智頭杉 Chizu Cedar
Chizu Cedar (智頭杉) is deemed as one of the few most beautiful
forests in Japan together with Yoshino Cedar, Akita Cedar and
Kiso Hinoki (Japanese Cypress), and forms a major forestry region
in Japan. Most areas of town were forest, and the forest industry
prospered as the production area of highest quality construction
woods of “Chizu-Sugi (Chizu Cedar Woods)” and so on.
In general, The Wood in cold regions ranks high because it has
narrower spaces between the annual rings than from those from
warmer districts. However, Chizu town area’s climate is a great
temperature difference between day and night; thereby the trees can
be grown good quality. So the history of this architectural style is
long dating back around 1600 A.D. to early Edo period.
With its long history of being passed down through the generations,
the cedar forest is now supported by the “Chizu Town Forest
Cooperatives” which protects the local forests. About 70% of the
lands in Japan are forests, with most of that area being privately
owned by individuals. A Forest Cooperatives is established as a
cooperative entity to allow local forest owners to work together with
each other.
This Forest Cooperatives is a system that handles the management
necessary to nurture the forests, as well as to carry out wood
processing / sales in collaboration.
It takes at least 50 to 100 years, as well as lots of labor work, to
cultivate forests with high quality trees. Even with the advancement of
mechanized forest industry today, it takes a lot of effort to protect and
nurture the trees by carrying out maintenance works in various forests
(e.g., planting, forestation, forest road improvements).
We also process and sell the timber produced. In the case of Chizu
town, the lumbering, drying, and processing works are done in the
"Timber Processing Center" in town. These processed woods will be
made into various products, such as materials for building
construction, flooring, and interior design.
We strive to deliver goods and materials made of high quality Chizu
Cedar that has been nurtured in this forest with 400 years of history
within this small Japanese town.
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智頭杉 Chizu Cedar
智頭杉 (Chizu Cedar)を生み出す智頭は、日本が誇る
国産材ブランドである吉野杉、秋田杉、木曽桧などと共
に、日本において最も美しい森林のひとつと位置付けら
れています。また同時に、その 400 年以上の歴史の長さ
を有した、日本屈指の主要な林業地でもあります。智頭
町が産出される鳥取県智頭町は、町の 9 割以上を森林が
占めており、最高品質の建材である「智頭杉」の生産地
として今日まで林業が営まれてきました。
一般に、四季を通じて寒暖の差が激しい気候風土の地
域では、年輪が緻密で木目が細かいため、優良な建築材
料と位置付けられるものが多くあります。智頭杉は、ま
さにそのような気候風土の中で育ち、この地域に住む
人々が支える林業によって育てられてきました。このよ
うな優良材としての智頭材の歴史は、1600 年頃の江戸時
代初期から現在に至るまで継承されており、町内には樹
齢 400 年以上の「慶長杉」も複数、残されております。
長い歴史の中において世代から世代へ引き継がれ、手入れを
されてきた智頭杉の森は、今も地域の森林を支える「智頭町森
林組合」によって支えられています。国土の約 7 割が森林であ
り、その森林の大半が面積の小さい個人所有の市有林である日
本では、所有者が互いに協同をする協同組合としての森林組合
制度があります。
森林組合は、森林の育成に必要な管理や木材加工・販売を協
同で行う仕組みです。
第 1 の役割である良質な木を得るための森林育成について
は、最低でも 50 年から 100 年以上の時間と多くの労力を必要
とします。機械化が進む今日においても、様々な森林のメンテ
ナンス（植栽・育林、林道整備）を経て、木を守り育てていく
ために多くの手間をかけています。
第 2 の役割として、産出された木材の加工・販売も行います。
智頭町の場合、町内にある「木材加工センター」において各種
の製材・乾燥・加工などを行っています。これらの加工された
木材は、建築用構造材、フローリング、内装材などの様々な製
品となります。
日本の小さな町が持つ400年の森の歴史の中で育てた杉から
出来上がった良い材料・製品をお届けさせていただきます。
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