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樹　　種　　名 樹種英名 学　　　名 産地 賤雌 重さ 肌目 科名

主　　な　　性　　質 主　な　用　途
ブラックウオールナット black walnut Juglansnigra 北米 0.59 やや重硬 粗 カバノキ科

半環孔材｡心材;茶褐色～紫味の赤銭包加工や乾燥は額,鮭の安定性良好,旧に潰淡の編模様
糾､超､賎陥材､木工芸品､斟､化肘板

ヨーロピアンウオールナット Ｅｕｒｏｐｉａｎ ｗａｌｎｕｔ

Juglansregia 欧州 0.55 やや重硬 粗 カバノキ科

判酎L材,卵洋馳~詐の録馳,旧に封の縞群,加工骸吼ｈ紋性佃,耐燧顛 家具､楽器､建築内装材､銃床､化粧合板

オニグルミ(鬼胡桃) Japanese walnut Juglans sieboldiana 日本 0.53 中庸 粗 カバノキ科

散孔材,心材;くすんだ褐色｡加工性は良い渫燥性も良い,製品の安定性良吼靭性がある 家具､建築内装材､銃床､化粧合板

マホガニー Mahogany Swietenia macrophylla 中南米 0.55 中庸 粗 センダン科

斟L材,心材;賎色~絹乱般のが浦ほに杢を封る,加工しやすい,ｈ安趙､耐燧佃 家具､建勤装材､木工芸品､化粧合板､木彫

チーク Teak Tectona grandis 東南ｱｼﾞｱ 0.64 やや重硬 粗 ｸﾏﾂﾂﾞﾗ科

判酎L材,心材滝馳~魅浦腿に副賤を生じる淳工性､賤性は良い,耐燧､耐水性､耐水性能 経､賎鰭材､ｲﾋ粧雌､釧昧駿材､鮮糾

ブラックチェリー black cherry Prunus serotiana他 北米 0.56 やや重硬 精 バラ科
散孔材,心材;赤褐色から赤色,彫物に旗色化する,加工性やll燥性は良好,肌はきめ細かく､光沢がある 家具､建築内装材､化粧合板､木工芸品

ヤマザクラ(山桜) Ｐｒｕｎｕｓ ｊａｍａｓａｋｕｒａ

日本 0.60 やや重硬 精 バラ科
斟L材,卵凄艶湧くとがが出る,加工性や賤性は峠,財がある,ﾌﾟﾗｯｸﾁｪﾘｰよりやや緻密 家具､建築内装材､木工芸品

シウリザクラ(朱利桜) Prunus ssiori 日本 0.67 やや重硬 精 バラ科
凱材,心材;赤褐色,磨くと光沢が出る,加工性や甦燥性は良好,ﾔﾏｻﾞｸﾗよりも優しい雰囲気 家具､建築内装材､木工芸品

ブラジリアンローズウッド Ｒｏｓｅｗｏｏｄ Dalbergia spruceana ブラジル 0.85 重硬 やや精 マメ科

鴇孔材,卵;無の馳~艶,金馳~無色の畦顧,Ｈが鰭な乱,硬雌には力Uｴ性は良い家具､建築内装材､木工芸品､楽器

インドシタン(印度紫檀) lndian rosewood Dalbergia latifolia他 インド 0.85 重硬 やや精 マメ科

凩緋傀~愧ト街~胤肘こ瞰励蝶な紅Hには加工鵬ヽ 鈴､肢内能､村政ﾌﾞﾗｼﾞﾘｱﾝﾛづｳｯFの隨

シタン(紫檀) Dalbergia cochinchinensis 東南ｱｼﾞｱ 0.95 重硬 精 マメ科
散孔材,心材;赤褐色～赤紫色に黒色の縞状模様,表面が油質な感じ｡硬い割には加工性は良い、 家具､建築内装材､木工芸品､唐木細工

チンチヤン Dalbergiaolovoeris 東南ｱｼﾞｱ 1.04 重硬 やや祖 マメ科
手違紫檀｡心材瀦褐色,経年変化により白茶けてくる,木理交錯､加工性は良くない 家具､建築内装材､木工芸品､ｼﾀﾝの代用

ｳｴｽﾄｲﾝﾃﾞｨｱﾝｻﾃﾝｳｯﾄﾞ Fagara nava 中米 0.90 重硬 精 ミカン科

駐材ぶば白色~黄経,鰭に畦で額,日面に縮み杢,如鱗杢等を生じ6,弱するとが,顛の刻に加工性は鮪経､木琵品､賤鰭材､雌錆､絲や豺

ｲｰｽﾄｲﾝﾃﾞｨｱﾝｻﾃﾝｳｯﾄﾞ Choloroxylen swietenia 南アジア 0.98 重硬 精 ミカン科

散孔材,材色漢金色,経特則こ濃金褐色,時に杢を生じる,非常に緻凱梗さの割に加工性はよい 家具､建築内装材､木工芸配象嵌や寄木

コクタン(黒檀) Ebony Diospyrosebenum他 南アジア 1.05 かなり重硬
精 カキノキ科

散孔材,本黒檀､縞黒檀､斑入黒檀､青黒檀等となる,表面に油質感がある,熱帯地域に幅広く分布する 色と硬さを生かした小物家具､木工芸品滴嵌等

カキ(柿) Japanese persimmon Diosphros kaki 日本他 0.75 重硬 精 ｶｷﾉｷ科
散孔材,縞の入ったｸﾛｶﾞｷは珍重される｡油質感がある,硬い割に加工性は良好 ｸﾛｶﾞｷは床柱､床枢､炉縁剔こ賞用､木工芸品

パーシモン Ｐｅｒｓｉｍｍｏｎ Diosphros virginiana 北米 0.83 重硬 精 ｶｷﾉｷ科

ﾎﾜｲﾄｴﾎﾞﾆｰ,半散孔材,心材漢褐色～暗褐色湧に黒い編模様が入る,木理は通直で均一 織物用のｼｬﾄﾙ､ｺﾞﾙﾌﾍｯﾄﾞ､木工芸品

タガヤサン(鉄刀木) ｌｒｏｎｗｏｏｄ Ｃａｓｓｉａ ｓｉａｍｅａ 東南ｱｼﾞｱ 0.80 重硬 粗 マメ科
心材浦褐色から黒色o黄褐色の斑入がある,材質は緻密だが肌㈹粗い,磨けば光沢がでる

家具､木工芸品､唐木の一つ

カリン(花梨) Pterocarpus macrocarpus 東南ｱｼﾞｱ 0.80 重硬 やや祖 マメ科
心材;紅褐色～赤褐色～黄褐色濃淡の縞模様渫燥は容易で狂いは少ない,ﾊﾟﾄﾞｯｸ類の一つ 家具､木工芸品､唐木の一つ

アフリカンバドゥク Ａ作ican padouk Pterocarpus soyalx11 西アフリカ 0.72 重硬 やや粗 マメ科
心材淮紅色,斟楠に暗索褐色o非常に緻密,寸法安定性は高いo加工は比較的容易 家具､建築内装材､木工芸品､ﾎﾞｰﾄ(船)

ブビンガ Bubinga Guibourtia tessmanni 西アフリカ 0.90 重硬 やや精 マメ科
心材漢赤色,斟鴇に暗紅色～紫色に変化,編模様や杢を生じることがある 家具､建築内装材､化粧合板､木工芸品
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樹　　種　　名 樹種英名 学　　　名 産地 気配重 重さ 肌目 科名

主　　な　　性　　質 主　な　用　途

オバンコール Ovangko1 Guibourtia ehie 西アフリカ 0.80 重硬 やや祖 マメ科
心材漢褐色から暗茶褐色｡黒色の縞模様が入る,時に杢を生じる 家具､建築内装材､化粧合板､木工芸品

マンソニア Mansonia altissima 西アフリカ 0.59 やや重硬 精 アオギリ科

ｱﾌﾘｶﾝﾌﾟﾗｯｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ,心材;暗灰褐色～紫味褐色,加工性良好｡安定性良好,耐久性良好 経､肢脂材､駄､ｲﾋ艶板､ｳｵｰﾙﾅｯﾄの隨

インブイア lmbuia Phoebe porosa ブラジル 0.66 やや重硬 やや精 ｸｽﾉｷ科

ﾌﾞﾗｼﾞﾘｱﾝｳｵｰﾙﾅｯﾄ,心材浅緑褐色～茶褐色涌光沢､巻毛状模様｡加工性良好 糾､鮭内観､銃床､化齢板､ｳｵｰﾙﾅｯﾄの雌

サペリ Sapelli Entandrophragma cylindricum 西アフリカ 0.62 やや重硬 精 センダン科

ｻﾍﾟﾘﾏﾎｶﾞﾆｰ,卵滞黄馳浦H引こ縞群や杢を生じる淳工肢吼狂いを生じやすい,畝性佃 家具､連動装材､化粧合板､ﾏﾎｶﾞﾆｰの代替

マコレ Ｍａｋｏｒｅ Mimusops heckelii 西アフリカ 0.65 やや重硬 精 ｱｶﾃﾂ科

ﾁｪﾘｰﾏﾎｶﾞﾆｰ,心材;鮮赤色～帯赤褐色,縞模様や杢を生じる,加工性良好,耐久性良好 録､建築内装材､哺合板､ﾏﾎｶﾞﾆｰやﾁｪﾄの代替

アフリカンマホガニー Africanmahogany Khaya ivorensis 西アフリカ 0.56 中庸 精 センダン科

心材;濃赤色,板呂面に杢を生じる｡加工性良好,安定性良好 家具､制訥装材､化粧合板､ﾏﾎｶﾞﾆｰの代替

イロコ lroko Chlorophora exeisa 西アフリカ 0.64 やや重硬 粗 クワ科

ｱﾌﾘｶﾝﾁｰｸ謁材漢魅,経賤に鶴削ﾋ諮工性やＵ骸吼畝･勁性は紅o陣丿性､衝撃性は低い 経､肢舷材､捷合板､陥材､ﾏﾎｶﾞﾆｰの顔

ハワイコア Ｋｏａ Ａｃａｃｉａｋｏａ ハワイ 0.67 重硬 精 マメ科
材色;帯赤褐色～薄褐色金色の光沢｡かなり緻密で堅硬 家具､建具､木彫､ｳｸﾚﾚ

アフリカンサテンウッド Aftican satinwood Turreanafricanus thus 西アフリカ 0.54 中庸 精 センダン科

散孔材,ｱﾎﾟｼﾞﾚ,心材;乳黄色～黄金色｡経時的に濃金褐色湧に木を生じる,加工性は良好 家具､建具､建築内装材､化粧単板

ゼプラウッド Ｚｅｂｒａｗｏｏｄ Micreberlh brazzavmensis 西アフリカ 0.74 重硬 粗 マメ科
佃;鯖蝕の地に暗駐~註の荷なｼﾏｳﾏ和韻様o木理が建し非の差があるので､賤や凱賤しい 化粧単板､ﾛｸﾛ細工､木工芸品､木彫

ウェンジ Wenge Millettia laurentii 西アフリカ 0.90 かなり観 粗 マメ科
心材塑腿｡黒い脈模様の縞が入るo重硬の割に加工性良好｡寸法安定性も良いo耐衝撃性､剛性も高い 家具､建築内装材､床材､化粧合板､ﾛｸﾛ細工

ナトー Nyatoh Palaquium郎hrospem田他 東南ｱｼﾞｱ 0.67 中庸 やや精 ｱｶﾃﾂ科

才腕~境~阻白哺眺じる詐4~09訃賭まであるoﾏｶﾝﾊﾞに似ている 家具､建築内装材､建具

ナーラ Ｎａｒｒａ Pterocarpus indicus 東南ｱｼﾞｱ 0.66 重硬 やや精 マメ科
心材漢褐色～赤褐色,色の濃淡による縞模様,色々な杢を生じる,加工性良好｡耐久性良好 糾､Ｈ雌材､化粧合板､木琵品､豺峠用

リグナムバイタ Lignam-vitae Ｇｕａｊａｃｕｍｏ消cinale 中米 1.23 航重硬 精 ハマビシ科

最も重硬な木材o心材;濃緑褐色～黒色,木理は交錯,加工や乾燥は困難,表面に蝋状の感触 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞのﾎﾞｰﾙ､歯車､滑軋機械部品

バルサ Balsa Ochroma lagopus 中米 0.16 最も軽軟 粗 パンヤ科
最も軽軟な木材,辺材;白色~薄黄白色木材の中で駐弱く､腐朽しやすい 断熱材､淳子､音や振動の衝撃吸収材

ハードメイプル Hard maple Ａｃｅｒ ｓａｃｃｈａｒｕｍ他 北米 0.70 やや重硬 精 カエデ科
FL材o備前色~財鮭,屁材は不昧賤時のｕが大抑,時にﾊﾞｰｽﾞｱｲ杢を生昌ことがあ6,0聴峠 経､肢鰭材､ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ､籍､顧等の柄

ソフトメイプル Softmaple Acer rubrum他 北米 0.55 中庸 精 カエデ科
散孔材,ﾊｰﾄﾞﾒｲﾌﾟﾙ類よりも少し軽軟,肌日のきめ細かさや光沢はﾊｰﾄﾞﾒｲﾌﾟﾙに及ばない 家具､建築内装材､楽器､化粧合板

イタヤカェデ(板屋楓) Japanese maple Ａｃｅｒｍｏｎｏ 日本 0.65 やや重硬 精 カエデ科
散孔材,心材;赤劾色~淡賎乱心辺材は不贈,靭性があり､傷つきにくいoﾊｰﾄﾞﾒｲﾌﾟﾙに近い 家具丿技内蔵材､化粧合板､ｽｷｰ板､楽器

ミズナラ(水櫛) Japanese oak Quercus crispula 日本 0.68 重硬 粗 ブナ科
環孔材,心材;くすんだ褐色｡材により硬軟の差が大きい｡乾燥性や加工性は容易ではない涌げ木に適する

経､建勤装材､木工芸軋ﾅﾗ合板､顛樽

アカガシ(赤樫) Quercus acuta 日本 0.87 かなり重硬
粗 ブナ科

環孔材｡心材;淡紅褐色～紅褐色｡靭性があり硬くて強い｡耐水湿性良好｡照葉樹のｶｼ類は他にも 鮑の台､工具の柄､三味線の棹

ホワイトオーク White oak Quercus alba他 北米 0.68 重硬 粗 ブナ科
環孔材,心材;淡褐色～濃褐色渫剛まやや回Eo靭性があり硬い 糾､ｕ内詐､ﾅﾗ雌､賤樽､ﾐ計ﾗの代用
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樹　　種　　名 樹種英名 学　　　名 産地 賤比重 重さ 肌目 科名

主　　な　　性　　質 主　な　用　途

レッドオーク Red oak Ｑｕｅｒｃｕｓ ｒｕｂｒａ他 北米 0.63 やや重硬 粗 ブナ科
環孔材｡心材湛褐色～濃紅褐色,ﾎﾜｲﾄｵｰｸよりも少し軽軋轜燥や加工は少し容剔こなる 家具､建築内装材､ﾅﾗ合板､樽材は不向き

ヨーロピアンオーク Europianoak Quercus robur他 欧州 0.73 重硬 粗 ブナ科
環孔材o心材;淡褐色～濃褐色浦燥はやや困難,靭性があり硬い 家具､建築内装材､ナラ合板､洋酒樽

マカンバ(真樺) Japanese red birch Betula maximowiczana 日本 0.67 重硬 精 カバノキ科

駐材o･浦;鯖鮭~紅鮭,木理はＨで畦o硬い割には訂性哺,ｈの紋性は良い,ｻｸﾗ材に似る 家具､建具､建築内装材､ｶﾊﾞ合板､器具部品

ﾐｽﾞﾒ（木目） Japanese cherry birch Betula grossa 日本 0.72 重硬 精 カバノキ科

駐材訪松肛馳,ﾏｶﾝﾉ引硝が乱れることがあり､その鮒に性や賤は霞しい,ﾏｶﾝﾊﾞ討少し鎖,ｻｸﾗ材に勤 家具､建具､建築内装材､ﾏｶﾝﾊﾞと同様

ｵﾉｵﾚｶﾝﾊﾞ(斧折樺) Betula schmidtii 日本他 0.92 かなり重硬 精 カバノキ科

ﾐﾈﾊﾞﾘ浦孔材o非割こ緻密で割れにくい 櫛､硝子の木型､そろばんの珠､器具の柄

イエローバーチ Yellow birch Betula alleghaniensis 北米 0.69 重硬 精 カバノキ科

散孔材,心材;帯赤褐色,木理は通直で緻密,加工性は良好,製品の安定性はやや問題がある 家具､建具､建築内装材､ﾏｶﾝﾊﾞ材とほぽ同様

チェリーバーチ Cherry birch Betula lenta 北米 0.61 重硬 精 カバノキ科

散孔材,木理は通直で緻密,加工性良好,ﾐｽﾞﾒ材胴様で､ｻｸﾗ材に似ている 家具､建具､建築内装材､ｲｴﾛｰﾊﾞｰﾁと同様

ヨーロピアンバーチ Eulopianbirch Betula verrucosa他 欧州 0.65 重硬 精 カバノキ科

散孔材,木理は通直で緻密oアメリカンバーチ材と同様 家具､建具､建築内装材､カバ合板

ブナ(山毛棒) Japanese beech Fagus crenata 日本 0.65 やや重硬 精 ブナ科
能;白色~無色~無能,鶴剔ﾋﾞにより勧化,日面に顛群を生じるo曲げ木にi!するo鮪しやすい 組､肢雌材､顧､組､日用品､自げ木組

ヨーロピアンピーチ Eulopianbeech Fagus sylvatica 欧州） 0.72 重硬 精 ブナ科
材色;乳白色～帯淡桃褐色浦げ木に適するo乾燥性や加工性は良好 家具､建鮪装材､ﾛｸﾛ製品､器具､ﾌﾞﾅ合板

アメリカンビーチ Ａｍｅｒｉｃａｎ ｂｅｅｃｈ Fagus grandifolia他 北米 0.74 重硬 精 ブナ科
ｮｰﾛﾋﾟｱﾝﾋﾞｰﾁと同様だが少し粗いぽ害や腐朽を受けやすい 家具､建築内装材､器具､ブナ合板

ケヤキ(棒) Zelkova serrata 日本 0.69 重硬 粗 ニレ科

環孔材｡心材漢褐色～黄帯紅褐色,硬さの割に加工しやすい,製品安定性は良吼保存性は高い 家具､建築構造(大黒柱)j誹材､楽器､μ』材

キリ(桐) Paulownia tomentosa 日本他 0.30 軽軟 粗 ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ科

糾に卵ｊｴ性は料,狂いや訃は少ないo賎･豺性哺,鮪剌肺さい,ｱｸ抜きの雌性,輸入が多い 和家具､家具の内装材､金庫の内装､和楽器

ヤチダモ(谷地彿) Japaneseash Fraxinusmandshurica 日本他 0.55 やや重硬 粗 モクセイ科

環孔材湧に玉杢等の杢を生じる｡木目にﾑﾗがなく靭性がある,加工性や乾燥性は良好 糾､群材､建勧装材､往ﾀﾓ膜ｹﾔｷの代用

シオジ(塩地) Fraxinus spaethiana 日本 0.53 やや重硬 粗 モクセイ科

環孔叱ﾔﾁﾀﾞﾓよりも少し軽軟o加工性や乾燥性は良好 家具､造作材､建築内装材､ｹﾔｷの代用

アオダモ(青柳) Fraxinus lanuginasa 日本 0.71 重硬 やや精 モクセイ科

ｺﾊﾞﾉﾄﾈﾘｺ,環孔材,心材湛褐白色湧も強靭で堅硬 野球のﾊﾞｯﾄ､スキー板､楽器

トネリコ FraxlnusJaponlca 日本 0.76 重硬 やや祖 モクセイ科

環孔材,ｱｵﾀﾞﾓと同様に強靭で堅硬 野球のﾊﾞｯﾄ､ステッキ､スキー板

－ホワイトアッシュ White ash Fraxinus americana他 北米 0.68 重硬 粗 モクセイ科

環孔材,心材瀕黄褐色～褐色,材により硬軟の差が大きい,加工性や賤性は容剔曲げ加工に適する 経､賎内観､部材､ﾊﾞｯﾄ､ｽｷｰ板､ﾀﾓ雌

ヨーロピアンアッシュ Europian ash Ｆｒａｘｉｎｕｓ ｅｘｃｅｌｓｉｏｒ 欧州 0.70 重硬 粗 モクセイ科

環孔材,心材漢白色～利治,加工性や乾燥性は容剔曲げ加工に適する， 家具､建具､建築内装材､ｽｷｰ板､ﾀﾓ合板

タモアッシュ Fraxinus sieboliana シペリア 0.69 重硬 粗 モクセイ科

環孔材,心材湛褐色～薄茶色,肌Ｈは不均一,ｱｯｼｭ類に共通で強靭 ﾊﾞｯﾄ､ｽﾃｯｷ､ｽｷｰ板､道具の柄､ﾀﾓ合板

ハルニレ(春楡) Japaneseelm Ulmus davidiana 日本 0.63 重硬 粗 ニレ科

環孔材｡心材浦褐色,重硬で強靭｡加工性や乾燥性はやや困難漣しい杢が出ることもある 経､ｕ内装材､ｎ､ﾆﾚ雌､ｹﾔｷの代用
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樹　　種　　名 樹種英名 学　　　名 産地 賤燧 重さ 肌目 科名

主　　な　　性　　質 主　な　用　途

ヨーロピアンエルム Europian elm Ulmus carpinfoh他 欧州 0.67 重硬 粗 ニレ科

環孔材,心材;くすんだ褐色湧に杢を生じることがあるo加工や祀燥は難しい,曲げ木に適性がある 経､鯖具､糾､ｳｲﾝｻﾞｰﾁｪｱの飢ｲﾋ艶板

レッドエルム Red elm Ulmus michx他 北米 0.58 重硬 粗 ニレ科
胆L材,ｮｰﾛﾋﾟｱﾝｴﾙﾑと隨だが､加工性や０性は虻佃,耐衝撃性は良吼曲げ籾ｴに適する 家具､船舶用材､曲げ木､化粧単板

ハンノキ Japanese alder Alnus japonica 日本他 0.53 中庸 精 カバノキ科

散孔材,心材;灰褐色,乾燥や加工はあまり難しくない,利用は少ない。 建築内装材､木製玩具､ﾌﾗｯｼｭの芯材

レッドアルダー Red alder Alnusrubra他 北米 0.50 中庸 精 カバノキ科

ｱﾒﾘｶﾊﾝﾉｷ,散孔材,ﾊﾝﾉｷと同様､加工しやすい エレキギター､家具､ﾌﾗｯｼｭの芯材

ヒッコリー Hickory Carya glabra他 北米 0.82 重硬 粗 ｸﾙﾐ科

群に畦で鮭､剛性､耐醇馴は斟ヽ,製銃後の紋性はある,ﾎﾜｲﾄﾋｯｺﾄﾞ､ﾚｯFﾋｯ対一等 槌や斧の柄､鮮のﾊﾞｯﾄ､ﾃﾆｽﾗｹｯﾄ､Fﾗﾑｽﾃｨｯｸ

クス(楠) Camphor tree Cinnamomum camphora 日本他 0.52 中庸 やや精 ｸｽﾉｷ科

散孔材,杢の出ることが多い,乾燥は難しく､狂いやすい,割牒エは容剔耐久･保存性は高い 木彫､欄間､家具､寺社建築､楽器

クリ(栗) Japanese chestnut Castanea crenata 日本 0.60 やや重硬 粗 ブナ科
環孔材,耐久･保存性は高く､水湿に耐える,弾力性に富む 建築材(土台)､枕木､電柱腕木､家具､木工芸品

ヤマグワ(山桑) Morus bombycis 日本他 0.62 やや重硬 粗 モクセイ科

環孔材,心材漢褐色,杢の出ることが多い,粘りがあ娃げに強い,加工は少し難しい 家具(特に和家則､床柱､床板

ケンポナシ(玄圃梨) Japanese raisin tree Hovenia dulcis 日本他 0.65 やや重硬 粗 ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ科

環孔材｡心材漢褐色～紅褐色,玉杢等を生じることがある｡加工は容剔狂いも少ない 家具(和洋家具)､文具､火鉢､木彫

エンジュ(槐) Ｍａａｃｋｉａ ａｍｕｒｅｎｓｉｓ 日本他 0.59 やや重硬 やや精 マメ科
駐材,ｲﾇｴﾝｼﾞｭを指す,卵;封馳,辺材漢白色屁材のｺﾝﾄﾗｽﾄが大きい,鮭や肛がある 和家具､木工芸品､木象嵌､和楽器､肢内装材

ハリエンジュ(針槐) Black locust Robinia pseudoacaci 北米産 0.77 重硬 粗 マメ科
ﾆｾｱｶｼｱ,μにも剛ﾋ,駐材,卵漕馳,麹漬白乱加工や賤は難しい,勧凱に適する 木工芸品､家具､ｴﾝｼﾞｭ材に近い使い方

キハダ(黄葉) Phellodendron amurense 日本他 0.49 やや軽軟 粗 ミカン科
環孔材｡心材;緑味を帯びた黄褐色,経時的に褐色化,加工性や乾燥性は良好だが仕上がりはあま咳くない

家具､器具､木工芸品､化粧合板

トチノキ(栃) Japanese horse chestnu Aesculus turbinate 日本 0.52 やや軽軟 精 トチノキ科

駐材o賤漢白色~顛鮭,ｕは畦で斟鉉がある,籾が不順の時､杢が該する,凱や賤はｕ 経､ろくろｈ､木彫品､栃杢を生かした木ｈ

シナノキ Japanese basswood 　●●　●　　　●T111aJapomca 日本 0.50 軽軟 精 シナノキ科

散孔材,心材漢白色,材質が均斉で軽軟,加工や範燥は容剔耐久･保存性は低い 下地材､シナ合板､木彫品､雑小箱

バスウッド Ｂａｓｓｗｏｏｄ Tilia americana 北米 0.42 軽軟 精 シナノキ科

散孔材,材色;乳白色～淡褐色,均一な肌日で軽軟,加工や乾燥は良好,ｼﾅﾉｷ頌ている 木彫､模型製作､木製玩剔楽器､化粧合板

カツラ(桂) C面diphyllum japonicum 日本他 0.50 やや軽軟 やや精 カツラ科
散孔材,心材;褐色,非常に均質で加工しやすい｡肌日は緻密とまではいかない 木彫品､経酸(引き出し側板)､碁盤､製図板

ホオノキ(朴) Japanese cucumber tree Magnolia obovata 日本 0.49 軽軟 精 モクレン科

散孔材,心材洋灰緑色,木理通直で､緻凱軽軟,粘りがある,加工や剔筆は容易 錆海蝕､Ｈ板､俎板､賤の鞘､㈲‾F駄

チューリップウッド Tulip wood Liridendron tulipfera 北米 0.45 軽軟 精 ﾓｸﾚﾝ科

散孔材,心材漢緑色漕に緑～黒～紫の編がでる,財C建燥や加工は容剔ﾎｵﾉｷに近い 一般木工材､内装材､玩具､合板

コットンウッド Ｃｏｔｔｏｎｗｏｏｄ Populus deltoudes 北米 0.40 軽軟 精 ヤナギ科
ｱﾒﾘｶﾔﾏﾅﾗｼ,ﾔﾅｷﾞやﾎﾟﾌﾟﾗの仲間,白色で軽軟,加工性や副糾容剔耐久性は低い 白色･軽軟さを生かした､箱材､器具材

ツゲ(黄楊) Bexus microphylla 日本 0.85 かなり重硬
精 ツゲ科

散孔材,材色漢白色～黄褐色,非常に緻密で割れにくい,磨けば光沢が出る,耐久性は高い 櫛､印鑑､木彫(根付)､将棋駒､三味線ﾊﾞﾁ

ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝﾎﾞｯｸｽｳｯﾄﾞ Europian boxwood Bexus sempervirens 欧州 0.90 かな殯硬 精 ツゲ科
散孔材,材色漢褐色,非常に緻密で剛性や靭性は高い渫剛こよる割れが生じやすい ﾁｪｽの駒､ｸﾛｹｯﾄの木槌､版木､工具の柄
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