
№ 和　　名 採集(確認)日 採集(確認)地 採集(確認)者名 同定者名
1 アカハツ 2000.10/12,10/25～ 虹の松原 牛島・古賀・小宮 河野洋輔 菌根
2 アイタケ 2014.7/20 虹の松原 長崎きのこ会,佐賀きのこ会 山川続 菌根
3 アカカバイロタケ 2008.10/2５ 虹の松原 きのこ観察会 芦刈詔司・蒲原邦行 菌根
4 アカダマノオオタイマツ 2018.11/25 虹の松原 山川続 山川続 腐生 　
5 アズマタケ 2006.10/22～ 虹の松原 きのこ観察会 芦刈詔司 腐生
6 アマタケ 2006.10/22～ 虹の松原 きのこ観察会 芦刈詔司 腐生
7 アミタケ 1988.12/5～ 虹の松原 井上千鶴・牛島・古賀・小宮 井上千鶴・河野洋輔 菌根
8 アラゲキクラげ 2009.9/6～ 虹の松原 西日本きのこ同好会 川口・沖野富男・鈴木敏雄 腐生
9 アンズタケ 2008.9/23 虹の松原 蒲原邦行 河野洋輔 菌根

10 イボタケ 2000.10/25 ,  2006.10/22 虹の松原 牛島・古賀・小宮 牛島・古賀・小宮 菌根
11 イボテングタケ 2004.10/16～ 虹の松原 きのこ観察会 長沢　栄史 菌根
12 イロガワリベニタケ 2009.9/6 虹の松原 西日本きのこ同好会 川口・沖野富男・鈴木敏雄 菌根
13 ウスキテングタケ 2001.7/2～ 虹の松原 小宮・川崎・大橋・中島 河野洋輔 菌根
14 ウラムラサキ 2000.9  2008.9/23～ 虹の松原 蒲原邦行 長澤栄史 菌根
15 エリマキツチグリ 2000.10/12,12/18,2001.5/24,7/20 虹の松原 貞松光男、小宮久幸 貞松光男、小宮久幸 菌根
16 オウギタケ 1989.4/6～2001.2/18～ 虹の松原 井上千鶴他 井上千鶴他 菌根
17 オオキツネタケ 2000.10/12･10/25～ 虹の松原 牛島・古賀・小宮 河野洋輔 菌根
18 オオキヌハダトマヤタケ 1989.4/6 虹の松原 井上千鶴 井上千鶴 菌根
19 オオササタケ 2000.12/18 虹の松原 牛島・古賀・小宮 河野洋輔 菌根
20 オオシワタケ 2009.9/6 虹の松原 西日本きのこ同好会 川口・沖野富男・鈴木敏雄 腐生
21 オオミノクロアワタケ 2017.10/14 虹の松原 山川続 山川続 菌根  
22 オシロイタケ 2008.9/23 虹の松原 蒲原邦行 河野洋輔 腐生
23 オニフスベ 2006.10/22 虹の松原 きのこ観察会 芦刈詔司 腐生
24 カキシメジ 2001.12 , 2002.11/19～　 虹の松原 蒲原邦行 河野洋輔・長沢栄史 菌根
25 カバイロツルタケ 1989.4/6 虹の松原 井上千鶴 井上千鶴 菌根
26 カワリハツ 2008.9/6 虹の松原 蒲原邦行 河野洋輔 菌根
27 ガンタケ 2000.10/12～ 虹の松原 牛島・古賀・小宮 河野洋輔 菌根
28 キウロコテングタケ 2008.9/6～ 虹の松原 蒲原邦行 河野洋輔 菌根
29 キクバナイグチ 2014.7/20 虹の松原 長崎きのこ会,佐賀きのこ会 山川続 菌根
30 キチチタケ 2000.10/12～ 虹の松原 牛島・古賀・小宮 河野洋輔 菌根
31 キツネノカラカサ 2001.7/2 虹の松原 小宮・川崎・大橋・中島 河野洋輔 腐生
32 キホコリタケ 2014.7.20 虹の松原 長崎きのこ会,佐賀きのこ会 山川続 腐生
33 クサハツ 2006.10/22, 2008.9/6～ 虹の松原 きのこ観察会 芦刈詔司 菌根
34 クロカワ 1995.11/16 , 1996.11/12～ 虹の松原 井上千鶴 井上千鶴 菌根
35 クロコブタケ 2015.11/14 虹の松原 長崎きのこ会 山川続 腐生
36 クロタマゴテングタケ 2001.7/2 虹の松原 小宮・川崎・大橋・中島 小宮・川崎・大橋・中島 菌根
37 クロハツ 2000.10/25～ 虹の松原 牛島・古賀・小宮 河野洋輔 菌根
38 クロハツモドキ 2001.7/2～ 虹の松原 小宮・川崎・大橋・中島 小宮・川崎・大橋・中島 菌根
39 ケシロハツモドキ 2014.7/20 虹の松原 長崎きのこ会,佐賀きのこ会 山川続 菌根
40 ケロウジ 2001.12 , 2002.11/19 , 2006.10/22～ 虹の松原 蒲原邦行 河野洋輔・長澤栄史 菌根
41 コオニイグチ 2001.7/2 虹の松原 小宮・川崎・大橋・中島 河野洋輔 菌根
42 コガサタケ 1989.1/29 虹の松原 井上千鶴 井上千鶴 腐生
43 コタマゴテングタケ 2008.10/23 虹の松原 芦刈詔司・蒲原邦行 長澤栄史・芦刈詔司・蒲原邦行 菌根
44 コツチグリ 2001.5/24 虹の松原 小宮・川崎 小宮・川崎 菌根
45 コツブタケ 2000.10/12,12/18 ,  2007.10/22～ 虹の松原 牛島・古賀・小宮 牛島・古賀・小宮 菌根
46 コテングタケ 1989.10/8 虹の松原 井上千鶴 井上千鶴 菌根
47 コナガエノアカカゴタケ 2018.12/1 虹の松原 山川続 山川続 腐生 　
48 コナカラカサタケモドキ 2001.7/2 虹の松原 小宮・川崎・大橋・中島 河野洋輔 腐生
49 コフキサルノコシカケ 2006.10/22～ 虹の松原 きのこ観察会 芦刈詔司 腐生
50 サケバタケ 2009.9/6 虹の松原 西日本きのこ同好会 川口・沖野富男・鈴木敏雄 腐生
51 ササタケ 1989.1/29,4/6～ 虹の松原 井上千鶴 井上千鶴 菌根
52 ザラツキカタカワタケ 2011.6/19 虹の松原 山川続 長沢栄史 菌根
53 シハイタケ 2009.9/6 虹の松原 西日本きのこ同好会 川口・沖野富男・鈴木敏雄 腐生
54 シミタケ 2009.9/6 虹の松原 西日本きのこ同好会 川口・沖野富男・鈴木敏雄 腐生
55 シモコシ 1988.1/22･12/9～ 虹の松原 井上千鶴他 井上千鶴他 菌根
56 ショウロ 1989.10/3～ 虹の松原 井上千鶴他 井上千鶴他 菌根
57 シラガツバフウセンタケ 2000.10/25 虹の松原 牛島・古賀・小宮 河野洋輔 菌根
58 シロアミタケ 2009.9/6 虹の松原 西日本きのこ同好会 川口・沖野富男・鈴木敏雄 腐生

59 シロウロコツルタケ
（フクロツルタケ）

1989.10/8 , 2008.9/6 , 2008.9/23～ 虹の松原 井上千鶴・蒲原邦行 井上千鶴・河野洋輔 菌根

60 シロオニタケ 1989.10/8 虹の松原 井上千鶴 井上千鶴 菌根
61 シロシメジ 2001.12 , 2002.11/19　 虹の松原 蒲原邦行 河野洋輔・長沢栄史 菌根
62 シロタマゴテングタケ 2008.9/6 虹の松原 蒲原邦行 河野洋輔 菌根
63 スエヒロタケ 2009.9/6～ 虹の松原 西日本きのこ同好会 川口・沖野富男・鈴木敏雄 腐生
64 ススケヤマドリタケ 2004.10/16 , 2008.9/6 ～ 虹の松原 きのこ観察会 長澤　栄史 菌根
65 スナジアセタケ 2004.10/19 虹の松原 河野洋輔 河野洋輔 菌根
66 スナジクズタケ 2018.11/25 虹の松原 山川続 山川続 腐生? 　
67 スナジホウライタケ 2016.11/21 虹の松原 山川続 山川続 寄生
68 スナヤマチャワンタケ 2016.11/21 虹の松原 山川続 山川続 腐生
69 セイタカノウタケ 2014.7/20 虹の松原 長崎きのこ会,佐賀きのこ会 山川続 腐生
70 タケリタケ 2014.7/20 虹の松原 長崎きのこ会,佐賀きのこ会 山川続 腐生
71 タヌキノチャブクロ 2000.10/25 虹の松原 牛島・古賀・小宮 牛島・古賀・小宮 腐生
72 タマゴテングタケモドキ 2000.10/12 虹の松原 牛島・古賀・小宮 河野洋輔 菌根
73 タマネギモドキ 2000.10/12 虹の松原 牛島・古賀・小宮 牛島・古賀・小宮 菌根
74 チチアワタケ 2000.10/12～ 虹の松原 牛島・古賀・小宮 河野洋輔 菌根
75 チビホコリタケ 2004.10/19 虹の松原 河野洋輔 河野洋輔 腐生
76 チャハリタケ 2000.10/25 虹の松原 牛島・古賀・小宮 牛島・古賀・小宮 菌根
77 チャミダレアミタケ 2009.9/6 虹の松原 西日本きのこ同好会 川口・沖野富男・鈴木敏雄 腐生
78 ツチグリ 2000.10/25～ 虹の松原 牛島・古賀・小宮 牛島・古賀・小宮 菌根
79 ツチグリカタカワタケ 2006.10/22 , 2008.9/6 ～ 虹の松原 きのこ観察会 芦刈詔司 菌根
80 ツノマタタケ 2000.10/25 虹の松原 牛島・古賀・小宮 牛島・古賀・小宮 腐生
81 ツルタケ 2000.10/12～ 虹の松原 牛島・古賀・小宮 河野洋輔 菌根
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82 テングタケ 1989.10/8～ 虹の松原 井上千鶴他 井上千鶴他 菌根
83 テングタケダマシ 2008.9/6 , 2008.9/23～ 虹の松原 蒲原邦行 河野洋輔 菌根
84 ドウシンタケ 2000.10/12～ 虹の松原 牛島・古賀・小宮 河野洋輔 菌根
85 トキイロラッパタケ 2010.11/14～ 虹の松原 佐賀きのこ会 長澤栄史 菌根 　
86 ドクベニタケ 2014.7/20 虹の松原 長崎きのこ会,佐賀きのこ会 山川続 菌根
87 トフンタケ 1989.1/29 虹の松原 井上千鶴 井上千鶴 腐生
88 ナガエノホコリタケ 2016.11/20 虹の松原 山川続 村上康明 腐生
89 ナカグロキツネノカラカサ 2000.10/12,12/18,,2001.5/24,7/20 虹の松原 貞松光男、小宮久幸 貞松光男、小宮久幸 腐生
90 ナカグロモリノカサ 2009.9/6～ 虹の松原 西日本きのこ同好会 川口・沖野富男・鈴木敏雄 腐生
91 ニオイコベニタケ 2001.7/2～ 虹の松原 小宮・川崎・大橋・中島 河野洋輔 菌根
92 ニセフウセンタケ 2004.10/19 虹の松原 河野洋輔 河野洋輔 菌根
93 ニセマツカサシメジ 1988.12/9 , 2000.12/18～ 虹の松原 井上千鶴他 井上千鶴他 腐生
94 ニッケイタケ 2001.7/2～ 虹の松原 小宮・川崎・大橋・中島 小宮・川崎・大橋・中島 菌根
95 ニワタケ 2008.10/23～ 虹の松原 芦刈詔司・蒲原邦行 長澤栄史・芦刈詔司・蒲原邦行 腐生
96 ヌメリイグチ 1989.10/8～ 虹の松原 井上千鶴他 井上千鶴他 菌根
97 ヌメリニガイグチ 2014.7/20 虹の松原 長崎きのこ会,佐賀きのこ会 山川続 菌根
98 ノウタケ 2006.10/22～ 虹の松原 きのこ観察会 芦刈詔司 腐生
99 ハエトリシメジ 1996.11/12 虹の松原 井上千鶴 井上千鶴 菌根

100 ハタケチャダイゴケ 2018.11/25 虹の松原 山川続 山川続 腐生 　
101 ハツタケ 1989.10/3～ 虹の松原 井上千鶴他 井上千鶴他 菌根
102 ハナビラダクリオキン 2001.5/24～ 虹の松原 小宮・川崎 河野洋輔 腐生
103 ヒイロタケ 2000.10/25 , 2006.10/22～ 虹の松原 牛島・古賀・小宮 牛島・古賀・小宮 腐生
104 ヒトクチタケ 2009.9/6～ 虹の松原 西日本きのこ同好会 川口・沖野富男・鈴木敏雄 腐生
105 ヒナノヒガサ 2000.10/25～ 虹の松原 牛島・古賀・小宮 河野洋輔 腐生
106 ヒメカバイロタケ 2014.7/20 虹の松原 長崎きのこ会,佐賀きのこ会 山川続 腐生
107 ヒメキツネタケモドキ 2008.9/23 虹の松原 蒲原邦行 河野洋輔 菌根
108 ヒメコガネツルタケ 2008.9/6, 2008.9/23～ 虹の松原 蒲原邦行 河野洋輔 菌根
109 ヒメコナカブリツルタケ 2008.10/23 虹の松原 芦刈詔司・蒲原邦行 長沢栄史・芦刈詔司・蒲原邦行 菌根
110 ヒロハチチタケ 2000.10/12  , 2008.9/6～ 虹の松原 牛島・古賀・小宮 河野洋輔 菌根
111 フサヒメホウキタケ 1996.5/12 虹の松原 井上千鶴 井上千鶴 腐生
112 ブドウタケ 2000.12/18 , 2001.7/2～ 虹の松原 小宮・川崎・大橋・中島 河野洋輔 腐生
113 ブドウニガイグチ 2001.7/2 虹の松原 小宮・川崎・大橋・中島 河野洋輔 菌根
114 フユヤマタケ 1989.1/29 虹の松原 井上千鶴 井上千鶴 菌根
115 ベニヒガサ 2008.10/23,2014.7.20～ 虹の松原 芦刈詔司・蒲原邦行 長澤栄史・芦刈詔司・蒲原邦行 腐生
116 ヘビキノコモドキ 2008.9/6 , 2008.9/23～ 虹の松原 蒲原邦行 河野洋輔 菌根
117 ホコリタケ 2000.10/12,12/18～ 虹の松原 牛島・古賀・小宮 牛島・古賀・小宮 腐生
118 ホンシメジ 2010.11/23 虹の松原 山川続 長沢栄史 菌根
119 ホンショウロ 2014.7/20 虹の松原 長崎きのこ会,佐賀きのこ会 長澤栄史 菌根
120 マゴジャクシ 2006.10/22 虹の松原 きのこ観察会 芦刈詔司 腐生
121 マツオウジ 1989.7/22～ 虹の松原 井上千鶴 井上千鶴 腐生
122 マツカサキノコモドキ 2000.12/18～ 虹の松原 牛島・古賀・小宮 河野洋輔 腐生
123 マツカサタケ 1998.1/22～ 虹の松原 井上千鶴 井上千鶴 腐生
124 マツタケ 1999.11/14 , 2007.11/11 虹の松原 芦刈詔司・田中明・蒲原邦行 井上千鶴・芦刈詔司・蒲原邦行 菌根
125 マツノタバコウロコタケ 2004.10/19 虹の松原 河野洋輔 河野洋輔 腐生
126 マツバハリタケ 2001.12～　　 虹の松原 蒲原邦行 河野洋輔 菌根
127 ミカワクロアミアシイグチ 2004.10/19 虹の松原 河野洋輔 河野洋輔 菌根
128 ミズゴケノハナ 2008.10/2５～ 虹の松原 きのこ観察会 芦刈詔司・蒲原邦行 腐生
129 ムササビタケ 2001.7/2 虹の松原 小宮・川崎・大橋・中島 河野洋輔 腐生
130 ムラサキカスリタケ 2014.7/20 虹の松原 長崎きのこ会,佐賀きのこ会 山川続 菌根
131 ムラサキナギナタタケ 2000.10/12～ 虹の松原 牛島・古賀・小宮 牛島・古賀・小宮 菌根  
132 ヤグラタケ 2008.10/23～ 虹の松原 芦刈詔司・蒲原邦行 長沢栄史・芦刈詔司・蒲原邦行 腐生
133 ヤマドリタケモドキ 2001.7/2～ 虹の松原 小宮・川崎・大橋・中島 河野洋輔 菌根
134 ワサビカレバタケ 2014.7/20 虹の松原 長崎きのこ会,佐賀きのこ会 山川続 腐生

凡例 80種 ５３種 １種

食べられるきのこ (60%) (40%) (0%)
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生食すると中毒するきのこ
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猛毒のきのこ

食毒不明あるいは食用にされないきのこ

※ 食用きのこの表示は、山渓フィールドブックス「きのこ」による
※ 毒きのこの表示は、Ｇakken フィールドベスト図鑑「日本の毒きのこ」による
※ きのこリストは佐賀県稀少野生生物調査「菌類」のデ－タ及び観察会等データによる
※ 菌根性、腐生性、寄生性の別は、(財)日本きのこセンター 菌じん研究所 長澤栄史氏のデ－タによる


