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第
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第
6
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8
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1 アイタケ（川村） Russula virescens ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
2 アオイヌシメジ Clitocybe odora ハラタケ目 キシメジ科 ハイイロシメジ属 ○
3 アオエノモミウラタケ Entoloma lampropus ハラタケ目 イッポンシメジ科 イッポンシメジ属 ○ ○
4 アオズキンタケ Leotia chlorocephala ビョウタケ目 ズキンタケ科 ズキンタケ属 ○
5 アオゾメクロツブタケ Rossbeevera eucyanea イグチ目 イグチ科 ロスビーベラ属 ○
6 アオゾメタケ Postia caesia タマチョレイタケ目 ツガサルノコシカケ科 オオオシロイタケ属 ○ ○
7 アカアシボソチチタケ Lactarius ZZZ ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○
8 アカイボカサタケ Entoloma quadratum ハラタケ目 イッポンシメジ科 イッポンシメジ属 ○ ○
9 アカカバイロタケ Russula compacta ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○ ○

10 アカキツネガサ Leucoagaricus rubrotinctus ハラタケ目 ハラタケ科 シロカラカサタケ属 ○
11 アカササタケ Cortinarius phoeniceus ハラタケ目 フウセンタケ科 フウセンタケ属 ○ ○
12 アカショウロ Rhizopogon succosus イグチ目 ショウロ科 ショウロ属 ○
13 アカチシオタケ Mycena crocata ハラタケ目 クヌギタケ科 クヌギタケ属 ○
14 アカチャツエタケ Rhodocollybia neofusipes ハラタケ目 ツキヨタケ科 アカアザタケ属 ○
15 アカツブフウセンタケ Cortinarius bolaris ハラタケ目 フウセンタケ科 フウセンタケ属 ○
16 アカハツ Lactarius akahatsu ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○
17 アカハニセクロハツ Russula ZZZ ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
18 アカヤマタケ Hygrocybe conica ハラタケ目 ヌメリガサ科 アカヤマタケ属 ○
19 アカヤマドリ Leccinum extremiorientale イグチ目 イグチ科 ヤマイグチ属 ○ ○
20 アキヤマタケ Hygrocybe flavescens ハラタケ目 ヌメリガサ科 アカヤマタケ属 ○
21 アクイロウロコツルタケ Amanita avellaneosquamosa ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○ ○
22 アケボノアワタケ Harrya chromapes イグチ目 イグチ科 アケボノアワタケ属 ○ ○

23
アケボノドクツルタケ
（Amanita atkinsoniana）

Amanita atkinsoniana ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○

24 アシグロタケ Polyporus badius タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 タマチョレイタケ属 ○ ○
25 アシグロホウライタケ Tetrapyrgos nigripes ハラタケ目 ツキヨタケ科 テトラピルゴス属 ○ ○
26 アシナガイグチ Boletellus elatus イグチ目 イグチ科 キクバナイグチ属 ○
27 アシナガタケ Mycena polygramma ハラタケ目 クヌギタケ科 クヌギタケ属 ○
28 アシボソチチタケ Lactarius gracilis ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○ ○
29 アシボソニガイグチ Tylopilus argillaceus イグチ目 イグチ科 ニガイグチ属 ○
30 アシボソノボリリュウ Helvella elastica チャワンタケ目 ノボリリュウ科 ノボリリュウ属 ○ ○
31 アズマタケ Onnia vallata タバコウロコタケ目 タバコウロコタケ科 オンニア属 ○
32 アセハリタケ Climacodon pulcherrimus タマチョレイタケ目 マクカワタケ科 エゾハリタケ属 ○
33 アナタケ Schizopora flavipora タバコウロコタケ目 アナタケ科 ウスカワタケ属 ○
34 アマタケ Gymnopus confluens ハラタケ目 ツキヨタケ科 モリノカレバタケ属 ○ ○
35 アミガサタケ Morchella esculenta チャワンタケ目 アミガサタケ科 アミガサタケ属 ○
36 アミスギタケ Polyporus arcularius タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 タマチョレイタケ属 ○
37 アミタケ Suillus bovinus イグチ目 ヌメリイグチ科 ヌメリイグチ属 ○ ○ ○ ○
38 アミメツチダンゴ Melanogaster variegatus ユーロチウム目 ツチダンゴキン科 ツチダンゴ属 ○
39 アメリカウラベニイロガワリ Boletus subvelutipes イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○ ○
40 アヤメイグチ Boletellus chrysenteroides イグチ目 イグチ科 キクバナイグチ属 ○
41 アラゲカワラタケ Trametes hirsuta タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 シロアミタケ属 ○
42 アラゲキクラゲ Auricularia polytricha キクラゲ目 キクラゲ科 キクラゲ属 ○
43 アラゲコベニチャワンタケ Scutellinia scutellata チャワンタケ目 ピロネマキン科 アラゲコベニチャワンタケ属 ○ ○
44 アラゲニクハリタケ Steccherinum rhois タマチョレイタケ目 シワタケ科 ニクハリタケ属 ○
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45 アワタケ Boletus subtomentosus イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○ ○
46 アンズタケ Cantharellus cibarius アンズタケ目 アンズタケ科 アンズタケ属 ○ ○
47 イタチタケ Psathyrella candolleana ハラタケ目 ナヨタケ科 ナヨタケ属 ○ ○
48 イッポンシメジ Entoloma sinuatum ハラタケ目 イッポンシメジ科 イッポンシメジ属 ○
49 イトヒキミジンアリタケ Cordyceps unilateralis ニクザキン目 ノムシタケ科 ノムシタケ属 ○
50 イヌセンボンタケ Coprinellus disseminatus ハラタケ目 ナヨタケ科 キララタケ属 ○ ○
51 イボテングタケ Amanita ibotengutake ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
52 イロガワリ Cyanoboletus pulverulentus イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○
53 イロガワリキヒダタケ Phylloporus bellus var. cyanescens イグチ目 イグチ科 キヒダタケ属 ○ ○
54 イロガワリシロハツ Russula metachroa ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
55 イロガワリフウセンタケ Cortinarius rubicundulus ハラタケ目 フウセンタケ科 フウセンタケ属 ○
56 イロガワリベニタケ Russula rubescens ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○ ○
57 イロガワリヤマイグチ Leccinum intusrubens イグチ目 イグチ科 ヤマイグチ属 ○
58 ウコンハツ Russula flavida ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
59 ウスキニガイグチ Tylopilus alkalixanthus イグチ目 イグチ科 ニガイグチ属 ○
60 ウスキニセショウロ Scleroderma flavidum イグチ目 ニセショウロ科 ニセショウロ属 ○
61 ウスキモミウラモドキ Entoloma omiense ハラタケ目 イッポンシメジ科 イッポンシメジ属 ○
62 ウスキモリノカサ Agaricus abruptibulbus ハラタケ目 ハラタケ科 ハラタケ属 ○
63 ウスバシハイタケ Trichaptum fuscoviolaceum タバコウロコタケ目 ？科 シハイタケ属 ○
64 ウスヒラタケ Pleurotus pulmonarius ハラタケ目 ヒラタケ科 ヒラタケ属 ○ ○
65 ウスフジフウセンタケ Cortinarius alboviolaceus ハラタケ目 フウセンタケ科 フウセンタケ属 ○
66 ウスベニタマタケ Turmalinea castanopsis イグチ目 イグチ科 トゥルマリネア属 ○
67 ウスムラサキハツ Russula lilacea ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○ ○
68 ウズラタケ Perenniporia ochroleuca タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ウスキアナタケ属 ○
69 ウチワタケ Microporus affinis タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ツヤウチワタケ属 ○ ○
70 ウツロイイグチ Xanthoconium affine イグチ目 イグチ科 ウツロイイグチ属 ○
71 ウマノケタケ Marasmius crinisequi ハラタケ目 ホウライタケ科 ホウライタケ属 ○
72 ウラグロニガイグチ Sutorius eximius イグチ目 イグチ科 ウラグロニガイグチ属 ○
73 ウラスジチャワンタケ Helvella acetabulum チャワンタケ目 ノボリリュウ科 ノボリリュウ属 ○
74 ウラベニガサ Pluteus cervinus ハラタケ目 ウラベニガサ科 ウラベニガサ属 ○ ○

75
ウラベニガサ属
（仮：スジガサベニヒダタケ）

Pluteus  sp. ハラタケ目 ウラベニガサ科 ウラベニガサ属 ○

76 ウラベニホテイシメジ Entoloma sarcopus ハラタケ目 イッポンシメジ科 イッポンシメジ属 ○
77 ウラムラサキ Laccaria amethystina ハラタケ目 ヒドナンギウム科 キツネタケ属 ○ ○
78 エゴノキタケ Daedaleopsis styracina タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 チャミダレアミタケ属 ○
79 エセオリミキ Rhodocollybia butyracea ハラタケ目 ツキヨタケ科 アカアザタケ属 ○ ○
80 エノキタケ Flammulina velutipes ハラタケ目 タマバリタケ科 エノキタケ属 ○
81 エリマキツチグリ Geastrum triplex ヒメツチグリ目 ヒメツチグリ科 ヒメツチグリ属 ○
82 オイラセクチキムシタケ Ophiocordyceps rubiginosoperitheciata ニクザキン目 オフィオコルディセプス科 オフィオコルディセプス属 ○ ○
83 オウギタケ Gomphidius roseus イグチ目 オウギタケ科 オウギタケ属 ○
84 オオイチョウタケ Leucopaxillus giganteus ハラタケ目 キシメジ科 オオイチョウタケ属 ○
85 オオキツネタケ Laccaria bicolor ハラタケ目 ヒドナンギウム科 キツネタケ属 ○ ○
86 オオコゲチャイグチ Boletus obscureumbrinus イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○
87 オオゴムタケ Trichaleurina tenuispora チャワンタケ目 ピロネマキン科 トリカレウリナ属 ○
88 オオシトネタケ Discina parma チャワンタケ目 フクロシトネタケ科 フクロシトネタケ属 ○
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89 オオショウロ Rhizopogon nigrescens イグチ目 ショウロ科 ショウロ属 ○
90 オオセミタケ Ophiocordyceps heteropoda ニクザキン目 オフィオコルディセプス科 オフィオコルディセプス属 ○ ○
91 オオホウライタケ Marasmius maximus ハラタケ目 ホウライタケ科 ホウライタケ属 ○ ○
92 オオボタンタケ（今井） Hypocrea cerebriformis ニクザキン目 ニクザキン科 ボタンタケ属 ○ VU
93 オオミノクロアワタケ Retiboletus griseus var. fuscus イグチ目 イグチ科 キアミアシイグチ属 ○
94 オオミノコフキタケ Ganoderma australe タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 マンネンタケ属 ○ ○
95 オオワライタケ Gymnopilus junonius ハラタケ目 モエギタケ科 チャツムタケ属 ○ ○
96 オキナクサハツ Russula senis ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○ ○
97 オクヤマニガイグチ Tylopilus rigens イグチ目 イグチ科 ニガイグチ属 ○
98 オシロイタケ Tyromyces chioneus タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 オシロイタケ属 ○ ○
99 オニイグチ Strobilomyces strobilaceus イグチ目 イグチ科 オニイグチ属 ○

100 オニイグチモドキ Strobilomyces confusus イグチ目 イグチ科 オニイグチ属 ○ ○
101 オニタケ（川村） Echinoderma asperum ハラタケ目 ハラタケ科 オニタケ属 ○
102 オニテングタケ Amanita perpasta ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
103 オニフウセンタケ Cortinarius nigrosquamosus ハラタケ目 フウセンタケ科 フウセンタケ属 ○ ○
104 オリーブウロコタケ Porostereum spadiceum タマチョレイタケ目 マクカワタケ科 カミウロコタケ属 ○
105 オリーブサカズキタケ Gerronema nemorale ハラタケ目 ホウライタケ科 ゲルロネマ属 ○ ○
106 カイガラタケ Lenzites betulinus タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 カイガラタケ属 ○ ○
107 カエンタケ Podostroma cornu-damae ニクザキン目 ニクザキン科 ツノタケ属 ○ ○ ○
108 カキシメジ Tricholoma ustale ハラタケ目 キシメジ科 キシメジ属 ○
109 カゴタケ Ileodictyon gracile スッポンタケ目 アカカゴタケ科 カゴタケ属 ○
110 カサヒダタケ Pluteus thomsonii ハラタケ目 ウラベニガサ科 ウラベニガサ属 ○ ○
111 カスガトマヤタケ Inocybe kasugayamensis ハラタケ目 アセタケ科 アセタケ属 ○
112 カノシタ Hydnum repandum アンズタケ目 カノシタ科 カノシタ属 ○
113 カバイロコナテングタケ Amanita rufoferruginea ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
114 カバイロツルタケ Amanita fulva ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○ ○
115 カバイロテングノメシガイ Geoglossum fallax テングノメシガイ目 テングノメシガイ科 ヒメテングノメシガイ属 ○
116 カブラアセタケ Inocybe asterospora ハラタケ目 アセタケ科 アセタケ属 ○ ○
117 カブラマツタケ Squamanita umbonata ハラタケ目 キシメジ科 カブラマツタケ属 ○
118 カメムシタケ Ophiocordyceps nutans ニクザキン目 オフィオコルディセプス科 オフィオコルディセプス属 ○ ○
119 ガヤドリナガミノツブタケ Cordyceps tuberculata ニクザキン目 ノムシタケ科 ノムシタケ属 ○ ○
120 カラムラサキハツ Russula omiensis ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
121 カレエダタケ Clavulina coralloides アンズタケ目 カレエダタケ科 カレエダタケ属 ○
122 カレエダタケモドキ Clavulina rugosa アンズタケ目 カレエダタケ科 カレエダタケ属 ○
123 カレバキツネタケ Laccaria vinaceoavellanea ハラタケ目 ヒドナンギウム科 キツネタケ属 ○ ○
124 カレバハツ Russula castanopsidis ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○ ○
125 カワウソタケ Inonotus mikadoi タバコウロコタケ目 タバコウロコタケ科 カワウソタケ属 ○
126 カワムラフウセンタケ Cortinarius purpurascens ハラタケ目 フウセンタケ科 フウセンタケ属 ○
127 カワラタケ Trametes versicolor タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 シロアミタケ属 ○ ○ ○
128 カワリハツ Russula cyanoxantha ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○ ○
129 ガンタケ Amanita rubescens ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○ ○
130 キアシグロタケ Polyporus varius タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 タマチョレイタケ属 ○
131 キアシベニヒダタケ Pluteus romellii ハラタケ目 ウラベニガサ科 ウラベニガサ属 ○
132 キアミアシイグチ Retiboletus ornatipes イグチ目 イグチ科 キアミアシイグチ属 ○ ○
133 キイボカサタケ Entoloma murrayi ハラタケ目 イッポンシメジ科 イッポンシメジ属 ○ ○
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134 キイロアセタケ Inocybe lutea ハラタケ目 アセタケ科 アセタケ属 ○ ○ ○
135 キイロイグチ Pulveroboletus ravenelii イグチ目 イグチ科 キイロイグチ属 ○ ○
136 キウロコタケ Stereum hirsutum ベニタケ目 ウロコタケ科 キウロコタケ属 ○
137 キウロコテングタケ Amanita alboflavescens ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
138 キカイガラタケ Gloeophyllum sepiarium キカイガラタケ目 キカイガラタケ科 キカイガラタケ属 ○ ○
139 キカラハツタケ Lactarius scrobiculatus ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○ ○
140 キクバナイグチ Boletellus floriformis イグチ目 イグチ科 キクバナイグチ属 ○ ○
141 キクラゲ Auricularia auricula-judae キクラゲ目 キクラゲ科 キクラゲ属 ○
142 キシメジ Tricholoma flavovirens ハラタケ目 キシメジ科 キシメジ属 ○
143 キチチタケ Lactarius chrysorrheus ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○ ○
144 キチャハツ Russula sororia ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○ ○
145 キチャホウライタケ Xeromphalina cauticinalis ハラタケ目 ガマノホタケ科 ヒメカバイロタケ属 ○
146 キチャワンタケ Caloscypha fulgens チャワンタケ目 キチャワンタケ科 キチャワンタケ属 ○
147 キッコウアワタケ Xerocomellus chrysenteron イグチ目 イグチ科 キッコウアワタケ属 ○
148 キツネタケ Laccaria laccata ハラタケ目 ヒドナンギウム科 キツネタケ属 ○
149 キツネノエフデ Mutinus bambusinus スッポンタケ目 スッポンタケ科 キツネノロウソク属 ○
150 キツネノハナガサ Leucocoprinus fragilissimus ハラタケ目 ハラタケ科 キヌカラカサタケ属 ○
151 キニガイグチ Tylopilus balloui イグチ目 イグチ科 ニガイグチ属 ○
152 キヌハダトマヤタケ Inocybe cookei ハラタケ目 アセタケ科 アセタケ属 ○
153 キヌハダニセトマヤタケ Inocybe trechispora ハラタケ目 アセタケ科 アセタケ属 ○
154 キヌモミウラタケ Entoloma sericellum ハラタケ目 イッポンシメジ科 イッポンシメジ属 ○
155 キヒダカラカサモドキ Lepiota xanthophylla ハラタケ目 ハラタケ科 キツネノカラカサ属 ○
156 キヒダシメジ Tricholoma ZZZ ハラタケ目 キシメジ科 キシメジ属 ○
157 キヒダタケ（今関・本郷） Phylloporus bellus イグチ目 イグチ科 キヒダタケ属 ○ ○
158 キヒダマツシメジ Tricholoma fulvum ハラタケ目 キシメジ科 キシメジ属 ○
159 キヒラタケ Phyllotopsis nidulans ハラタケ目 フサタケ科 キヒラタケ属 ○ ○
160 キブリイボタケ Thelephora multipartita イボタケ目 イボタケ科 イボタケ属 ○
161 ギベルラタケ Gibellula pulchra ニクザキン目 ノムシタケ科 ギベルラ属 ○ ○
162 キホウキタケ Ramaria flava ラッパタケ目 ラッパタケ科 ホウキタケ属 ○
163 キマワリアラゲツトノミタケ Ophiocordyceps ZZZ ニクザキン目 オフィオコルディセプス科 オフィオコルディセプス属 ○ ○ ○
164 キリンタケ Amanita excelsa ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
165 キンチャフウセンタケ Cortinarius aureobrunneus ハラタケ目 フウセンタケ科 フウセンタケ属 ○
166 キンチャヤマイグチ Leccinum versipelle イグチ目 イグチ科 ヤマイグチ属 ○
167 クギタケ Chroogomphus rutilus イグチ目 オウギタケ科 クギタケ属 ○
168 クサイロハツ Russula aeruginea ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○ ○
169 クサウラベニタケ Entoloma rhodopolium ハラタケ目 イッポンシメジ科 イッポンシメジ属 ○ ○ ○
170 クサハツ Russula foetens ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
171 クサハツモドキ Russula grata ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
172 クジラタケ Trametes orientalis タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 シロアミタケ属 ○ ○
173 クチキムシツブタケ Polycephalomyces cuboideus ニクザキン目 バッカクキン科 シロサンゴタケ属 ○ ○
174 クチベニタケ Calostoma japonica イグチ目 クチベニタケ科 クチベニタケ属 ○ ○
175 クヌギタケ Mycena galericulata ハラタケ目 クヌギタケ科 クヌギタケ属 ○ ○
176 クモノエツキツブタケ Torrubiella globosostipitata ニクザキン目 ノムシタケ科 クモヤドリタケ属 ○ ○
177 クラガタノボリリュウ Helvella ephippium チャワンタケ目 ノボリリュウ科 ノボリリュウ属 ○ ○
178 クリイロイグチ Gyroporus castaneus イグチ目 クリイロイグチ科 クリイロイグチ属 ○ ○
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179 クリイロイグチモドキ Gyroporus longicystidiatus イグチ目 クリイロイグチ科 クリイロイグチ属 ○ ○
180 クリイロカラカサタケ Lepiota castanea ハラタケ目 ハラタケ科 キツネノカラカサ属 ○
181 クリイロニガイグチ（高橋） Tylopilus castanoides イグチ目 イグチ科 ニガイグチ属 ○
182 クリカワヤシャイグチ Austroboletus gracilis イグチ目 イグチ科 ヤシャイグチ属 ○ ○
183 クリゲノチャヒラタケ Crepidotus badiofloccosus ハラタケ目 アセタケ科 チャヒラタケ属 ○
184 クリタケ Hypholoma lateritium ハラタケ目 モエギタケ科 ニガクリタケ属 ○
185 クリフウセンタケ Cortinarius tenuipes ハラタケ目 フウセンタケ科 フウセンタケ属 ○ ○
186 クロアザアワタケ Boletus nigromaculatus イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○ ○
187 クロアシボソノボリリュウ Helvella atra チャワンタケ目 ノボリリュウ科 ノボリリュウ属 ○ ○
188 クロアワタケ Retiboletus griseus イグチ目 イグチ科 キアミアシイグチ属 ○
189 クロゲシジミタケ Resupinatus trichotis ハラタケ目 シジミタケ科 シジミタケ属 ○ ○
190 クロコタマゴテングタケ Amanita citrina var. grisea ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
191 クロコブタケ Annulohypoxylon truncatum クロサイワイタケ目 クロサイワイタケ科 アカコブタケ属 ○ ○
192 クロサイワイタケ Xylaria hypoxylon クロサイワイタケ目 クロサイワイタケ科 クロサイワイタケ属 ○
193 クロサカズキシメジ Pseudoclitocybe cyathiformis ハラタケ目 ガマノホタケ科 クロサカズキシメジ属 ○
194 クロシワオキナタケ Bolbitius reticulatus ハラタケ目 オキナタケ科 オキナタケ属 ○ ○
195 クロタマゴテングタケ Amanita fuliginea ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
196 クロチチダマシ Lactifluus gerardii ベニタケ目 ベニタケ科 チチタケ属 ○ ○
197 クロノボリリュウ Helvella lacunosa チャワンタケ目 ノボリリュウ科 ノボリリュウ属 ○ ○
198 クロハツ Russula nigricans ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
199 クロハツモドキ Russula densifolia ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○ ○
200 クロハナビラタケ Ionomidotis frondosa ビョウタケ目 ビョウタケ科 クロムラサキハナビラタケ属 ○
201 クロハナビラニカワタケ Tremella fimbriata シロキクラゲ目 シロキクラゲ科 シロキクラゲ属 ○
202 クロハリタケ Phellodon niger イボタケ目 マツバハリタケ科 クロハリタケ属 ○ ○
203 クロヒメオニタケ Cystoagaricus strobilomyces ハラタケ目 ナヨタケ科 クロヒメオニタケ属 ○ ○
204 クロベニヒダタケ Pluteus atrofuscus ハラタケ目 ウラベニガサ科 ウラベニガサ属 ○ ○
205 クロムラサキハナビラタケ Ionomidotis irregularis ビョウタケ目 ビョウタケ科 クロムラサキハナビラタケ属 ○ NT
206 クロラッパタケ Craterellus cornucopioides アンズタケ目 アンズタケ科 クロラッパタケ属 ○
207 ケショウシロハツ Lactarius controversus ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○ ○
208 ケショウハツ Russula violeipes ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○ ○
209 ケシロハツ Lactifluus vellereus ベニタケ目 ベニタケ科 チチタケ属 ○
210 ケシロハツモドキ Lactifluus subvellereus ベニタケ目 ベニタケ科 チチタケ属 ○
211 ケシワウロコタケ Punctularia strigosozonata コウヤクタケ目 コウヤクタケ科 ケシワウロコタケ属 ○ ○
212 ケロウジ Sarcodon scabrosus イボタケ目 マツバハリタケ科 コウタケ属 ○ ○
213 コイシタケ Russula ZZZ ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
214 コウジタケ（川村） Boletus fraternus イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○ ○
215 コウタケ Sarcodon aspratus イボタケ目 マツバハリタケ科 コウタケ属 ○
216 コオトメノカサ Hygrocybe virginea ハラタケ目 ヌメリガサ科 オトメノカサ属 ○
217 コガサタケ Conocybe tenera ハラタケ目 オキナタケ科 コガサタケ属 ○
218 コガネタケ Phaeolepiota aurea ハラタケ目 ハラタケ科 コガネタケ属 ○
219 コガネテングタケ Amanita flavipes ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○ ○
220 コガネヤマドリ Boletus aurantiosplendens イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○
221 コカブイヌシメジ Clitocybe fragrans ハラタケ目 キシメジ科 ハイイロシメジ属 ○
222 コキイロウラベニタケ Entoloma atrum ハラタケ目 イッポンシメジ科 イッポンシメジ属 ○ ○
223 コケイロサラタケ Chlorencoelia versiformis ビョウタケ目 ヘミファキディウム科 コケイロサラタケ属 ○
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224 コゲチャヤマイグチ Leccinum ZZZ イグチ目 イグチ科 ヤマイグチ属 ○
225 コショウイグチ Chalciporus piperatus イグチ目 イグチ科 コショウイグチ属 ○
226 コシロオニタケ Amanita castanopsidis ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
227 コタマゴテングタケ Amanita citrina ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
228 コツチグリ Astraeus koreanus イグチ目 ディプロシスティス科 ツチグリ属 ○
229 コテングタケ Amanita porphyria ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
230 コテングタケモドキ Amanita pseudoporphyria ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○ ○
231 コナカブリテングタケ Amanita griseofarinosa ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○ ○
232 コナサナギタケ Isaria farinosa ニクザキン目 ノムシタケ科 イサリア属 ○ ○
233 コビチャニガイグチ Tylopilus otsuensis イグチ目 イグチ科 ニガイグチ属 ○
234 コブアセタケ Inocybe nodulosospora ハラタケ目 アセタケ科 アセタケ属 ○
235 コフキサルノコシカケ Ganoderma applanatum タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 マンネンタケ属 ○
236 ゴムタケ Bulgaria inquinans ビョウタケ目 ゴムタケ科 ゴムタケ属 ○
237 コムラサキイッポンシメジ Entoloma violaceum ハラタケ目 イッポンシメジ科 イッポンシメジ属 ○
238 コムラサキシメジ Lepista sordida ハラタケ目 キシメジ科 ムラサキシメジ属 ○
239 コンイロイッポンシメジ Entoloma cyanonigrum ハラタケ目 イッポンシメジ科 イッポンシメジ属 ○ ○
240 サカズキホウライタケ Gymnopus pacificum ハラタケ目 ツキヨタケ科 モリノカレバタケ属 ○
241 サガリハリタケ Radulomyces copelandii ハラタケ目 フサタケ科 アカギンコウヤクタケ属 ○ ○
242 サクラタケ Mycena pura ハラタケ目 クヌギタケ科 クヌギタケ属 ○ ○
243 サケバタケ Pseudomerulius curtisii イグチ目 イチョウタケ科 キシワタケ属 ○
244 ササクレシロオニタケ Amanita eijii ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
245 ササクレヒトヨタケ Coprinus comatus ハラタケ目 ハラタケ科 ササクレヒトヨタケ属 ○
246 サザナミイグチ Boletus subcinnamomeus イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○
247 サザナミツバフウセンタケ Cortinarius bovinus ハラタケ目 フウセンタケ科 フウセンタケ属 ○ ○
248 サザナミニセフウセンタケ Cortinarius obtusus ハラタケ目 フウセンタケ科 フウセンタケ属 ○ ○
249 サナギタケ Cordyceps militaris ニクザキン目 ノムシタケ科 ノムシタケ属 ○ ○
250 サマツモドキ Tricholomopsis rutilans ハラタケ目 キシメジ科 サマツモドキ属 ○
251 サヤナギナタタケ Clavaria fumosa ハラタケ目 シロソウメンタケ科 シロソウメンタケ属 ○ ○
252 ザラエノハラタケ Agaricus subrutilescens ハラタケ目 ハラタケ科 ハラタケ属 ○
253 ザラミノヒトヨタケモドキ Coprinopsis echinospora ハラタケ目 ナヨタケ科 ヒメヒトヨタケ属 ○
254 サワフタギタケ Perenniporia minutissima タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ウスキアナタケ属 ○
255 シイタケ Lentinula edodes ハラタケ目 ツキヨタケ科 シイタケ属 ○
256 シダレハナビタケ Deflexula fascicularis ハラタケ目 フサタケ科 ハナビタケ属 ○ ○
257 シックイタケ Antrodiella gypsea タマチョレイタケ目 マクカワタケ科 ニカワオシロイタケ属 ○
258 シミタケ Postia fragilis タマチョレイタケ目 ツガサルノコシカケ科 オオオシロイタケ属 ○
259 シモコシ Tricholoma auratum ハラタケ目 キシメジ科 キシメジ属 ○ NT
260 ジャガイモタケ Heliogaster columellifer イグチ目 イグチ科 ジャガイモタケ属 ○
261 シュイロハツ Russula pseudointegra ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
262 シラゲアセタケ Inocybe maculata ハラタケ目 アセタケ科 アセタケ属 ○
263 シラタマタケ Protubera nipponica ヒステランギウム目 ファルロガステル科 プロトゥベラ属 ○
264 シロイボカサタケ Entoloma album ハラタケ目 イッポンシメジ科 イッポンシメジ属 ○
265 シロウロコツルタケ Amanita clarisquamosa ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○ ○
266 シロオオハラタケ Agaricus arvensis ハラタケ目 ハラタケ科 ハラタケ属 ○
267 シロオニタケ Amanita virgineoides ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
268 シロオニタケモドキ Amanita hongoi ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
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269 シロカノシタ Hydnum repandum var. album アンズタケ目 カノシタ科 カノシタ属 ○
270 シロキクラゲ（小林） Auricularia auricula キクラゲ目 キクラゲ科 キクラゲ属 ○ ○
271 シロシメジ Tricholoma japonicum ハラタケ目 キシメジ科 キシメジ属 ○
272 シロソウメンタケ Clavaria fragilis ハラタケ目 シロソウメンタケ科 シロソウメンタケ属 ○
273 シロタマゴテングタケ Amanita verna ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
274 シロツチガキ Geastrum fimbriatum ヒメツチグリ目 ヒメツチグリ科 ヒメツチグリ属 ○ ○
275 シロツルタケ Amanita vaginata ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
276 シロテングタケ Amanita neoovoidea ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
277 シロテングタケモドキ Amanita ZZZ ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
278 シロトマヤタケ Inocybe geophylla ハラタケ目 アセタケ科 アセタケ属 ○
279 シロニセトマヤタケ＝シロアセタケ Inocybe umbratica ハラタケ目 アセタケ科 アセタケ属 ○
280 シロハツ Russula delica ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○ ○ ○
281 シロハツモドキ Russula japonica ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
282 シロヒメカヤタケ Leucocybe candicans ハラタケ目 キシメジ科 シロヒメカヤタケ属 ○
283 シロヒメカラカサタケ Leucocoprinus cygneus ハラタケ目 ハラタケ科 キヌカラカサタケ属 ○
284 シロホウライタケ Marasmiellus candidus ハラタケ目 ツキヨタケ科 シロホウライタケ属 ○
285 シロヤマイグチ Leccinum niveum イグチ目 イグチ科 ヤマイグチ属 ○
286 シロヤリタケ Clavaria acuta ハラタケ目 シロソウメンタケ科 シロソウメンタケ属 ○ ○
287 シワカラカサモドキ Cystoderma neoamianthinum ハラタケ目 ハラタケ科 シワカラカサタケ属 ○
288 シワタケ Phlebia tremellosa タマチョレイタケ目 シワタケ科 シワウロコタケ属 ○ ○
289 シワチャヤマイグチ Hemileccinum hortonii イグチ目 イグチ科 ヘミレクシヌム属 ○
290 スエヒロタケ Schizophyllum commune ハラタケ目 スエヒロタケ科 スエヒロタケ属 ○ ○
291 スオウシロオニタケ Amanita timida ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
292 スギエダタケ Strobilurus ohshimae ハラタケ目 タマバリタケ科 マツカサキノコ属 ○ ○
293 スギタケ Pholiota squarrosa ハラタケ目 モエギタケ科 スギタケ属 ○ ○
294 スギヒラタケ Pleurocybella porrigens ハラタケ目 ホウライタケ科 スギヒラタケ属 ○
295 スジオチバタケ Marasmius purpureostriatus ハラタケ目 ホウライタケ科 ホウライタケ属 ○
296 スッポンタケ Phallus impudicus スッポンタケ目 スッポンタケ科 スッポンタケ属 ○
297 スミゾメシメジ Lyophyllum semitale ハラタケ目 シメジ科 シメジ属 ○
298 スミゾメヤマイグチ Leccinum pseudoscabrum イグチ目 イグチ科 ヤマイグチ属 ○ ○
299 スミレウロコタケ Corticium roseocarneum コウヤクタケ目 コウヤクタケ科 コウヤクタケ属 ○
300 セイタカイグチ Boletellus russellii イグチ目 イグチ科 キクバナイグチ属 ○
301 センボンイチメガサ Pholiota mutabilis ハラタケ目 モエギタケ科 スギタケ属 ○
302 センボンクヌギタケ Mycena laevigata ハラタケ目 クヌギタケ科 クヌギタケ属 ○
303 ソライロタケ Entoloma virescens ハラタケ目 イッポンシメジ科 イッポンシメジ属 ○ ○
304 ダイダイイグチ Crocinoboletus laetissimus イグチ目 イグチ科 クロキノボレトゥス属 ○
305 ダイダイガサ Cyptotrama asprata ハラタケ目 タマバリタケ科 ダイダイガサ属 ○
306 ダイダイタケ Hymenochaete xerantica タバコウロコタケ目 タバコウロコタケ科 タバコウロコタケ属 ○ ○
307 タマキクラゲ Exidia uvapassa キクラゲ目 キクラゲ科 ヒメキクラゲ属 ○
308 タマゴタケ Amanita caesareoides ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○ ○ ○
309 タマゴテングタケモドキ Amanita longistriata ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
310 タマシロオニタケ Amanita sphaerobulbosa ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
311 タンチョウツルタケダマシ Amanita ZZZ ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○ ○
312 チウロコタケ Stereum gausapatum ベニタケ目 ウロコタケ科 キウロコタケ属 ○
313 チギレハツタケ Russula vesca ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○ ○
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314 チシオタケ Mycena haematopus ハラタケ目 クヌギタケ科 クヌギタケ属 ○ ○
315 チシオハツ Russula sanguinaria ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
316 チチアワタケ Suillus granulatus イグチ目 ヌメリイグチ科 ヌメリイグチ属 ○
317 チチショウロ Zelleromyces scissilis ベニタケ目 ベニタケ科 チチショウロ属 ○ ○
318 チチタケ Lactifluus volemus ベニタケ目 ベニタケ科 チチタケ属 ○ ○
319 チャウロコタケ Stereum ostrea ベニタケ目 ウロコタケ科 キウロコタケ属 ○ ○
320 チャカイガラタケ Daedaleopsis tricolor タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 チャミダレアミタケ属 ○ ○
321 チャツムタケ Gymnopilus picreus ハラタケ目 モエギタケ科 チャツムタケ属 ○ ○
322 チャニガイグチ Tylopilus ferrugineus イグチ目 イグチ科 ニガイグチ属 ○
323 チャハリタケ Hydnellum concrescens イボタケ目 マツバハリタケ科 チャハリタケ属 ○
324 チャヒメオニタケ Cystodermella cinnabarina ハラタケ目 ハラタケ科 ヒメオニタケ属 ○
325 チャヒラタケ Crepidotus mollis ハラタケ目 アセタケ科 チャヒラタケ属 ○
326 チョウジチチタケ Lactarius quietus ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○ ○
327 チリメンチチタケ Lactifluus corrugis ベニタケ目 ベニタケ科 チチタケ属 ○ ○
328 ツエタケ Hymenopellis radicata ハラタケ目 タマバリタケ科 ツエタケ属 ○
329 ツガサルノコシカケ Fomitopsis pinicola タマチョレイタケ目 ツガサルノコシカケ科 ツガサルノコシカケ属 ○ ○
330 ツギハギハツ Russula eburneoareolata ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
331 ツチカブリ Lactifluus piperatus ベニタケ目 ベニタケ科 チチタケ属 ○ ○
332 ツチカブリモドキ Lactifluus subpiperatus ベニタケ目 ベニタケ科 チチタケ属 ○
333 ツチグリ Astraeus hygrometricus イグチ目 ディプロシスティス科 ツチグリ属 ○ ○ ○
334 ツチスギタケモドキ Pholiota ZZZ ハラタケ目 モエギタケ科 スギタケ属 ○
335 ツチナメコ Agrocybe erebia ハラタケ目 モエギタケ科 フミヅキタケ属 ○ ○
336 ツノフノリタケ Calocera cornea アカキクラゲ目 アカキクラゲ科 ニカワホウキタケ属 ○
337 ツノマタタケ Dacryopinax spathularia アカキクラゲ目 アカキクラゲ科 ツノマタタケ属 ○
338 ツバキキンカクチャワンタケ Ciborinia camelliae ビョウタケ目 キンカクキン科 ニセキンカクキン属 ○
339 ツブイボタケ Thelephora vialis イボタケ目 イボタケ科 イボタケ属 ○ ○
340 ツブノセミタケ Polycephalomyces prolificus ニクザキン目 バッカクキン科 シロサンゴタケ属 ○ ○
341 ツヤウチワタケ Microporus vernicipes タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ツヤウチワタケ属 ○ ○
342 ツルタケダマシ Amanita spreta ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
343 ティラミステングタケ Amanita  sp. ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
344 テングタケ Amanita pantherina ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○ ○ ○
345 テングタケダマシ Amanita sychnopyramis ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
346 テングツルタケ Amanita ceciliae ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
347 テングノメシガイ Trichoglossum hirsutum テングノメシガイ目 テングノメシガイ科 テングノメシガイ属 ○ ○
348 ドウシンタケ Amanita esculenta ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
349 トガリウラベニタケ Entoloma acutoconicum ハラタケ目 イッポンシメジ科 イッポンシメジ属 ○
350 トガリスズメバチタケ Ophiocordyceps oxycephala ニクザキン目 オフィオコルディセプス科 オフィオコルディセプス属 ○ ○
351 トガリヒメチチタケ Lactarius ZZZ ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○
352 トキイロヒラタケ Pleurotus djamor ハラタケ目 ヒラタケ科 ヒラタケ属 ○
353 トキイロラッパタケ Cantharellus luteocomus アンズタケ目 アンズタケ科 アンズタケ属 ○
354 ドクツルタケ（川村） Amanita virosa ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○ ○ ○
355 ドクベニタケ Russula emetica ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○ ○
356 トラシマチチタケ Multifurca ZZZ ベニタケ目 ベニタケ科 マルチフルカ属 ○
357 ナガエノウラベニイグチ Boletus quercinus イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○
358 ナガエノウラベニタケ Entoloma ZZZ ハラタケ目 イッポンシメジ科 イッポンシメジ属 ○
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359 ナガエノスギタケダマシ Hebeloma radicosoides ハラタケ目 ヒメノガステル科 ワカフサタケ属 ○
360 ナガエノチャワンタケ Helvella macropus チャワンタケ目 ノボリリュウ科 ノボリリュウ属 ○ ○
361 ナカグロキツネノカラカサ Lepiota atrosquamulosa ハラタケ目 ハラタケ科 キツネノカラカサ属 ○
362 ナカグロヒメカラカサタケ Lepiota praetervisa ハラタケ目 ハラタケ科 キツネノカラカサ属 ○
363 ナカグロモリノカサ Agaricus moelleri ハラタケ目 ハラタケ科 ハラタケ属 ○
364 ナギナタタケ Clavulinopsis fusiformis ハラタケ目 シロソウメンタケ科 ナギナタタケ属 ○ ○
365 ナナイロヌメリタケ Gliophorus laetus ハラタケ目 ヌメリガサ科 ワカクサタケ属 ○
366 ナヨタケ Psathyrella corrugis ハラタケ目 ナヨタケ科 ナヨタケ属 ○ ○
367 ナラタケ Armillaria mellea subsp. nipponica ハラタケ目 タマバリタケ科 ナラタケ属 ○ ○
368 ナラタケモドキ Armillaria tabescens ハラタケ目 タマバリタケ科 ナラタケ属 ○ ○
369 ニオイカレバタケ Gymnopus iocephalus ハラタケ目 ツキヨタケ科 モリノカレバタケ属 ○
370 ニオイキシメジ Tricholoma sulphureum ハラタケ目 キシメジ科 キシメジ属 ○ ○
371 ニオイコベニタケ Russula bella ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
372 ニオイドクツルタケ Amanita oberwinklerana ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
373 ニオイワチチタケ Lactarius subzonarius ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○ ○
374 ニガイグチモドキ Tylopilus neofelleus イグチ目 イグチ科 ニガイグチ属 ○
375 ニガクリタケ Hypholoma fasciculare ハラタケ目 モエギタケ科 ニガクリタケ属 ○ ○ ○ ○
376 ニクウスバタケ Cerrena consors タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ミダレアミタケ属 ○ ○
377 ニシキタケ Russula aurea ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
378 ニセアシベニイグチ Boletus pseudocalopus イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○
379 ニセクサハツ Russula pectinatoides ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
380 ニセクロハツ Russula subnigricans ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○ ○
381 ニセコナカブリ Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus ハラタケ目 アセタケ科 チャヒラタケ属 ○
382 ニセショウロ Scleroderma citrinum イグチ目 ニセショウロ科 ニセショウロ属 ○ ○
383 ニセヒメチチタケ Lactarius camphoratus ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○
384 ニセホウライタケ Crinipellis scabella ハラタケ目 ホウライタケ科 ニセホウライタケ属 ○
385 ニッケイアミアシイグチ Boletus ZZZ イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○
386 ニッケイタケ Coltricia cinnamomea タバコウロコタケ目 タバコウロコタケ科 オツネンタケ属 ○ ○
387 ニワタケ Tapinella atrotomentosa イグチ目 イチョウタケ科 イチョウタケ属 ○
388 ヌメリアカチチタケ Lactarius hysginus ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○
389 ヌメリイグチ Suillus luteus イグチ目 ヌメリイグチ科 ヌメリイグチ属 ○ ○
390 ヌメリコウジタケ Aureoboletus auriporus イグチ目 イグチ科 ヌメリコウジタケ属 ○ ○
391 ヌメリササタケ Cortinarius pseudosalor ハラタケ目 フウセンタケ科 フウセンタケ属 ○
392 ヌメリスギタケ Pholiota adiposa ハラタケ目 モエギタケ科 スギタケ属 ○
393 ヌメリスギタケモドキ Pholiota cerifera ハラタケ目 モエギタケ科 スギタケ属 ○ ○
394 ヌメリタンポタケ Tolypocladium longisegmentum ニクザキン目 オフィオコルディセプス科 トリポクラジウム属 ○ ○
395 ヌメリニガイグチ Tylopilus castaneiceps イグチ目 イグチ科 ニガイグチ属 ○
396 ヌメリヒメチチタケ Lactarius ZZZ ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○
397 ネズミツチダマタケ Rossbeevera griseovelutina イグチ目 イグチ科 ロスビーベラ属 ○
398 ネンドタケ Fuscoporia gilva タバコウロコタケ目 タバコウロコタケ科 サビアナタケ属 ○ ○
399 ネンドタケモドキ Fuscoporia setifera タバコウロコタケ目 タバコウロコタケ科 サビアナタケ属 ○ ○
400 ノウタケ Calvatia craniiformis ハラタケ目 ハラタケ科 ノウタケ属 ○ ○
401 ハイイロオニタケ Amanita japonica ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
402 ハイイロシメジ Clitocybe nebularis ハラタケ目 キシメジ科 ハイイロシメジ属 ○
403 ハエトリシメジ Tricholoma muscarium ハラタケ目 キシメジ科 キシメジ属 ○
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404 ハカワラタケ Trichaptum biforme タバコウロコタケ目 ？科 シハイタケ属 ○ ○
405 ハグロチャツムタケ Gymnopilus ZZZ ハラタケ目 モエギタケ科 チャツムタケ属 ○ ○
406 ハゴロモイタチタケ Psathyrella delineata ハラタケ目 ナヨタケ科 ナヨタケ属 ○
407 ハダイロガサ Cuphophyllus pratensis ハラタケ目 ヌメリガサ科 オトメノカサ属 ○ ○
408 ハタケキノコ Agrocybe pediades ハラタケ目 モエギタケ科 フミヅキタケ属 ○
409 ハチノスタケ Neofavolus alveolaris タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ハチノスタケ属 ○ ○
410 ハツタケ Lactarius lividatus ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○ ○
411 ハナウロコタケ Stereopsis burtiana タマチョレイタケ目 シワタケ科 ハナウロコタケ属 ○ ○
412 ハナオチバタケ Marasmius pulcherripes ハラタケ目 ホウライタケ科 ホウライタケ属 ○ ○
413 ハナガサイグチ Pulveroboletus auriflammeus イグチ目 イグチ科 キイロイグチ属 ○ ○
414 ハナサナギタケ Isaria japonica ニクザキン目 ノムシタケ科 イサリア属 ○ ○ ○
415 ハナビラダクリオキン Dacrymyces chrysospermus アカキクラゲ目 アカキクラゲ科 アカキクラゲ属 ○
416 ハナビラニカワタケ Tremella foliacea シロキクラゲ目 シロキクラゲ科 シロキクラゲ属 ○
417 ハナヤスリタケ Tolypocladium ophioglossoides ニクザキン目 オフィオコルディセプス科 トリポクラジウム属 ○ ○
418 ハラタケモドキ Agaricus placomyces ハラタケ目 ハラタケ科 ハラタケ属 ○ ○
419 ヒイロガサ Hygrocybe punicea ハラタケ目 ヌメリガサ科 アカヤマタケ属 ○
420 ヒイロタケ Pycnoporus coccineus タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 シュタケ属 ○ ○
421 ヒイロチャワンタケ Aleuria aurantia チャワンタケ目 ピロネマキン科 ヒイロチャワンタケ属 ○
422 ヒイロハリタケ Hydnophlebia chrysorhiza タマチョレイタケ目 マクカワタケ科 ヒイロハリタケ属 ○
423 ヒカゲウラベニタケ Clitopilus prunulus ハラタケ目 イッポンシメジ科 ヒカゲウラベニタケ属 ○
424 ヒカゲシビレタケ Psilocybe argentipes ハラタケ目 モエギタケ科 シビレタケ属 ○
425 ヒダハタケ Paxillus involutus イグチ目 ヒダハタケ科 ヒダハタケ属 ○
426 ヒトクチタケ Cryptoporus volvatus タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ヒトクチタケ属 ○ ○ ○ ○
427 ヒトヨタケ Coprinopsis atramentaria ハラタケ目 ナヨタケ科 ヒメヒトヨタケ属 ○
428 ヒナアンズタケ Cantharellus minor アンズタケ目 アンズタケ科 アンズタケ属 ○ ○
429 ヒナツチガキ Geastrum mirabile ヒメツチグリ目 ヒメツチグリ科 ヒメツチグリ属 ○ ○
430 ヒナノヒガサ Rickenella fibula タバコウロコタケ目 ヒナノヒガサ科 ヒナノヒガサ属 ○
431 ヒナベニタケ Russula kansaiensis ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
432 ヒノキオチバタケ Marasmiellus chamaecyparidis ハラタケ目 ツキヨタケ科 シロホウライタケ属 ○ ○
433 ヒビワレシロハツ Russula alboareolata ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○ ○
434 ヒメアワタケ Xerocomus parvulus イグチ目 イグチ科 トゥボサエタ属 ○
435 ヒメウグイスイグチ Pulveroboletus viridis イグチ目 イグチ科 キイロイグチ属 ○
436 ヒメオツネンタケ Coltriciella pusilla タバコウロコタケ目 タバコウロコタケ科 ヒメカイメンタケ属 ○
437 ヒメオニタケ Cystodermella granulosa ハラタケ目 ハラタケ科 ヒメオニタケ属 ○
438 ヒメカタショウロ Scleroderma areolatum イグチ目 ニセショウロ科 ニセショウロ属 ○ ○
439 ヒメカバイロタケ Xeromphalina campanella ハラタケ目 ガマノホタケ科 ヒメカバイロタケ属 ○ ○
440 ヒメカンムリタケ Neolecta vitellina ヒメカンムリタケ目 ヒメカンムリタケ科 ヒメカンムリタケ属 ○
441 ヒメキクラゲ Exidia glandulosa キクラゲ目 キクラゲ科 ヒメキクラゲ属 ○ ○
442 ヒメキシメジ Callistosporium luteoolivaceum ハラタケ目 キシメジ科 ヒメキシメジ属 ○
443 ヒメコウジタケ Boletus aokii イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○
444 ヒメコガネツルタケ Amanita melleiceps ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○ ○
445 ヒメコナカブリツルタケ Amanita farinosa ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
446 ヒメシロアミタケ Antrodia albida タマチョレイタケ目 ツガサルノコシカケ科 ヒメシロアミタケ属 ○
447 ヒメスギタケ（川村） Pholiota squarrosa var. verruculosa ハラタケ目 モエギタケ科 スギタケ属 ○ ○
448 ヒメハリタケ（安田） Hydnum albidum アンズタケ目 カノシタ科 カノシタ属 ○



海上の森の確認種リスト（キノコ類）　五十音順 11/13

報告書

H7
瀬戸

第
5
号

第
6
号

第
8
号

文献 重要種
海上の森調査報告

情
報

そ
の
他

文化財
種の

保存法
環境省

RL
愛知県

RL
No. 目名 科名 属名種名（和名） 学名

449 ヒメヒガサヒトヨタケ Parasola plicatilis ハラタケ目 ナヨタケ科 ヒメヒガサヒトヨタケ属 ○
450 ヒメヒカリタケ ZZZ ハラタケ目 クヌギタケ科 属不明 ○
451 ヒメロクショウグサレキン Chlorociboria omnivirens ビョウタケ目 ビョウタケ科 ロクショウグサレキン属 ○
452 ヒメワカフサタケ Hebeloma sacchariolens ハラタケ目 ヒメノガステル科 ワカフサタケ属 ○ ○
453 ビョウタケ Bisporella citrina ビョウタケ目 ビョウタケ科 ビョウタケ属 ○ ○
454 ヒョウモンウラベニガサ Pluteus pantherinus ハラタケ目 ウラベニガサ科 ウラベニガサ属 ○
455 ヒラタケ Pleurotus ostreatus ハラタケ目 ヒラタケ科 ヒラタケ属 ○ ○ ○
456 ビロードクリイロイグチ Gyroporus punctatus イグチ目 クリイロイグチ科 クリイロイグチ属 ○ ○
457 ビロードツエタケ Xerula pudens ハラタケ目 タマバリタケ科 ビロードツエタケ属 ○ ○
458 ビロードベニヒダタケ Pluteus salicinus ハラタケ目 ウラベニガサ科 ウラベニガサ属 ○
459 ヒロハウスズミチチタケ Lactarius subplinthogalus ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○
460 ヒロハチチタケ Lactifluus hygrophoroides ベニタケ目 ベニタケ科 チチタケ属 ○
461 ヒロヒダタケ Megacollybia clitocyboidea ハラタケ目 ホウライタケ科 ヒロヒダタケ属 ○
462 ヒロヒダタケモドキ Hydropus atrialbus ハラタケ目 ホウライタケ科 ニセアシナガタケ属 ○
463 フウセンタケモドキ Cortinarius pseudopurpurascens ハラタケ目 フウセンタケ科 フウセンタケ属 ○
464 ブクリョウ Wolfiporia extensa タマチョレイタケ目 ツガサルノコシカケ科 ブクリョウ属 ○
465 フクロシトネタケ Discina perlata チャワンタケ目 フクロシトネタケ科 フクロシトネタケ属 ○
466 フクロツチガキ Geastrum saccatum ヒメツチグリ目 ヒメツチグリ科 ヒメツチグリ属 ○
467 フクロツルタケ Amanita volvata ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○ ○
468 フサタケ Pterula subulata ハラタケ目 フサタケ科 フサタケ属 ○ ○
469 フサヒメホウキタケ Artomyces pyxidatus ベニタケ目 マツカサタケ科 フサヒメホウキタケ属 ○
470 フチドリクロチチタケ Lactarius lignyotus var. marginatus ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○
471 フチドリベニヒダタケ Pluteus umbrosus ハラタケ目 ウラベニガサ科 ウラベニガサ属 ○
472 ブドウタケ Nigroporus vinosus タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ブドウタケ属 ○ ○
473 ブドウニガイグチ Tylopilus vinosobrunneus イグチ目 イグチ科 ニガイグチ属 ○
474 フミヅキタケ Agrocybe praecox ハラタケ目 モエギタケ科 フミヅキタケ属 ○ ○
475 フモトニガイグチ Tylopilus alutaceoumbrinus イグチ目 イグチ科 ニガイグチ属 ○
476 フリルイグチ Boletus ZZZ イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○ ○
477 ベッコウタケ Perenniporia fraxinea タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ウスキアナタケ属 ○
478 ベニイグチ Heimioporus japonicus イグチ目 イグチ科 ベニイグチ属 ○
479 ベニウスタケ Cantharellus cinnabarinus アンズタケ目 アンズタケ科 アンズタケ属 ○ ○
480 ベニナギナタタケ Clavulinopsis miyabeana ハラタケ目 シロソウメンタケ科 ナギナタタケ属 ○
481 ベニヒガサ Hygrocybe cantharellus ハラタケ目 ヌメリガサ科 アカヤマタケ属 ○
482 ベニヒダタケ（竹橋・糟谷） Pluteus leoninus ハラタケ目 ウラベニガサ科 ウラベニガサ属 ○ ○
483 ヘビキノコモドキ Amanita spissacea ハラタケ目 テングタケ科 テングタケ属 ○
484 ホウネンタケ Abundisporus pubertatis タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 クロブドウタケ属 ○
485 ホウロクタケ Daedalea dickinsii タマチョレイタケ目 ツガサルノコシカケ科 ホウロクタケ属 ○ ○ ○
486 ホオベニシロアシイグチ Pseudoaustroboletus valens イグチ目 イグチ科 ホオベニシロアシイグチ属 ○ ○
487 ホコリタケ Lycoperdon perlatum ハラタケ目 ハラタケ科 ホコリタケ属 ○ ○ ○
488 ボタンイボタケ Thelephora aurantiotincta イボタケ目 イボタケ科 イボタケ属 ○ ○
489 マイタケ Grifola frondosa タマチョレイタケ目 － シワタケ科 ○
490 マツオウジ Neolentinus lepideus キカイガラタケ目 キカイガラタケ科 マツオウジ属 ○
491 マツカサキノコモドキ Strobilurus stephanocystis ハラタケ目 タマバリタケ科 マツカサキノコ属 ○
492 マツタケ Tricholoma matsutake ハラタケ目 キシメジ科 キシメジ属 ○ NT
493 マメザヤタケ Xylaria polymorpha クロサイワイタケ目 クロサイワイタケ科 クロサイワイタケ属 ○
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494 マユダマタケ Polycephalomyces ZZZ ニクザキン目 バッカクキン科 シロサンゴタケ属 ○ ○
495 マルミノホウロクタケ Daedalea ZZZ タマチョレイタケ目 ツガサルノコシカケ科 ホウロクタケ属 ○ ○
496 マンネンタケ Ganoderma sichuanense タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 マンネンタケ属 ○ ○
497 ミイノモミウラモドキ Entoloma conferendum ハラタケ目 イッポンシメジ科 イッポンシメジ属 ○
498 ミイロアミタケ Daedaleopsis purpurea タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 チャミダレアミタケ属 ○ ○
499 ミカワクロアミアシイグチ Tylopilus ZZZ イグチ目 イグチ科 ニガイグチ属 ○
500 ミキイロウスタケ Craterellus tubaeformis アンズタケ目 アンズタケ科 クロラッパタケ属 ○ ○
501 ミズベノニセズキンタケ Cudoniella clavus ビョウタケ目 ビョウタケ科 ミズベノニセズキンタケ属 ○ ○
502 ミダレアミタケ Cerrena unicolor タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ミダレアミタケ属 ○
503 ミドリシメジ Tricholoma saponaceum ハラタケ目 キシメジ科 キシメジ属 ○
504 ミドリスギタケ Gymnopilus aeruginosus ハラタケ目 モエギタケ科 チャツムタケ属 ○
505 ミドリニガイグチ Tylopilus virens イグチ目 イグチ科 ニガイグチ属 ○ ○
506 ミネシメジ Tricholoma saponaceum var. squamosum ハラタケ目 キシメジ科 キシメジ属 ○ ○
507 ミヤマアワタケ Boletus obscurebrunneus イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○
508 ミヤマオチバタケ Marasmius cohaerens ハラタケ目 ホウライタケ科 ホウライタケ属 ○
509 ミヤマタンポタケ Tolypocladium intermedium f. michinokuense ニクザキン目 オフィオコルディセプス科 トリポクラジウム属 ○ ○
510 ミヤマヒメチチタケ Lactarius ZZZ ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○
511 ミヤマベニイグチ Boletellus obscurococcineus イグチ目 イグチ科 キクバナイグチ属 ○ ○
512 ムササビタケ Psathyrella piluliformis ハラタケ目 ナヨタケ科 ナヨタケ属 ○
513 ムジナタケ Psathyrella velutina ハラタケ目 ナヨタケ科 ナヨタケ属 ○ ○
514 ムツノウラベニタケ Clitocella popinalis ハラタケ目 イッポンシメジ科 ムツノウラベニタケ属 ○ ○
515 ムラサキアブラシメジモドキ Cortinarius salor ハラタケ目 フウセンタケ科 フウセンタケ属 ○ ○ ○
516 ムラサキシメジ Lepista nuda ハラタケ目 キシメジ科 ムラサキシメジ属 ○ ○
517 ムラサキフウセンタケ Cortinarius violaceus ハラタケ目 フウセンタケ科 フウセンタケ属 ○
518 ムラサキホウキタケ Clavaria zollingeri ハラタケ目 シロソウメンタケ科 シロソウメンタケ属 ○
519 ムラサキヤマドリタケ Boletus violaceofuscus イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○
520 モエギアミアシイグチ Retiboletus nigerrimus イグチ目 イグチ科 キアミアシイグチ属 ○
521 モエギタケ Stropharia aeruginosa ハラタケ目 モエギタケ科 モエギタケ属 ○
522 モエギビョウタケ Bisporella sulfurina ビョウタケ目 ビョウタケ科 ビョウタケ属 ○
523 モチゲチチタケ Lactarius brunnescnes ベニタケ目 ベニタケ科 カラハツタケ属 ○
524 モミジウロコタケ Stereum spectabile ベニタケ目 ウロコタケ科 キウロコタケ属 ○ ○
525 モミジタケ Thelephora palmata イボタケ目 イボタケ科 イボタケ属 ○
526 モリノカレバタケ Gymnopus dryophilus ハラタケ目 ツキヨタケ科 モリノカレバタケ属 ○
527 ヤギタケ Hygrophorus camarophyllus ハラタケ目 ヌメリガサ科 ヌメリガサ属 ○
528 ヤケイロタケ Bjerkandera adusta タマチョレイタケ目 シワタケ科 ヤケイロタケ属 ○ ○
529 ヤシャイグチ Austroboletus fusisporus イグチ目 イグチ科 ヤシャイグチ属 ○
530 ヤブレキチャハツ Russula crustosa ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○
531 ヤブレベニタケ Russula lepida ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属 ○ ○ ○
532 ヤマイグチ Leccinum scabrum イグチ目 イグチ科 ヤマイグチ属 ○
533 ヤマドリタケ Boletus edulis イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○ DD
534 ヤマドリタケモドキ Boletus reticulatus イグチ目 イグチ科 ヤマドリタケ属 ○ ○
535 ロクショウグサレキン Chlorociboria aeruginosa ビョウタケ目 ビョウタケ科 ロクショウグサレキン属 ○
536 ロクショウグサレキンモドキ Chlorociboria aeruginascens ビョウタケ目 ビョウタケ科 ロクショウグサレキン属 ○
537 ワサビカレバタケ Gymnopus peronatus ハラタケ目 ツキヨタケ科 モリノカレバタケ属 ○
538 ワサビタケ Panellus stipticus ハラタケ目 クヌギタケ科 ワサビタケ属 ○ ○
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539 ワタカラカサタケ Lepiota magnispora ハラタケ目 ハラタケ科 キツネノカラカサ属 ○ ○
540 Akanthomyces novoguineensis Akanthomyces novoguineensis ニクザキン目 バッカクキン科 アカンソミケス属 ○ ○ ○
541 Aschersonia属 Aschersonia  sp. ニクザキン目 バッカクキン科 アスケルソニア属 ○
542 Elaphomyces citrinus Elaphomyces citrinus ユーロチウム目 ツチダンゴキン科 ツチダンゴ属 ○
543 Elaphomyces sp. Elaphomyces  sp. ユーロチウム目 ツチダンゴキン科 ツチダンゴ属 ○
544 Gibellula leiopus Gibellula leiopus ニクザキン目 ノムシタケ科 ギベルラ属 ○ ○
545 Octaviania sp. = Orihara&al2012:104 Octaviania ZZZ イグチ目 イグチ科 ホシミノタマタケ属 ○

合計 23目 80科 213属 22 195 470 20 15 65 0 0 5 0
注1）種名及び配列等は、「日本産きのこ目録2020」（きのこのしるべHP、令和2年2月閲覧）を基本とした。
注2）確認種リストは文献での記録を元に作成しているため、分布に疑義がある種も含まれている。
注3）科、属等までで種として確定していないものも、1種として計上している。
重要種凡例）
文化財：「文化財保護法」（昭和25年6月30日法律第214号、最終改正：平成30年6月）
　　特天：特別天然記念物、天：天然記念物
種の保存法：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和2年1月）
　　国内：国内希少野生動植物種、緊急：緊急指定種
環境省RL：「環境省レッドリスト2019の公表について」（環境省報道発表資料、平成31年1月）
　　EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR＋EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
愛知県RL：「レッドリストあいち2015」（愛知県、平成27年1月）
　　EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR＋EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

545種


