
沖縄美ら島財団　総合研究センター　植物由来繊維・染料標本及び民具保有状況
繊維・染物 種別 素材・由来植物名など

1 繊維 精繊タパ ベンジャミン
2 繊維 タパ ベンガルボダイジュ
3 繊維 精繊 エンセテ
4 繊維 タパ ベンガルボダイジュ
5 繊維 繊維 ラフィアヤシ
6 繊維 腰みの ラフィアヤシ
7 繊維 樹皮 ラフィアヤシ
8 繊維 敷物 アダン
9 繊維 縄 ゲットウ
10 繊維 繊維 ピーニャ
11 繊維 クロス ピーニャ
12 繊維 精繊 フィーメルとコマーシャル
13 繊維 精繊 コマーシャル
14 繊維 繊維 サンセベリア
15 繊維 繊維（染色済み） ピーニャ
16 繊維 布 ピーニャ
17 繊維 布 ピーニャ
18 繊維 糸 ピーニャ
19 繊維 原糸 ピーニャ
20 繊維 原糸一式 ピーニャ
21 繊維 原糸 ピーニャ
22 繊維 精繊 ピーニャ
23 繊維 繊維 ピーニャ
24 繊維 精繊 ピーニャ
25 繊維 織物 ピーニャ
26 繊維 織物 ラフィアヤシ
27 繊維 クロス ピーニャ
28 繊維 織物 イトバショウ
29 繊維 生繊 アオガンピ
30 繊維 繊維 クズ
31 繊維 パネル クロツグ
32 繊維 生繊 ピーニャ
33 繊維 茎の繊維（乾燥） アオガンピ
34 繊維 樹皮はぎとりあと アオガンピ
35 繊維 樹皮 クロツグ
36 繊維 繊維 シナノキ
37 繊維 繊維 ケナフ
38 繊維 植物体 ケナフ
39 繊維 ロープ クロツグ
40 繊維 ふきん 綿・葛
41 繊維 樹皮 クロツグ
42 繊維 樹皮 ミツマタ
43 繊維 樹皮 シマグワ
44 繊維 樹皮 コウゾ
45 繊維 樹皮をはぎとったもの アオガンピ
46 繊維 繊維 ピーニャ
47 繊維 繊維 アバッカ
48 繊維 原糸 ピーニャ
49 繊維 生繊 ピーニャ
50 繊維 原糸 ピーニャ
51 繊維 原糸 ピーニャ
52 繊維 原糸 ピーニャ
53 繊維 パネル ピーニャ
54 繊維 生繊 ピーニャ
55 繊維 クロス ピーニャ
56 繊維 クロス ピーニャ
57 染料 花けい・実 ケナフ
58 染料 タパ トンガ
59 染料 絵付筆 アダンの実
60 繊維 ひも カラムシ
61 繊維 繊維 カラムシ（チョマ）の繊維
62 繊維 繊維（アバッカ） マニライトバショウ
63 繊維 繊維 オオハマボウ
64 繊維 布 ボウチトセラン
65 繊維 樹皮 オオハマボウ
66 繊維 敷物 マニライトバショウ
67 繊維 布地 オオハマボウ
68 繊維 原木 オオハマボウ
69 繊維 敷物 オオハマボウ
70 繊維 布地 マニライトバショウ
71 染料 布地 ローゼルの顎
72 染料 樹皮 ナカハラクロキ
73 染料 幹 ナカハラクロキ
74 染料 幹 オオハマボウ
75 染料 炭 オオハマボウ
76 染料 果実 クチナシ
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77 染料 炭 渋木（イッカチ）
78 染料 樹皮 ヤマモモ
79 染料 幹 ホルトノキ
80 染料 炭 オオハマボウ
81 染料 根 サルトリイバラ
82 染料 根 オキナワサルトリバラ
83 染料 樹皮 ヤエヤマアオキ
84 染料 根の皮 ヤエヤマアオキ
85 染料 根 ヤエヤマアオキ
86 染料 根 ヤエヤマアオキ
87 染料 根 ヤエヤマアオキ
88 染料 塊根 ソメモノイモ
89 染料 幹 ヤマモモ
90 染料 根 オキナワサルトリイバラ
91 染料 塊根 ソメモノイモ
92 染料 塊根 ソメモノイモ
93 染料 根 ヤエヤマアオキ
94 染料 幹 ヤマモモ
95 染料 ハンカチ マングローブ染ハンカチーフ
96 染料 樹皮 オヒルギ
97 染料 樹皮 メヒルギ
98 染料 樹皮 ヤエヤマヒルギ
99 染料 樹皮（表皮の下部） ヤエヤマヒルギ
100 染料 樹皮（表皮） ヤエヤマヒルギ
101 染料 樹皮 ヤエヤマヒルギ
102 染料 炭 フタバナヒルギ
103 染料 幹 ヤエヤマヒルギ
104 染料 樹皮 イタジイ
105 染料 花 ベニバナ
106 染料 幹 ソウシジュ
107 染料 幹 シャリンバイ
108 染料 樹皮・幹 シャリンバイ
109 染料 幹 ソウシジュ
110 染料 幹 シャリンバイ
111 染料 幹 シャリンバイ
112 染料 樹皮 ソウシジュ
113 染料 樹皮 ソウシジュ
114 染料 幹 イタジイ
115 染料 チップ（幹） シャリンバイ
116 染料 樹皮 マンゴー
117 染料 樹皮 マンゴー
118 染料 幹 マンゴー
119 繊維 生繊 カジノキ
120 繊維 皮 カジノキ
121 繊維 繊維 カジノキ
122 繊維 タパ カジノキ
123 繊維 生綿 キワタノキ
124 繊維 生繊 トックリキワタ
125 繊維 タパ パンノキ
126 繊維 布 カジノキ
127 繊維 敷物 サンカクイ
128 繊維 生繊 サトウキビ
129 繊維 生繊 パンノキ
130 繊維 生繊 サキシマハマボウ
131 繊維 サルザイ麻 サルザイ麻（リュウゼツラン）
132 繊維 繊維 チョマ
133 繊維 タパ カジノキ
134 繊維 タパ サキシマハマボウ
135 繊維 生繊 パンノキ
136 繊維 繊維 タコノキ
137 繊維 粗布 カジノキ
138 繊維 タパ カジノキ
139 繊維 煙草入れ・編みかけカゴ・生繊 サンカクイ
140 繊維 カジノキ カジノキ
141 繊維 繊維 サルザイ麻（リュウゼツラン）
142 繊維 弁当箱（畑仕事用） トウ（タケ）
143 繊維 打ち紙 打ち紙
144 繊維 紙類 紙類
145 繊維 紙 打ち紙
146 繊維 紙 琉球紙名刺
147 繊維 紙 月桃紙名刺・便せんなど
148 繊維 紙 月桃紙・琉球紙・竹和紙など
149 繊維 紙 中身なし（サトウキビを原料とした紙）
150 繊維 紙 ノカラムシ紙
151 繊維 紙 カトレア紙
152 繊維 紙 ケナフ紙
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153 繊維 紙 ハイビスカス紙
154 繊維 紙 カジノキ紙
155 繊維 紙 ヨモギ紙
156 繊維 紙 オオハマボウ＋アオガンピ紙
157 繊維 紙 アオガンピ紙
158 繊維 紙 アオガンピ＋ペパーミント紙
159 繊維 紙 イネ紙
160 繊維 紙 ハーブ紙
161 繊維 紙 ハーブ紙
162 繊維 紙 ハーブ紙
163 繊維 紙 月桃紙
164 繊維 精織 アバッカ
165 繊維 紙作り道具 高知県の和紙
166 繊維 布 蓮布
167 繊維 紙 セイコウゼンシ　ミツマタ
168 繊維 織物 カジ
169 繊維 糸 カラムシ
170 繊維 糸 大麻
171 繊維 糸 種不明
172 繊維 糸 クズ
173 繊維 ハガキの見本 ハガキ
174 繊維 ハガキの見本 ハガキ
175 繊維 繊維 デンドロビウム
176 繊維 バック デンファレのバック
177 染料 心材 インドシタン
178 染料 心材 スオウノキ
179 染料 染料 インドアイ（泥藍）
180 染料 植物標本 インドアイ
181 染料 心材 グアバ
182 染料 種子 ビンロウジュの種子
183 染料 心材 ロッグウッドの心材
184 染料 葉 リュウキュウアイの葉
185 染料 種皮 インドシタンの種皮
186 染料 心材 ショウロウクサギの心材
187 染料 心材 グアバの心材
188 染料 心材 フクギの心材
189 染料 樹皮 フクギの樹皮
190 染料 敷物 敷物
191 染料 紙 紙（ロール）
192 染料 布 ゲッキツ染め
193 染料 布 マンゴー染め
194 染料 布 サクラ染め
195 染料 糸 フクギ媒染材（鉄）
196 染料 糸 フクギ無媒染
197 染料 糸 フクギ媒染材（銅）
198 染料 糸 フクギ媒染材（ミョウバン）
199 染料 糸 琉球藍（5回染）
200 染料 糸 琉球藍（2回）
201 染料 糸 琉球藍（20回染）
202 染料 糸 琉球藍（10回染）
203 染料 糸 テカチ媒染材（ミョウバン）
204 染料 糸 テカチ媒染材（鉄）
205 染料 糸 テカチ無媒染
206 染料 糸 テカチ媒染材（銅）
207 染料 糸 グール媒染材（銅）
208 染料 糸 グール媒染材（鉄）
209 染料 糸 グール媒染材（ミョウバン）
210 染料 糸 グール無媒染
211 染料 糸 スオウ媒染材（スズ）
212 染料 糸 スオウ媒染材（銅）
213 染料 糸 スオウ媒染材（ミョウバン）
214 染料 糸 スオウ無媒染
215 染料 紙 こんにゃく和紙
216 染料 染料素材 ナンバンコマツナギ
217 染料 染料素材 ヤマモモ
218 染料 染料素材 ソウシジュ
219 染料 染料素材 キツネノマゴ
220 染料 染料素材 ベニノキ
221 染料 染料素材 ゲッキツ
222 染料 染料素材 ガジュマル
223 染料 染料素材 ナカハラクロキ
224 染料 染料素材 オオハマボウ
225 染料 染料素材 ソメモノイモ
226 染料 染料素材 タイワンマツナキ
227 染料 染料素材 オキナワサルトリイバラ
228 染料 染料素材 シャリンバイ
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229 染料 染料素材 ホルトノキ
230 染料 染料素材 クチナシ
231 染料 染料素材 グアバ
232 染料 染料素材 ホルトノキ
233 染料 染料素材 ヤエヤマアオキ
234 染料 染料素材 ショウロウクサギ
235 染料 染料素材 タデアイ
236 染料 染料素材 クチナシ
237 染料 染料素材 ソウシジュ
238 染料 染料素材 タイワンコマツナギ
239 染料 染料素材 クチナシ
240 染料 染料素材 リュウキュウアイ
241 染料 染料素材 ナカハラクトキ
242 染料 染料素材 オオハマボウ
243 染料 染料素材 タイワンコマツナギ
244 染料 染料素材 オキナワサルトリイバラ
245 染料 染料素材 ベニノキ
246 染料 染料素材 ナカハラクロキ
247 染料 染料素材 ケナフ
248 繊維 樹皮 コウゾ
249 繊維 樹皮（黒皮なし） ミツマタ
250 繊維 樹皮 ミツマタ
251 繊維 樹皮（黒皮なし） コウゾ


