큰줄흰나비
줄흰나비

ヨンノラんフィンナビ（薄黄白蝶）
ヌーンナビ（雪蝶）
サんヂェナビ
くンヂュルフィンナビ（大筋蝶）
チュルフィンナビ（筋蝶）

韓国では迷蝶として記録あり。
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Pieris canidia (Sparrman, 1768)
Anthocharis scolymus Butler, 1866

배추흰나비(흰나비)
대만흰나비
갈구리나비

ペーちゅフィンナビ（フィンナビ） 배추=白菜
テマンフィンナビ（台湾白蝶）
カルグリナビ（先が鉤型の蝶）

朝鮮半島のほぼ全土に分布
朝鮮半島のほぼ全土（済州島を除く）に分布
朝鮮半島のほぼ全土に分布

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)
Pontia chloridice (Hübner, 1798)

풀흰나비
북방풀흰나비

ぷルフィンナビ（草白蝶）
プっパんフィンナビ（北方白蝶）

チョウセンシロチョウ、日本では迷蝶
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。

プーヂォンナビクア（プーヂォン蝶科）

プーヂオン：色物の布切れを使った飾り。女性の帯にひもで吊るす。

Pierinae 흰나비아과

LYCAENIDAE 부전나비과

Theclinae ミドリシジミ亜科

모시=韓国の伝統衣装の一つ

モシナビ（モシ蝶）
ファんモシナビ（黄色いモシ蝶）
プルグンチォムモシナビ（赤い斑点のモシ蝶）
ワんプルグンチォムモシナビ（王＝大きい赤い斑点のモシ蝶）

Papilioninae 호랑나비아과
Atrophaneura alcinous (Klug, 1836)

モシナビアクア（モシ蝶亜科）

모시나비
황모시나비
붉은점모시나비
왕붉은점모시나비

PIERIDAE 흰나비과

Dismorphiinae ヒメシロチョウ亜科
Leptidea amurensis (Menetries, 1858)
Leptidea morsei (Fenton, [1882])

ホラんナビクア（トラ蝶科）

Theclinae 녹색부전나비아과

Panchala ganesa (Moor [1858])
Narathura japonica (Murray, 1875)
Narathura bazalus (Hewitson, 1862)
Artopoetes pryeri (Murray, 1873)
Ussuriana stygiana (Butler 1881)

ルーミスシジミ
ムラサキシジミ
ムラサキツバメ
ウラゴマダラシジミ
ウラキンシジミ

Coreana raphaelis (Oberthür, 1880)

チョウセンアカシジミ

Shirozua jonasi (Janson, 1877)
Japonica lutea (Hewitson, [1865])
Japonica onoi Murayama, 1953
Japonica saepestriata (Hewitson, [1865])
Iratsume orsedice (Butler, [1882])
Wagimo signatus (Butler, [1882])
Araragi enthea (Janson, 1877)

ムモンアカシジミ
アカシジミ
カシワアカシジミ (キタアカシジミ)
ウラナミアカシジミ
Japonica saepestriata (Hewitson [1865])
ウラクロシジミ
ダイセンシジミ (ウラミスジシジミ) Wagimo signatus (Butler, 1882)
オナガシジミ
Araragi enthea (Janson, 1877)

ノクセップーヂォンナビアクア（緑色プーヂォン蝶亜科）

Narathura japonica (Murray, 1875)
Narathura bazalus (Hewitson, 1862)
Artopoetes pryeri (Murray, 1873)

남방남색부전나비
남방남색꼬리부전나비
선녀부전나비

ナムバんナムセップーヂォンナビ（南方藍色プーヂォン蝶）
ナムバんナムセッコリプーヂォンナビ（南方藍色尾プーヂォン蝶）
ソンニョプーヂォンナビ（仙女プーヂォン蝶）

韓国では済州島（チェーヂュド）のみ
韓国では慶尚南道（キョンサンナムド）の南部のみ

Ussuriana michaelis (Oberthür,
(Oberthür 1880)
Coreana raphaelis (Oberthür, 1880)
Thecla betulae (Linnaeus)
Thecla betulina (Staudinger, 1887)
Shirozua jonasi (Janson, 1877)
Japonica lutea (Hewitson [1865])

금강산귤빛부전나비
붉은띠귤빛부전나비
암고운부전나비
개마암고운부전나비
민무늬귤빛부전나비
귤빛부전나비

クムガんサンキュルピップーヂォンナビ（金剛山橙色プーヂォン蝶）
和名はコ ンゴウシジミ
ンゴウシジミ、Coreana
Coreana raphaelisより若干分布が広い
raphaelisより若干分布が広い。金剛山の標高は1638
金剛山の標高は1638
プルグンっティキュルピップーヂォンナビ（赤い帯の橙色プーヂォン蝶）
アムゴウンプーヂォンナビ（雌が美しいプーヂォン蝶）
ケーマアムゴウンプーヂォンナビ（蓋馬…）白頭山近くのケーマ高原 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
ミンムニキュルピップーヂォンナビ（無紋橙色プーヂォン蝶）
キュルピップーヂォンナビ（橙色プーヂォン蝶）

시가도귤빛부전나비

シガドキュルピップーヂォンナビ（市街道??橙色プーヂォン蝶）

朝鮮半島では分布が狭い。名前は裏の黒班が地図の市街地に見えるから？

참나무부전나비
긴꼬리부전나비

チャムナムプーヂォンナビ（クヌギプーヂォン蝶）
キンっコリプーヂォンナビ（長尾プーヂォン蝶）

朝鮮半島では分布が狭い。チャムナム＝ナラガシワ、アベマキ、ミズナラなどの総称。
朝鮮半島では分布が狭い

Antigius attilia (Bremer, 1861)
Antigius butleri (Fenton, [1882])

ミズイロオナガシジミ
ウスイロオナガシジミ

Neozephyrus japonicus (Murray, 1875)
ミドリシジミ
Chrysozephyrus brillantinus (Staudinger, 1887)
アイノミドリシジミ
Chrysozephyrus smaragdinus (Bremer, 1861)
メスアカミドリシジミ
Chrysozephyrus hisamatsusanus (Nagami & Ishiga, 19ヒサマツミドリシジミ
Chrysozephyrus ataxus (Westwood, [185l])
キリシマミドリシジミ
Favonius yuasai Shirozu, 1947
クロミドリシジミ
Favonius orientalis (Murray, 1875)
オオミドリシジミ
ゾ リシジ
Favonius jjezoensis ((Matsumura 1915))
エゾミドリシジミ
Favonius taxila (Bremer, 1861)
ジョウザンミドリシジミ
Favonius ultramarinus (Fixsen, 1887)
ハヤシミドリシジミ
Favonius cognatus (Staudinger, 1892)
ヒロオビミドリシジミ
Favonius saphirinus (Staudinger, 1887)

ウラジロミドリシジミ

Sibataniozephyrus fujisanus (Matsumura, 1910)

フジミドリシジミ

Strymonidia wーalbum (Knoch, 1782)
Strymonidia iyonis Ota & Kusunoki, 1957
y
Strymonidia
mera ((Janson,, 1877))

カラスシジミ
ベニモンカラスシジミ
ミヤ
カラ シジミ
ミヤマカラスシジミ

Strymonidia pruni (Linnaeus, 1758)

リンゴシジミ(スモモシジミ)

Callophrys ferrea (Butler, 1866)

コツバメ

Rapala arata (Bremer, 1861)
Deudorix eryx (Linnaeus, 1771)
Spindasis takanonis (Matsumura, 1906)

トラフシジミ
イワカワシジミ
キマダラルリツバメ

Miletinae アシナガシジミ（カニアシシジミ）亜科
Taraka hamada (H.Druce, 1875)

ゴイシシジミ

Lycaeninae ベニシジミ亜科
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

ベニシジミ

ヒメシジミ亜科 Polypmmatinae
Niphanda fusca (Bremer & Grey, 1852)
Euchrysops cnejus (Fabricius 1798)
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Nacaduba kurava (Moore, [1858])
Prosotas nora (C.Felder, 1860)
Jamides bochus (Stoll, [1782])
Zizeeria maha (Kollar, [1844])
Zizina otis (Fabricius, 1787)

クロシジミ
オジロシジミ
ウラナミシジミ
アマミウラナミシジミ
ヒメウラナミシジミ
ルリウラナミシジミ
ヤマトシジミ
シルビアシジミ

Glaucopsyche lycormas (Butler, 1866)
Maculinea teleius (Bergstrasser,
(Bergstrasser 1779)
Maculinea arionides (Staudinger, 1887)

カバイロシジミ
ゴマシジミ
オオゴマシジミ

Shijimiaeoides divinus (Fixsen, 1887)
Megisba malaya (Horsfield, [1828])
Acytolepis puspa (Horsfield, [1828])
Udara albocaerulea (Moore, 1879)
Udara dilecta (Moore 1879)
Celastrina argiolus (Linnaeus 1758)

オオルリシジミ
タイワンクロボシシジミ
ヤクシマルリシジミ
サツマシジミ
タッパンルリシジミ
ルリシジミ

Celastrina sugitanii (Matsumura, 1919)
Celastrina ogasawaraensis (H.Pryer, 1883)
Vacciniina optilete (Knoch, 1781)
Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Tongeia fischeri (Eversmann, 1843)
Everes argiades (Pallas 1771)
Everes lacturnus (Godart [1824])
Shijimia moorei (Leech 1889)
Pithecops corvus Fruhstorfer 1919
Pithecops fulgens Doherty 1889
Neopithecops zalmora (Butler 1870)
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
Lycaeides argyrognomon (Bergstrasser, 1779)
Lycaeides subsolanus (Eversmann, 1851)

スギタニルリシジミ
オガサワラシジミ
カラフトルリシジミ
ジョウザンシジミ
クロツバメシジミ
ツバメシジミ
タイワンツバメシジミ
ゴイシツバメシジミ
リユウキュウウラボシシジミ
ツシマウラボシシジミ
ヒメウラボシシジミ
ヒメシジミ
ミヤマシジミ
アサマシジミ

Antigius attilia (Bremer, 1861)
Antigius butleri (Fenton, 1882)
Protantigius superans ginzii (Seok, 1936)
Neozephyrus japonicus (Murray, 1875)
Chrysozephyrus brillantinus (Staudinger, 1887)
Chrysozephyrus smaragdinus (Bremer, 1861)

물빛긴꼬리부전나비
담색긴꼬리부전나비
깊은산부전나비
작은녹색부전나비
북방녹색부전나비
암붉은점녹색부전나비

ムルピッキンっコリプーヂォンナビ（水色長尾プーヂォン蝶）
韓国南東部を除く朝鮮半島ほほ全土に分布
韓国の海岸部以外に分布
タムセク キンっコリ プーヂォンナビ（淡色長尾プーヂォン蝶）
キプンサンプーヂォンナビ（深い山のプーヂォン蝶）
ギンジシジミ
チャグンノクセップーヂォンナビ（小さい緑色プーヂォン蝶）
プっパんノクセップーヂォンナビ（北方緑色プーヂォン蝶）
アム ブルグンチオムノクセッ プーヂォンナビ（雌赤斑緑色プーヂォン蝶） 赤斑はあまり大きくない（西日本並）

Thermozephyrus ataxus (Westwood, 185l)
Favonius yuasai Shirozu, 1947
Favonius orientalis (Murray, 1875)

남방녹색부전나비
검정녹색부전나비
큰녹색부전나비

ナムバんノクセップーヂォンナビ（南方緑色プーヂォン蝶）
コムヂォノクセップーヂォンナビ（黒色緑色プーヂォン蝶）
クンノクセップーヂォンナビ（大きい緑色プーヂォン蝶）

Favonius taxila (Bremer, 1861)
Favonius ultramarinus (Fixsen, 1887)
Favonius cognatus (Staudinger, 1892)
Favonius Koreanus Kim, 2006
Favonius saphirinus (Staudinger, 1887)
Favonius korshunovi Dubatolov et Sergeev, 1982

산녹색부전나비
금강산녹색부전나비
넓은띠녹색부전나비
우리녹색부전나비
은날개녹색부전나비
깊은산녹색부전나비

サンノクセップーヂォンナビ（山緑色プーヂォン蝶）
クムガんサンノクセップーヂォンナビ（金剛山緑色プーヂォン蝶）
ノルブンっティノクセップーヂォンナビ（広い帯の緑色プーヂォン蝶）
ウリノクセップーヂォンナビ（我緑色プーヂォン蝶）
ウンナルゲノクセップーヂォンナビ（銀羽の緑色プーヂォン蝶）
キプンサンノクセップーヂォンナビ（深山緑色プーヂォン蝶）

Fixsenia herzi (Fixsen, 1887)
Fixsenia wーalbum (Knoch, 1782)

민꼬리까마귀부전나비
까마귀부전나비

ミンっコリっカマクィプーヂォンナビ（無尾カラスプーヂォン蝶）
っカマクィプーヂォンナビ（カラスプーヂォン蝶）

Fixsenia eximia (Fixsen, 1887)
Fixsenia prunoides (Staudinger, 1887)
Fixsenia spini Schiffermüller,
Fixsenia pruni (Linnaeus, 1758)
Callophrys frivaldszkyi ((Kindernann in Lederer, 1853)
Callophrys ferrea (Butler 1866)
Rapala caerulea (Bremer et Grey, 1852)
Rapala arata (Bremer, 1861)

참까마귀부전나비
꼬마까마귀부전나비
북방까마귀부전나비
벚나무까마귀부전나비
북방쇳빛부전나비
쇳빛부전나비
범부전나비
울릉범부전나비

ちゃムっカマクィプーヂォンナビ（真カラスプーヂォン蝶）
っコマっカマクィプーヂォンナビ（小僧カラスプーヂォン蝶）
プっパんっカマクィプーヂォンナビ（北方カラスプーヂォン蝶）
ポンナムっカマクィプーヂォンナビ（桜カラスプーヂォン蝶）
プっパんセッピップーヂォンナビ（北方鉄光プーヂォン蝶）
セッピップーヂォンナビ（鉄光プーヂォン蝶）
ポムブーヂォンナビ（虎ブーヂォンナビ）
ウルルんボムプーヂォンナビ（鬱陵虎プーヂォンナビ）

済州島や鬱陵島(ウルルンド)を除く朝鮮半島全土に分布。
韓国では鬱陵島と済州島のみ。日本産も含め、caeruleaと同種？

Spindasis takanonis (Matsumura, 1906)

쌍꼬리부전나비

っサんっコリプーヂォンナビ（２つの尾のプーヂォン蝶） 雙＝対

韓国では稀種。天然記念物。

Miletinae 바둑돌부전나비아과
Taraka hamada (H.Druce, 1875)

바둑돌부전나비

Lycaeninae 주홍부전나비아과
Helleia helle (Denis et Schiffermüller, 1775)
Lycaena dispar (Haworth, 1803)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Lycaena virugaureae (Linnaeus, 1758)
Paraeochrysophnus hippothoe (Linnaeus,)

남주홍부전나비
큰주홍부전나비
작은주홍부전나비
검은테주홍부전나비
암먹주홍부전나비

Polypmmatinae 부전나비아과

韓国では全羅南道（チョルラナムド）の南部のみ
分布は限られる
本 サ リン み （朝鮮半島
ウ リ
）
日本とサハリンのみ
（朝鮮半島とウスリー??）
韓国北部から北朝鮮に分布
韓国北部から北朝鮮に分布
2006に記載された現在唯一の韓国固有種

韓国北部から北朝鮮に分布

韓国北部から北朝鮮に分布
韓国北部から北朝鮮に分布
主に韓国北部から北朝鮮に分布
ニセコツバメ、韓国北部から北朝鮮に分布

パドウクトールプーヂォンナビアクア（碁石プーヂォン蝶亜科）
パドウクトールプーヂォンナビ（碁石プーヂォン蝶）
チュホんプーヂォンナビアクァ（朱色プーヂォン蝶亜科）
ナムジュホンプーヂォンナビ（藍朱色プーヂォン蝶）
くンジュホんプーヂォンナビ（大きい朱色プーヂォン蝶）
チャグンジュホんプーヂォンナビ（小さい朱色プーヂォン蝶）
コムンてジュホんプーヂォンナビ（黒縁朱色プーヂォン蝶）
アムモッチュホンプーヂォンナビ（雌墨朱色プーヂォン蝶）

Niphanda fusca (Bremer & Grey, 1852)

담흑부전나비

プーヂォンナビアクァ（プーヂォン蝶亜科）
プ
ヂォンナビアクァ（プ ヂォン蝶亜科）
タームフップーヂォンナビ（淡い黒プーヂォン蝶）

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)

물결부전나비

ムルキョルプーヂォンナビ（波プーヂォン蝶）

朝鮮半島では北朝鮮のみ分布
北朝鮮に広く分布、韓国では京畿道（キョンギド）と忠清南道（チュンチォンナムド）の一
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布
朝鮮半島のほぼ全土に分布

Zizeeria maha (Kollar, [1844])
남방부전나비
Zizina otis (Fabricius, 1787)
극남부전나비
Cupido minimus (Fuessly,)
꼬마부전나비
Glaucopsyche lycormas (Butler, 1866)
귀신부전나비
Maculinea teleius (Bergstrasser,
(Bergstrasser 1779)
고운점박이푸른부전나비
Maculinea arionides (Staudinger, 1887)
큰점박이푸른부전나비
Maculinea arion ussuriensis (Sheljutzhko, 1928)
중점박이푸른부전나비
Maculinea alcon arirang Shibatani, Saigusa et Hirokawa, 19 잔점박이푸른부전나비
Maculinea kurentzovi Shibatani, Saigusa et Hirowatari, 1994북방점박이푸른부전나비
Shijimiaeoides divinus (Fixsen, 1887)
큰홍띠점박이푸른부전나비

北朝鮮南部が北限
ナムバんプーヂォンナビ（南方プーヂォン蝶）
朝鮮半島では分布が狭い（済州島韓国南部の一部）
クんナムプーヂォンナビ（極南プーヂォン蝶）
つコマプーヂォンナビ（小僧プーヂォン蝶）
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
クイシンプーヂォンナビ（鬼神プーヂォン蝶）
コウンヂォムパギぷルンナムバんプーヂォンナビ（斑点青プーヂォン蝶）
くンヂォムバギプーヂォンナビ（大斑点青プーヂォン蝶）
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
チュんチォムバギプーヂォンナビ（中斑点青プーヂォン蝶）
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
チャンヂォムバギプーヂォンナビ（斑点青プーヂォン蝶）
プッパんプーヂォンナビ（北方斑点青プーヂォン蝶）
分布が限られる。
くンホんっティヂォムバギプルンプーヂォンナビ（斑点青プーヂォン蝶）

Udara albocaerulea (Moore, 1879)
Udara dilecta (Moore 1879)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Celastrina oreas mirificus (Sugitani,
(Sugitani 1936)
Celastrina filipjevi (Riley,)
Celastrina sugitanii (Matsumura, 1919)

남방푸른부전나비
한라푸른부전나비
푸른부전나비
회령푸른부전나비

ナムバんプルンプーヂォンナビ（南方青プーヂォン蝶）
ハルラプルンプーヂォンナビ（ハルラプーヂォン蝶）
ぷルンプーヂォンナビ（青プーヂォンナビ）

산푸른부전나비

サンぷルンプーヂォンナビ（山青プーヂォンナビ）

Vacciniina optilete (Knoch 1781)
Scolitantides orion (Pallas 1771)
Tongeia fischeri (Eversmann 1843)
Everes argiades (Pallas 1771)

높은산부전나비
작은홍띠점박이푸른부전나비
먹부전나비
암먹부전나비

ノプンサンプーヂォンナビ（高山プーヂォンナビ）
チャグンホんっティヂォムバギぷルンプーヂォンナビ
モクプーヂォンナビ（墨プーヂォンナビ）
アムモクプーヂォンナビ（雌墨プーヂォンナビ）

韓国では偶産蝶として記録あり
済州島（チェヂュド）の漢拏山（ハルラサン）に生息しているらしい。漢拏山の標高は195
九州も迷蝶なのか？韓国では済州島（チェヂュド）の漢拏山（ハルラサン）に記録あり。
和名アリサンルリシジミは台湾産から。
韓国の一部と北朝鮮の広い範囲に分布
日本の小笠原特産、トカゲにより絶滅の危機??
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。

種指定天然記念物
日本の対馬特産 採集禁止
日本の対馬特産、採集禁止
Plebejus argus seoki Shirozu et Shibatani, 1943
Lycaeides argyrognomon (Bergstrasser, 1779)
Lycaeides subsolanus (Eversmann, 1851)
Cyanris semiargus (Rottemburgh, 1775)
Aricia mandushurica (Staudinger, 1892)
Aricia agestis allous (Hübner, 1793)
Plebicula amanda amurensis (Schneider, 1792)
Plebicula icarus tumangensis Im, 1988
Eumedonia eumedon antiqua (Staudinger, 1899)

산꼬마부전나비
부전나비(설악산부전)
산부전나비
후치령부전나비
중국부전나비
백두산부전나비
함경부전나비
연푸른부전나비
대덕산부전나비

韓国では済州島（チェヂュド）の漢拏山（ハルラサン）のみ、北朝鮮では北東部のみに分
プーヂォンナビ（ソラクサンプーヂォンナビ）
チュんグックプーヂォンナビ（中国プーヂォン蝶）
ペクトウサンプーヂォンナビ（白頭山プーヂォン蝶）

韓国の一部と北朝鮮に分布、済州島（チェヂュド）にも分布。
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。和名コウジレイシジミ。
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。和名ハマベシジミ。 白頭山は朝鮮半島最高峰（標高
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。和名ウスルリシジミ。
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。和名ダイトクシジミ。

Curetinae 뾰족부전나비아과

Curetinae ウラギンシジミ亜科
Curetis acuta Moore 1877

ウラギンシジミ

タテハチョウ科 NYMPHALIDAE

뾰족부전나비

NYMPHALIDAE 네발나비과

Libytheinae テングチョウ亜科
Libythea celtis (Laicharting, 1782)

テングチョウ

Danainae マダラチョウ亜科
Anosia chrysippus (Linnaeus, 1758)
Salatura genutia (Cramer, [1779])
ldea leuconoe Erichson, 1834
Radena similis (Linnaeus, 1758)
Parantica sita (Kollar, [1844])

カバマダラ
スジグロカバマダラ
オオゴマダラ
リユウキュウアサギマダラ
アサギマダラ

Nymphalinae タテハチョウ亜科
Mellicta ambigua Menetries, 1859

コヒョウモンモドキ

Melitaea regama Fruhstorfer, 1915
Melitaea scotosia Butler, 1878

ウスイロヒョウモンモドキ
ヒョウモンモドキ

Clossiana freija (Thunberg, 1791)
Clossiana iphigenia (Graeser, 1888)
Clossiana thore (Hubner [1803ー1804])

アサヒヒョウモン
カラフトヒョウモン
ホソバヒョウモン(ヒメカラフト...)

Brenthis daphne ([Denis & Schiffermuller], 1775)
Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
Argyronome laodice (Pallas, 1771)
Argyronome ruslana (Motschulsky, 1866)
D
Damora
sagana (D
(Doubleday
bl d [1847])
Nephargynnis anadyomene (C. & R. Felder, 1862)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)

ヒョウモンチョウ
コヒョウモン
ウラギンスジヒョウモン
オオウラギンスジヒョウモン
メスグロヒ ウモン
メスグロヒョウモン
クモガタヒョウモン
ミドリヒョウモン

Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758)
Fabriciana adippe ([Denis & Schiffermuller], 1775)

ギンボシヒョウモン
ウラギンヒョウモン
ニセウラギンヒョウモン
ニオベウラギンヒョウモン
オオウラギンヒョウモン
ツマグロヒョウモン
タイワンキマダラ
ヤエヤマイチモンジ
シロミスジ
イチモンジチョウ
アサマイチモンジ

Fabriciana niobe Linnaeus, 1758
Fabriciana nerippe (C. & R. Felder, 1862)
Argyreus hyperbius (Linnaeus, 1763)
Cupha erymanthis (Drury, 1773)
Ath
Athyma
selenophora
l
h
(Kollar,
(K ll [1844])
Athyma perius (Linnaeus, 1758)
Ladoga camilla (Linnaeus, 1764)
Ladoga glorifica (Fruhstorfer, 1909)

Limenitis populi (Linnaeus, 1758)

オオイチモンジ

Neptis sappho (Pallas, 1771)
Neptis hylas (Linnaeus, 1758)
Neptis pryeri Butler 1871

コミスジ
リュウキュウミスジ
ホシミスジ

Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
Neptis philyra Menetries, 1858

フタスジチョウ
ミスジチョウ

Neptis alwina (Bremer & Grey, 1852)

オオミスジ

Araschnia burejana Bremer, 1861
サカハチチョウ
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
アカマダラ
Polygonia c-aureum (Linnaeus, 1758)
キタテハ
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
シータテハ
Nymphalis xanthomelas ([Denis & Schiffermuller], 177ヒオドシチョウ
Nymphalis vaualbum ([Denis & Schiffermuller], 1775) エルタテハ
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
キベリタテハ
Inachis io (Linnaeus, 1758)
クジャクチョウ
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
コヒオドシ

韓国では迷蝶（最近記録が増えている）

ネーバルナビクア（四つ足蝶科）

Libytheinae 뿔나비아과
Libythea celtis celtoides Fruhstorfer, 1908

っピョヂョクプーヂォンナビアクア（先がとがったプーヂォン蝶亜科）
っピョヂョクプーヂォンナビ（先がとがったプーヂォン蝶）

뿔나비

Danainae 왕나비아과

っプルナビアクア（角蝶亜科）
っプルナビ（角蝶）

ワンナビアクア（王蝶亜科）

王＝大きい

Anosia chrysippus (Linnaeus, 1758)
Salatura genutia (Cramer, [1779])

끝검은왕나비
별선두리왕나비

っクッコムンワンナビ

韓国では迷蝶として記録あり。
韓国では迷蝶として記録あり。

Parantica sita (Kollar [1844])

왕나비

ワンナビ（王蝶＝大きい蝶の意味）

韓国では済州島（チェヂュド）のみ生息？

Nymphalinae 네발나비과

ネーバルナビアクア（四つ足蝶科）

Mellicta ambigua Niphona (Butler, 1878)
Mellicta britomartis latefascia (Fixsen, 1883)
Mellicta
M
lli t plotina
l ti (Bremer,
(B
1861)
Melitcta dictynna erycina (Lederer, 1853)
Melitaea protomedia Menetres, 1859
Melitaea scotosia Butler, 1878
Melitaea didyma seitzi Matsumura, 1929
Melitaea arcesia Bremer, 1861
Hypodryas intermedia
Eurodryas aurinia
Clossiana euphrosyne orphana (Fruhstorfer, 1907)
Clossiana selenis sibirica (Erschoff, 1870)
Clossiana selene sugitanii (Seok, 1938)
Cl i
Clossiana
perryii (Butler,
(B tl 1882)
Clossiana oscarus australis (Graeser, 1888)
Clossiana angarensis (Erschoff, 1870)

여름어리표범나비
봄어리표범나비
경원어리표범나비
은점어리표범나비
담색어리표범나비
암어리표범나비
산어리표범나비
북방어리표범나비
함경어리표범나비
금빛어리표범나비
은점선표범나비
꼬마표범나비
산은점선표범나비
작은은점선표범나비
큰은점선표범나비
백두산표범나비

ヨルモリぴょボームナビ（夏豹モドキ蝶） オリ＝似ていることを表す接頭朝鮮半島ではprotomedia= regama?と分布がほぼ一致
朝鮮半島のほぼ全土（済州島を除く）に分布
ポモリぴょボームナビ（春豹モドキ蝶）
キョんウオノリぴょボームナビ（耕園？豹モドキ蝶） 耕園＝畑？
キョんウオノリぴょボ
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
ウンチオモリぴょボームナビ（銀斑点豹モドキ蝶）
朝鮮半島ではambiguaと分布がほぼ一致
タムセコリぴょボームナビ（淡色豹モドキ蝶）
アーモリぴょボームナビ（暗？豹モドキ蝶） ぴょボーム=ヒョウ
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
サノリぴょボームナビ（山豹モドキ蝶） サンオリーー>サノリ
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
プクパんオリぴょボームナビ（北方豹モドキ蝶）
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。カラフトヒョウモンモドキ。

Clossiana thore hyperusia (Fruhstorfer, 1908)
Boloria titania nansetsuzana (Doi, 1935)
Brenthis daphne ([Denis & Schiffermuller], 1775)
Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
Argyronome laodice (Pallas, 1771)
Argyronome ruslana (Motschulsky, 1866)
Damora
D
sagana (D
(Doubleday
bl d [1847])
Nephargynnis anadyomene (C. & R. Felder, 1862)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Childrena zenobia penelope (Staudinger, 1891)
Speyeria aglaja clavimacula (Matsumura, 1929)
Fabriciana adippe ([Denis & Schiffermuller], 1775)
Fabriciana vorax (Butler, 1871)
Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758)
Fabriciana nerippe nerippe (C. & R. Felder, 1862)
Argyreus hyperbius (Linnaeus 1763)

산꼬마표범나비
높은산표범나비
큰표범나비
작은표범나비
흰줄표범나비
큰흰줄표범나비
암검은표범나비
구름표범나비
은줄표범나비
산은줄표범나비
풀표범나비
황은점표범나비
긴은점표범나비
은점표범나비
왕은점표범나비
암끝검은표범나비

サンッコマぴょボームナビ（豹蝶）
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
くンぴょボームナビ（大きい豹蝶）
チャグンぴょボームナビ（小さい豹蝶）
ヒンヂュルぴょボームナビ（白線豹蝶）
くンフィンヂュルぴょボームナビ（大きい白線豹蝶）
アムゴムンぴょボー
ゴムンぴょボ ムナビ（雌黒豹蝶）
ぴょボームナビ（豹蝶）
ぴょボームナビ（豹蝶）
サヌンヂュルぴょボームナビ（山銀筋豹蝶）
ぷルぴょボームナビ（草豹蝶）
ファんウンヂョムぴょボームナビ（黄銀班点豹蝶）
キヌンヂョムぴょボームナビ（長銀班点豹蝶）区別点の銀斑が長いから？
ウンヂョムぴょボームナビ（銀班点豹蝶）
ワんグンヂョムぴょボームナビ（王銀斑点豹蝶）
ぴょボームナビ（豹蝶）

Limenitis camilla japonica Menetries, 1857

줄나비

チュルナビ(線蝶）

Limenitis helmanni duplicata Staudinger, 1892
Limenitis doerriesi chosensis Matsumura, 1929
Limenitis homeyeri Tancre, 1881
Limenitis moltrechti Kardakoff, 1928
Limenitis amphyssa Menetries, 1859
Limenitis sydyi latefasciata, 1859
Limenitis populi ussuriensis Staudinger, 1887
Limenitis
Li
iti pratti
tti eximia
i i M
Moltrecht,
lt ht 1909
Neptis sappho intermedia W.B.Pryer, 1877

제일줄나비
제이줄나비
제삼줄나비
참줄나비
참줄사촌나비(개칭)
굵은줄나비
왕줄나비
홍줄나비
애기세줄나비

チェーイルヂュルナビ(第一線蝶）
チェーイーヂュルナビ(第ニ線蝶）
チェーサムヂュルナビ(第三線蝶）
ちゃムヂュルナビ(真線蝶）
ちゃムヂュルサーちょンナビ(真線従兄弟蝶）
クルグンヂュルナビ(太線蝶）
ワんヂュルナビ（王線蝶）
ホんヂ ルナビ(紅線蝶）
ホんヂュ
エギセーヂュルナビ（坊や三線蝶）

Neptis pryeri Butler, 1871
Neptis speyeri Staudinger, 1887
Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
Neptis philyra Menetries, 1858
Neptis philyroides Staudinger, 1887
Neptis alwina (Bremer & Gre, 1853)
Neptis tshetverikovi Kurentzov, 1936
Neptis thisbe Menetries, 1858
N i themis
Neptis
h i nos F
Fruhstorfer,
h
f 1909
Aldania raddei (Bremer, 1861)
Araschnia burejana Bremer, 1861
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-aureum (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Nymphalis xanthomelas ([Denis & Schiffermuller], 1775)
Nymphalis vaualbum samurai Fruhstofer, 1907
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
Inachis io (Linnaeus, 1758)
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

별박이세줄나비
높은산세줄나비
두줄나비
세줄나비
참세줄나비
왕세줄나비
중국황세줄나비
황세줄나비
산황세줄나비
어리세줄나비
거꾸로여덟팔나비
북방거꾸로여덟팔나비
네발나비
산네발나비
들신선나비
갈구리신선나비
신선나비
공작나비
쐐기풀나비

ピョルバギセーヂュルナビ（）
ノッぷンサンセーヂュルナビ（高山三線蝶）
トゥーヂュルナビ（二線蝶）
セーヂュルナビ（三線蝶）
ちゃムセーヂュルナビ(真三線蝶）
ワんセーヂュルナビ（王三線蝶）
チュんグックファんセーヂュルナビ（中国黄三線蝶）
ファんセーヂュルナビ（黄三線蝶）
サナんセ ヂ ルナビ（山黄三線蝶）
サナんセーヂュ
オリセーヂュルナビ（三線蝶モドキ） 어리＝モドキ？
コックロヨドルっぱルナビ（逆八つ八蝶）
プクパんコックロヨドルっぱルナビ（北方逆八つ八蝶）
ネーバルナビ（四脚蝶）
サンネーバルナビ（山四脚蝶）

朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。ミヤマヒョウモン。
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。チビヒョウモン。
朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。ナカギンコヒョウモン。
ペクトウサンぴょボームナビ（白頭山豹蝶）

朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。ミヤケヒョウモン。

줄=ひも、縄、綱の総称、線

シンソンナビ（神仙蝶 神仙＝仙人）
コーんヂャんナビ（孔雀蝶）
ッスェーギぷルナビ（イラクサ蝶）

スジグロミスジ

Kaniska canace (Linnaeus, 1763)
Vanessa indica (Herbst, 1794)
Cynthia cardui (Linnaeus, 1758)
Junonia almana (Linnaeus, 1758)
Junonia orithya (Linnaeus, 1758)
Kallima inachus (Doyere, [1840])
Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764)
Dichorragia nesimachus (Doyere, [1840])
Cyrestis thyodamas Doyere [1840]
Polyura eudamippus (Doubleday 1843)

ルリタテハ
アカタテハ
ヒメアカタテハ
タテハモドキ
アオタテハモドキ
コノハチョウ
メスアカムラサキ
スミナガシ
イシガケチョウ
フタオチョウ

Apatura metis Freyer, [1829]

コムラサキ (クロコムラサキ)

Hestina japonica (C. & R. Felder, 1862)
Hestina assimilis (Linnaeus, 1758)
Sasakia charonda (Hewitson, [1863]

ゴマダラチョウ
アカボシゴマダラ
オオムラサキ

Kaniska canace (Linnaeus, 1763)
Vanessa indica (Herbst, 1794)
Cynthia cardui (Linnaeus, 1758)
Junonia almana (Linnaeus, 1758)
Junonia orithya (Linnaeus, 1758)

청띠신선나비
큰멋쟁이나비
작은멋쟁이나비
남방공작나비
남색남방공작나비

ちゃんっティシンソンナビ（蒼色帯神仙蝶）
くンモッチェんギナビ（大おしゃれ蝶）
チャグンモッチェんギナビ（小おしゃれ蝶）
ナムバんコーんヂャんナビ（南方孔雀蝶）
ナムセクナムバんコーんヂャんナビ（藍色南方孔雀蝶）

Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764)
Dichorragia nesimachus (Doyere [1840])
Cyrestis thyodamas Doyere, [1840]

암붉은오색나비
먹그림나비
돌담무늬나비

モックリムナビ（墨絵蝶）

p fenestra takacukai Seok,, 1937
Dilipa
Apatura ilia praeclara (Bollow, 1930)
Apatura metis heijona (Matsumura, 1929)
Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Mimathyma nycteis (Menetries, 1858)
Mimathyma schrenckii (Menetries, 1858)
Hestina japonica (C. & R. Felder, 1862)
Hestina assimilis (Linnaeus, 1758)
Sasakia charonda (Hewitson, [1863]
Chitoria ulupi morii (Seok, 1937)
Sephisa princeps (Fixsen, 1887)

유리창나비
오색나비
황오색나비
번개오색나비
밤오색나비
은판나비
흑백알락나비
홍점알락나비
왕오색나비
수노랑나비
대왕나비

Satyridae ジャノメチョウ亜科
Ypthima argus Butler, 1866
Ypthima multistriata Butler, 1883

ヒメウラナミジャノメ
ウラナミジャノメ

Ypthima riukiuana Matsumura 1906
Ypthima masakii Ito 1947
Ypthima yayeyamana Nire 1920
Erebia niphonica Janson 1877
Erebia ligea (Linnaeus 1758)

リユウキュウウラナミジャノメ
マサキウラナミジャノメ
ヤエヤマウラナミジャノメ
ベニヒカゲ
クモマベニヒカゲ

Oeneis norna (Thunberg 1791)
Oeneis melissa (Fabricius 1775)

Coenonympha oedippus (Fabricius 1787)
Coenonympha hero (Linnaeus 1761)

韓国では迷蝶。
韓国では迷蝶。
韓国では迷蝶。
韓国では迷蝶。

リちゃ ナ （ ラ 窓蝶）
ユリちゃんナビ（ガラス窓蝶）
オーセんナビ（五色蝶） 오색（オーセク）＝五色
フアんオーセんナビ（黄五色蝶）
ポンゲオーセんナビ（稲妻五色蝶） 번개＝稲妻、電光

metisに非常に良く似ており、３つの型がある。朝鮮半島のApaturaの３種中最も分布が
朝鮮半島のほぼ全土（済州島を除く）に分布。
和名はチョウセンコムラサキ。

ウンぱンナビ（銀板蝶）
フクベガルラんナビ（黒白マダラ蝶）
ワんオーセんナビ（王五色蝶）
テワんナビ（大王蝶）

Satyrinae
Ypthima argus hyampeia Fruhstorfer, 1911
애물결나비
Ypthima multistriata koreana Dubatolov et Lvovsky, 1997 물결나비
Ypthima motschlsky (Bremer et Grey, 1853
석물결나비

エムルキョルナビ（子波蝶）
ムルキョルナビ（波蝶）
ソんムルキョルナビ（？波蝶）

Erebia ligea ajanensis Menetries, 1885
Erebia neriene (Böber, 1809)
Erebia rossii kwanbozana Doi et Cho, 1934
Erebia embla succulenta Alpheraky, 1897
Erebia cyclopia (Eversmann, 1864)
Erebia wanga Bremer, 1864
Erebia edda Menetries, 1851
Erebia radians Staudinger, 1886
Erebia theano shajitsuzanensis Mori & Cho, 1935
Erebia kozhantshikovi Sheljuzhko, 1925
Aphantopus hyperantus ocellatus Butler, 1882

높은산지옥나비
산지옥나비
관모산지옥나비

サンチオんナビ(山地獄？蝶）
カンボサンチオんナビ

가락지나비

カラッチナビ(カラッチ：２つの輪からなる指輪の意味？)

Oeneis nanna walkyria Fixsen, 1887
Oeneis magana uchangi Im, 1988
Oeneis jutta sachalinensis Esaki, 1924
Oeneis urda (Eversmann, 1847)
Coenonympha oedippus amurensis Ruhl, 1895
Coenonympha hero coreana Matsumura, 1927
Coenonympha glycerion songhyoki Im, 1988
Coenonympha amaryllis accrescens Staudinger, 1901
Eumenis autonoe zezutonis (Seok, 1934)
Minois dryas (Scopoli 1763)
Lopinga achine (Scopoli 1763)
Lasiommata deidamia (Eversmann 1851)

참산뱀눈나비

チャムサン
サンベムヌンナビ（真？山蛇の目蝶）

시골처녀나비
산굴뚝나비
굴뚝나비
눈많은그늘나비
뱀눈그늘나비

Kirinia epaminondas (Staudinger, 1887)
Kirinia eppimenides (Menetries, 1859)
Ninguta schrenckii (Menetries, 1858)

황알락그늘나비
알락그늘나비
왕그늘나비

Lethe diana (Butler 1866)
Lethe marginalis (Motschulsky, 1860)

먹그늘나비
먹그늘나비붙이

韓国では済州島（チェヂュド）の漢拏山（ハルラサン）のみ、北朝鮮では北東部のみに分

タカネヒカゲ
ダイセツタカネヒカゲ

ヒメヒカゲ
シロオビヒメヒカゲ

Minois dryas (Scopoli 1763)
Lopinga achine (Scopoli 1763)
Lasiommata deidamia (Eversmann 1851)
Zophoessa callipteris (Butler, 1877)
Kirinia epaminondas (Staudinger, 1887)

ジャノメチョウ
ウラジャノメ
ツマジロウラジャノメ
ヒメキマダラヒカゲ
キマダラモドキ

Ninguta schrenckii (Menetries, 1858)
Lethe sicelis (Hewitson, [1862])
Lethe diana (Butler, 1866)
Lethe marginalis (Motschulsky, 1860)
Lethe europa (Fabricius, 1775)
Neope goschkevitschii (Menetries, 1857)
Neope niphonica Butle,r 1881
Mycalesis gotama Moore, 1858
Mycalesis madjicosa Butler, 1868
Mycalesis francisca (Stoll, [1780])

オオヒカゲ
ヒカゲチョウ
クロヒカゲ
クロヒカゲモドキ
シロオビヒカゲ
サトキマダラヒカゲ
ヤマキマダラヒカゲ
ヒメジャノメ
リユウキュウヒメジャノメ
コジャノメ

Melanitis phedima (Cramer, 1780)
Melanitis leda (Linnaeus, 1758)

クロコノマチョウ
ウスイロコノマチョウ

HESPERIIDAE セセリチョウ科

봄처녀나비
도시처녀나비

Mycalesis gotama Moore 1858

부처나비

プちょナビ （仏蝶）

Mycalesis francisca (Stoll [1780])
Melanargia epimede (Staudinger, 1892)
Melanargia halimede coreana Okamoto, 1926
Melanitis phedima (Cramer, 1780)
Melanitis leda (Linnaeus, 1758)

부처사촌나비
조흰뱀눈나비
흰뱀눈나비
큰먹나비
먹나비

プちょサーチョンナビ （仏のいとこ蝶）
チョヒンベムヌンナビ（草白蛇の目蝶）
ヒンベムヌンナビ（白蛇の目蝶）

Pyrgus maculatus (Bremer & Grey, 1852)
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Erynnis montanus (Bremer, 1861)
Lobocla bifasciata (Bremer et Grey, 1853)
Daimio tethys (Menetries, 1857)

흰점팔랑나비
꼬마흰점팔랑나비
멧팔랑나비
왕팔랑나비
왕자팔랑나비

ヒンジョムぱルラんナビ(白点ぱルラん蝶)
ッコマフィンジョムぱルラんナビ(小僧白点ぱルラん蝶)
メっぱルラんナビ（山ぱルラん蝶）
ワンぱルラんナビ(ぱルラん蝶)
ワンヂャぱルラんナビ(王字？ぱルラん蝶)

Bibasis aquilina (Speyer, 1879)
Bibasis striata (Hewitson, 1867)
Choaspes benjaminii (GuerinーMeneville, 1843)
Satarupa nymphalis (Speyer, 1878)

독수리팔랑나비
큰수리팔랑나비
푸른큰수리팔랑나비
대왕팔랑나비

トッスリぱルラんナビ
くンスリぱルラんナビ
ぷルンくンスリぱルラんナビ(ぱルラん蝶)
テワんぱルラんナビ(大王ぱルラん蝶)

HESPERIIDAE 팔랑나비과

Pyrgus maculatus (Bremer & Grey, 1852)
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Erynnis montanus (Bremer, 1861)

チャマダラセセリ
ヒメチャマダラセセリ
ミヤマセセリ

Daimio tethys (Menetries, 1857)
Tagiades trebellius (Hopffer, 1874)
Bibasis aquilina (Speyer, 1879)

ダイミョウセセリ
コウトウシロシタセセリ
キバネセセリ

Choaspes benjaminii (GuerinーMeneville, 1843)

アオバセセリ

サンクールっトゥんナビ （山煙突蝶）
クールっトゥんナビ （煙突蝶）

韓国では済州島（チェヂュド）の漢拏山（ハルラサン）のみ、北朝鮮では白頭山（ペクトゥ

韓国では迷蝶。
韓国では迷蝶。

ぱルラんナビクア（ぱルラん蝶科）

ぱルラん：ちょろちょろ軽率に動き回る様子。おっちょこちょい、落ち着きのない様子。

Badamia exclamationis (Fabricius, 1775)
Hasora chromus (Cramer, [1780])
Hasora badra (Moore, [1858])
Erionota torus Evans, 1941
Leptalina unicolor (Bremer & Grey, 1852)
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Carterocephalus sylvicola (Meigen, 1829)
Aeromachus inachus (Menetries, 1858)
Thoressa varia (Murray, 1875)
Isoteinon lamprospilus C. & R. Felder, 1862
y e cus leoninus
eo us ((Butler,
ut e , 1878)
8 8)
Thymelicus
Thymelicus sylvaticus (Bremer, 1861)
Ochlodes ochraceus (Bremer, 1861)
Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1852)

タイワンアオバセセリ
オキナワビロウドセセリ
テツイロビロウドセセリ
バナナセセリ
ギンイチモンジセセリ
タカネキマダラセセリ
カラフトタカネキマダラセセリ
ホシチャバネセセリ
コチャバネセセリ
ホソバセセリ
スジグ
チャ ネセセリ
スジグロチャバネセセリ
へリグロチャバネセセリ
ヒメキマダラセセリ
コキマダラセセリ

Ochlodes asahinai Shirozu, 1964
Hesperia florinda (Butler, 1878)
Potanthus flavus (Murray, 1875)
Telicota colon (Fabricius, 1775)
Notocrypta curvifascia (C. & R. Felder 1862)
Udaspes folus (Cramer, [1775])
Polytremis pellucida (Murray, 1875)
Pelopidas jansonis (Butler, 1878)
Pelopidas mathias (Fabricius, 1798)
Pelopidas agna (Moore, [1866])
Parnara ogasawarensis Matsumura, 1906
Parnara guttata (Bremer & Grey, 1852)
Parnara naso (Fabricius, 1798)
Borbo cinnara (Wallace, 1866)
Suastus gremius (Fabricius, 1798)

アサヒナキマダラセセリ
アカセセリ
キマダラセセリ
ネッタイアカセセリ
クロセセリ
オオシロモンセセリ
オオチャ
ネセセリ
オオチャバネセセリ
ミヤマチャバネセセリ
チャバネセセリ
（タイワンチャバネセセリ）
トガリチャバネセセリ
オガサワラセセリ
イチモンジセセリ
ヒメイチモンジセセリ
ユウレイセセリ
クロボシセセリ

Hasora taminatus (Huebner [1818])

迷 蝶
タイワンビロウドセセリ

Graphium agamemnon (Linnaeus 1758)
Papilio demoleus Linnaeus 1758
Papilio alphenor Cramer [1776]
Papilio castor Westwood 1842
Papilio rumanzovia Eschscholtz 1821

コモンタイマイ
オナシアゲハ
オナシシロオビアゲハ
オナシモンキアゲハ
アカネアゲハ

Eurema brigitta (Stoll [1780])
Catopsilia scylla (Linnaeus 1763)
Leptosia nina (Fabricius 1793)
Pieris brassicae (Linnaeus 1758)
Pontia daplidice (Linnaeus 1758)
Appias albina (Boisduval 1836)
Appias indra Moore 1857

ホシボシキチョウ
キシタウスキシロチョウ
クロテンシロチョウ

Saletara panda (Godart 1819)
Ixias pyrene (Linnaeus 1764)
Leptotes plinius (Fabricius 1793)

チョウセンシロチョウ
カワカミシロチョウ
クモガタシロチョウ
イワサキシロチョウ
(パンダヒメトガリシロチョウ)
メスジロキチョウ

Petrelaea tombugensis (Rober 1886)
Jamides alecto (C. Felder 1860)
Catochrysops panormus (C. Felder 1860)
Catochrysops strabo (Fabricius 1793)
Zizula hylex (Fabricius 1775)
Famegana alsulus (HerrichーSchaffer 1869)
Udara dilecta (Moore 1879)
Celastrina lavendularis (Moore 1877)
Chilades mindorus (C. & R. Felder [1865])
Chilades pandava (Horsfield [1829])
Deudorix epijarbas (Moore [1858])

カクモンシジミ
マルバネウラナミシジミ
(オガサワラウラナミシジミ)
シロウラナミシジミ
ウスアオオナガウラナミシジミ
ムラサキオナガウラナミシジミ
ホリイコシジミ
クロホシヒメシジミ
タッパンルリシジミ
ホリシャルリシジミ
ソテツシジミ (キヤムラシジミ)
クロマダラソテツシジミ
ヒイロシジミ

Libythea geoffroy Godart [1824]

ムラサキテングチョウ

Salatura melanippus (Cramer [1777])
Tirumala septentrionis (Butler 1874)
Tirumala limniace (Cramer [1775])
Tirumala hamata (MacLeay [1826])
Tirumala ishmoides (Moore 1883)

スジグロシロマダラ (コウトウマダ
ラ)
コモンマダラ
(コモンアサギマダラ)
ウスコモンマダラ
ミナミコモンマダラ
ニセミナミコモンマダラ (イシュモ
イデスコモンマダラ)

Leptalina unicolor (Bremer & Grey, 1852)
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Carterocephalus sylvicola (Meigen, 1829)
Aeromachus inachus (Menetries, 1858)

은줄팔랑나비
북방알락팡랑나비
수풀알락팔랑나비
파리팔랑나비

ウンジュルぱルラんナビ(銀線ぱルラん蝶)

Isoteinon lamprospilus C. & R. Felder, 1862
y e cus leoninus
eo us ((Butler,
ut e , 1878)
8 8)
Thymelicus
Thymelicus sylvaticus (Bremer 1861)
Ochlodes ochraceus (Bremer, 1861)
Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1852)
Ochlodes similis (Leech, 1893)
Ochlodes subhyalinus (Bremer et Grey, 1853)
Hesperia comma repugnans (Staudinger, 1892)
Potanthus flavus (Murray, 1875)

지리산팔랑나비
줄꼬마팔랑나비
수풀꼬마팔랑나비
검은테떠들썩팔랑나비
수풀떠들썩팔랑나비
산수풀떠들썩팔랑나비
유리창떠들썩팔랑나비
꽃팔랑나비
황알락팔랑나비

チリサンぱルラんナビ(智異山ぱルラん蝶)
チ
っコマぱ
マぱルラんナビ(筋ちびぱルラん蝶)
チュルっ
スぷルっコマぱルラんナビ(草むらちびぱルラん蝶)
コムンてっトドゥルっソクぱルラんナビ(黒縁騒がしぱルラん蝶)
コキマダラセセリ
スぷルっトドゥルっソっぱルラんナビ(草むら騒がしぱルラん蝶)
サンスぷルっトドゥルっソっぱルラんナビ(山草むら騒がしぱルラんニセコキマダラセセリ（コキマダラセセリの近似種）
ウスバキマダラセセリ
ユリチャんっトドゥルっソクぱルラんナビ(ガラス窓騒がしぱルラん蝶)
サハリンのケトンセセリと同種
っコっぱルラんナビ(花ぱルラん蝶)
ふぁんガルラクぱルラんナビ(黄まだらぱルラん蝶)

Polytremis pellucida (Murray, 1875)
Pelopidas jansonis (Butler, 1878)
Pelopidas mathias oberthueri Evans, 1937
Pelopidas sinensis (Mabille, 1877)

산팔랑나비
산줄점팔랑나비
제주꼬마팔랑나비
흰줄점팔랑나비

サンぱルラんナビ(山ぱルラん蝶)
サンヂュルヂョムぱルラんナビ(山列点ぱルラん蝶)
チェジュぱルラんナビ(済州ぱルラん蝶)
ヒンチュルヂョムぱルラんナビ(白筋点ぱルラん蝶)

Parnara guttata (Bremer & Grey, 1852)

줄점팔랑나비

チュルヂョムぱルラんナビ(筋点ぱルラん蝶)

朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。
スぷラルラッパルラんナビ
ぱリぱルラんナビ

2007年に採集されて以来、分布を広げている（移入種？）

迷 蝶

Eurema brigitta (Stoll [1780])

ホシボシキチョウ

Pieris brassicae (Linnaeus 1758)
Pontia daplidice (Linnaeus 1758)

オオモンシロチョウ
チョウセンシロチョウ

Udara dilecta (Moore 1879)

한라푸른부전나비

九州も迷蝶なのか？韓国では済州島（チェヂュド）の漢拏山（ハルラサン）に記録あり。

Parantica swinhoei (Moore 1883)
Parantica luzonensis (C. & R. Felder 1863)
Parantica aglea (Stoll [1782])
Ideopsis juventa (Cramer 1777)
Euploea mulciber (Cramer 1777)
Euploea camaralzeman Butler 1866
Euploea swainson (Godart [1824])
Euploea core (Cramer [1780])
Euploea sylvester (Fabricius 1793)
Euploea midamus (Linnaeus 1758)
Euploea
Euploea
Euploea
Euploea

tulliolus (Fabricius 1793)
eunice (Quoy 1815)
klugii Moore [1858]
diocletianus (Fabricius 1793)

Ariadne ariadne ((Linnaeus 1763))
Phalanta phalantha (Drury [1773])
Phalanta alcippe (Stoll 1782)
Cirrochroa tyche C. & R. Felder 1861
Parthenos sylla (Donovan [1799])
Junonia lemonias (Linnaeus 1758)
Junonia hedonia (Linnaeus 1764)
Junonia atlites (Linnaeus 1763)
Junonia lintingensis (Osbeck 1765)
Doleschallia polibete (Cramer 1885)
(
[
])
Yoma sabina (Cramer
[1780])
Hypolimnas bolina (Linnaeus 1758)
Hypolimnas anomala (Wallace 1869)
Timelaea albescens (Oberthur 1886)
Melanitis boisduvalia (C. & R. Felder 1863)

タイワンアサギマダラ
Parantica swinhoei (Moore 1883)
ルソンアサギマダラ
ヒメアサギマダラ (ヒメコモンアサ
ギマダラ)
ユベンタヒメゴマダラ
ツマムラサキマダラ
シロオビルリマダラ (シロオビマ
ダラ)
クロイワルリマダラ
(クロイワマダラ)
ラン
リ ダラ
ガランピルリマダラ
(ガランビマダラ)
ルリマダラ
ミダムスルリマダラ
マサキルリマダラ
(ホリシャルリマダラ)
マルバネルリマダラ
クルギールリマダラ
シロモンルリマダラ
カ
タテ
カバタテハ
ウラベニヒョウモン
ヒメウラベニヒョウモン
ウスイロネッタイヒョウモン
トラフタテハ
ジャノメタテハモドキ
イワサキタテハモドキ
ハイイロタテハモドキ
(ウスムラサキタテハモドキ)
ルリボシタテハモドキ
イワサキコノハ
キオビ ノ
キオビコノハ
リユウキュウムラサキ
ヤエヤマムラサキ
ヒョウマダラ
オビコノマチョウ

タイワンアサギマダラ

韓国でも迷蝶として記録あり。

リユウキュウムラサキ

Childrena childreni (Gray, 1831)

중국은줄표범나비

チュんグックウンヂュルぴょボームナビ（中国銀筋豹蝶）

済洲島西帰浦で迷蝶としての記録が１回ある。日本でも2005年に鹿児島県鷲尾岳で採

