
沖縄美ら島財団　総合研究センター　植物素材民具保有状況
民具種別 産地 素材植物名

1 笠 ベトナム ニッパヤシ・タケ
2 笠 タイ・バンコク ニッパヤシ・タケ
3 笠 沖縄 ビロウ（クバ）・タケ
4 蓑 沖縄 ビロウ（クバ）アダン
5 団扇 沖縄 ビロウ（クバ）
6 団扇 タイ トゲゴヘイヤシ
7 団扇 沖縄 ビロウ（クバ）・タケ
8 団扇 沖縄 ビロウ（クバ）
9 柄杓 沖縄 ビロウ（クバ）

10 笠（山用） 沖縄・久米島 ビロウ（クバ）・タケ
11 笠（海用） 沖縄・八重山 ビロウ（クバ）・タケ
12 蝿叩き タイ ニッパヤシの葉柄
13 団扇 ベトナム タケ
14 笠 タイ ニッパヤシ・タケ
15 笠 タイ ニッパヤシ・タケ
16 帽子 パプアニューギニア ココヤシ
17 タワシ タイ ココヤシ
18 帽子 タイ ニッパヤシ・タケ
19 帽子 ベトナム・ハノイ ニッパヤシ・タケ
20 帽子 タイ・バンコク イグサ
21 草履 ベトナム イグサ
22 ランチョンマット タイ・チェンマイ イグサ
23 箒 タイ・バンコク イネ
24 団扇 ニウエ バンダナス・オオハマボウ
25 団扇 ニウエ バンダナス・オオハマボウ
26 コースター ニウエ パンダナス
27 鍋敷 ニウエ パンダナス
28 鍋敷 ニウエ パンダナス
29 ランチョンマット ニウエ パンダナス
30 縄 ニウエ パンダナス
31 小物入れ ニウエ パンダナス
32 篭 ニウエ パンダナス
33 帽子 ニウエ パンダナス
34 バック フィリピン マニライトバショウ
35 帽子 中国 カンピ草
36 マット 中国 カンピ草
37 帽子 フィリピン ココヤシ・マニライトバショウ
38 帽子 中国 シュロ
39 帽子 中国 ロウガ草
40 帽子 中国 ラフィアヤシ
41 帽子 台湾 ヒノキ
42 帽子 中国 カン草
43 帽子 中国 ナントク草
44 草履 タイ ホテイソウ
45 籠 タイ ユズノハカズラ
46 小物入れ タイ ホテイソウ
47 小物入れ タイ ユズノハカズラ・ホテイソウ
48 果実収穫用具 タイ トウ
49 スポーツ用具 タイ トウ
50 楽器 タイ ヒョウタン
51 楽器 タイ バンブー
52 マット トンガ オオハマボウ（ユウナ）
53 バスケット パプアニューギニア オオハマボウ
54 小物入れ パプアニューギニア クズウコン・パンダナス
55 小物入れ 沖縄 トウツルモドキ・シュロ・アダン・デイゴ
56 頭上運搬用具 沖縄 イネ
57 バック 沖縄 アダン
58 頭上運搬用具 沖縄 ビロウ（クバ）
59 敷物 沖縄 アダン
60 籠 沖縄 コシダ
61 敷物 沖縄 ススキ・トウツルモドキ
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62 籠 沖縄 コシダ
63 敷物 沖縄 イネ
64 楽器 タイ タケ
65 箕 ベトナム タケ
66 楽器 ベトナム タケ
67 容器 タイ タケ
68 容器 タイ タケ
69 籠 沖縄 タケ
70 箕 沖縄 タケ
71 背負子 フィリピン・イフガオ族 トウ
72 背負子 フィリピン・カラゴ族 トウ
73 糸籠 フィリピン・ボントーク族 タケ
74 野菜籠 フィリピン・イフガオ族 タケ・トウ
75 野菜籠 フィリピン・イフガオ族 タケ・トウ
76 容器 フィリピン・ボントーク族 トウ
77 容器 フィリピン・ボントーク族 トウ
78 容器 フィリピン・イフガオ族 トウ・タケ
79 野菜籠 フィリピン・イフガオ族 タケ・トウ
80 籠 フィリピン・ボントーク族 タケ
81 背負子 フィリピン・カラゴヤ族 トウ
82 背負子 フィリピン・イフガオ族 タケ・トウ
83 背負子 フィリピン・ボントーク族 トウ
84 籠 フィリピン・ボントーク族 タケ・トウ
85 飯皿籠 フィリピン・ボントーク族 トウ
86 籠 フィリピン・イフガオ族 タケ・トウ
87 籠 フィリピン・ボントーク族 タケ・トウ
88 籠 沖縄 タケ
89 箕 フィリピン・カリンガ族 タケトウ
90 箕 フィリピン・イロンゴ族 トウ・タケ
91 箕 フィリピン・ボントーク族 タケ・トウ
92 箕 フィリピン・ボントーク族 タケ・トウ
93 箕 フィリピン・イフガオ族 タケ・トウ
94 飯皿籠 フィリピン・カリンガ族 トウ
95 飯皿籠 フィリピン・イフガオ族 トウ
96 野菜籠 フィリピン・カリンガ族 タケ
97 マット 沖縄 アダン
98 飯皿 フィリピン・イロンゴ族 タケ
99 野菜籠 フィリピン・イフガオ族 タケ・トウ

100 野菜籠 フィリピン・ボントーク族 タケ・トウ
101 敷物 ニウエ パンダナス
102 スリッパ 中国 イグサ
103 笠 沖縄 ムギ・タケ（ホウライチク）
104 帽子 フィリピン イグサ
105 帽子 フィリピン トウツルモドキ・タケ
106 帽子 フィリピン タコノキ（アダン）
107 帽子 フィリピン イグサ
108 帽子 フィリピン マニライトバショウ
110 食器 フィリピン ココヤシ・タケ
111 食器 フィリピン ココヤシ・タケ
112 スリッパ フィリピン マニライトバショウ
113 盆 フィリピン トウ・マニライトバショウ
114 マット ココヤシ
115 籠 ココヤシ
116 籠 マレーシア西部 ユズノハカズラ
117 バック ココヤシ
118 漁具 ココヤシ
119 鞄 ヤシ
120 鞄 ココヤシ
121 籠 ココヤシ
122 漁業用篭 ニューヘプリデス タコノキ
123 入れ物 タコノキ
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124 籠 ニューヘプリデス タコノキ
125 籠 ニューヘプリデス タコノキ
126 籠 ニューヘプリデス タコノキ
127 米入れ籠 マレーシア タコノキ
128 籠 マレーシア タコノキ
129 バック タコノキ
130 籠 ココヤシ
131 入れ物 ココヤシ
132 籠 ココヤシ
133 籠 ココヤシ
134 籠 パプアニューギニア ヤシ
135 ザル マレーシア タケ・トウ
136 笠 マレーシア ニッパヤシ・トウ・タケ
137 笠 マレーシア タケ・タコノキ
138 籠 ココヤシ
139 球 トウ
140 鍋敷 ココヤシ
141 鍋敷 ココヤシ
142 帽子 ココヤシ
143 帽子 ココヤシ
144 笠 ニッパヤシ・トウ
145 笠 ニッパヤシ・トウ
146 籠 タコノキ
147 バッグ ニューヘプリデス タコノキ
148 平籠 ココヤシ
149 籠 ニューヘプリデス タコノキ
150 敷物 西サモア共和国 タコノキ
151 籠 ヤシ類
152 籠 ヤシ類
153 笠 マレーシア ニッパヤシ・トウ
154 敷物 タコノキ
155 食器 マーシャル諸島 ココヤシ
156 敷物 タコノキ
157 帽子 マーシャル諸島 タコノキ
158 容器（あかく マレーシア西部 ココヤシの葉鞘
159 入れ物 ココヤシ
160 入れ物 ユズノハカズラ？
161 入れ物 タコノキ
162 バッグ ミクロネシア・トラック島 ココヤシ・タコノキ・サイザル
163 玩具 タコノキ
164 籠 タコノキ
165 籠 タケ・トウ
166 ザル タケ
167 籠 ポリネシア ヤシ
168 帽子 タコノキ
169 マット タコノキ
170 扇 ココヤシ
171 団扇 ココヤシ
172 ラック フィリピン トウ
173 草履 沖縄 タチバナゲットウ
174 帽子 沖縄・伊江村 アダン
175 イネのホウキ イネ
176 ススキのホウキ ススキ
177 イネのホウキ（大・中・小） イネ
178 ススキのホウキ ススキ
179 ホウキ マダガスカル タケ
180 スプーンとフォーク Cocos nueifera、Lygodium spp.
182 スプーンとフォーク Cocos nueifera、Borassus flabellifer
183 箸 Borassus flabellifer
184 雑貨 パリサンドラ
185 雑貨 ディオスペロス
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186 雑貨 Neobegeua maharensis
187 雑貨 Comiphora sp.
188 ホウキ イネ科
189 ホウキ ヤシ科
190 帽子 ボルネオ バオバブ
191 帽子 ミャンマー
192 帽子 ミャンマー
193 皿 スギ
194 皿 シオジ
195 皿 メープル
196 皿 サクラ
197 皿 ヒノキ
198 祭事道具 ボルネオ
199 箸 フタバナヒルギ
200 ハンモック
201 カゴ タケ


