
用美VOL.18 商品
ｶﾀﾛｸﾞ品番 コード
18-026-02 05220 銀杏まな板(一枚板) 約33x18xH3cm ¥4,300 ¥4,800
18-026-03 05221 銀杏まな板(一枚板) 約36x21xH3cm ¥5,400 ¥5,900
18-026-04 05222 銀杏まな板(一枚板) 約40x21xH3cm ¥5,800 ¥6,380
18-026-05 05223 銀杏まな板(一枚板) 約45x24xH3cm ¥9,700 ¥10,800
18-026-06 05224 銀杏まな板(一枚板) 約45x27xH3cm ¥10,800 ¥11,800
18-026-07 05225 銀杏まな板(一枚板) 約45x30xH3cm ¥12,500 ¥13,750
18-027-06 05206 桧まな板（はぎ合せ） 約36x18xH3cm ¥5,800 ¥6,200
18-027-07 05207 桧まな板（はぎ合せ） 約42x21xH3cm ¥7,700 ¥8,300
18-027-08 05208 桧まな板（はぎ合せ） 約48x24xH3cm ¥9,300 ¥9,800
18-027-09 05201 スプルースまな板（はぎ合せ） 約36x18xH3cm ¥1,800 ¥2,100
18-027-10 05202 スプルースまな板（はぎ合せ） 約39x19.5xH3cm ¥2,200 ¥2,490
18-027-11 05203 スプルースまな板（はぎ合せ） 約42x21xH3cm ¥2,600 ¥2,850
18-027-12 05204 スプルースまな板（はぎ合せ） 約45x22.5xH3cm ¥2,750 ¥3,250
18-027-13 05205 スプルースまな板（はぎ合せ） 約48x24xH3cm ¥3,400 ¥3,680
18-028-01 07203 椹・抜板下駄型（小） 約36x24xH5.5cm ¥3,400 ¥3,580
18-028-02 07204 椹・抜板下駄型（大） 約42x30xH5.5cm ¥4,300 ¥4,530
18-028-03 07205 椹・作り板チリトリ型（小） 約36x27xH6.7cm ¥3,900 ¥4,180
18-028-04 07206 椹・作り板チリトリ型（大） 約39x30xH6.7cm ¥4,300 ¥4,530
18-028-05 07207 椹・関西風抜板Ｓ型（小） 約36x24cm ¥3,200 ¥3,370
18-028-06 07208 椹・関西風抜板Ｓ型（大） 約45x30cm ¥4,300 ¥4,530
18-028-07 07201 椹･抜板Ｃ型（小） 約30x21xH5.5cm ¥2,700 ¥2,850
18-028-08 07202 椹･抜板Ｃ型（大） 約42x21xH5.5cm ¥3,300 ¥3,480
18-029-01 35627 ネタ箱（長） 目皿・アクリル蓋付 約60x30xH12cm ¥44,600 ¥46,000
18-029-02 35628 ネタ箱（特大） 目皿・アクリル蓋付 約50x30xH10cm ¥31,600 ¥33,800
18-029-03 35586 ネタ箱傾斜型 目皿・アクリル蓋付 約30x29xH17cm ¥27,700 ¥29,500
18-029-04 35585 ネタ箱（大） 目皿・アクリル蓋付 約39x29xH10cm ¥25,600 ¥27,300
18-029-05 35583 ネタ箱（小） 目皿・アクリル蓋付 約34.5x27.5xH7.9cm ¥21,300 ¥23,000
18-029-06 35584 ネタ箱（中） 目皿・木製蓋付 約37.5x29xH7.7cm ¥21,700 ¥23,100
18-030-02 10344 ネタ箱・かぶせ蓋/目皿 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞｯﾄ付(大) 約44.5x32.7xH11.7cm ¥27,500 ¥29,300
18-030-03 10343 ネタ箱・かぶせ蓋/目皿 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞｯﾄ付(小) 約36x28.8xH11.7cm ¥23,000 ¥24,500
18-030-05 10301 包丁掛 (6本) 約27x25xH48cm ¥9,300 ¥9,800
18-030-06 10300 包丁掛 (3本) 約24x17.5xH24cm ¥6,300 ¥6,600
18-031-01 04151 特撰 椹・飯台（蓋付） 身約φ33xH9cm ¥30,000 ¥30,500
18-031-16 04215 椹・飯台 (銅タガ) 約2合 約φ24xH8.5cm ¥5,100 ¥5,400
18-031-17 04285 椹・飯台 (銅タガ) 約2.5合 約φ27xH9cm ¥5,600 ¥5,900
18-031-18 04284 椹・飯台 (銅タガ) 約3合 約φ30xH9cm ¥6,000 ¥6,300
18-031-19 04283 椹・飯台 (銅タガ) 約5合 約φ33xH9cm ¥6,900 ¥7,300
18-031-20 04282 椹・飯台 (銅タガ) 約7合 約φ36xH9cm ¥7,600 ¥8,000
18-031-21 04281 椹・飯台 (銅タガ) 約1升 約φ39xH10cm ¥8,700 ¥9,200
18-031-22 04280 椹・飯台 (銅タガ) 約1.5升 約φ42xH10.5cm ¥9,900 ¥10,400
18-032-01 85286 天然木寿司飯台(樹脂タガ) φ27 約φ27xH8cm ¥2,800 ¥3,200
18-032-02 85287 天然木寿司飯台(樹脂タガ) φ30 約φ30xH8cm ¥3,200 ¥3,600
18-032-03 85425 天然木寿司飯台(樹脂タガ) φ33 約φ33xH8.5cm ¥3,900 ¥4,500
18-032-04 85288 天然木寿司飯台(樹脂タガ) φ36 約φ36xH9cm ¥4,700 ¥5,600
18-032-05 85289 天然木寿司飯台(樹脂タガ) φ39 約φ39xH9.5cm ¥5,800 ¥6,600
18-032-06 85409 天然木寿司飯台(樹脂タガ) φ42 約φ42xH10cm ¥6,800 ¥7,700
18-032-13 10200 椹・飯台の蓋 約φ51cm ¥14,800 ¥15,600
18-032-14 10207 椹・飯台の蓋 約φ54cm ¥19,000 ¥20,000
18-032-15 10208 椹・飯台の蓋 約φ60cm ¥22,500 ¥23,600
18-032-16 10209 椹・飯台の蓋 約φ66cm ¥26,000 ¥28,600
18-032-17 10210 椹・飯台の蓋 約φ72cm ¥30,000 ¥32,500
18-032-18 10211 椹・飯台の蓋 約φ75cm ¥34,000 ¥35,800
18-032-19 10212 椹・木蓋 約φ15cm ¥700 ¥770
18-032-20 10213 椹・木蓋 約φ18cm ¥900 ¥990
18-032-21 10214 椹・木蓋 約φ21cm ¥1,080 ¥1,190
18-032-22 10215 椹・木蓋 約φ24cm ¥1,260 ¥1,390
18-032-23 10216 椹・木蓋 約φ27cm ¥1,500 ¥1,650
18-032-24 10217 椹・木蓋 約φ30cm ¥1,700 ¥1,880
18-032-25 10218 椹・木蓋 約φ33cm ¥3,150 ¥3,780
18-032-26 10219 椹・木蓋 約φ36cm ¥3,550 ¥4,180
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18-032-27 10220 椹・木蓋 約φ39cm ¥3,950 ¥4,650
18-032-28 10221 椹・木蓋 約φ42cm ¥4,800 ¥5,580
18-032-29 10222 椹・木蓋 約φ45cm ¥5,900 ¥6,860
18-032-30 10223 椹・木蓋 約φ48cm ¥6,800 ¥8,000
18-032-31 10224 椹・木蓋 約φ51cm ¥7,700 ¥9,050
18-032-32 10250 椹・木蓋 約φ54cm ¥13,000 ¥14,900
18-032-33 10251 椹・木蓋 約φ60cm ¥16,200 ¥18,600
18-032-40 06112 椹･玉子焼蓋(小) 約21x21xH3.2cm（板厚1.5cm) ¥1,680 ¥1,770
18-032-41 06113 椹･玉子焼蓋(大) 約24x24xH3.2cm（板厚1.5cm) ¥1,980 ¥2,080
18-033-20 11201 椹・出前用岡持 約φ45xH43cm/桶の外高約15cm ¥50,000 廃番

18-033-21 11202 椹・出前用岡持 約φ48xH43cm/桶の外高約15cm ¥55,000 廃番

18-033-22 11203 椹・出前用岡持 約φ51xH43cm/桶の外高約15cm ¥61,000 廃番

18-033-23 11204 椹・出前用岡持 約φ54xH43cm/桶の外高約15cm ¥68,000 廃番

18-034-01 60113 木曽さわらこびつ 約φ14.2xH9cm ¥4,300 ¥4,630
18-034-02 04132 椹・江戸こびつ 身外寸:φ14.5xH12cm ¥9,600 ¥10,000
18-035-01 07101 檜・京さば寿司器 内寸約24x7.1xH6cm ¥6,500 ¥6,840
18-035-02 06101 檜・押型 バッテラ 内寸約14x5.5xH5cm ¥5,100 ¥5,370
18-035-03 06102 檜・押型 さば寿司 内寸約18x5.5xH5cm ¥5,600 ¥5,900
18-035-04 06103 檜・押型 箱寿司 内寸約15.3x7.5xH5cm ¥6,000 ¥6,310
18-035-05 07102 白木・押寿司器（特大） 内約21.2x12.4xH4.7cm ¥3,300 ¥3,480
18-035-06 07103 白木・押寿司器（大） 内寸約21.5x8xH4.8cm ¥2,600 ¥2,740
18-035-07 07104 白木・押寿司器（中） 内寸約15.5x8xH4.7cm ¥2,200 ¥2,320
18-035-08 07106 白木・押寿司器（５段セット） 約39x15xH39cm ¥26,000 ¥27,400
18-035-09 06104 椹・押型 18cm (約４合) 内寸約15x15xH7.5cm ¥4,300 ¥4,500
18-035-10 06105 椹・押型 21cm (約５合) 内寸約18x18xH7.5cm ¥5,000 ¥5,260
18-035-11 06106 椹・押型 24cm (約６合) 内寸約21x21xH7.5cm ¥6,000 ¥6,300
18-035-12 06107 椹・押型 27cm (約８合) 内寸約24x24xH7.5cm ¥6,700 ¥7,050
18-035-13 06108 椹・押型 30cm (約１升) 内寸約27x27xH7.5cm ¥7,900 ¥8,300
18-036-03 06220 朴・物相型＜末広＞ 内寸約11.5x5.5xH3cm ¥1,100 廃番

18-036-04 06221 朴・物相型＜竹＞ 内寸約9.4x8.7xH3cm ¥1,100 廃番

18-036-05 06222 朴・物相型＜菊＞ 内寸約φ9.5xH3cm ¥1,100 廃番

18-036-06 06223 朴・物相型＜瓢(ひょうたん)＞ 内寸約10.8x6.7xH3cm ¥1,100 廃番

18-036-07 06224 朴・物相型＜桜＞ 内寸約φ10.8xH3cm ¥1,100 廃番

18-036-08 06225 朴・物相型＜松＞ 内寸約11x6.2xH3cm ¥1,100 廃番

18-036-09 06226 朴・物相型＜梅＞ 内寸約φ8.8xH3cm ¥1,100 廃番

18-036-10 06227 朴・物相型＜もみじ＞ 内寸約φ10xH3cm ¥1,100 廃番

18-036-11 06211 朴・物相型　３穴 約28.5x10xH3cm ¥2,000 廃番

18-036-12 06212 朴・物相型　５穴 約45x10xH3cm ¥3,200 廃番

18-036-13 06213 朴・おにぎり抜型<物相型> ２穴（敷板付） 約17.7x8.5xH3cm ¥1,100 廃番

18-036-14 06214 朴・おにぎり抜型<物相型> ３穴（敷板付） 約25.7x8.5xH3cm ¥1,400 廃番

18-036-15 06215 朴・おにぎり抜型  ５穴 約45x10xH3cm ¥2,700 廃番

18-036-16 06228 朴・おにぎり抜型<物相型(押器付)> ３穴 約28.5x10xH3cm ¥1,600 廃番

18-036-17 06229 朴・おにぎり抜型<物相型(押器付)> ５穴 約45x10xH3cm ¥3,100 廃番

18-036-18 06308 幕の内抜型  ６穴 出来上がり寸法約φ3xH3.5cm ¥1,500 ¥1,650
18-036-19 06309 幕の内抜型  ９穴 出来上がり寸法約φ2.5xH3.5cm ¥1,850 ¥1,980
18-037-01 22580 新・揚ザル（深型） φ45 約φ45xH15cm ¥14,500 ¥15,000
18-037-23 11146 大阪タラシ(小) 約39.5x28.5xH8.8cm ¥3,050 ¥3,380
18-037-24 11147 大阪タラシ(中) 約43.2x30.5xH8.8cm ¥3,400 ¥3,950
18-037-25 11148 大阪タラシ(大) 約49x35.7xH10.3cm ¥4,300 ¥4,680
18-038-01 11149 国産・巻す　特上 約24x27cm ¥1,750 ¥1,820
18-038-10 12366 三角鬼オロシ（大） 約13.2xL33.5x2.3cm ¥2,400 ¥2,500
18-038-15 18255 特選・鮫皮おろし（一刻堂）　小 約5x8.2xt1.2cm ¥2,800 ¥3,500
18-039-01 10236 椹･そば釜蓋(小) 約φ58x柄の長さ81x板厚2.4cm ¥27,000 ¥30,000
18-039-02 10237 椹･そば釜蓋(中) 約φ60x柄の長さ84x板厚2.4cm ¥28,000 ¥31,000
18-039-03 10238 椹･そば釜蓋(大) 約φ62x柄の長さ86x板厚2.4cm ¥31,000 ¥34,500
18-039-05 08214 めん棒 約L75xφ3.5cm ¥2,100 ¥2,350
18-039-06 08213 めん棒 約L60xφ3.5cm ¥1,600 ¥1,880
18-039-07 08212 めん棒 約L48xφ3.2cm ¥1,150 ¥1,350
18-039-08 08211 めん棒 約L36xφ3.2cm ¥800 ¥930
18-039-09 08210 めん棒 約L30xφ3.2cm ¥750 ¥880
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18-039-10 10308 椹・こま板(小) 約20.5x15.5xH3.1cm ¥1,600 ¥1,700
18-039-11 10309 椹・こま板(大) 約25x18xH3.1cm ¥1,900 ¥2,000
18-039-12 25972 竹・うどんすくい 約φ5.3x41(柄長35)cm ¥1,400 ¥1,550
18-039-16 10302 椹・めん箱（身のみ）一段 約54x29xH6.5cm ¥7,700 ¥8,100
18-039-17 10303 椹・めん箱（蓋のみ） 約54x29xH1.5cm ¥4,300 ¥4,530
18-039-18 11188 竹・ふりザル 持ち手なし 並 約φ17xH18cm ¥6,200 ¥6,550
18-039-19 11128 竹・ふりザル 持ち手なし 約φ17xH18cm ¥7,500 ¥7,800
18-040-01 10310 白木ｷﾞｮｰｻﾞﾊﾞｯﾄ身(大) 約47x36.2xH5cm ¥6,000 ¥6,300
18-040-02 10311 白木ｷﾞｮｰｻﾞﾊﾞｯﾄ蓋(大) 約47x36.2cm ¥4,100 ¥4,350
18-040-03 10312 白木ｷﾞｮｰｻﾞﾊﾞｯﾄ身(中) 約40x30xH5cm ¥4,350 ¥4,630
18-040-04 10313 白木ｷﾞｮｰｻﾞﾊﾞｯﾄ蓋(中) 約40x30cm ¥3,500 ¥3,700
18-040-05 10314 白木ｷﾞｮｰｻﾞﾊﾞｯﾄ身(小) 約33.5x26xH5cm ¥3,800 ¥4,050
18-040-06 10315 白木ｷﾞｮｰｻﾞﾊﾞｯﾄ蓋(小) 約33.5x26cm ¥2,700 ¥2,960
18-040-16 04153 特撰 丸型豆腐作り器 身約φ15.5xH10㎝ ¥7,000 ¥7,600
18-041-05 08101 檜・杓子 16cm 約5xL16cm ¥180 ¥200
18-041-06 08102 檜・杓子 19cm 約6xL19cm ¥200 ¥210
18-041-07 08103 檜・杓子 21.5cm 約7xL21.5cm ¥230 ¥240
18-041-08 08104 檜・杓子 24.5cm 約7.5xL24.5cm ¥370 ¥390
18-041-09 08105 檜・杓子 29cm 約8xL29cm ¥530 ¥560
18-041-10 08106 檜・杓子 35cm 約10xL35cm ¥820 ¥860
18-041-11 08107 檜・杓子 48cm 約13xL48cm ¥2,000 ¥2,100
18-041-19 08776 木製飯杓子（摺漆） 約7.2xL21cm ¥980 ¥1,200
18-043-01 45367 木製　ｷｬｯﾁﾄﾝｸﾞ　ﾌﾞﾗｳﾝ 約.3.7xL30cm ¥1,800 廃番

18-043-02 45366 木製　ｷｬｯﾁﾄﾝｸﾞ　ﾅﾁｭﾗﾙ 約3.7xL30cm ¥1,800 廃番

18-043-03 45362 木製　ﾎｰﾙﾄﾞﾄﾝｸﾞ（片穴)　ﾌﾞﾗｳﾝ 約5.8xL30cm ¥2,950 廃番

18-043-04 45363 木製　ﾎｰﾙﾄﾞﾄﾝｸﾞ(片穴)　ﾅﾁｭﾗﾙ 約5.8xL30cm ¥2,950 廃番

18-043-17 24998 竹曲がりトング（特小） 約L15cm ¥800 ¥950
18-043-18 18114 ミニトング 約L9cm ¥450 ¥480
18-044-02 07311 ひのきトコロ天突 内寸約3.7x2.1x13.3cm ¥1,100 廃番

18-044-03 07310 ひのきミニ天突 内寸約3.5x2.1x8.1cm ¥850 ¥900
18-044-04 07308 ひのきトコロ天突(大) 金具付 内寸約3.7x2.1x13.3cm ¥1,200 ¥1,260
18-044-05 07309 ひのきトコロ天突(小) 金具付 内寸約3.5x2.1x8.1cm ¥950 ¥1,000
18-044-09 25975 若竹つみれサーバー(特小) ヘラ付 約φ3.5x15cm/ﾍﾗ約L13cm ¥2,600 ¥2,750
18-044-10 24941 若竹つみれサーバー(小) ヘラ付 約φ3.5x21cm/ﾍﾗ約L21cm ¥2,700 ¥2,850
18-044-11 25976 若竹つみれサーバー(大) ヘラ付 約φ5x25cm/ﾍﾗ約L21cm ¥2,900 ¥3,630
18-044-13 25977 つみれ、あんｻｰﾊﾞｰﾍﾗ付（特小） 約φ3.5x15cm/ﾍﾗ約L21.5cm ¥1,000 廃番

18-044-14 25978 つみれ、あんｻｰﾊﾞｰﾍﾗ付（小） 約φ3.5x21cm/ﾍﾗ約21.5cm ¥1,200 廃番

18-044-15 09222 つみれ、あんｻｰﾊﾞｰﾍﾗ付（大） 約φ5x25cm,ﾍﾗ23cm ¥1,800 廃番

18-044-25 07330 ステンレス・アク取（柄茶） 約φ8X柄長16.5cm ¥900 ¥980
18-044-26 07331 ステンレス・お玉（柄茶）穴無し 約φ7X柄長16.5cm ¥800 ¥850
18-044-27 07332 ステンレス・お玉（柄茶）穴有り 約φ7X柄長16.5cm ¥820 ¥870
18-045-01 05336 椹・角せいろ（身のみ）約1.5升 内寸約30x30xH9.6cm ¥10,500 ¥11,000
18-045-02 05337 椹・角せいろ（サン蓋） 約38x38xH4.2cm ¥7,500 ¥7,900
18-045-03 05338 椹・角せいろ（スリ蓋）台 約38x38xH1.5cm ¥6,700 ¥7,450
18-045-05 04290 椹・角せいろ (身のみ) 約2升 内寸33x33xH9.6cm ¥11,300 ¥11,900
18-045-06 04291 椹・角せいろ (サン蓋) 約41x41xH4.2cm ¥7,900 ¥8,310
18-045-07 04292 椹・角せいろ (スリ蓋) 台 約41x41xH1.5cm ¥7,000 ¥7,780
18-045-09 05340 椹・角せいろ（身のみ）約2.5升 内寸約36x36xH9.6cm ¥11,900 ¥12,530
18-045-10 05341 椹・角せいろ（サン蓋） 約43x43xH4.2cm ¥8,700 ¥9,160
18-045-11 05342 椹・角セイロ（スリ蓋）台 約43x43xH1.5cm ¥7,400 ¥7,790
18-045-13 05344 椹・角セイロ（身のみ）約3.5升 内寸約39x39xH9.6cm ¥13,000 ¥13,680
18-045-14 05345 椹・角せいろ（サン蓋） 約47x47xH4.2cm ¥9,400 ¥9,900
18-045-15 05346 椹・角せいろ（スリ蓋）台 約47x47xH1.5cm ¥8,500 ¥8,950
18-045-17 05390 椹・角せいろ (身のみ) 約4升 内寸42x42xH9.6cm ¥14,200 ¥14,950
18-045-18 05391 椹・角せいろ (サン蓋) 約50x50xH4.2cm ¥11,200 ¥11,800
18-045-19 05392 椹・角せいろ (スリ蓋) 台 約50x50xH1.5cm ¥10,200 ¥10,740
18-045-21 05348 椹・角せいろ（身のみ）約5升 内寸約45x45xH9.6cm ¥16,000 ¥16,850
18-045-22 05349 椹・角せいろ (サン蓋) 約53x53xH4.2cm ¥12,600 ¥13,300
18-045-23 05350 椹・角セイロ（スリ蓋）台 約53x53xH1.5cm ¥12,300 ¥12,950
18-045-28 05332 和せいろ（身・竹ス付）約1.5升 外寸約φ27xH12cm ¥13,000 ¥13,500

3 / 45 ページ



用美VOL.18 商品
ｶﾀﾛｸﾞ品番 コード

「用美カタログ vｏｌ.18」掲載商品 上代変更・廃番一覧  2022.3.4

商品名 サイズ ⑱上代 新上代(予定) 備考

18-045-29 05333 和せいろ（蓋のみ） 内寸約φ28.3cm ¥5,600 ¥6,100
18-045-31 05334 和せいろ（身・竹ス付）約2升 外寸約φ30xH12cm ¥13,700 ¥14,200
18-045-32 05335 和せいろ（蓋のみ） 内寸約φ31.5cm ¥6,000 ¥6,600
18-045-34 05420 和せいろ（身・竹ス付）約3.5升 外寸約φ33xH13.5cm ¥17,300 ¥17,800
18-045-35 05421 和せいろ（蓋のみ） 内寸約φ34.2cm ¥6,300 ¥6,800
18-046-03 22102 檜・角セイロセット (身2段）蓋・敷板付 内寸約24x24xH7.8cm ¥28,500 廃番
18-046-03* 10109 檜・角セイロセット用 竹スダレ 約23.6X24cm ¥1,150 ¥1,450
18-046-03* 05370 檜・角セイロセット用 身(1段竹ｽ付) 内寸約24x24xH7.5cm ¥8,250 廃番
18-046-03* 05371 檜・角セイロセット用 蓋 約30.5×30.5×H4cm (身24cm用) ¥4,200 廃番
18-046-03* 05372 檜・角セイロセット用 敷板 約30x30cm (身24cm用) ¥7,800 廃番

18-047-01 05450 椹 お座敷セイロ ９寸  (身１段） ※竹スダレ別売 約33.5x33.5xH8cm ¥6,700 ¥7,100
18-047-02 05451 サン蓋 約30.5x30.5xH4cm ¥5,000 ¥5,300
18-047-03 05453 箱型すり蓋(ｽﾃﾝﾚｽ中子付) 枠外寸：約37x37xH3.4cm ¥15,500 ¥17,200
18-047-04 05454 受台 約37x37xH4.3cm ¥6,800 ¥7,200
18-047-05 05456 竹スダレ 約26.5x26.5cm ¥1,250 ¥1,480
18-047-07 20177 椹･お座敷セイロ(８寸)<身１段> ※竹スダレ別売 約30.5x30.5xH7.8cm/内寸約24x24xH6cm ¥6,300 ¥6,650
18-047-08 20175 サン蓋 約27.5x27.5xH3.7cm ¥4,700 ¥4,950
18-047-09 20178 箱型すり蓋(ｽﾃﾝﾚｽ中子付) 約34x34xH2.9cm ¥14,500 ¥16,200
18-047-10 20179 受台 約34x34xH4.2cm ¥6,500 ¥6,850
18-047-11 10109 竹スダレ 約23.6x24cm ¥1,150 ¥1,450
18-047-13 20171 '椹 お座敷セイロ 7寸 (身１段） ※竹スダレ別売 約27.5x27.5xH8cm/内寸約21x21xH6cm ¥5,900 ¥6,200
18-047-14 20170 サン蓋 約24.3x24.5xH4cm ¥4,500 ¥4,750
18-047-15 20173 箱型すり蓋(ｽﾃﾝﾚｽ中子付) 約31x31xH3.4cm ¥13,500 ¥15,000
18-047-16 20174 椹 お座敷セイロ 小 の受台 約31x31xH4.2cm ¥6,200 ¥6,500
18-047-17 20172 竹スダレ 約20.5x20.5cm ¥1,100 ¥1,450
18-048-01 20156 焼杉 お座敷セイロセット(身1段･竹スダレ・蓋･箱型スリ蓋付) 約37.2x37.2xH14.5cm ¥35,700 ¥36,930
18-048-01* 20160 焼杉・箱型すり蓋(ｽﾃﾝﾚｽ中子付) 約37.2x37.2xH3cm ¥16,500 ¥17,500
18-048-01* 05456 竹スダレ 約26.5x26.5cm ¥1,250 ¥1,480
18-049-05 75002 檜・角蒸ﾐﾆｾｲﾛｾｯﾄ(H-41) 内寸約12x12xH5.5cm ¥5,130 ¥5,150
18-049-05* 20104 身(竹ス付) 外寸約18x18xH7cm ¥2,880 ¥2,900
18-049-05* 79004 竹ス 約11.8x11.8cm ¥120 ¥140
18-049-06 75001 檜・角蒸ﾐﾆｾｲﾛｾｯﾄ(H-40) 内寸:約12x12xH4.3cm ¥4,850 ¥4,930
18-049-06* 20101 身(竹ス付) 外寸約18x18xH6cm ¥2,650 ¥2,670
18-049-06* 20103 台 約16x16xH2.3cm ¥800 ¥860
18-049-06* 79004 竹ス 約11.8x11.8cm ¥120 ¥140
18-049-07 75003 檜・山菜ｾｲﾛｾｯﾄ(A-5) 内寸約12x12xH4.5cm ¥6,360 ¥6,380
18-049-07* 20107 身(竹ス付) 外寸約15.5x15.5xH6.8cm ¥3,210 ¥3,230
18-049-07* 79004 竹ス 約11.8x11.8cm ¥120 ¥140
18-049-08 20123 焼杉角蒸ﾐﾆｾｲﾛｾｯﾄA 内寸約12x12xH4cm ¥2,260 ¥2,280
18-049-08* 20128 身（竹ス付） 外約16.5x16.5xH5.5cm ¥1,620 ¥1,640
18-049-08* 79004 竹ス 約11.8x11.8cm ¥120 ¥140
18-049-10 75006 檜・校倉ｾｲﾛｾｯﾄ（小） (A-2) 内寸約9.8x9.8xH3.5cm ¥3,560 ¥3,570
18-049-10* 20114 身(竹ｽ付) 外寸約13.2x13.2xH4.6cm ¥2,310 ¥2,320
18-049-10* 79003 竹ス 約9.5x9.5cm ¥120 ¥130
18-050-02 79004 竹ス 約11.8x11.8cm ¥120 ¥140
18-050-04 79003 竹ス 約9.5x9.5cm ¥120 ¥130
18-051-01 79011 竹ス 約φ14cm ¥140 ¥155
18-051-01 79011 竹スダレ・丸 φ14 約φ14cm ¥140 ¥155
18-051-02 79010 竹ス 約φ11.2cm ¥140 ¥150
18-051-02 79010 竹スダレ・丸 φ11.2 約φ11.2cm ¥140 ¥150
18-051-03 79009 竹ス 約φ8.3cm ¥130 ¥145
18-051-03 79009 竹スダレ・丸 φ8.3 約φ8.3cm ¥130 ¥145
18-051-04 20375 陶器・みやこセイロセット（大） 身外寸：約Φ１３．５ｘＨ６ｃｍ ¥4,180 ¥4,370
18-051-04* 26002 陶器・みやこセイロ(大)･蓋 約φ14xH2.5cm ¥720 ¥810
18-051-04* 26001 陶器・みやこセイロ(大)･身(竹ス付) 内約φ12xH5cm ¥2,640 ¥2,650
18-051-04* 26003 陶器・みやこセイロ(大)･台 約15x15cm ¥820 ¥910
18-051-04* 79010 竹ス 約φ11.2cm ¥140 ¥150
18-051-05 76011 杉・ﾜｯﾊﾟｾｲﾛｾｯﾄB(WS-15B) 外寸約φ14.8xH7.2cm ¥3,480 ¥3,555
18-051-05* 05380 身(竹ス付) 内寸約φ14.1xH4.3cm ¥1,830 ¥1,845
18-051-05* 20103 台 約16x16xH2.3cm ¥800 ¥860
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18-051-05* 79011 竹ス 約φ14cm ¥140 ¥155
18-051-06 76010 杉・ﾜｯﾊﾟｾｲﾛｾｯﾄB(WS-12B) 外寸約φ12xH6.4cm ¥3,030 ¥3,220
18-051-06* 20212 蓋 約φ13.2xH2.3cm ¥720 ¥810
18-051-06* 05366 身(竹ス付) 内寸約φ11.5xH4.3cm ¥1,630 ¥1,640
18-051-06* 20213 台 約13.4x13.4xH2.3cm ¥680 ¥770
18-051-06* 79010 竹ス 約φ11.2cm ¥140 ¥150
18-051-07 76009 杉・ﾜｯﾊﾟｾｲﾛｾｯﾄB(WS-9B) 外寸約φ9.2xH5.3cm ¥2,600 ¥2,635
18-051-07* 05362 身(竹ス付) 内寸約φ8.6xH3.5cm ¥1,370 ¥1,385
18-051-07* 20219 台 約11x11xH1.8cm ¥580 ¥600
18-051-07* 79009 竹ス 約φ8.3cm ¥130 ¥145
18-051-08 26440 陶器・みやこｾｲﾛｾｯﾄ (身・蓋・台・竹ｽ) 内寸約φ8.8xH4cm ¥4,560 ¥4,575
18-051-08* 20340 身(竹ｽ付) 外寸約φ9.8xH4.7cm ¥1,980 ¥1,995
18-051-08* 79009 竹ス 約φ8.3cm ¥130 ¥145
18-051-09 76002 檜・ﾜｯﾊﾟｾｲﾛｾｯﾄA(W-15A) 外寸約φ15xH6cm ¥4,500 ¥4,575
18-051-09* 20203 身(竹ス付) 内寸約φ14.5xH4.5cm ¥2,850 ¥2,865
18-051-09* 20103 台 約16x16xH2.3cm ¥800 ¥860
18-051-09* 79011 竹ス 約φ14cm ¥140 ¥155
18-051-10 76005 檜・ﾜｯﾊﾟｾｲﾛｾｯﾄA(W-12A) 外寸約φ12xH6cm ¥4,220 ¥4,420
18-051-10* 20212 蓋 約φ13.2xH2.3cm*12用 ¥720 ¥810
18-051-10* 20214 身（竹ス付） 内寸約φ11.5xH4.5cm ¥2,750 ¥2,790
18-051-10* 20216 台(穴付) 約φ13.3xH0.8cm *穴約φ2.4cm ¥750 ¥820
18-051-10* 79010 竹ス 約φ11.2cm ¥140 ¥150
18-051-11 76007 杉・ﾜｯﾊﾟｾｲﾛｾｯﾄ(W-4A) 外寸約φ12xH5cm ¥2,380 ¥2,570
18-051-11* 20212 蓋 約φ13.2xH2.3cm*12用 ¥720 ¥810
18-051-11* 05354 身(竹ス付) 内寸約φ11.4xH3.5cm ¥980 ¥990
18-051-11* 20213 台 約13.4x13.4xH2.3cm ¥680 ¥770
18-051-11* 79010 竹ス 約φ11.2cm ¥140 ¥150
18-051-12 20393 陶器・新赤絵セイロセット 身外寸約φ9.8×H4.7ｃｍ ¥4,910 ¥4,925
18-051-12* 20394 新陶器・赤絵セイロセット 身のみ（竹ス付） 内寸約φ8.8×H4cm ¥2,330 ¥2,345
18-051-12* 79009 竹ス 約φ8.3cm ¥130 ¥145
18-051-12* 79009 竹ス 約φ8.3cm ¥130 ¥145
18-051-13 76001 檜・ﾜｯﾊﾟｾｲﾛｾｯﾄB(W-15B) 外寸約φ15xH7.3cm ¥5,200 ¥5,275
18-051-13* 20202 蓋 約φ16xH2.4cm (15用) ¥850 ¥850
18-051-13* 20201 身(竹ス付) 内寸約φ14XH4.3cm ¥3,550 ¥3,565
18-051-13* 20103 台 約16x16xH2.3cm ¥800 ¥860
18-051-13* 79011 竹ス 約φ14cm ¥140 ¥155
18-051-14 76004 檜・ﾜｯﾊﾟｾｲﾛｾｯﾄB(W-12B) 外寸約φ12xH6.8cm ¥4,750 ¥4,940
18-051-14* 20212 蓋 約φ13.2xH2.3cm*12用 ¥720 ¥810
18-051-14* 20211 身(竹ス付) 内寸約φ11.5xH4.5cm ¥3,350 ¥3,360
18-051-14* 20213 台 約13.4x13.4xH2.3cm ¥680 ¥770
18-051-14* 79010 竹ス 約φ11.2cm ¥140 ¥150
18-051-15 76006 檜・ﾜｯﾊﾟｾｲﾛｾｯﾄB (W-9B) 外寸約φ9.3xH5.3cm ¥4,210 ¥4,245
18-051-15* 20217 身(竹ス付) 内寸約φ8.6xH3.5cm ¥2,980 ¥2,995
18-051-15* 20219 台 約11x11xH1.8cm(9B用) ¥580 ¥600
18-051-15* 79009 竹ス 約φ8.3cm(W-9) ¥130 ¥145
18-052-01 05301 檜・国産中華セイロ (身) 約φ15xH6.1cm ¥6,500 ¥6,800
18-052-02 05302 檜・国産中華セイロ (蓋) 約φ15xH4.5cm ¥6,800 ¥7,500
18-052-24 05317 檜・国産中華セイロ (身) 約φ48xH9cm ¥22,500 ¥24,000
18-052-25 05318 檜・国産中華セイロ (蓋) 約φ48xH7.4cm ¥23,800 ¥25,000
18-053-01 05260 点心セイロ　Φ10ｃｍ　身 約φ10ｘH5ｃｍ ¥550 ¥600
18-053-02 05261 点心セイロ　Φ10ｃｍ　蓋 約φ10ｘH3ｃｍ ¥550 ¥600
18-053-03 05406 点心セイロ　Φ13ｃｍ　身 約φ13xH6cm ¥600 ¥700
18-053-04 05407 点心セイロ　Φ13ｃｍ　蓋 約φ13xH4cm ¥600 ¥700
18-053-05 05408 点心セイロ　Φ15ｃｍ　身 約φ15xH6.5cm ¥650 ¥800
18-053-06 05409 点心セイロ　Φ15ｃｍ　蓋 約φ15xH4cm ¥650 ¥800
18-053-07 25795 点心セイロ　Φ18ｃｍ　身 約φ18XH6.6cm ¥800 ¥1,000
18-053-08 25796 点心セイロ　Φ18ｃｍ　蓋 約φ18XH4cm ¥800 ¥1,000
18-053-09 05262 点心セイロ　Φ21ｃｍ　身 約φ21×H6.6ｃｍ ¥1,200 ¥1,300
18-053-10 05263 点心セイロ　Φ21ｃｍ　蓋 約φ21×H4ｃｍ ¥1,200 ¥1,300
18-053-11 05264 点心セイロ　Φ24ｃｍ　身 約φ24XH7.7cm ¥1,650 ¥1,820
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18-053-12 05265 点心セイロ　Φ24ｃｍ　蓋 約φ24XH4cm ¥1,650 ¥1,820
18-053-13 05266 点心セイロ　Φ27ｃｍ　身 約φ27XH8.4cm ¥2,100 ¥2,330
18-053-14 05267 点心セイロ　Φ27ｃｍ　蓋 約φ27XH5cm ¥2,100 ¥2,330
18-053-15 05268 点心セイロ　Φ30ｃｍ　身 約φ30XH8.5cm ¥2,850 ¥3,200
18-053-16 05269 点心セイロ　Φ30ｃｍ　蓋 約φ30XH5.5cm ¥2,850 ¥3,200
18-055-01 21572 新木曽ひのき湯豆腐桶　標準３点セット ¥71,750 ¥71,930
18-055-01* 23212 陶器・黄瀬戸汁次 約φ7.8(4.8)xH13.5cm ¥2,800 廃番
18-055-01* 23132 木曽ひのき湯豆腐　豆腐すくい(ｽﾃﾝﾚｽ･銅) 約16x4.7xH11cm ¥950 廃番

18-055-02 23102 檜・角型湯豆腐セット(１人用) (UH1021) 約25x18.3xH14.5cm ¥48,000 ¥53,000
18-055-03 23103 椹・角型湯豆腐セット(１人用) (US1040) 約25x18.3xH14.5cm ¥49,000 ¥54,500
18-055-04 23104 椹・小判型湯豆腐セット(２人用) (US1022) 約27x20.8xH18cm ¥65,000 ¥72,000
18-055-05 23105 椹・小判型湯豆腐セット(３人用) (US1023) 約28.5x21xH19cm ¥67,000 ¥74,500
18-055-06 23106 椹・小判型湯豆腐セット(4～5人用)(US1025) 約30.5x23xH19cm ¥68,000 廃番

18-056-01 21320 焼杉湯豆腐ｾｯﾄ(1人用)*豆腐すくい･汁次･火皿付 約19.2x14.8xH16.7cm ¥10,300 ¥11,000
18-056-02 23212 陶器・黄瀬戸汁次 約φ7.8(4.8)xH13.5cm ¥2,800 廃番

18-057-04 21317 用美アルミコンロ・火皿セット 約φ13.2xH9.3cm ¥1,010 ¥1,280
18-057-05 08418 コンロ用敷板 約14.3x14.3xH1.5cm ¥680 ¥770
18-057-07 21431 焼杉卓上コンロ木枠 約38x32xH9cm ¥5,700 ¥6,400
18-058-01 21306 焼杉・電調木枠鍋(大)４～５人用 約27.5x27.5xH8.5cm ¥14,500 ¥15,600
18-058-02 21307 焼杉・電調木枠鍋(小)２～３人用 約23.5x23.5xH7.5cm ¥12,800 ¥13,900
18-058-06 21423 ワッパ煮石運び箱(小) 約21x14xH30cm ¥6,200 ¥6,400
18-059-02 21579 富貴鍋（小）用ステンレス蓋 約φ16xH6cm ¥1,750 ¥2,220
18-059-04 35598 白木ミニバット（大）木製目皿付 約28.1x21.6xH5cm ¥4,850 ¥6,400
18-059-05 35594 白木ミニバット（中）木製目皿付 約23.3x18.6xH5cm ¥3,750 ¥5,200
18-059-06 35590 白木ミニバット（小）木製目皿付 約19.8x15.6xH5cm ¥3,150 ¥4,100
18-060-01 21567 富貴鍋（ステンレス製）小 約φ17.3xH5cm ¥1,750 ¥2,100
18-060-04 21243 陶器・丸コンロ（茶）*固形燃料専用 約φ14xH9cm ¥1,500 廃番

18-060-06 21579 富貴鍋（小）用ステンレス蓋 約φ16xH6cm ¥1,750 ¥2,220
18-060-07 21580 富貴鍋（大）用ステンレス蓋 約φ17.2xH6.7cm ¥2,000 ¥2,360
18-060-08 21501 富貴鍋(大)用アルミ蓋 約φ18cm ¥2,000 ¥2,400
18-061-01 21573 ニュー檜・釜めしセット 約18x18xH17cm ¥5,950 ¥6,640
18-061-01* 20378 アルミ釜　1合炊 約φ12xH8cm ¥1,950 ¥2,380
18-061-01* 20311 檜・蓋<釜めし用> 約φ13xH5cm ¥1,400 ¥1,530
18-061-01* 20312 檜・台<釜めし用> 外寸約18x18xH7.8cm ¥2,600 ¥2,730
18-061-02 21574 ニュー焼杉・釜めしセット 約18x18xH15.5cm ¥4,400 ¥5,080
18-061-02* 20378 アルミ釜　1合炊 約φ12xH8cm ¥1,950 ¥2,380
18-061-02* 20313 焼杉・蓋<釜めし用> 約φ13.8xH4.2cm ¥950 ¥1,050
18-061-02* 20314 焼杉・台<釜めし用> 外寸18x18xH7.8cm ¥1,500 ¥1,650
18-061-03 21575 ニューふる里釜セット 約15.3x15.3xH19.2cm ¥5,330 ¥6,160
18-061-03* 20378 アルミ釜　1合炊 約φ12xH8cm ¥1,950 ¥2,380
18-061-03* 20313 焼杉・蓋<釜めし用> 約φ13.8xH4.2cm ¥950 ¥1,050
18-061-03* 21145 ニューコンロ 約φ13.6xH11cm ¥1,600 ¥1,780
18-061-03* 80011 火皿（アルミ）のみ 約φ5xH2.8cm ¥150 ¥180
18-061-03* 08418 コンロ用敷板 約14.3x14.3xH1.5cm ¥680 ¥770
18-061-03* 20313 焼杉・蓋<釜めし用> 約φ13.8xH4.2cm ¥950 ¥1,050
18-061-03* 21145 ニューコンロ 約φ13.6xH11cm ¥1,600 ¥1,780
18-061-03* 80011 火皿（アルミ）のみ 約φ5xH2.8cm ¥150 ¥180
18-061-03* 08418 コンロ用敷板 約14.3x14.3xH1.5cm ¥680 ¥770
18-061-04 21576 ニューふる里釜セット（内側フッ素加工） 約15.3x15.3xH19.2cm ¥5,680 ¥6,560
18-061-04* 20380 アルミ釜（内側フッ素加工）1合炊 約φ12xH8cm ¥2,300 ¥2,780
18-061-05 21577 ニュー釜めしカマドセット 約20x20xH21cm ¥6,350 ¥7,140
18-061-05* 20378 アルミ釜　1合炊 約φ12xH8cm ¥1,950 ¥2,380
18-061-05* 20313 焼杉・蓋<釜めし用> 約φ13.8xH4.2cm ¥950 ¥1,050
18-061-05* 20382 かまど（黒） 約17x17xH12cm ¥1,800 ¥1,980
18-061-05* 20386 火皿（黒） 約φ6.5xH3.3cm ¥500 ¥580
18-061-05* 20313 焼杉・蓋<釜めし用> 約φ13.8xH4.2cm ¥950 ¥1,050
18-061-05* 20382 かまど（黒） 約17x17xH12cm ¥1,800 ¥1,980
18-061-05* 20386 火皿（黒） 約φ6.5xH3.3cm ¥500 ¥580
18-061-06 21578 ニュー釜めしカマドセット(内側フッ素加工) 約20x20xH21cm ¥6,700 ¥7,540
18-061-06* 20380 アルミ釜（内側フッ素加工）1合炊 約φ12xH8cm ¥2,300 ¥2,780
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18-061-07 20379 アルミ釜　０．７合炊 約φ12xH6cm ¥1,950 ¥2,380
18-061-08 20381 アルミ釜（内側フッ素加工）０．７合炊 約φ12xH6cm ¥2,300 ¥2,780
18-061-09 80174 しゃもじ (プラスチック) 約L16cm ¥110 ¥145
18-061-10 08101 檜・杓子 約16cm ¥180 ¥200
18-061-11 20383 かまど（いぶし銅） 約17x17xH12cm ¥1,800 ¥2,100
18-062-01 21620 飴釉羽釜かまどセット 約20x20xH21.5cm ¥12,950 ¥13,330
18-062-01* 20383 かまど（いぶし銅） 約17x17xH12cm ¥1,800 ¥2,100
18-062-01* 20386 火皿（黒） 約φ6.5xH3.3cm ¥500 ¥580
18-062-02 21020 炭火ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺﾝﾛ(金網付)大(6～12人用) 約77x23xH20cm ¥34,000 ¥37,500
18-062-03 21022 炭火ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺﾝﾛ(金網付)中(4～8人用) 約54x23xH20cm ¥28,500 ¥29,500
18-062-04 21024 炭火ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺﾝﾛ(金網付)小(2～4人用) 約31x23xH20cm ¥16,500 ¥18,000
18-062-08 21025 炭火長角コンロ（金網付）大 約31.6x18xH17cm ¥18,900 ¥21,800
18-062-09 21027 炭火長角コンロ（金網付）小 約25x14xH14cm ¥13,500 ¥14,600
18-063-02 21211 長角飛騨コンロ（特大）用金網 約34x24cm ¥3,000 ¥3,650
18-063-04 21314 長角飛騨コンロ（大）ベージュ柄 約28x15xH10cm ¥8,500 ¥10,300
18-063-06 21316 長角飛騨コンロ（大）用敷板 (足付) 約29x16xH2cm ¥1,400 ¥1,500
18-063-07 21526 長角飛騨コンロ（中）白 約20x11xH10cm ¥4,900 ¥6,500
18-063-08 21527 長角飛騨コンロ（中）用銅製金網 約13x22cm ¥2,900 ¥3,300
18-063-10 21530 長角飛騨コンロ（中）用木製コンロ木枠 約27.3x18xH10.5cm ¥16,000 ¥16,500
18-063-11 21411 長角飛騨コンロ（小）白 約16x9xH9.2cm ¥3,600 ¥4,700
18-063-12 21412 長角飛騨コンロ（小）用銅製金網 約18x11cm ¥2,300 ¥2,650
18-063-15 21499 長角飛騨コンロ（小）用金網 約18x12cm ¥480 ¥520
18-064-01 21390 ニュー飛騨コンロ(白) ４号 約12x12xH10.2cm ¥2,300 ¥3,580
18-064-02 21391 ニュー飛騨コンロ(白) ５号 約14.5x14.5xH12cm ¥2,800 ¥4,380
18-064-03 21392 ニュー飛騨コンロ(白) ６号 約17x17xH13.5cm ¥3,300 ¥5,450
18-064-04 21393 ニュー飛騨コンロ(白) ７号 約20.5x20.5xH16cm ¥4,800 廃番

18-064-05 21394 ニュー飛騨コンロ(ベージュ柄) ４号 約12x12xH10.2cm ¥2,500 ¥4,200
18-064-06 21395 ニュー飛騨コンロ(ベージュ柄) ５号 約14.5x14.5xH12cm ¥3,000 ¥4,580
18-064-07 21396 ニュー飛騨コンロ(ベージュ柄) ６号 約17x17xH13.5cm ¥3,750 ¥5,680
18-064-08 21397 ニュー飛騨コンロ(ベージュ柄) ７号 約20.5x20.5xH16cm ¥5,100 廃番

18-064-09 21517 ニュー飛騨コンロ（能）4号 約12x12xH10.2cm ¥2,350 廃番

18-064-10 21518 ニュー飛騨コンロ（能）5号 約14.5x14.5xH12cm ¥2,900 廃番

18-064-11 21519 ニュー飛騨コンロ（能）6号 約17x17xH13.5cm ¥3,650 廃番

18-064-12 21115 金網（４号用） 約11.5x11.5cm ¥160 ¥195
18-064-13 21116 金網（５号用） 約12.5x12.5cm ¥165 ¥200
18-064-14 21117 金網（６号用） 約15x15cm ¥175 ¥210
18-064-15 21118 金網（７号用） 約22x22cm ¥230 ¥275
18-064-16 21146 ステンレス金網（４～５号用） 約12.5x12.5cm ¥820 ¥960
18-064-17 21147 ステンレス金網（６号用） 約15x15cm ¥870 ¥1,030
18-064-18 21148 ステンレス金網（７号用） 約18x18cm ¥1,080 ¥1,240
18-064-19 21548 焼杉箱型鍋敷（ミニ） 約14x14xH2cm ¥600 ¥690
18-064-20 08422 焼杉箱型鍋敷（特小） 約15x15xH2cm ¥650 ¥750
18-064-20 08422 焼杉箱型鍋敷（特小） 約15x15xH2cm ¥650 ¥750
18-064-21 08420 焼杉箱型鍋敷（小） 約18x18xH2cm ¥750 ¥850
18-064-27 21242 特上コンロ枠（銅内張） 約14x14xH9.5cm ¥11,500 廃番

18-065-01 20367 新･焼杉セイロ水入用美コンロセット(大) 内約14.5x14.5xH4.5cm ¥6,350 ¥6,900
18-065-02 20360 檜･角蒸ﾐﾆｾｲﾛ水入用美ｺﾝﾛｾｯﾄ (大) 内約14.5x14.5xH4.5cm ¥7,440 ¥7,990
18-065-03 26004 新・檜 山菜ｾｲﾛ水入用美ｺﾝﾛｾｯﾄ(大) 内約14.5x14.5xH5cm ¥7,990 ¥8,540
18-065-04 20185 点心セイロ　水入用美コンロセット　φ15cm 内寸約φ13xH4.2cm ¥4,490 ¥5,290
18-065-05 20370 檜・ワッパセイロセット（B)水入用美コンロセット（大） 内寸約φ14xH4.3cm ¥7,140 ¥7,425
18-065-06 20125 新・焼杉ｾｲﾛ水入用美ｺﾝﾛｾｯﾄ ｾｲﾛ内寸約12x12xH4cm ¥5,250 ¥5,740
18-065-07 20126 新･檜山菜ｾｲﾛ水入用美ｺﾝﾛｾｯﾄ ｾｲﾛ内寸約12x12xH4.5c ¥7,950 ¥8,440
18-065-08 20186 点心セイロ　水入用美コンロセット　φ13cm 内寸約φ11xH3.5cm ¥4,090 ¥4,810
18-065-09 20235 杉ワッパセイロ(B）水入用美コンロセット ¥5,240 ¥5,860
18-066-01 20387 用美アルミコンロ（いぶし銅）火皿付 約φ13.2xH9.3cm ¥1,160 ¥1,360
18-066-01* 20390 用美アルミコンロ（いぶし銅）のみ 約φ13.2xH9.3cm ¥1,010 ¥1,180
18-066-01* 80011 火皿（アルミ）のみ 約φ5xH2.8cm ¥150 ¥180
18-066-02 20388 用美アルミコンロ（いぶし緑）火皿付 約φ13.2xH9.3cm ¥1,160 ¥1,360
18-066-02* 20391 用美アルミコンロ（いぶし緑）のみ 約φ13.2xH9.3cm ¥1,010 ¥1,180
18-066-02* 80011 火皿（アルミ）のみ 約φ5xH2.8cm ¥150 ¥180
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18-066-03 20389 用美アルミコンロ（いぶし銀）火皿付 約φ13.2xH9.3cm ¥1,160 ¥1,360
18-066-03* 20392 用美アルミコンロ（いぶし銀）のみ 約φ13.2xH9.3cm ¥1,010 ¥1,180
18-066-03* 80011 火皿（アルミ）のみ 約φ5xH2.8cm ¥150 ¥180
18-066-04 21317 用美アルミコンロ・火皿セット 約φ13.2xH9.3cm ¥1,010 ¥1,280
18-066-04 21317 用美アルミコンロ・火皿セット 約φ13.2xH9.3cm ¥1,010 ¥1,280
18-066-04 21317 用美アルミコンロ・火皿セット 約φ13.2xH9.3cm ¥1,010 ¥1,280
18-066-04* 80011 火皿（アルミ）のみ 約φ5xH2.8cm ¥150 ¥180
18-066-04* 20261 用美アルミコンロのみ 約φ13.2xH9.3cm ¥860 ¥1,100
18-066-04* 80011 火皿（アルミ）のみ 約φ5xH2.8cm ¥150 ¥180
18-066-06 21034 ｱﾙﾐ･ﾐﾆｺﾝﾛ火皿付 敷板付（黒） 約φ9xH6.5cm ¥1,280 ¥1,555
18-066-06 21034 ｱﾙﾐ･ﾐﾆｺﾝﾛ火皿付 敷板付（黒） 約φ9xH6.5cm ¥1,280 ¥1,555
18-066-06* 21152 ｱﾙﾐ･ﾐﾆｺﾝﾛ（小）黒のみ 約φ9xH6.5cm ¥1,000 ¥1,230
18-066-06* 80011 火皿（アルミ）のみ 約φ5xH2.8cm ¥150 ¥180
18-066-06* 08430 焼杉敷板（小） 約11x11xH0.9cm ¥130 ¥145
18-066-07 20363 角水入・Ｌ 約17.5x17.5xH3.9cm ¥1,900 ¥2,180
18-066-07 20363 角水入・Ｌ 約17.5x17.5xH3.9cm ¥1,900 ¥2,180
18-066-08 21102 角水入・S 約15x15xH3.5cm ¥1,550 ¥1,750
18-066-08 21102 角水入・S 約15x15xH3.5cm ¥1,550 ¥1,750
18-066-10 21104 丸水入・Ｍ 約φ16.4xH3.5cm ¥1,750 ¥1,980
18-066-11 21296 丸水入・Ｓ 約φ14.3xH3.5cm ¥1,450 ¥1,700
18-066-12 21151 ミニコンロ用水入（黒） 約13.3ｘ11.3xH2cm ¥1,700 ¥1,980
18-066-12 21151 ミニコンロ用水入（黒） 約13.3ｘ11.3xH2cm ¥1,700 ¥1,980
18-067-01 21570 陶器　コンロ（茶） 約φ13.5xH8.5cm ¥1,100 ¥1,250
18-067-02 21045 丸型コンロ(大) 約φ15xH11cm ¥3,900 ¥6,200
18-067-03 21270 ミニ七輪 (大) 約φ15xH13.5cm ¥5,400 ¥7,600
18-067-07 21243 陶器・丸コンロ(茶) *固型燃料専用 約φ14xH9cm ¥1,500 廃番

18-067-13 21548 焼杉箱型鍋敷（ミニ） 約14x14xH2cm ¥600 ¥690
18-068-03 21156 焼杉・田舎コンロ 約16x16xH7cm ¥4,000 ¥4,300
18-068-04 21157 焼杉・ふる里コンロ 約14x14xH9cm ¥4,300 ¥4,400
18-069-05 21569 遠赤ミニ陶板　小判型　茶 約18x13.5cm ¥2,650 廃番

18-069-06 21568 遠赤ミニ陶板　丸型　茶 約φ15cm ¥2,000 廃番

18-069-09 21240 鉄朴葉鍋（大） 約16.7x13.5xH3.8cm ¥5,100 廃番

18-069-11 21411 長角飛騨コンロ（小）白 約16x9xH9.2cm ¥3,600 ¥4,700
18-070-01 21521 アルミ手付すき焼き鍋 約22.5x19.5xH4.3cm ¥3,600 ¥4,370
18-070-02 21494 すきやき鍋つる付(1人用) 約φ18xH6cm ¥3,600 ¥4,200
18-070-03 80026 新・ふる里コンロセット*ｺﾝﾛ･火皿･敷板付 蓋:約φ13.5cm ¥2,790 ¥3,375
18-070-03* 80027 新・ふる里鍋（蓋付） 約φ14.8cm ¥1,650 ¥1,950
18-070-04 80028 新型ふる里鍋（裏側段付）小 鍋約φ15xH6.5cm ¥2,000 ¥2,400
18-070-05 80029 新型ふる里鍋（裏側段付）大 鍋約φ17.5xH7.2cm ¥3,050 ¥3,700
18-070-06 21488 焼きしゃぶ鍋 約φ15xH5cm ¥4,500 廃番

18-070-07 21492 陶板浅型 約φ19.3xH6.5cm ¥4,000 ¥4,300
18-070-08 21507 アルミ蓋付角陶板（石目） 約16.3x16.3xH8cm ¥4,300 ¥5,100
18-071-04 80056 宴席紙鍋(ﾌﾟﾚｽ加工・深絞り) 300枚 約24x24cm ¥10,800 廃番

18-072-01 08313 ワラ鍋敷（大） 約φ24cm ¥2,900 ¥3,200
18-072-02 08314 ワラ鍋敷（中） 約φ18cm ¥2,200 ¥2,400
18-072-03 08315 ワラ鍋敷（小） 約φ14cm ¥2,000 ¥2,200
18-072-06 08252 籐丸鍋敷 白 （大）　 約φ18.5cm ¥510 ¥770
18-072-07 08253 籐丸鍋敷 白 （小） 約φ15.5cm ¥430 ¥570
18-072-10 08254 籐急須敷 （大） 約φ18.5cm ¥360 ¥510
18-072-11 08255 籐急須敷 （小） 約φ15.5cm ¥290 ¥380
18-072-13 08420 焼杉箱型鍋敷（小） 約φ10cm ¥750 ¥850
18-072-14 08422 焼杉箱型鍋敷（特小） 約φ8cm ¥650 ¥750
18-072-14 08422 焼杉箱型鍋敷（特小） 約15x15xH2cm ¥650 ¥750
18-072-15 21548 焼杉箱型鍋敷（ミニ） 約14x14xH2cm ¥600 ¥690
18-072-16 08432 焼杉敷板（大) 約15x15xH1.2cm ¥280 ¥330
18-072-17 08431 焼杉敷板（中) 約13x13xH0.9cm ¥210 ¥230
18-072-18 08430 焼杉敷板（小） 約11x11xH0.9cm ¥130 ¥145
18-072-19 08309 焼杉敷板（丸型大） 約φ18xH1.3cm ¥730 ¥760
18-072-23 08353 焼杉コンロ台（小） 約13x13xH1.5cm ¥620 ¥720
18-072-24 08418 コンロ用敷板 約14.3x14.3xH1.5cm ¥680 ¥770
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18-072-25 08436 焼杉鍋敷（足付）(大) 約24x24xH2cm ¥1,700 ¥1,800
18-072-26 08435 焼杉鍋敷（足付）(中) 約21x21xH2cm ¥1,450 ¥1,530
18-072-27 08434 焼杉鍋敷（足付）(小) 約18x18xH2cm ¥1,220 ¥1,250
18-072-29 80019 受網（Ｂ） 約φ14.5xH3.5cm ¥670 ¥720
18-072-30 21115 金網（４号用） 約11.5x11.5cm ¥160 ¥195
18-072-31 21116 金網（５号用） 約12.5x12.5cm ¥165 ¥200
18-072-32 21117 金網（６号用） 約15x15cm ¥175 ¥210
18-072-33 21118 金網（７号用） 約22x22cm ¥230 ¥275
18-072-34 21146 ステンレス金網（４～５号用） 約12.5x12.5cm ¥820 ¥960
18-072-35 21147 ステンレス金網（６号用） 約15x15cm ¥870 ¥1,030
18-072-36 21148 ステンレス金網（７号用） 約18x18cm ¥1,080 ¥1,240
18-073-02 21584 ＩＨ調理器用ウッドカバー　クリアー 約33x38xH5.7cm ¥7,500 ¥7,800
18-073-03 21585 ＩＨ調理器用ウッドカバー　ブラウン 約33x38xH5.7cm ¥7,500 ¥8,000
18-073-09 25126 ワラ（藁焼き用）約500g 約50cm ¥1,050 ¥1,100
18-075-04 18102 椹・角型釜揚桶　小  <ＫＣ－１５> 約15x15xH15.5cm ¥9,300 廃番
18-075-04* 18124 身 ¥7,400 廃番
18-075-04* 18125 蓋 ¥1,900 廃番

18-075-05 18104 椹・釜揚桶 小 <ＳＴ－１８> 約φ18xH16cm ¥15,000 廃番
18-075-05* 18128 身 ¥12,300 廃番
18-075-05* 18129 蓋 ¥2,700 廃番

18-075-06 18105 椹・うどん桶（７寸）<ＳＣ－７> 約φ21xH9.5cm ¥5,300 ¥5,600
18-075-07 18106 椹・うどん桶（６寸）<ＳＣ－６> 約φ17.5xH9.5cm ¥4,700 ¥5,130
18-075-08 18107 椹・冷むぎ桶<Ｓ－８> 約φ24xH6.5cm ¥5,250 廃番

18-076-01 21439 檜・板そば(身･竹ス)大 塗装付 約44x20xH5cm ¥6,300 ¥6,770
18-076-03 21441 焼杉・板そば(身･竹ス)塗装付　大 約44x20xH5cm ¥6,100 ¥6,270
18-076-04 21437 焼杉・板そば(身･竹ス)塗装付　小 約32.2x18.2xH3.8cm ¥4,950 ¥5,050
18-076-05 21438 檜・板そば足付(身･竹ス)塗装付 約34.5x18.5xH5.5cm ¥6,200 ¥6,520
18-076-06 21436 檜・板そば(身･竹ス）塗装付　小 約32.2x18.2xH3.8cm ¥4,800 ¥5,380
18-076-07 21268 底板付へぎセイロ（塗装付） （大）※竹ス付 約50x27.5xH5cm ¥12,250 ¥12,450
18-076-08 21269 底板付へぎセイロ（塗装付） （小）※竹ス付 約32x18xH5cm ¥7,300 ¥7,450
18-076-09 21443 白木・へぎセイロ(塗装付)大(身･台･竹ス付) 身約50x25.5xH5cm ¥16,750 ¥16,950
18-076-10 21442 白木･へぎセイロ(塗装付)小(身･台･竹ス付) 身約32x16xH5cm ¥9,800 ¥9,950
18-077-01 18117 杉・おはこ長角盛箱(竹ス付)　大 約20.5x13.7xH4cm ¥3,900 ¥4,100
18-077-02 18118 杉・おはこ長角盛箱(竹ス付)　小 約17x13.7xH4cm ¥3,550 ¥3,800
18-077-03 21531 檜板そば　正角 約21.8x20xH4cm ¥3,420 ¥3,440
18-077-04 21533 焼杉板そば　正角 約21.8x20xH4cm ¥2,820 ¥2,840
18-077-05 21532 檜板そば　長角 約22x15xH4cm ¥3,000 ¥3,020
18-077-06 21534 焼杉板そば　長角 約22x15xH4cm ¥3,100 ¥3,120
18-078-01 19103 焼杉薬味付ざる<N-84>  *竹ス付 約30x22cm ¥5,680 ¥5,700
18-078-02 19104 焼杉薬味付もり<N-83> *竹ス付 約32x18cm ¥5,120 ¥5,140
18-078-03 19101 焼杉天ザル<N-82> *竹ス付 約38x22cm ¥7,030 ¥7,050
18-078-04 18209 檜・ざるセイロ  *竹ス付 約22x21.8xH5cm ¥5,930 ¥5,950
18-078-05 19102 焼杉正角ざる<N-85>  *竹ス付 約23x22cm ¥4,780 ¥4,800
18-078-06 19105 焼杉盆ざる<N-81>  *竹ス付 約φ24cm ¥5,140 廃番

18-078-07 18203 焼杉ﾐﾆｾｲﾛ<N-113> *竹ス付 約17x16xH6cm ¥2,900 ¥2,920
18-078-08 18240 焼杉もりセイロ（N-111） 約24x17xH5cm ¥3,070 ¥3,090
18-078-09 18241 焼杉ざるセイロ（N-112） 約22x21.8xH5cm ¥3,230 ¥3,250
18-079-01 38514 創・長角盛皿（クリアー） 約22.7x13xH3cm ¥3,000 ¥3,100
18-079-02 38517 創・長角盛皿（溜塗） 約22.7x13xH3cm ¥3,300 ¥3,400
18-079-03 38516 創・長角盛皿（内黒） 約22.7x13xH3cm ¥3,400 ¥3,500
18-079-04 38515 創・長角盛皿（内朱） 約22.7x13xH3cm ¥3,400 ¥3,500
18-079-06 38518 竹スダレ 約21x11.2cm ¥180 ¥250
18-079-07 18217 木製･天ぷら盛皿(ステンレス付)ｸﾘｱｰ/内黒 約19.6x12.3xH4cm ¥5,000 ¥5,150
18-079-08 18218 木製･天ぷら盛皿(ｽﾃﾝﾚｽ付)ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ/内黒 約19.6x12.3xH4cm ¥5,500 ¥5,650
18-079-09 18272 焼杉･天ぷら盛皿(ステンレス付)内側焼杉 約20x12xH4cm ¥3,900 ¥4,050
18-079-10 18273 焼杉･天ぷら盛皿(ステンレス付)内側クリアー 約20x12xH4cm ¥3,900 ¥4,050
18-080-03 18191 とんかつ用金網 長角 （中） 約18.2x10.5xH1.5cm ¥1,200 ¥1,350
18-080-04 38518 竹スダレ 約21x11.2cm ¥180 ¥250
18-080-07 18191 とんかつ用金網 長角 （中） 約18.2x10.5xH1.5cm ¥1,200 ¥1,350
18-080-08 38518 竹スダレ 約21x11.2cm ¥180 ¥250
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18-080-09 18260 竹・天ぷら盛皿 内黒 ステンレス目皿付 長角 約19.8x12.2xH4.2cm ¥5,300 ¥5,450
18-080-10 18261 竹・天ぷら盛皿 内黒 ステンレス目皿付 正角５寸 約16x16xH4.2cm ¥5,550 ¥5,600
18-080-11 18262 竹・天ぷら盛皿 内黒 ステンレス目皿付 正角４寸 約13x13xH4.2cm ¥4,750 ¥4,800
18-080-12 18269 竹･天ぷら盛皿ｸﾘｱｰ ｽﾃﾝﾚｽ目皿付　長角 約19.8x12.2xH4.2cm ¥5,100 ¥5,250
18-080-13 18270 竹･天ぷら盛皿ｸﾘｱｰ ｽﾃﾝﾚｽ目皿付　正角５寸 約16x16xH4.2cm ¥5,350 ¥5,400
18-080-14 18271 竹･天ぷら盛皿ｸﾘｱｰ ｽﾃﾝﾚｽ目皿付　正角４寸 約13x13xH4.2cm ¥4,600 ¥4,650
18-082-01 24634 栃･盆ザル *竹ス(約φ19.5cm)付 約φ24xH2.5 ¥6,340 ¥6,390
18-082-04 79012 竹スダレ・丸 φ19.5 約φ19.5cm ¥240 ¥290
18-082-05 79007 竹スダレ 約17.8x12cm ¥200 ¥220
18-082-06 38518 竹スダレ 約21x11.2cm ¥180 ¥250
18-082-07 79004 竹スダレ 約11.8x11.8cm ¥120 ¥140
18-082-08 79006 竹スダレ 約17x17cm ¥220 ¥240
18-083-12 22191 青竹そば千代口 約7.5xH6.6cm ¥1,750 ¥2,600
18-083-14 18112 丸竹千代口 約7.5xH7cm ¥1,900 廃番

18-083-16 18114 ミニトング 約9cm ¥450 ¥480
18-083-21 19201 檜･マス型薬味入（大）*薬味スプーン付 約8.3x8.3xH7cm ¥3,500 ¥3,980
18-083-22 19202 檜･マス型薬味入(小) *薬味スプーン付 約6.1x6.1xH6.2cm ¥2,200 ¥2,480
18-083-24 33206 檜・丸小皿（内朱） 約φ8.4xH3.2cm ¥1,250 廃番

18-085-01 23533 晒竹オードブル篭(篭のみ)　尺0 約φ30xH7cm ¥3,300 ¥3,450
18-085-02 23370 晒竹オードブル篭(篭のみ)　尺１ 約φ33xH8cm ¥3,650 ¥3,820
18-085-03 23371 晒竹オードブル篭(篭のみ)　尺２ 約φ36xH8cm ¥4,050 ¥4,180
18-085-04 23372 晒竹オードブル篭(篭のみ)　尺３ 約φ39xH8cm ¥4,400 ¥4,730
18-085-05 23373 晒竹オードブル篭(篭のみ)　尺４ 約φ42xH9cm ¥4,750 ¥5,100
18-085-06 23374 晒竹オードブル篭(篭のみ)　尺５ 約φ45xH9cm ¥5,350 ¥5,820
18-085-07 23375 晒竹オードブル篭･足付(篭のみ) 7寸 約φ21xH6cm ¥2,400 ¥2,480
18-085-08 23376 晒竹オードブル篭･足付(篭のみ) 8寸 約φ24xH6cm ¥2,600 ¥2,730
18-085-09 23337 晒竹オードブル篭・足付（篭のみ）　9寸 約Φ27xH7cm ¥2,900 ¥3,100
18-085-10 23377 晒竹オードブル篭･足付(篭のみ) 尺 約φ30xH7cm ¥3,300 ¥3,450
18-085-11 23338 晒竹オードブル篭・足付（篭のみ）　尺１ 約Φ33xH7cm ¥3,650 ¥3,820
18-086-01 08240 丸敷板(晒竹オードブル篭用)　７寸用 約φ19xH0.5cm ¥1,400 ¥1,450
18-086-02 08241 丸敷板(晒竹オードブル篭用)　８寸用 約φ22xH0.5cm ¥1,550 ¥1,650
18-086-03 23339 丸敷板(晒竹オードブル篭用)　９寸用 約Φ24xH0.5cm ¥1,750 ¥1,820
18-086-08 08246 丸敷板(晒竹オードブル篭用)　尺４用 約φ37.5xH0.5cm ¥4,800 廃番

18-086-09 08247 丸敷板(晒竹オードブル篭用)　尺５用 約φ40xH0.5cm ¥5,600 廃番

18-086-10 08262 丸敷板（φ11） 約φ11cm  （t0.5cm) ¥1,050 ¥1,240
18-086-11 08261 丸敷板（φ13.5） 約φ13.5cm  （t0.5cm) ¥1,200 ¥1,380
18-086-12 08260 丸敷板（φ17） 約φ17cm  （t0.5cm) ¥1,350 ¥1,450
18-086-13 22627 樹脂製丸敷板　８寸用 約φ21.5xt0.3cm ¥1,900 ¥2,030
18-086-14 22628 樹脂製丸敷板　９寸用 約φ23xt0.3cm ¥2,200 ¥2,290
18-086-15 22629 樹脂製丸敷板　尺0用 約φ26.5xt0.3cm ¥2,600 ¥2,800
18-086-16 22630 樹脂製丸敷板　尺1用 約φ29xt0.3cm ¥3,100 ¥3,300
18-086-17 22631 樹脂製丸敷板　尺2用 約φ31.5xt0.3cm ¥3,550 ¥3,820
18-086-22 39059 御篭弁当用塗り板 約対辺19.4x対角22.3xt0.4㎝ ¥1,800 ¥1,900
18-086-24 08270 金銀丸敷板 7寸用 約φ19xt0.5cm ¥3,000 ¥3,450
18-086-25 08271 金銀丸敷板 8寸用 約φ22xt0.5cm ¥3,500 ¥4,000
18-086-26 08272 金銀丸敷板 9寸用 約φ24xt0.5cm ¥3,800 ¥4,550
18-086-27 08273 金銀丸敷板 尺0用 約φ27.5xt0.5cm ¥4,300 ¥5,100
18-086-28 08274 金銀丸敷板 尺1用 約φ30xt0.5cm ¥4,700 ¥5,450
18-086-29 08275 金銀丸敷板 尺2用 約φ31.5xt0.5cm ¥5,200 ¥6,200
18-086-30 08276 金銀丸敷板 尺3用 約φ35xt0.5cm ¥5,600 ¥6,500
18-086-31 08277 金銀丸敷板 尺4用 約φ37.5xt0.5cm ¥6,100 ¥7,100
18-086-32 08278 金銀丸敷板 尺5用 約φ40xt0.5cm ¥6,500 ¥7,500
18-087-01 23531 茜竹ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ篭（9寸） 約φ27xH7cm ¥3,650 ¥3,820
18-087-02 23532 茜竹ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ篭（尺0） 約φ30xH7cm ¥3,850 ¥4,000
18-087-03 22497 茜竹オードブル篭 （尺1） 約Φ33ｘＨ8ｃｍ ¥4,150 ¥4,550
18-087-04 22496 茜竹オードブル篭 （尺2） 約Φ36ｘＨ8ｃｍ ¥4,550 ¥5,100
18-087-05 22495 茜竹オードブル篭 （尺3） 約Φ39ｘＨ8cm ¥4,900 ¥5,640
18-088-06 24611 卓盛篭(塗板付) 八寸 約φ23.5xH8.5cm ¥5,500 ¥5,740
18-088-07 24612 卓盛篭(塗板付) 尺一 約φ33xH9.5cm ¥9,500 ¥9,800
18-088-08 24613 卓盛篭(塗板付) 尺三 約φ39.5xH10cm ¥15,500 ¥16,000
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18-088-09 24753 オードブル染篭（竹目皿付） 約φ25xH4.5cm ¥8,300 ¥8,500
18-088-10 22535 雅オードブル篭　(小) 約φ27xH7cm ¥7,200 ¥9,200
18-088-11 22536 雅オードブル篭　(中) 約φ30xH7cm ¥7,700 ¥10,000
18-088-12 22537 雅オードブル篭　(大) 約φ33xH7cm ¥8,500 ¥11,000
18-088-13 22538 雅オードブル篭　(特大) 約φ38xH7cm ¥9,200 ¥12,200
18-089-01 22370 柄付二段料理篭 約φ23xH30cm ¥14,700 廃番

18-089-02 22634 千筋料理箱　1段 約φ14xH9.2cm ¥2,900 ¥5,100
18-089-03 22635 千筋料理箱　2段（手付） 約15x14xH19cm ¥4,700 ¥6,900
18-089-04 24213 さらし竹・御篭弁当（塗板付） 約φ24xH7cm ¥9,900 ¥10,000
18-089-05 24214 染竹・御篭弁当（塗板付） 約φ24xH7cm ¥10,500 ¥10,600
18-090-03 24205 手なし盛籠（塗板付） 約φ19.5xH4cm ¥4,100 ¥4,410
18-090-04 24590 染竹・高台盛器（コンポート）塗板付 約φ23.5xH7cm ¥6,300 廃番

18-090-05 24930 白竹足付ミニオードブル皿(篭・陶器セット) 約φ17xH4.5cm ¥3,000 廃番

18-091-01 30197 四ツ目角型盛皿（足付） 小 約14.5x14.5(受皿)xH5.7（4）cm ¥2,700 ¥2,800
18-091-02 30196 四ツ目角型盛皿（足付） 中 約18x18(受皿)xH6.7（4）cm ¥2,950 ¥3,000
18-091-05 24407 万葉若菜篭（塗板付） 約φ17xH20.5cm ¥3,500 廃番

18-091-06 24201 手付盛篭・大(塗板付) 約φ19.5xH22.5cm ¥4,400 ¥4,600
18-092-01 22601 染竹ハンドル φ6-7cm用 約7.5xH14cm ¥490 ¥690
18-092-02 22602 染竹ハンドル φ7.5-8.5cm用 約8xH16cm ¥490 ¥750
18-092-03 22603 染竹ハンドル φ9-10cm用 約9.3xH18cm ¥490 ¥780
18-092-04 22604 染竹ハンドル φ12-13cm用 約12xH20.5cm ¥650 ¥850
18-092-05 22605 染竹ハンドル φ15-16cm用 約15xH21.5cm ¥650 ¥930
18-092-06 22606 染竹ハンドル φ17-18cm用 約17.3xH22cm ¥650 ¥1,000
18-092-07 22607 染竹ハンドル φ18-19cm用 約18.5xH23cm ¥720 ¥1,050
18-092-08 22608 染竹ハンドル φ19-20cm用 約19xH23.5cm ¥720 ¥1,170
18-092-09 22609 染竹ハンドル φ21-22cm用 約21xH23cm ¥720 ¥1,170
18-092-10 22610 染竹ハンドル φ24-25cm用 約24xH22.5cm ¥720 ¥1,300
18-093-01 23535 特選・鵜篭（大） 約φ24xH19.5cm（口内径φ17cm） ¥50,000 ¥54,000
18-093-02 23536 特選・鵜篭（小） 約φ20xH16cm（口内径φ14.5cm） ¥41,500 ¥45,000
18-093-05 24439 竹篭しょいこ付 約φ7.5xH7.5cm ¥1,100 ¥1,200
18-093-06 23537 晒竹高台篭 約φ15xH6.5cm ¥1,250 ¥1,380
18-093-07 23538 六ツ目高台篭 約φ19.5xH5cm ¥1,630 ¥1,650
18-093-08 08260 丸敷板（φ17） 約φ17cm  （t0.5cm) ¥1,350 ¥1,450
18-093-09 22529 オードブル皿 （虎渕） 小 約φ14xH5cm ¥3,850 ¥4,960
18-093-10 22530 オードブル皿 （虎渕） 中 約φ17xH5.5cm ¥4,250 ¥5,440
18-093-11 22531 オードブル皿 （虎渕） 大 約φ20xH5.5cm ¥4,750 ¥5,900
18-093-12 22532 オードブル皿 （黒染） 小 約φ14xH5cm ¥3,800 ¥4,730
18-093-13 22533 オードブル皿 （黒染） 中 約φ17xH5.5cm ¥4,100 ¥5,200
18-093-14 22534 オードブル皿 （黒染） 大 約φ20xH5.5cm ¥4,650 ¥5,680
18-094-01 23348 竹・山波盛器（塗板付） 約φ24xH10(6)cm ¥5,800 ¥6,000
18-094-08 14290 トラ竹渕篭（角・ミニ） 約8.8x8.8xH3cm ¥630 ¥730
18-094-09 14291 六ツ目かずら付篭（ミニ） 約φ8.8xH4/2.5cm ¥550 ¥650
18-094-10 23346 六ツ目かずら付・染 約φ11xH4.3(2.2)cm ¥590 ¥740
18-094-13 14253 白ユリ手付篭(小) 約φ12.5xH13cm ¥730 ¥780
18-094-17 14260 六ｯ目かずら付篭 約φ11cm ¥550 ¥600
18-095-06 22193 茜菊盛篭 底寸約φ13xH13cm ¥3,600 ¥3,900
18-096-06 24959 白竹八ツ橋 約17x10xH2cm ¥2,500 廃番

18-096-07 38392 染竹八ツ橋 約17x10xH2cm ¥2,700 廃番

18-097-02 22237 若竹長手桶 約φ5xH13cm ¥1,900 ¥2,000
18-098-01 26282 青塗竹筒珍味入(大) 約φ6.5~7xH15(12)cm ¥2,700 ¥2,950
18-098-02 26283 青塗竹筒珍味入(中) 約φ6.5~7xH12(9)cm ¥2,400 ¥2,700
18-098-03 26284 青塗竹筒珍味入(小) 約φ6.5~7xH9(6)cm ¥2,100 ¥2,380
18-098-04 27600 青塗珍味入（上節）大 約φ12xH7cm ¥3,900 ¥4,300
18-098-05 27601 青塗珍味入（上節）小 約φ6.5xH5.5cm ¥1,500 ¥1,830
18-098-06 27602 青塗珍味皿（斜めカット） 約18x6.5xH6.3cm ¥2,900 ¥3,650
18-098-07 27603 青塗片節皿 約15x6.5xH2.8cm ¥2,300 ¥2,700
18-098-08 27640 青塗はつり　丸千代口（中） 約φ6.5～7xH8cm ¥2,600 ¥2,930
18-098-09 27641 青塗はつり　丸千代口（大） 約φ7.5～8xH8cm ¥2,850 ¥3,300
18-098-10 27642 青塗はつり　丸珍味入 約φ5.5～6xH4.5cm ¥2,300 ¥2,530
18-098-11 22374 若竹珍味入 約φ6.5xH4.5cm ¥1,500 ¥1,630
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18-098-12 22376 若竹ハス切珍味入 約φ6.5xH4.5(2.5)cm ¥1,500 ¥1,630
18-098-13 22204 青塗丸竹珍味入（フラット） 約φ5.5~6xH4.5cm ¥720 ¥740
18-098-14 22205 青塗丸竹珍味入（ハス切り） 約φ5.5~6xH4.5(2.5cm ¥720 ¥740
18-100-01 14240 樹脂ユリかづら付篭　白(小) 約φ15xH3cm ¥1,900 ¥2,100
18-100-02 14241 樹脂ユリかづら付篭　白(大) 約φ18xH3cm ¥2,300 ¥2,400
18-100-03 14238 樹脂ユリかづら付篭　茶(小) 約φ15xH3cm ¥1,900 ¥2,100
18-100-04 14239 樹脂ユリかづら付篭　茶(大) 約φ18xH3cm ¥2,300 ¥2,400
18-100-05 14242 樹脂当渕深ザル　小 約φ12.5xH4.5cm ¥1,850 廃番

18-100-06 14243 樹脂当渕深ザル　中 約φ15xH5cm ¥2,350 廃番

18-100-07 14244 樹脂当渕深ザル　大 約φ18xH5.5cm ¥2,700 廃番

18-100-08 14232 樹脂オードブル篭　茶(小) 約φ27xH6cm ¥6,500 ¥6,600
18-100-09 14233 樹脂オードブル篭　茶(中) 約φ30xH6cm ¥6,900 ¥7,200
18-100-10 14234 樹脂オードブル篭　茶(大) 約φ33xH6cm ¥7,400 ¥7,820
18-100-11 22539 おわん型竹ザル 白 10cm 約φ10×H3.5cm ¥165 ¥175
18-100-12 22540 おわん型竹ザル 白 13cm 約φ13×H4cm ¥195 ¥210
18-100-13 22541 おわん型竹ザル 白 15cm 約φ15×H5cm ¥215 ¥230
18-100-14 22556 おわん型竹ザル 白 20cm 約φ20xH6.5cm ¥370 ¥450
18-100-15 22557 おわん型竹ザル 白 22cm 約φ21.5xH6.5cm ¥430 ¥520
18-100-18 24752 手付竹篭（大) 約φ18xH18(2.5)cm ¥370 ¥480
18-100-19 24745 手付竹篭(中) 約φ15xH16(2.3)cm ¥320 ¥450
18-100-20 24751 手付竹篭(小） 約φ13xH14(2)cm ¥290 ¥390
18-101-01 38547 すだれ弁当(大) 約22.8x12xH5.5cm ¥460 ¥480
18-101-02 38548 すだれ弁当(小) 約22.8x8.1xH5.2cm ¥360 ¥380
18-101-03 38536 新すだれ弁当　桜柄 (大) 約22.8x11.7xH5.5cm ¥380 ¥410
18-101-04 38538 新すだれ弁当　桜柄 (小) 約22.8x7.8xH5.2cm ¥320 ¥340
18-101-05 38558 新すだれ弁当　無地　大 約22.8x11.7XH5.5cm ¥360 ¥400
18-101-06 38559 新すだれ弁当　無地　小 約22.8x7.8xH5.2cm ¥300 ¥330
18-101-07 38537 新すだれ弁当　笹柄 (大) 約22.8x11.7xH5.5cm ¥380 ¥410
18-101-08 38539 新すだれ弁当　笹柄 (小) 約22.8x7.8xH5.2cm ¥320 ¥340
18-101-09 38540 新すだれ弁当　紅葉柄 (大) 約22.8x11.7xH5.5cm ¥380 ¥410
18-101-10 38541 新すだれ弁当　紅葉柄 (小) 約22.8x7.8xH5.2cm ¥320 ¥340
18-102-01 38637 すだれ弁当ミニ 約14x7.5xH5.5cm ¥310 ¥340
18-102-02 38636 新すだれ弁当　無地ミニ 約14x8xH6.2cm ¥300 ¥320
18-102-09 23430 竹舞篭 角(小) 身約16x16xH4.5cm ¥850 ¥950
18-102-10 23431 竹舞篭 角(大) 身約21x21xH5cm ¥1,000 ¥1,100
18-102-11 38638 竹皮貼容器ミニ 約11.8x7.8xH5cm ¥430 ¥450
18-102-12 22111 竹皮貼容器　S 約15x10xH4.5cm ¥440 ¥460
18-102-13 22112 竹皮貼容器　1合 約18x12xH4.5cm ¥470 ¥490
18-102-14 22113 竹皮貼容器　1.5合 約21x13xH4.5cm ¥570 ¥580
18-102-15 22114 竹皮貼容器　2合 約23x15xH4.5cm ¥620 ¥660
18-102-16 22115 竹皮貼容器　3合 約27x18xH4.5cm ¥800 ¥840
18-103-01 22516 珍味篭 のし（青） 約φ7xH6cm ¥100 ¥115
18-103-02 22517 珍味篭 のし（茶） 約φ7xH6cm ¥100 ¥115
18-103-03 22512 珍味篭 丸 青(大) 約φ6x3cm ¥75 ¥80
18-103-04 22513 珍味篭 丸 茶(大) 約φ6x3cm ¥75 ¥80
18-103-05 22514 珍味篭 丸 青(小) 約φ4.5x2.5cm ¥75 ¥80
18-103-06 22515 珍味篭 丸 茶(小) 約φ4.5x2.5cm ¥75 ¥80
18-103-07 22524 珍味篭 六ツ目丸 青 約φ8xH3cm ¥100 ¥105
18-103-08 22525 珍味篭 六ツ目丸 茶 約φ8xH3cm ¥100 ¥105
18-103-09 22500 珍味篭 三つ葉 青 約7x6.5xH3.5cm ¥90 ¥100
18-103-10 22501 珍味篭 三つ葉 茶 約7x6.5xH3.5cm ¥90 ¥100
18-103-11 22626 結び手篭 約φ6xH10cm ¥155 ¥170
18-103-12 22625 かまくら篭 約φ6xH12.5cm ¥145 ¥160
18-103-13 22571 竹珍味篭しょいこ付 約φ5.2ｘH5cm ¥130 ¥140
18-103-14 22570 笹舟珍味篭 約13x8.5xH5cm ¥600 ¥650
18-103-15 14250 竹月型篭 約9.5x8.5xH8.5cm ¥120 ¥145
18-103-16 14162 竹箕 約9x8.5cm ¥75 ¥85
18-103-17 14161 竹折りの友箕 約7.5x6.5cm ¥40 ¥45
18-103-18 14163 竹舟箕 約11x5.5cm ¥45 ¥50
18-103-19 14145 豆篭手無し 約6.3x4.9xH3.3cm ¥90 ¥110
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18-103-20 14146 折の友ピーチ篭 約φ6.2xH3cm ¥90 ¥110
18-103-21 14160 竹豆かご 約φ5xH2cm ¥70 ¥75
18-104-03 23952 太鼓型盛器　目皿(大) 約φ45xH5cm ¥8,900 ¥9,300
18-104-04 23953 太鼓型盛器　目皿(小) 約φ35xH5cm ¥6,200 ¥6,500
18-104-05 45514 太鼓型　盛器用　ﾍﾞｰｽ大 約φ50xH3.6cm ¥18,000 廃番

18-104-06 45515 太鼓型　盛器用　ﾍﾞｰｽ小 約φ39.5xH3.6cm ¥13,000 廃番

18-105-09 21567 富貴鍋 小 （ステンレス製） 約φ17.3xH5cm ¥1,750 ¥2,100
18-109-03 29056 ステンレス丸千代口（内金） 約φ5.8xH3cm ¥2,400 ¥2,500
18-110-09 21595 ステンレス目皿　角型４寸 約11.2x11.2xH1cm ¥1,000 ¥1,050
18-110-10 21596 ステンレス目皿　角型５寸 約14.1x14.1xH1cm ¥1,350 ¥1,400
18-110-11 21608 ステンレス手編み目皿　足なし 約φ7cm ¥900 ¥1,500
18-110-12 21607 ステンレス手編み目皿　３寸 約φ9xH0.8cm ¥1,150 ¥1,750
18-110-13 21606 ステンレス手編み目皿　３．５寸 約φ10.5xH0.8cm ¥1,300 ¥2,100
18-110-14 21605 ステンレス手編み目皿　４寸 約φ11.5xH0.8cm ¥1,500 ¥2,350
18-110-14 21605 ステンレス手編み目皿　４寸 約φ11.5xH0.8cm ¥1,500 ¥2,350
18-110-15 24445 銀州（シルバー仕上）（足なし） 約φ7cm ¥1,600 ¥2,300
18-110-16 24444 銀州（シルバー仕上）3寸 約φ9xH0.8cm ¥1,900 ¥2,670
18-110-17 24443 銀州（シルバー仕上）3.5寸 約φ10.5xH0.8cm ¥2,050 ¥3,100
18-110-18 24442 銀州（シルバー仕上）４寸 約φ11.5xH0.8cm ¥2,250 ¥3,450
18-110-19 24446 金州（ゴールド仕上）（足なし） 約φ7cm ¥1,700 ¥2,600
18-110-20 24447 金州（ゴールド仕上）３寸 約φ9xH0.8cm ¥1,950 ¥3,070
18-110-21 24448 金州（ゴールド仕上）3.5寸 約φ10.5xH0.8cm ¥2,150 ¥3,500
18-110-22 24449 金州（ゴールド仕上）4寸 約φ11.5xH0.8cm ¥2,500 ¥3,910
18-110-23 21383 とんかつ用金網 (半月) 大 約19x10.3ｘH1.4cm ¥1,200 ¥1,250
18-110-24 21384 とんかつ用金網 (半月) 中 約17.3x8.8ｘH1.4cm ¥1,100 ¥1,150
18-110-25 21385 とんかつ用金網 (半月) 小 約14.6x8.2ｘH1.4cm ¥900 ¥1,000
18-110-26 18191 とんかつ用金網 長角(足付) 中 約18.2x10.5xH1.5cm ¥1,200 ¥1,350
18-110-27 18196 とんかつ用金網 長角(足付) 小 約17.7x9.2xH1.5cm ¥1,100 ¥1,200
18-111-01 29000 小付三種リングベース 約11.9x11xH6.4cm ¥800 ¥1,000
18-111-05 26165 マルチカップ（白） 約φ7.6ｘH3.1cm ¥180 ¥200
18-111-06 26206 マルチカップ(黒) 約φ7.6xH3.1cm ¥180 ¥200
18-111-07 26187 硝子マルチカップ　若水 約φ7.7xH3.2cm ¥250 ¥300
18-111-08 26188 硝子マルチカップ　浅紫 約φ7.7xH3.2cm ¥250 ¥300
18-111-09 26189 硝子マルチカップ　若草 約φ7.7xH3.2cm ¥250 ¥300
18-111-10 24485 ４寸ゴールド金彩皿 約12x12xH15cm ¥5,800 廃番

18-111-11 24484 ４寸シルバー銀彩皿 約12x12xH15cm ¥3,600 廃番

18-114-03 27048 木和美・松花堂弁当 約27.3x27.3xH6.5cm ¥7,000 ¥7,700
18-114-03* 27046 身(仕切付) 約25.5x25.5xH5.8cm ¥4,200 ¥4,700
18-114-03* 27047 蓋 約27.3x27.3xH3.5cm ¥2,800 ¥3,000
18-115-01 27584 新 細目(ささめ)格子盛器　四ツ切 約21.2x21.2xH4.4cm ¥17,500 ¥18,250
18-115-01* 27585 新 細目(ささめ)格子盛器 正角 四ﾂ切身のみ 約21.2x21.2xH4.4cm ¥16,200 ¥16,800
18-115-01* 27586 新 細目(ささめ)格子盛器 四ツ切 仕切のみ 約19.8x19.8xH3.2cm ¥1,300 ¥1,450
18-115-03 27058 木和美・ミニ松花堂弁当 約21x21xH4.8cm ¥3,500 ¥3,800
18-116-02 28005 細密盛器用　春慶のせ蓋 約21x21xH0.6cm ¥3,500 ¥3,800
18-117-01 27174 檜・６ツ切松花堂弁当 (大) 約39x27xH7cm ¥20,600 廃番

18-117-06 27056 木和美・六ツ切弁当 約39.5x27.3xH6.5cm ¥9,500 ¥10,500
18-117-06* 27055 蓋 約39.5x27.3xH3.5cm ¥3,800 ¥4,000
18-117-06* 27054 身（仕切付） 約37.5x25.5xH5.8cm ¥5,700 ¥6,500
18-119-01 27587 新 細目(ささめ)格子盛器 六ツ切 約31.2x21.2xH4.4cm ¥20,900 ¥22,000
18-119-01* 27588 新 細目格子盛器 長方(六ツ切 身のみ) 約31.2x21.2xH4.4cm ¥19,000 ¥20,000
18-119-01* 27589 新 細目格子盛器 六ツ切 仕切のみ 約29.8x19.8xH3.2cm ¥1,900 ¥2,000
18-119-02 27106 檜・ミニ檜彩(ひさい)弁当 約32x22xH5.7cm ¥9,800 ¥10,500
18-119-03 27060 木和美・ミニ六ッ切弁当 約31x21xH4.8cm ¥4,800 ¥5,000
18-120-03 27062 木和美・ミニ九ッ切弁当 約31x31xH4.8cm ¥5,900 ¥6,500
18-121-01 29603 檜・二段長手弁当 1段37.5x13.2xH5.5cm ¥14,550 ¥15,250
18-121-01* 29611 蓋 約37.5x13.2cm ¥2,700 ¥2,800
18-121-01* 29612 身（二ツ仕切） 約37.5x13.2xH5.5cm ¥5,750 ¥6,100
18-121-01* 29613 身（三ツ仕切） 約37.5x13.2xH5.5cm ¥6,100 ¥6,350
18-121-02 29126 木曽杉・二段長手弁当 約37.7x13.2xH11.8cm ¥13,950 ¥14,800
18-121-02* 29127 木曽杉・二段長手弁当 蓋のみ 約37.7X13.2XH0.8cm ¥2,750 ¥3,000
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18-121-02* 29128 木曽杉・二段長手弁当 身（仕切なし） 約37.7X13.2XH5.5cm ¥5,100 ¥5,400
18-121-02* 29129 木曽杉・二段長手弁当 身（三つ仕切） 約37.7X13.2XH5.5cm ¥6,100 ¥6,400
18-121-03 27052 木和美・三ツ切弁当 約37.5x13xH6.2cm ¥5,250 ¥5,800
18-121-03* 27051 蓋 約37.5x13xH1cm ¥1,550 ¥1,800
18-121-03* 27050 身（三ツ仕切） 約37.5x13xH5.5cm ¥3,700 ¥4,000
18-122-01 27098 木和美・ミニ三ツ切弁当 約30.7ｘ10.8ｘH4.8cm ¥2,900 ¥3,200
18-123-03 27413 木曽杉・大安好日二段箱膳 約21.6x14.6xH10.1cm ¥9,300 廃番

18-124-02 27247 正角ミニ料理箱　２段セット 約9x9xH9.1cm ¥2,500 ¥3,100
18-124-02* 27248 正角ミニ料理箱　身のみ（１段） 約9x9xH4.5cm ¥1,100 ¥1,250
18-124-02* 27249 正角ミニ料理箱　蓋のみ 約9x9xH0.8cm ¥300 ¥600
18-124-03 27014 布貼り二段料理箱 約12.7x12.7xH12.5cm ¥13,800 廃番

18-124-04 27069 木和美・正角料理箱三段セット（蓋付） 約12.3x12.3xH14.5cm ¥5,050 ¥5,500
18-124-04* 27065 木和美・正角料理箱（蓋） 約10.7x10.7xH1cm ¥550 ¥600
18-124-04* 27064 木和美・正角料理箱（身） 約10.7x10.7xH4.8cm ¥1,200 ¥1,300
18-124-04* 27066 木和美・正角トレイ（小） 約12.3x12.3xH2.1cm ¥900 ¥1,000
18-126-01 32440 細目格子　三段料理箱　セット 約13.4x12.3xH20.3cm ¥33,150 ¥35,460
18-126-01* 32441 細目格子　料理棚 約13.4x12.3xH20.3cm ¥28,500 ¥30,000
18-126-01* 26669 木曽杉　料理桝 約11.5x11.5xH4cm ¥1,550 ¥1,820
18-126-02 32441 細目格子　料理棚 約13.4x12.3xH20.3cm ¥28,500 ¥30,000
18-126-04 27020 三段弁当（白木） 約11.3x13xH16.3cm ¥12,500 ¥14,500
18-126-05 27021 三段弁当（古代色） 約11.3x13xH16.3cm ¥12,900 ¥15,000
18-126-07 27283 檜・数寄屋弁当（大） 約18x11.4xH13.8cm ¥10,500 ¥10,700
18-128-04 27013 さらし竹手付野点弁当 約18.5x18.8xH27.3cm ¥17,000 ¥18,500
18-129-04 27158 ひのき吉野棚 約15.2x9xH22.8cm ¥6,200 ¥7,000
18-131-01 27048 木和美・松花堂弁当 約27.3x27.3xH6.5cm ¥7,000 ¥7,700
18-131-01* 27047 蓋 約27.3x27.3xH3.5cm ¥2,800 ¥3,000
18-131-01* 27081 身のみ（仕切りなし） 約25.5x25.5xH5.8cm ¥3,600 ¥4,000
18-131-01* 27082 仕切 ¥600 ¥700
18-131-02 27052 木和美・三ツ切弁当 約37.5x13xH6.2cm ¥5,250 ¥5,800
18-131-02* 27051 蓋 約37.5x13xH1cm ¥1,550 ¥1,800
18-131-02* 27050 身（三ツ仕切） 約37.5x13xH5.5cm ¥3,700 ¥4,000
18-131-03 27056 木和美・六ツ切弁当 約39.5x27.3xH6.5cm ¥9,500 ¥10,500
18-131-03* 27055 蓋 約39.5x27.3xH3.5cm ¥3,800 ¥4,000
18-131-03* 27083 身のみ（仕切なし） 約37.5x25.5xH5.8cm ¥4,700 ¥5,300
18-131-03* 27084 仕切 ¥1,000 ¥1,200
18-132-01 27098 木和美・ミニ三ツ切弁当 約30.7ｘ10.8ｘH4.8cm ¥2,900 ¥3,200
18-132-02 27058 木和美・ミニ松花堂弁当 約21x21xH4.8cm ¥3,500 ¥3,800
18-132-03 27060 木和美・ミニ六ッ切弁当 約31x21xH4.8cm ¥4,800 ¥5,000
18-132-04 27062 木和美・ミニ九ッ切弁当 約31x31xH4.8cm ¥5,900 ¥6,500
18-134-01 27064 木和美・正角料理箱（身） 約10.7x10.7xH4.8cm ¥1,200 ¥1,300
18-134-02 27065 木和美・正角料理箱（蓋） 約10.7x10.7xH1cm ¥550 ¥600
18-134-03 27066 木和美・正角トレイ（小） 約12.3x12.3xH2.1cm ¥900 ¥1,000
18-134-04 27067 木和美・正角トレイ（大） 約23.2x23.2xH2.1cm ¥2,000 ¥2,300
18-134-04 27067 木和美・正角トレイ（大） 約23.2x23.2xH2.1cm ¥2,000 ¥2,300
18-134-04 27067 木和美・正角トレイ（大） 約23.2x23.2xH2.1cm ¥2,000 ¥2,300
18-134-05 27068 木和美・長角トレイ 約34.1x12.5xH2.1cm ¥1,800 ¥2,000
18-134-05 27068 木和美・長角トレイ 約34.1x12.5xH2.1cm ¥1,800 ¥2,000
18-134-05 27068 木和美・長角トレイ 約34.1x12.5xH2.1cm ¥1,800 ¥2,000
18-134-06 27071 木和美・長角三ツ切セット（蓋なし） 約34.1x12.5xH5.3cm ¥5,400 ¥5,900
18-134-07 27070 木和美・正角四ツ切セット（蓋なし） 約23.2x23.2xH5.3cm ¥6,800 ¥7,500
18-134-08 27069 木和美・正角料理箱三段セット（蓋付） 約12.3x12.3xH14.5cm ¥5,050 ¥5,500
18-138-05 33304 ひのき・５寸ワッパ飯器 約φ15xH6.5cm ¥5,800 ¥5,900
18-138-06 29511 ひのき・４寸ワッパ飯器 約φ12xH5.9cm ¥5,000 ¥5,100
18-138-07 04132 椹・江戸こびつ（深型）*約2.5合 身外寸:φ14.5xH12cm ¥9,600 ¥10,000
18-138-11 60113 木曽さわらこびつ 約φ14.2xH9cm ¥4,300 ¥4,630
18-139-07 30210 椹・ちらし桶 浅型 蓋付 約φ15x総H8.5(身6)cm ¥4,050 ¥4,400
18-139-07* 38208 椹・ちらし桶 (浅型）桶のみ 約φ14xH6cm ¥3,050 ¥3,300
18-139-08 30209 椹・ちらし桶 深型   蓋付 約φ15x総H12(身9)cm ¥4,750 ¥5,350
18-139-08* 30250 椹・ちらし桶（深型）桶のみ 約φ14.5xH9cm ¥3,700 ¥4,000
18-139-09 30220 椹・ちらし桶　大 蓋付 約φ18x総H11(身8.5)cm ¥5,780 ¥6,240
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18-139-09* 30251 桶のみ 約φ18xH8.5cm ¥4,530 ¥4,840
18-139-12 25727 檜・ひつまぶしびつ　(しゃもじ付)  身：約φ14.5xH9cm/しゃもじL16.3cm ¥11,500 ¥12,580
18-140-05 26440 陶器・みやこｾｲﾛｾｯﾄ (身・蓋・台・竹ｽ) 内寸約φ8.8xH4cm ¥4,560 ¥4,575
18-140-06 20393 新陶器・赤絵セイロセット 身外寸約φ9.8×H4.7ｃｍ ¥4,910 ¥4,925
18-141-01 30370 汁椀　楕円型 根来 約11.5x10.5xH8cm ¥2,100 ¥2,250
18-141-02 30371 汁椀　楕円型 曙 約11.5x10.5xH8cm ¥2,100 ¥2,250
18-141-03 32340 大汁椀 楕円 （小） 根来 約13x12.5xH9cm ¥2,750 ¥2,960
18-141-04 32339 大汁椀 楕円 （小） 曙 約13x12.5xH9cm ¥2,750 ¥2,960
18-141-05 32342 大汁椀 楕円 （大） 根来 約14x13xH10cm ¥3,300 ¥3,700
18-141-06 32341 大汁椀 楕円 （大） 曙 約14x13xH10cm ¥3,300 ¥3,700
18-141-07 30366 汁椀　カスミ　赤 約Φ11.3xH6.9cm ¥1,700 ¥1,850
18-141-08 30367 汁椀　カスミ　黒 約Φ11.3xH6.9cm ¥1,700 ¥1,850
18-141-09 30372 汁椀　しぼり　根来 約Φ10.9xH8cm ¥1,550 ¥1,630
18-141-10 30373 汁椀　しぼり　曙 約Φ10.9xH8cm ¥1,550 ¥1,630
18-141-11 30374 汁椀　しぼり　杢 約Φ10.9xH8cm ¥1,550 ¥1,630
18-141-12 30364 汁椀　あわせ　根来 約Φ10xH6.8cm ¥1,200 ¥1,280
18-141-13 30365 汁椀　あわせ　曙 約Φ10xH6.8cm ¥1,200 ¥1,280
18-141-14 30360 汁椀　羽反つき彫　（大）　根来 約Φ12xH8cm ¥1,700 ¥1,930
18-141-15 30361 汁椀　羽反つき彫　（大）　曙 約Φ12xH8cm ¥1,700 ¥1,930
18-141-16 30358 汁椀　布張エクボ　根来 約Φ11.5xH8cm ¥1,700 ¥1,780
18-141-17 30359 汁椀　布張エクボ　曙 約Φ11.5xH8cm ¥1,700 ¥1,780
18-141-18 32338 大汁椀 布張エクボ 根来 約φ13xH10.3cm ¥2,500 ¥2,670
18-141-19 32337 大汁椀 布張エクボ 曙 約φ13xH10.3cm ¥2,500 ¥2,670
18-142-01 30399 木製片口注ぎ 根来 約11.5x8.5xH10.5cm ¥2,500 ¥2,820
18-142-02 30398 木製片口注ぎ 曙 約11.5x8.5xH10.5cm ¥2,500 ¥2,820
18-142-03 30353 木製片口 （L) 根来　 約10.5x8xH7.2cm ¥1,750 廃番

18-142-04 30354 木製片口 （L)曙　 約10.5x8xH7.2cm ¥1,750 廃番

18-144-01 32211 細目（ささめ）格子料理膳 約21.3x21.3xH3.4cm ¥16,500 ¥17,100
18-144-02 27585 新 細目(ささめ)格子盛器 正角 約21.2x21.2xH4.4cm ¥16,200 ¥16,800
18-144-03 27588 新 細目格子盛器 長方 約31.2x21.2xH4.4cm ¥19,000 ¥20,000
18-144-04 32442 細目格子　小箱 約11.4x11.4xH4.4cm ¥7,900 ¥8,100
18-144-05 32443 細目格子　六角膳 約24.7x21.5xH3.3cm ¥21,500 ¥23,000
18-145-05 28005 細密盛器用　春慶のせ蓋 約21x21xH0.6cm ¥3,500 ¥3,800
18-146-13 28022 ひのき細密料理箱（春慶蓋付）青海波 約20.5x10.4xH5cm ¥10,000 廃番

18-146-14 28023 ひのき細密料理箱（春慶蓋付） 麻の葉 約20.5x10.4xH5cm ¥10,000 廃番

18-146-15 28024 ひのき細密料理箱（春慶蓋付）七宝 約20.5x10.4xH5cm ¥10,000 廃番

18-147-01 27233 ひのき透かし料理箱(ひょうたん) (小) 約14x14xH5.2cm ¥4,150 ¥4,200
18-147-02 27234 花柄障子蓋（小） 約14x14xH1cm ¥2,600 ¥2,700
18-147-03 27245 ひのき透かし料理箱(ひょうたん) (大) 約17.5x17.5xH6.4cm ¥5,000 ¥5,100
18-147-04 27246 花柄障子蓋（大） 約17.5x17.5xH1cm ¥3,100 ¥3,200
18-147-06 27247 正角ミニ料理箱　２段セット 約9x9xH9.1cm ¥2,500 ¥3,100
18-147-06* 27248 正角ミニ料理箱　身のみ（１段） 約9x9xH4.5cm ¥1,100 ¥1,250
18-147-06* 27249 正角ミニ料理箱　蓋のみ 約9x9xH0.8cm ¥300 ¥600
18-148-05 38604 杉･おはこ長角料理箱(小)蓋 大安好日 約20.7x11xH0.9cm ¥1,700 廃番

18-148-06 38610 杉･おはこ長角料理箱(小)蓋 花鳥風月 約20.7x11xH0.9cm ¥1,700 廃番

18-148-08 38602 杉･おはこ長角料理箱(大)蓋 大安好日 約25x13.3xH0.9cm ¥2,200 廃番

18-148-09 38609 杉･おはこ長角料理箱(大)蓋 花鳥風月 約25x13.3xH0.9cm ¥2,200 廃番

18-149-01 32099 桧　糸格子盛器 約26x13xH4.5cm ¥9,600 ¥9,800
18-149-02 27538 桧　糸格子盛器（深型） 約26x13xH6.5cm ¥10,500 ¥10,700
18-149-03 27537 桧 糸格子盛器用竹すだれ 約23x下がり10.4㎝ ¥930 ¥1,000
18-149-04 28006 ひのき糸格子敷台 約30x21xH2cm ¥8,900 ¥9,300
18-149-05 38090 格子蓋料理箱 四ツ切 約15x15xH3.8cm ¥4,300 廃番

18-150-05 27171 おもてなし格子料理箱　溜色 約20.5x14xH5cm ¥5,400 ¥6,100
18-150-05 27171 おもてなし格子料理箱　溜色 約20.5x14xH5cm ¥5,400 ¥6,100
18-150-06 27170 おもてなし格子料理箱　クリアー 約20.5x14xH5cm ¥5,000 ¥5,700
18-150-06 27170 おもてなし格子料理箱　クリアー 約20.5x14xH5cm ¥5,000 ¥5,700
18-151-06 18191 とんかつ用金網 長角 （中） 約18.2x10.5xH1.5cm ¥1,200 ¥1,350
18-151-07 38518 竹スダレ 約21x11.2cm ¥180 ¥250
18-151-08 38514 創・長角盛皿（クリアー） 約22.7x13xH3cm ¥3,000 ¥3,100
18-151-09 38517 創・長角盛皿（溜塗） 約22.7x13xH3cm ¥3,300 ¥3,400
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18-151-10 38516 創・長角盛皿（内黒） 約22.7x13xH3cm ¥3,400 ¥3,500
18-151-11 38515 創・長角盛皿（内朱） 約22.7x13xH3cm ¥3,400 ¥3,500
18-152-01 10341 白木料理箱　二段トレイタイプ 身約30.7x20.7xH4.7cm ¥8,200 ¥8,300
18-152-04 38518 竹スダレ 約21x11.2cm ¥180 ¥250
18-152-07 18191 とんかつ用金網 長角 （中） 約18.2x10.5xH1.5cm ¥1,200 ¥1,350
18-152-08 38518 竹スダレ 約21x11.2cm ¥180 ¥250
18-153-02 38321 五寸ひのき手提 約15.2x15.2xH23cm ¥3,300 ¥3,400
18-154-09 21595 ステンレス目皿　角型４寸 約11.2x11.2cm ¥1,000 ¥1,050
18-154-10 21596 ステンレス目皿　角型５寸 約14.1x14.1cm ¥1,350 ¥1,400
18-154-11 38080 極薄桝型料理箱　５勺　塗装付 約5.2x5.2xH4.2cm ¥820 廃番

18-154-12 38081 極薄桝型料理箱　１合　塗装付 約6.8x6.8xH5cm ¥940 廃番

18-154-13 38082 極薄桝型料理箱　浅型　塗装付 約6.8x6.8xH3.9cm ¥940 廃番

18-156-01 38306 ひのき京彩敷（小） 約12.5x24xH5.1cm ¥3,300 ¥3,400
18-156-02 38423 ひのき四方透かし皿 約22.5x22.5xH2.7cm ¥4,000 ¥5,690
18-156-05 38343 木曽杉・六寸皿EXP塗装加工） 約18x18xH2cm ¥5,000 ¥5,100
18-156-06 27411 木曽杉・八寸皿（無塗装） 約23.7x23.7xH3.2cm ¥4,650 ¥5,100
18-156-07 38341 木曽杉・八寸皿（EXP塗装加工） 約23.7x23.7xH3.2cm ¥5,600 ¥6,100
18-156-08 32416 木曽杉・三角皿 六寸 約24x20.8xH2cm ¥5,400 ¥5,500
18-156-09 32415 木曽杉・三角皿 八寸 約29.3x26xH3.2cm ¥7,200 ¥7,300
18-157-01 31215 Sugiプレート　細 約6x18xH1.2cm ¥1,300 ¥1,400
18-157-02 31216 Sugiプレート　長角 約12x21xH1.2cm ¥1,650 ¥1,750
18-157-03 31217 Sugiプレート　正角 約18x18xH1.2cm ¥2,450 ¥2,550
18-158-01 38486 ７寸正角前菜皿（ガラス付） 約21x21xH3.5cm ¥4,800 ¥5,000
18-158-02 38455 ひのき前菜皿  大（ガラス付） 約23.5x14xH3cm ¥2,800 ¥3,100
18-158-03 38474 ひのき前菜皿  小（ガラス付） 約22.5x9xH2.5cm ¥2,300 ¥2,600
18-158-05 32238 杉涼風うちわ皿 約19x27.5xH1.2cm ¥2,450 ¥2,700
18-158-06 32241 杉・呉竹八寸皿（隅折） 約27.2x18xH2.5cm ¥5,000 ¥5,600
18-159-02 38067 桧・両使い盛箱 約25.5x9.6xH5cm ¥5,300 廃番

18-160-01 35361 白木・八角盛込　７寸 約21x21xH6cm ¥8,200 廃番

18-160-02 35362 白木・八角盛込　８寸 約24x24xH6cm ¥8,850 廃番

18-161-01 38390 白木段違い八ﾂ橋ｾｯﾄ 約19x13.5xH3.3cm ¥2,900 ¥2,980
18-161-01* 64131 蛇ノ目傘Ｂ（中）朱 約φ14xH12.5cm ¥300 ¥380
18-161-02 38392 染竹八ツ橋 約17x10xH2cm ¥2,700 廃番

18-161-03 24959 白竹八ツ橋 約17x10xH2cm ¥2,500 廃番

18-161-04 38525 杉清流八ツ橋（クリアー） 約18x9.3xH2.4cm ¥1,550 ¥1,600
18-161-05 38526 杉変形八ツ橋 (クリアー) 約14x10.3xH2.3cm ¥1,700 ¥1,750
18-161-06 38330 黒塗り八ツ橋（天朱）大 約24x14.5xH3cm ¥2,400 ¥2,480
18-161-07 38311 黒塗り八ツ橋（天朱）小 約13x8.7xH2cm ¥1,900 ¥1,950
18-161-08 38312 ひのき八ツ橋（大） 約24x15xH3cm ¥1,900 ¥1,950
18-161-09 38382 ひのきミニ八ツ橋（Ｂ） 約11x5.8xH2.5cm ¥730 ¥780
18-161-10 38383 ひのきミニ八ツ橋（Ｃ） 約11x6.5xH2.5cm ¥750 ¥800
18-161-11 38307 ひのき段違い八ツ橋 約21.2x7.3xH2.5cm ¥1,200 ¥1,300
18-161-12 38308 ひのきミニ八ツ橋 約18x8.5xH2.5cm ¥1,150 ¥1,200
18-162-02 64106 ミニ野立セット 約20x10.7xH4.8cm ¥2,600 ¥2,630
18-162-02* 64134 ミニ野立傘Ｂ（中）朱 約φ15xH13.5cm ¥350 ¥380
18-163-01 08549 クリスタル切子プレート(のぞき付) 約24x9xH0.9cm ¥4,950 ¥6,400
18-163-02 08519 クリスタル切子プレート 約24x9xH0.9cm ¥4,500 ¥5,800
18-163-04 32257 アクリル八ツ橋  中 約18x9.3xH2.8cm ¥2,300 ¥2,800
18-163-05 30157 アクリル立体盛付台 収納時：約18x5xH5.6（各段約H5/H3.5/H2）cm ¥3,800 ¥4,500
18-164-01 26156 弥生白磁料理箱・クリアー三ツ仕切 約23.7x8.8xH6cm ¥4,600 ¥4,700
18-164-02 26150 弥生白磁料理箱・古代色三ツ仕切 約23.7x8.8xH6cm ¥4,800 ¥4,900
18-164-03 26158 弥生白磁料理箱・クリアー四ツ仕切 約16.3x16.3xH6cm ¥4,800 廃番

18-164-04 26152 弥生白磁料理箱・古代色四ツ仕切 約16.3x16.3xH6cm ¥5,000 廃番

18-164-05 26160 弥生白磁料理箱・クリアー九ツ仕切 約23.5x23.5xH6cm ¥7,500 ¥7,800
18-164-06 26154 弥生白磁料理箱・古代色九ツ仕切 約23.5x23.5xH6cm ¥7,700 ¥8,000
18-164-07 27004 欅色９ピース皿専用トレイ 約23.3x23.3xH2cm ¥2,550 ¥2,650
18-165-08 08812 貝殻のお皿　L 約W24~30cm ¥1,500 ¥1,700
18-165-09 08813 貝殻のお皿　M 約W18~24cm ¥1,200 ¥1,400
18-165-10 08814 シェル角皿　小　パール 約8.8x8.8cm ¥600 ¥650
18-166-11 26606 陶器・角型珍味入　ヒワ吹 約5.7x5.7xH3.7cm ¥190 ¥210
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18-166-12 26605 陶器・角型珍味入　黄吹 約5.7x5.7xH3.7cm ¥190 ¥210
18-166-13 26604 陶器・角型珍味入　ピンク吹 約5.7x5.7xH3.7cm ¥190 ¥210
18-166-14 26615 陶器・角型珍味入　コバルト吹 約5.7x5.7xH3.7cm ¥190 ¥210
18-166-17 26618 陶器・角型珍味入　吹墨 約5.7x5.7xH3.7cm ¥190 ¥210
18-166-18 27001 白木市松専用トレイ 約14.3x14.3xH2.7cm ¥1,400 ¥1,500
18-167-03 27067 木和美・正角トレイ（大） 約23.2x23.2xH2.1cm ¥2,000 ¥2,300
18-167-04 27068 木和美・長角トレイ 約34.1x12.5xH2.1cm ¥1,800 ¥2,000
18-169-03 38072 杉・矢羽材丸鉢（小） 約φ15.5xH4.8cm ¥5,500 廃番

18-169-04 38071 杉・矢羽材丸鉢（大） 約φ24xH5cm ¥9,000 廃番

18-171-01 38022 栃・蛤型皿（クリア） 約17.5x12.5xH1.8cm ¥3,100 ¥3,500
18-171-02 38025 栃・９寸吹上長角皿（クリア） 約27.5x21.5xH2cm ¥9,000 ¥9,400
18-171-03 38023 栃・高台付 丸皿（クリア） 約φ15xH3cm ¥3,100 ¥3,200
18-171-04 38021 栃・梅型２段料理箱（クリア） 約15x15xH12.5cm ¥23,000 廃番

18-171-06 32182 檜・足付年輪皿・白木(小) 約24x11xH2.7cm ¥2,100 ¥2,200
18-171-07 32181 檜・足付年輪皿・白木(中) 約30x14xH2.7cm ¥2,200 ¥2,300
18-171-08 32180 檜・足付年輪皿・白木(大) 約45x15xH2.7cm ¥2,500 ¥2,650
18-171-09 32185 檜・足付年輪皿・茶(小) 約24x11xH2.7cm ¥2,300 ¥2,400
18-171-10 32184 檜・足付年輪皿・茶(中) 約30x14xH2.7cm ¥2,450 ¥2,600
18-171-11 32183 檜・足付年輪皿・茶(大) 約45x15xH2.7cm ¥2,800 ¥2,950
18-172-01 32444 タモ・三ツ穴プレート クリアー 約27x8xH1.8cm ¥1,950 ¥2,200
18-172-02 32445 タモ・三ツ穴プレート ブラウン 約27x8xH1.8cm ¥1,950 ¥2,200
18-172-03 32446 タモ・一ツ穴プレート クリアー 約27x8xH1.8cm ¥1,850 ¥2,000
18-172-04 32447 タモ・一ツ穴プレート ブラウン 約27x8xH1.8cm ¥1,850 ¥2,000
18-172-11 32287 木肌ビーンズ盛皿(小) 約16.5x11.5xH1.6cm ¥2,300 廃番

18-172-13 38010 ハツリ　木の葉皿(黒) 約26x16xH1.5cm ¥2,350 ¥3,300
18-172-14 38077 焼杉・ゆるやか料理皿（小） 約12.5x10xH1.7cm ¥1,500 ¥2,200
18-172-15 38076 焼杉・ゆるやか料理皿（中） 約24x12xH1.7cm ¥3,000 ¥4,000
18-172-16 38075 焼杉・ゆるやか料理皿（大） 約27x18xH2.4cm ¥6,500 廃番

18-173-06 05126 ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ ひのき＆ウォルナット（中） 約36x21x2cm ¥8,300 廃番

18-173-07 05127 ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ ひのき＆ウォルナット（大） 約42x27x2cm ¥13,800 廃番

18-174-01 32395 木製くりぬき舟形ボウル クリアー 小 約20x12xH4.4cm ¥2,950 廃番

18-174-02 32394 木製くりぬき舟形ボウル クリアー 中 約25x13.5xH4.4cm ¥3,500 廃番

18-174-03 32393 木製くりぬき舟形ボウル クリアー 大 約30x15xH4.4cm ¥3,980 廃番

18-174-04 32400 ログボウル　Ｓ φ12xH5.5cm ¥2,500 廃番

18-174-05 32401 ログボウル　Ｍ φ15xH6cm ¥3,500 廃番

18-174-06 32402 ログボウル　Ｌ φ18xH6.5cm ¥4,500 廃番

18-175-01 32409 キコリプレート(SS) 約φ8.5-11xH2cm ¥850 ¥950
18-175-02 32403 キコリプレート(Ｓ) 約φ18-22xH2cm ¥1,600 ¥1,800
18-175-03 32404 キコリプレート(Ｍ) 約φ23-27xH2cm ¥2,300 ¥2,600
18-175-04 32405 キコリプレート(Ｌ) 約φ28-32xH2cm ¥3,000 ¥3,500
18-175-06 32165 白木ディナー皿 約φ26xH3.2cm ¥5,000 ¥5,300
18-175-10 38431 白木ディナー皿・スタッキング 約φ27xH3.2cm ¥5,700 ¥6,100
18-176-03 15487 POOLスクエアプチトレー[3]クリアー 約16.8x6xH1cm ¥1,500 廃番

18-176-04 15488 POOLスクエアプチトレー[3]ブラウン 約16.8x6xH1cm ¥1,500 廃番

18-176-05 32062 POOL ウッドプレート　6ﾂ仕切 約23.8x16.8xH2.1cm ¥2,800 廃番

18-176-06 32063 POOL ウッドプレート　9ﾂ仕切 約23.8x23.8xH2.1cm ¥3,500 廃番

18-178-02 35441 檜・盛込“高砂”(小) 約61x38.5xH12cm ¥29,000 廃番

18-178-03 35440 檜・盛込“高砂”(大) 約73x45xH12cm ¥34,000 廃番

18-178-05 36105 檜・盛込“ニュー錦”（中） 約52.5x33.5xH10.5cm ¥21,500 ¥22,500
18-178-06 36106 檜・盛込“ニュー錦”（大） 約62x41.5xH10.5cm ¥27,700 廃番

18-178-07 35403 盛込“醍醐"(中) 約36x24xH6cm ¥13,700 ¥14,500
18-178-09 35401 盛込“醍醐”(特大) 約52x37xH6.7cm ¥26,000 廃番

18-180-03 35610 盛込  臨川（りんせん）黒 約54x24xH9cm ¥13,800 ¥15,300
18-181-01 41107 白木川舟<Ｈ－１０５> 約105x27.5xH18cm ¥28,500 ¥31,500
18-181-02 41103 白木川舟<Ｈ－７７> 約L77cm ¥21,000 ¥23,100
18-181-03 41104 白木川舟<Ｈ－６７> 約L67cm ¥15,200 ¥16,800
18-181-04 41105 白木川舟<Ｈ－５０> 約L50cm ¥12,200 ¥13,500
18-181-05 41108 白木川舟<Ｈ－３９> 約L39cm ¥10,500 ¥11,600
18-181-06 41106 白木川舟<Ｈ－３３> 約L33cm ¥8,000 ¥8,800
18-181-07 41101 檜・料理舟<Ｈ－７５>（網付） 約L92cm ¥44,000 ¥48,500
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18-181-08 41102 檜・料理舟<Ｈ－６０>（網付） 約L80cm ¥34,000 ¥37,500
18-181-09 41216 黒彩色川舟（H-50） 約L50cm ¥12,800 ¥14,100
18-181-10 41226 白木川舟 (ワイドBタイプ) 目皿付 約45x20xH11cm ¥11,200 ¥12,500
18-182-01 40201 黒潮大漁舟(Ｋ－１５０) 約L156cm ¥154,000 ¥169,500
18-182-02 40202 黒潮大漁舟（網付）<Ｋ－８８> 約L88cm ¥33,000 ¥36,500
18-182-03 40203 黒潮大漁舟（網付）<Ｋ－７６> 約L76cm ¥28,000 ¥31,000
18-182-04 40204 黒潮大漁舟（網付）<Ｋ－６５> 約L65cm ¥22,000 ¥24,500
18-182-05 41210 白木浮舟 <Ｓ－６０> 約L60cm ¥16,800 ¥18,500
18-182-06 41201 白木料理舟<Ｍ－１０５>（網付） 約L108cm ¥47,000 ¥51,800
18-182-07 41202 白木料理舟<Ｍ－９０>（網付） 約L94cm ¥39,000 ¥43,000
18-182-08 41203 白木料理舟<Ｍ－８０>（網付） 約L80cm ¥31,500 ¥34,800
18-182-09 41204 白木料理舟<Ｍ－７０> 約L70cm ¥27,000 ¥30,000
18-182-10 41205 白木料理舟<Ｍ－５０> 約L50cm ¥23,500 ¥28,900
18-182-11 41206 大型料理舟<Ｍ－１４０> 約L140cm ¥158,000 ¥174,000
18-182-12 41207 大型料理舟<Ｍ－１６５> 約L165cm ¥220,000 ¥242,000
18-182-13 41208 大型料理舟<Ｍ－１９５> 約L195cm ¥310,000 ¥341,000
18-184-08 38068 桧つけ台（クリアー） 約21x12xH5cm ¥3,800 廃番

18-185-05 32301 白木盛台 約21x15xH5.5cm ¥2,350 ¥2,450
18-185-06 32302 白木盛台 約24x15xH5.5cm ¥2,500 ¥2,700
18-185-07 32303 白木盛台 約30x18xH5.5cm ¥3,800 ¥4,000
18-185-08 32304 白木盛台 約36x24xH7cm ¥7,300 ¥7,500
18-185-09 32305 白木盛台 約42x27xH7cm ¥9,600 廃番

18-185-10 32306 白木盛台 約45x30xH7.5cm ¥11,100 廃番

18-185-11 32307 白木盛台 約48x33xH7.5cm ¥12,500 廃番

18-185-13 32411 桧盛皿　のぞき付（６寸） 約18x13xH3cm ¥2,850 廃番

18-185-14 32410 桧盛皿　のぞき付（尺） 約30.5x10xH3cm ¥2,980 廃番

18-187-05 32225 創作盛台・粋 長・小 約30x9xH2.4cm ¥2,500 ¥2,650
18-187-06 32226 創作盛台・粋 長・大 約45x9xH3cm ¥4,500 ¥4,650
18-187-07 32223 創作盛台・粋 小 約21x12xH2.3cm ¥1,800 ¥2,000
18-187-08 32224 創作盛台・粋 大 約24x15xH2.4cm ¥2,600 ¥2,800
18-188-03 28007 桧スリム盛台 大 約45x5xH2.5cm ¥3,000 廃番

18-188-04 28008 桧スリム盛台 小 約35x5xH2.5cm ¥2,700 廃番

18-188-05 30233 白木・寿司前菜皿 約30x10xH3cm ¥2,850 ¥2,900
18-189-01 30235 ミニ長角盛台 (すべり止め付) 約12x9xH2.5cm ¥1,000 ¥1,100
18-189-04 30232 椹・寿司目皿(Ａ) (すべり止め付) 約φ12xH1.8cm ¥1,200 廃番

18-189-08 33206 檜・丸小皿（内朱） 約φ8.4xH3.2cm ¥1,250 廃番

18-189-09 35309 白木料理皿“大輪” 小 約φ39xH7.5cm ¥13,500 ¥13,800
18-190-03 31072 椹・天丸盛桶 (目皿なし) ７寸 約φ21xH6.5cm ¥5,400 廃番

18-190-04 31073 椹・天丸盛桶 (目皿なし) ８寸 約φ24xH6.5cm ¥6,200 廃番

18-190-05 30142 椹・天丸盛桶（目皿付）５寸 約φ15xH6.3cm ¥5,080 ¥5,210
18-190-06 30143 椹・天丸盛桶（目皿付）６寸 約φ18xH6.5cm ¥6,150 ¥6,200
18-190-07 30144 椹・天丸盛桶（目皿付）７寸 約φ21xH6.5cm ¥6,690 廃番

18-190-08 30145 椹・天丸盛桶（目皿付）８寸 約φ24xH6.5cm ¥7,650 廃番

18-190-09 30256 椹・薄口盛桶 6寸  ※溝切加工 約φ17.1xH6.2cm ¥5,100 ¥5,150
18-190-10 30257 椹・薄口盛桶 7寸  ※溝切加工 約φ20.2xH6.2cm ¥5,800 ¥5,850
18-190-11 30258 椹・'薄口盛桶 8寸  ※溝切加工 約φ22.9xH6.2cm ¥6,300 廃番

18-190-12 30060 溜塗盛桶７寸 約φ21xH6.2cm ¥5,700 ¥6,150
18-190-13 30062 溜塗盛桶８寸 約φ24xH6.2cm ¥6,400 ¥7,100
18-190-14 30061 溜塗盛桶用目皿７寸用 約φ18xH1.8cm ¥1,750 ¥1,790
18-190-15 30063 溜塗盛桶用目皿８寸用 約φ21xH1.8cm ¥1,900 ¥1,970
18-191-01 31050 椹・盛桶(目皿なし) ７寸 約φ21xH6.2cm ¥4,650 廃番

18-191-02 31051 椹・盛桶(目皿なし) ８寸 約φ24xH6.2cm ¥5,100 廃番

18-191-03 31052 椹・盛桶(目皿なし) ９寸 約φ27xH6.8cm ¥6,250 廃番

18-191-04 31053 椹・盛桶(目皿なし) 尺０ 約φ30xH6.8cm ¥7,050 廃番

18-191-05 31054 椹・盛桶(目皿なし) 尺１ 約φ33xH7.9cm ¥8,100 廃番

18-191-05 31054 椹・盛桶(目皿なし) 尺１ 約φ33xH7.9cm ¥8,100 廃番

18-191-06 31055 椹・盛桶(目皿なし) 尺２ 約φ36xH7.9cm ¥9,100 廃番

18-191-07 30118 岡持･盛桶･片手桶用目皿(スノコ) 約φ18xH1.8cm ¥1,290 廃番

18-191-08 30119 岡持･盛桶･片手桶用目皿(スノコ) 約φ21xH1.8cm ¥1,450 廃番

18-191-09 30131 岡持･盛桶･片手桶用目皿(スノコ) 約φ24xH1.8cm ¥1,550 廃番
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18-191-10 30120 岡持･盛桶･片手桶用目皿(スノコ) 約φ27xH1.8cm ¥1,680 廃番

18-191-11 30121 岡持･盛桶･片手桶用目皿(スノコ) 約φ30xH1.8cm ¥1,950 廃番

18-191-12 30122 岡持･盛桶･片手桶用目皿(スノコ) 約φ33xH1.8cm ¥2,250 廃番

18-191-13 30300 椹・ｽｰﾊﾟｰEX加工盛桶(目皿なし)５寸 約φ14.2xH6.3cm ¥3,750 ¥3,950
18-191-14 30301 椹・ｽｰﾊﾟｰEX加工盛桶(目皿なし)７寸 約φ21xH6.2cm ¥4,850 ¥5,100
18-191-15 30302 椹・ｽｰﾊﾟｰEX加工盛桶(目皿なし)９寸 約φ27xH6.8cm ¥6,750 ¥7,000
18-191-16 30303 椹・ｽｰﾊﾟｰEX加工盛桶(目皿なし)尺０ 約φ30xH6.8cm ¥8,000 ¥8,300
18-191-17 30304 椹・ｽｰﾊﾟｰEX加工盛桶(目皿なし)尺１ 約φ33xH7.9cm ¥9,100 ¥9,400
18-191-18 30305 椹･ｽｰﾊﾟｰEX加工盛桶用目皿のみ ５寸用 約φ11.7xH1.8cm ¥1,080 ¥1,110
18-191-18 30305 椹･ｽｰﾊﾟｰEX加工盛桶用目皿のみ ５寸用 約φ11.7xH1.8cm ¥1,080 ¥1,110
18-192-01 31101 椹・盛込器（目皿付）７寸(足付) 約φ21xH6.5cm ¥6,090 廃番

18-192-02 31102 椹・盛込器（目皿付）８寸(足付) 約φ24xH6.9cm ¥6,700 廃番

18-192-03 31103 椹・盛込器（目皿付）９寸 約φ27xH7.2cm ¥7,850 廃番

18-192-04 31104 椹・盛込器（目皿付）尺０ 約φ30xH7.2cm ¥8,680 廃番

18-192-05 31105 椹・盛込器（目皿付）尺１ 約φ33xH9cm ¥10,600 廃番

18-192-06 31106 椹・盛込器（目皿付）尺２ 約φ36xH9.2cm ¥11,350 廃番

18-192-07 31107 椹・盛込器（目皿付）尺３ 約φ39xH9.8cm ¥13,150 廃番

18-192-08 31108 椹・盛込器（目皿付）尺４ 約φ42xH10cm ¥15,150 廃番

18-192-09 30201 椹・すし桶 7寸(足付) 約φ21xH6.5cm ¥4,800 廃番

18-192-10 18107 椹・すし桶 8寸(足付) 約φ24xH6.5cm ¥5,250 廃番

18-192-11 30203 椹・すし桶 9寸 約φ27xH7.2cm ¥6,300 廃番

18-192-12 30204 椹・すし桶 尺０ 約φ30xH7.2cm ¥7,000 廃番

18-192-13 30205 椹・すし桶 　尺１ 約φ33xH9.0cm ¥8,200 廃番

18-192-14 30206 椹・すし桶 　尺２ 約φ36xH9.2cm ¥9,100 廃番

18-192-15 30207 椹・すし桶 　尺３ 約φ39xH9.8cm ¥10,700 廃番

18-192-16 30208 椹・すし桶 　尺４ 約φ42xH10cm ¥12,200 廃番

18-192-18 30190 椹・朝日盛桶 ７寸 約φ21XH6cm ¥4,300 ¥4,500
18-192-19 30191 椹・朝日盛桶 ８寸 約φ24XH6cm ¥4,700 ¥4,950
18-192-20 30192 椹・朝日盛桶 ９寸 約φ27xH7cm ¥5,800 ¥6,100
18-193-01 31020 椹色 盛込桶（目皿付）5寸 約φ14.3xH6.7cm ¥4,900 ¥5,450
18-193-01* 31067 椹色 盛込桶 （目皿なし） 5寸 約φ14.3xH6.7cm ¥4,100 ¥4,500
18-193-01* 31066 椹色 盛込桶用目皿 5寸用 約φ11.5xH2cm ¥800 ¥950
18-193-02 31021 椹色 盛込桶（目皿付）6寸 約φ18xH6.7cm ¥5,900 ¥6,800
18-193-02* 30296 椹色 盛込桶 （目皿なし） 6寸 約φ18xH6.7cm ¥4,900 ¥5,500
18-193-02* 30297 椹色 盛込桶用目皿 6寸用 約φ15xH2cm ¥1,000 ¥1,300
18-193-03 31022 椹色 盛込桶（目皿付）7寸 約φ21xH7.5cm ¥6,600 ¥7,500
18-193-03* 30330 椹色 盛込桶 （目皿なし） 7寸 約φ21xH7.5cm ¥5,400 ¥6,000
18-193-03* 30335 椹色 盛込桶用目皿 7寸用 約φ17.5xH2cm ¥1,200 ¥1,500
18-193-04 31023 椹色 盛込桶（目皿付）8寸 約φ24xH7.5cm ¥7,200 ¥8,550
18-193-04* 30331 椹色 盛込桶 （目皿なし） 8寸 約φ24xH7.5cm ¥5,800 ¥6,800
18-193-04* 30336 椹色 盛込桶用目皿 8寸用 約φ21xH2cm ¥1,400 ¥1,750
18-193-05 31024 椹色 盛込桶（目皿付）9寸 約φ27xH7.5cm ¥8,200 ¥9,900
18-193-05* 30332 椹色 盛込桶 （目皿なし） 9寸 約φ27xH7.5cm ¥6,500 ¥7,800
18-193-05* 30337 椹色 盛込桶用目皿 9寸用 約φ24xH2cm ¥1,700 ¥2,100
18-193-06 31025 椹色 盛込桶（目皿付）尺0 約φ30xH8.2cm ¥9,050 ¥11,000
18-193-06* 30333 椹色 盛込桶 （目皿なし） 尺0 約φ30xH8.2cm ¥7,000 ¥8,500
18-193-06* 30338 椹色 盛込桶用目皿 尺0用 約φ26.5xH2cm ¥2,050 ¥2,500
18-193-07 30160 強化ﾊﾞﾝﾄﾞ摺漆桶 目皿付・7寸 約φ21xH7.5cm ¥5,850 ¥7,000
18-193-07* 30170 強化ﾊﾞﾝﾄﾞ摺漆桶 桶のみ・7寸 約φ21xH7.5cm ¥4,900 ¥5,800
18-193-07* 30180 強化ﾊﾞﾝﾄﾞ摺漆桶用 目皿のみ・7寸用 約φ17.7cm ¥950 ¥1,200
18-193-08 30161 強化ﾊﾞﾝﾄﾞ摺漆桶 目皿付・8寸 約φ24xH7.5cm ¥6,600 ¥8,200
18-193-08* 30171 強化ﾊﾞﾝﾄﾞ摺漆桶 桶のみ・8寸 約φ24xH7.5cm ¥5,500 ¥6,800
18-193-08* 30181 強化ﾊﾞﾝﾄﾞ摺漆桶用 目皿のみ・8寸用 約φ20.7cm ¥1,100 ¥1,400
18-193-09 30162 強化ﾊﾞﾝﾄﾞ摺漆桶 目皿付・9寸 約φ27xH7.5cm ¥7,200 ¥8,900
18-193-09* 30172 強化ﾊﾞﾝﾄﾞ摺漆桶 桶のみ・9寸 約φ27xH7.5cm ¥5,900 ¥7,300
18-193-09* 30182 強化ﾊﾞﾝﾄﾞ摺漆桶用 目皿のみ・9寸用 約φ23.5cm ¥1,300 ¥1,600
18-193-10 30163 強化ﾊﾞﾝﾄﾞ摺り漆桶 目皿付・尺0 約φ30xH7.5cm ¥8,100 ¥10,000
18-193-10* 30173 強化ﾊﾞﾝﾄﾞ摺り漆桶 桶のみ・尺0 約φ30xH7.5cm ¥6,600 ¥8,000
18-193-10* 30183 強化ﾊﾞﾝﾄﾞ摺り漆桶用 目皿のみ・尺0用 約φ26.4cm ¥1,500 ¥2,000
18-194-01 30000 天然木盛込桶　クリアー（目皿付）　９寸 約φ27xH8cm ¥5,580 ¥6,080
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18-194-01* 30006 天然木盛込桶　クリアー（目皿なし）　９寸 約φ27xH8cm ¥3,900 ¥4,300
18-194-01* 30012 天然木盛込桶用目皿　クリアー　９寸用 約φ23.5×H2cm ¥1,680 ¥1,780
18-194-02 30001 天然木盛込桶　クリアー（目皿付）　尺0 約φ30xH8cm ¥6,580 ¥7,150
18-194-02* 30007 天然木盛込桶　クリアー（目皿なし）　尺0 約φ30xH8cm ¥4,600 ¥5,000
18-194-02* 30013 天然木盛込桶用目皿　クリアー　尺0用 約φ26.5×H2cm ¥1,980 ¥2,150
18-194-03 30002 天然木盛込桶　クリアー（目皿付）　尺1 約φ33xH8.5cm ¥7,980 ¥8,650
18-194-03* 30008 天然木盛込桶　クリアー（目皿なし）　尺1 約φ33xH8.5cm ¥5,600 ¥6,200
18-194-03* 30014 天然木盛込桶用目皿　クリアー　尺1用 約φ29×H2ｃｍ ¥2,380 ¥2,450
18-194-04 30003 天然木盛込桶　クリアー（目皿付）　尺2 約φ36xH9cm ¥9,690 ¥10,640
18-194-04* 30009 天然木盛込桶　クリアー（目皿なし）　尺2 約φ36xH9cm ¥6,800 ¥7,700
18-194-04* 30015 天然木盛込桶用目皿　クリアー　尺2用 約φ31.3×H2cm ¥2,890 ¥2,940
18-194-05 30004 天然木盛込桶　クリアー（目皿付）　尺3 約φ39xH9.5cm ¥11,300 ¥12,210
18-194-05* 30010 天然木盛込桶　クリアー（目皿なし）　尺3 約φ39xH9.5cm ¥7,900 ¥8,700
18-194-05* 30016 天然木盛込桶用目皿　クリアー　尺3用 約φ34.3×H2cm ¥3,400 ¥3,510
18-194-06 30005 天然木盛込桶　クリアー（目皿付）　尺4 約φ42xH10cm ¥13,400 ¥14,380
18-194-06* 30011 天然木盛込桶　クリアー（目皿なし）　尺4 約φ42xH10cm ¥9,500 ¥10,200
18-194-06* 30017 天然木盛込桶用目皿　クリアー　尺4用 約φ37.5ｘH2ｃｍ ¥3,900 ¥4,180
18-194-07 30018 天然木盛込桶　黒彩色（目皿付）　９寸 約φ27xH8cm ¥5,900 ¥6,490
18-194-07* 30024 天然木盛込桶　黒彩色（目皿なし）　９寸 約φ27xH8cm ¥4,200 ¥4,600
18-194-07* 30030 天然木盛込桶用目皿　黒彩色　９寸用 約φ23.5×H2cm ¥1,700 ¥1,890
18-194-08 30019 天然木盛込桶　黒彩色（目皿付）　尺0 約φ30xH8cm ¥6,950 ¥7,570
18-194-08* 30025 天然木盛込桶　黒彩色（目皿なし）　尺0 約φ30xH8cm ¥4,900 ¥5,300
18-194-08* 30031 天然木盛込桶用目皿　黒彩色　尺0用 約φ26.5×H2cm ¥2,050 ¥2,270
18-194-09 30020 天然木盛込桶　黒彩色（目皿付）　尺1 約φ33xH8.5cm ¥8,350 ¥9,100
18-194-09* 30026 天然木盛込桶　黒彩色（目皿なし）　尺1 約φ33xH8.5cm ¥5,900 ¥6,500
18-194-09* 30032 天然木盛込桶用目皿　黒彩色　尺1用 約φ29×H2ｃｍ ¥2,450 ¥2,600
18-194-10 30021 天然木盛込桶　黒彩色（目皿付）　尺2 約φ36xH9cm ¥10,250 ¥11,350
18-194-10* 30027 天然木盛込桶　黒彩色（目皿なし）　尺2 約φ36xH9cm ¥7,300 ¥8,200
18-194-10* 30033 天然木盛込桶用目皿　黒彩色　尺2用 約φ31.3×H2cm ¥2,950 ¥3,150
18-194-11 30022 天然木盛込桶　黒彩色（目皿付）　尺3 約φ39xH9.5cm ¥12,500 ¥13,380
18-194-11* 30028 天然木盛込桶　黒彩色（目皿なし）　尺3 約φ39xH9.5cm ¥8,900 ¥9,600
18-194-11* 30034 天然木盛込桶用目皿　黒彩色　尺3用 約φ34.3×H2cm ¥3,600 ¥3,780
18-194-12 30023 天然木盛込桶　黒彩色（目皿付）　尺4 約φ42xH10cm ¥14,000 ¥15,020
18-194-12* 30029 天然木盛込桶　黒彩色（目皿なし）　尺4 約φ42xH10cm ¥9,800 ¥10,600
18-194-12* 30035 天然木盛込桶用目皿　黒彩色　尺4用 約φ37.5ｘH2ｃｍ ¥4,200 ¥4,420
18-195-01 30210 椹・ちらし桶 浅型 蓋付 約φ15x総H8.5(身6)cm ¥4,050 ¥4,400
18-195-01* 38208 椹・ちらし桶 (浅型）桶のみ 約φ14xH6cm ¥3,050 ¥3,300
18-195-02 30209 椹・ちらし桶 深型   蓋付 約φ15x総H12(身9)cm ¥4,750 ¥5,350
18-195-02* 30250 椹・ちらし桶（深型）桶のみ 約φ14.5xH9cm ¥3,700 ¥4,000
18-195-03 30220 椹・ちらし桶　大 蓋付 約φ18x総H11(身8.5)cm ¥5,780 ¥6,240
18-195-03* 30251 桶のみ 約φ18xH8.5cm ¥4,530 ¥4,840
18-196-05 30105 椹・岡持(目皿なし) 尺１ 約φ33xH32.9(8.6)cm ¥19,300 廃番

18-196-06 30106 椹・岡持(目皿なし) 尺２ 約φ36xH38.9(9.3)cm ¥21,500 廃番

18-196-11 31141 椹・ニュー片手桶（目皿付）５寸 約φ15xH11.9cm ¥6,400 廃番

18-196-12 31142 椹・ニュー片手桶（目皿付）６寸 約φ18xH14.8cm ¥7,450 廃番

18-196-13 31143 椹・ニュー片手桶（目皿付）７寸 約φ21xH15.6cm ¥8,640 廃番

18-196-14 31135 椹・ニュー片手桶(目皿なし)５寸 約φ15xH11.9cm ¥5,400 廃番

18-196-15 31136 椹・ニュー片手桶(目皿なし)６寸 約18xH14.8cm ¥6,350 廃番

18-196-16 31137 椹・ニュー片手桶(目皿なし)７寸 約φ21xH15.6cm ¥7,450 廃番

18-196-17 30116 岡持･盛桶･片手桶用目皿(スノコ) 約φ12xH1.8cm ¥1,100 廃番

18-196-18 30117 岡持･盛桶･片手桶用目皿(スノコ) 約φ15xH1.8cm ¥1,150 廃番

18-196-19 30118 岡持･盛桶･片手桶用目皿(スノコ) 約φ18xH1.8cm ¥1,290 廃番

18-196-20 30119 岡持･盛桶･片手桶用目皿(スノコ) 約φ21xH1.8cm ¥1,450 廃番

18-196-21 30131 岡持･盛桶･片手桶用目皿(スノコ) 約φ24xH1.8cm ¥1,550 廃番

18-196-22 30120 岡持･盛桶･片手桶用目皿(スノコ) 約φ27xH1.8cm ¥1,680 廃番

18-196-23 30121 岡持･盛桶･片手桶用目皿(スノコ) 約φ30xH1.8cm ¥1,950 廃番

18-196-24 30122 岡持･盛桶･片手桶用目皿(スノコ) 約φ33xH1.8cm ¥2,250 廃番

18-196-25 30123 岡持･盛桶･片手桶用目皿(スノコ) 約φ35xH1.8cm ¥2,450 廃番

18-196-26 30124 岡持･盛桶･片手桶用目皿(スノコ) 約φ37.8xH1.8cm ¥2,950 廃番

18-198-01 45542 木枠付　ミラー盛器 オーバル 約100ｘ70ｘH6cm ¥120,000 廃番
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18-198-02 45541 荒彫りひな壇ﾃﾞｨｽﾌﾟｲ台　ﾌﾞﾗｳﾝ(組立式) 約96×61×20/10.9cm ¥58,000 廃番

18-198-03 45540 荒彫りひな壇ﾃﾞｨｽﾌﾟｲ台　ｸﾘｱ(組立式) 約96×61×20/10.9cm ¥56,000 廃番

18-200-03 23953 太鼓型盛器　目皿(小) 約φ35xH5cm ¥6,200 ¥6,500
18-200-04 23952 太鼓型盛器　目皿(大) 約φ45xH5cm ¥8,900 ¥9,300
18-200-05 45515 太鼓型　盛器用　ﾍﾞｰｽ小 約φ39.5xH3.6cm ¥13,000 廃番

18-200-06 45514 太鼓型　盛器用　ﾍﾞｰｽ大 約φ50xH3.6cm ¥18,000 廃番

18-201-06 30410 ＴＡＭＯ　ビュッフェベース　本体 約54x33.2xH10cm ¥12,000 ¥14,000
18-201-07 30412 ＴＡＭＯビュッフェベーストレイ(蓋･底兼用 約54x33.2xH2.3cm ¥7,800 ¥9,300
18-201-08 30411 ＴＡＭＯ　ビュッフェベース　インサート 約53x32.2xH3cm ¥5,800 ¥7,100
18-202-01 30419 クーリングプレート(スクエア)ｶｳﾝﾀｰ枠ｾｯﾄ 約65.5x45xH6.5cm ¥48,800 ¥52,000
18-202-01* 30420 クーリングプレート(スクエア) 約53x32.5xH4.5cm ¥25,800 ¥29,000
18-203-01 45017 くり鉢用ラック（浅型/小、深型/小・中用） 約36.3x36.3xH21cm ¥4,400 廃番

18-203-02 45013  惣菜くり鉢 小（浅型） 約φ33xH8cm ¥7,500 廃番

18-203-03 45012  惣菜くり鉢 中（浅型） 約φ39xH8cm ¥9,800 廃番

18-203-04 45010  惣菜くり鉢 大（浅型） 約φ45xH8cm ¥12,500 廃番

18-203-05 44393  惣菜くり鉢 小（深型） 約φ30xH15cm ¥14,000 廃番

18-203-06 44283  惣菜くり鉢 中（深型） 約φ36xH15cm ¥18,000 廃番

18-203-07 44282  惣菜くり鉢 大（深型） 約φ42xH15cm ¥24,000 廃番

18-203-08 45362 木製　ﾎｰﾙﾄﾞﾄﾝｸﾞ　ﾌﾞﾗｳﾝ 約5.8×L30cm ¥2,950 廃番

18-203-09 45363 木製　ﾎｰﾙﾄﾞﾄﾝｸﾞ　ﾅﾁｭﾗﾙ 約5.8cm×L30cm ¥2,950 廃番

18-203-10 45367 木製　ｷｬｯﾁﾄﾝｸﾞ　ﾌﾞﾗｳﾝ 約.3.7×L30cm ¥1,800 廃番

18-203-11 45366 木製　ｷｬｯﾁﾄﾝｸﾞ　ﾅﾁｭﾗﾙ 約3.7×L30cm ¥1,800 廃番

18-204-01 45520 新・杉磨き丸太ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ台　小径(S) 約φ18～20xH5cm ¥6,450 ¥6,700
18-204-02 45521 新・杉　磨き丸太ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ台　小径(M) 約φ18～20xH10cm ¥9,650 ¥9,900
18-204-04 45523 新・杉 磨き丸太ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ台　大径(S) 約φ25～27xH5cm ¥7,850 ¥8,200
18-204-05 45524 新・杉 磨き丸太ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ台　大径(M) 約φ25～27xH10cm ¥11,700 ¥12,200
18-204-06 45525 新・杉　磨き丸太ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ台　大径(L) 約φ25～27xH15cm ¥14,500 ¥14,900
18-204-20 31057 ノンスリップ保護シート(グレー) 約20x20xt0.2cm ¥350 廃番

18-205-01 30440 ガラス・サービングトレイ（フチ無） 丸 約38.5ｘ24ｘH5.7cm ¥8,500 廃番

18-205-02 30441 ガラス・サービングトレイ（フチ無） 角 約38ｘ18.5ｘH5.7cm ¥8,500 廃番

18-205-03 30442 ガラス・サービングトレイ（フチ付） 丸 約39x24xH3.5cm ¥8,800 廃番

18-205-04 30443 ガラス・サービングトレイ（フチ付） 角 約39ｘ23xH3.7cm ¥8,800 廃番

18-206-15 25941 アイアン傾斜３段ディスプレイベース 約30x34xH41cm ¥18,000 ¥12,000
18-206-16 25942 アイアン違い棚３段デイスプレイベース 約52x52xH30cm ¥20,000 ¥15,000
18-206-17 32395 木製くりぬき舟形ボウル クリアー 小 約20x12xH4.4cm ¥2,950 廃番

18-206-18 32394 木製くりぬき舟形ボウル クリアー 中 約25x13.5xH4.4cm ¥3,500 廃番

18-206-19 32393 木製くりぬき舟形ボウル クリアー 大 約30x15xH4.4cm ¥3,980 廃番

18-206-20 32400 ログボウル　Ｓ 約φ12xH5.5cm ¥2,500 廃番

18-206-21 32401 ログボウル　Ｍ 約φ15xH6cm ¥3,500 廃番

18-206-22 32402 ログボウル　Ｌ 約φ18xH6.5cm ¥4,500 廃番

18-207-03 32062 POOL ウッドプレート　6ﾂ仕切 約23.8x16.8xH2.1cm ¥2,800 廃番

18-207-04 32063 POOL ウッドプレート　9ﾂ仕切 約23.8x23.8xH2.1cm ¥3,500 廃番

18-207-05 32409 キコリプレート(SS) 約φ8.5~11xH2cm ¥850 ¥950
18-207-06 32403 キコリプレート(Ｓ) 約φ18~22xH2cm ¥1,600 ¥1,800
18-207-07 32404 キコリプレート(Ｍ) 約φ23~27xH2cm ¥2,300 ¥2,600
18-207-08 32405 キコリプレート(Ｌ) 約φ28~32xH2cm ¥3,000 ¥3,500
18-208-02 32165 白木ディナー皿 約φ26xH3.2cm ¥5,000 ¥5,300
18-208-08 38431 白木ディナー皿・スタッキング 約φ27xH3.2cm ¥5,700 ¥6,100
18-210-10 24535 花型小付　ピンク 約φ9.2xH4cm ¥275 廃番

18-210-11 24536 さくら小付　ピンク 約φ8.6xH4.3cm ¥275 廃番

18-210-12 26264 華霞（はなかすみ）小皿　菊 約φ8.8xH1.7cm ¥380 廃番

18-210-13 26263 華霞（はなかすみ）小皿　梅 約φ8.8xH1.7cm ¥380 廃番

18-210-14 26265 華霞（はなかすみ）小皿　八角 約φ8.9xH1.7cm ¥380 廃番

18-211-03 27067 木和美・正角トレイ（大） 約23.2x23.2xH2.1cm ¥2,000 ¥2,300
18-211-04 27068 木和美・長角トレイ 約34.1x12.5xH2.1cm ¥1,800 ¥2,000
18-211-15 26252 陶器・三穴薬味皿　白 約14x5xH1.2cm ¥450 廃番

18-211-16 26253 陶器・三穴薬味皿　黄色 約14x5xH1.2cm ¥450 廃番

18-211-17 26254 陶器・三穴薬味皿　水色 約14x5xH1.2cm ¥450 廃番

18-211-18 26255 陶器・三穴薬味皿　ゴールド 約14x5xH1.2cm ¥450 廃番

18-211-19 26256 陶器・三穴薬味皿用木枠　クリアー 約15.5x6.3xH2cm ¥1,650 廃番
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18-211-20 26257 陶器・三穴薬味皿用木枠　ブラウン 約15.5x6.3xH2cm ¥1,700 廃番

18-212-02 27559 長角小皿用カスター台（小）*2個用 約21.3x9xH2.4cm ¥1,650 ¥1,800
18-212-12 27001 白木市松専用トレイ 約14.3x14.3xH2.7cm ¥1,400 ¥1,500
18-212-15 27004 欅色９ピース皿専用トレイ 約23.3x23.3xH2cm ¥2,550 ¥2,650
18-213-04 29044 正角小鉢 青白磁 約11x11xH3.8cm ¥650 ¥690
18-213-05 29043 正角小鉢 イエロー 約11x11xH3.8cm ¥650 ¥690
18-213-07 26658 赤絵L字皿（千代久付） 約11x11xH3.3cm ¥1,500 ¥1,550
18-213-11 26664 ホワイト角皿（大） 約11.1x11.1xH2.7cm ¥600 ¥630
18-213-12 26663 ブラック角皿（大） 約11.1x11.1xH2.7cm ¥600 ¥630
18-214-01 14260 六ｯ目かずら付篭 約φ11xH5(2.5)cm ¥550 ¥600
18-214-02 23346 六ツ目かずら付・染 約φ11xH4.3(2.2)cm ¥590 ¥740
18-214-03 29120 白竹丸皿(塗板付) 約φ11XH3.3cm ¥1,200 ¥1,260
18-214-04 29119 染竹丸皿(塗板付) 約φ11xH3.3cm ¥1,280 ¥1,330
18-214-07 27212 すす竹コースター 約11x11cm ¥380 ¥580
18-214-08 27213 白竹コースター 約11x11cm ¥560 ¥590
18-214-09 25971 白竹八ツ橋皿 約10x9xH0.8cm ¥950 廃番

18-214-09 25971 白竹八ツ橋皿 約10x9xH0.8cm ¥950 廃番

18-214-10 26669 木曽杉・料理桝 約11.5x11.5xH4cm ¥1,550 ¥1,820
18-214-14 32409 キコリプレート SS 約φ8.5-11xH2cm ¥850 ¥950
18-214-16 21605 ステンレス手編み目皿　４寸 約φ11.5xH0.8cm ¥1,500 ¥2,350
18-214-17 24442 銀州（シルバー仕上）４寸 約φ11.5xH0.8cm ¥2,250 ¥3,450
18-214-18 24449 金州（ゴールド仕上）４寸 約φ11.5xH0.8cm ¥2,500 ¥3,910
18-215-10 26555 手描朱呉須花絵豆皿 約φ9.3xH2.8cm ¥760 ¥830
18-215-19 26235 白磁・まめ皿　二連 約12x6.1xH2cm ¥360 廃番

18-215-20 26234 白磁・まめ皿　三連 約17.9x6.1xH2cm ¥480 廃番

18-215-21 32269 白磁・凛　そら豆 約24.5x9xH2.4cm ¥1,000 ¥1,050
18-216-06 14290 トラ竹渕篭（角・ミニ） 約8.8x8.8xH3cm ¥630 ¥730
18-216-07 14291 六ツ目かずら付篭（ミニ） 約φ8.8xH4/2.5cm ¥550 ¥650
18-216-09 08814 シェル角皿　パール (小)　 約8.8x8.8cm ¥600 ¥650
18-216-15 21607 ステンレス手編み目皿　３寸 約φ9xH0.8cm ¥1,150 ¥1,750
18-216-16 24444 銀州（シルバー仕上）3寸 約φ9xH0.8cm ¥1,900 ¥2,670
18-216-17 24447 金州（ゴールド仕上）３寸 約φ9xH0.8cm ¥1,950 ¥3,070
18-217-07 26953 花びら小付　白 約9.7x6xH3.7cm ¥300 廃番

18-217-08 26954 花びら小付　青磁 約9.7x6xH3.7cm ¥300 廃番

18-217-09 26955 花びら小付　黄 約9.7x6xH3.7cm ¥300 廃番

18-217-10 26956 花びら小付　ピンク 約9.7x6xH3.7cm ¥300 廃番

18-217-11 26947 笹の葉型珍味入　白 約4.5x10.5xH7.5cm ¥380 廃番

18-217-12 26948 笹の葉型珍味入　青磁 約4.5x10.5xH7.5cm ¥380 廃番

18-217-13 26949 笹の葉型珍味入　ヒワ 約4.5x10.5xH7.5cm ¥380 廃番

18-217-14 26950 笹の葉型珍味入　黄 約4.5x10.5xH7.5cm ¥380 廃番

18-217-15 26951 笹の葉型珍味入　ピンク 約4.5x10.5xH7.5cm ¥380 廃番

18-217-16 26952 笹の葉型珍味入　赤 約4.5x10.5xH7.5cm ¥380 廃番

18-217-17 26983 薄口角型珍味入　白 約6x6xH4cm ¥300 廃番

18-217-18 26984 薄口角型珍味入　青磁 約6x6xH4cm ¥300 廃番

18-217-19 26985 薄口角型珍味入　黄 約6x6xH4cm ¥300 廃番

18-217-20 26986 薄口角型珍味入　ピンク 約6x6xH4cm ¥300 廃番

18-217-21 26987 薄口角型珍味入　赤 約6x6xH4cm ¥350 廃番

18-217-22 26988 薄口角型珍味入　ルリ 約6x6xH4cm ¥300 廃番

18-217-23 27563 白磁・文字入醤油皿 寿 ¥360 廃番

18-217-24 27564 白磁・文字入醤油皿 福 約7.5x7.5xH1.8ｃｍ ¥360 廃番

18-218-01 27618 片口珍味小鉢　ヒワ 約5.9x4.8xH2.5cm ¥280 廃番

18-218-02 27617 片口珍味小鉢　黄 約5.9x4.8xH2.5cm ¥280 廃番

18-218-03 27616 片口珍味小鉢　青磁 約5.9x4.8xH2.5cm ¥280 廃番

18-218-04 27615 片口珍味小鉢　赤 約5.9x4.8xH2.5cm ¥280 廃番

18-218-05 27622 豆小鉢　ヒワ 約6x3.9xH2.4cm ¥280 廃番

18-218-06 27621 豆小鉢　黄 約6x3.9xH2.4cm ¥280 廃番

18-218-07 27620 豆小鉢　青磁 約6x3.9xH2.4cm ¥280 廃番

18-218-08 27619 豆小鉢　赤 約6x3.9xH2.4cm ¥280 廃番

18-218-09 27607 陶器・プチフライパン珍味入　白 約10.2x6xH2cm ¥380 廃番

18-218-10 27604 陶器・プチフライパン珍味入　青磁 約10.2x6xH2cm ¥380 廃番
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18-218-11 27606 陶器・プチフライパン珍味入　黄 約10.2x6xH2cm ¥380 廃番

18-218-12 27605 陶器・プチフライパン珍味入　ピンク 約10.2x6xH2cm ¥380 廃番

18-218-13 27611 陶器・プチグラタン珍味入　白 約10.5x6.3xH2.2cm ¥380 廃番

18-218-14 27608 陶器・プチグラタン珍味入　青磁 約10.5x6.3xH2.2cm ¥380 廃番

18-218-15 27610 陶器・プチグラタン珍味入　黄 約10.5x6.3xH2.2cm ¥380 廃番

18-218-16 27609 陶器・プチグラタン珍味入　ピンク 約10.5x6.3xH2.2cm ¥380 廃番

18-218-17 27660 陶器・雲形珍味入　白 約12.8x4xH2.5cm ¥400 廃番

18-218-18 27662 陶器・雲形珍味入　黄 約12.8x4xH2.5cm ¥400 廃番

18-218-19 27661 陶器・雲形珍味入　ピンク 約12.8x4xH2.5cm ¥400 廃番

18-218-20 26931 薄口楕円珍味入　白 約6x5.5xH4.2cm ¥240 廃番

18-218-21 26932 薄口楕円珍味入　青磁 約6x5.5xH4.2cm ¥240 廃番

18-218-22 26933 薄口楕円珍味入　黄 約6x5.5xH4.2cm ¥240 廃番

18-218-23 26934 薄口楕円珍味入　ピンク 約6x5.5xH4.2cm ¥240 廃番

18-218-24 26935 薄口楕円珍味入　赤 約6x5.5xH4.2cm ¥240 廃番

18-218-25 26936 薄口楕円珍味入　ルリ 約6x5.5xH4.2cm ¥240 廃番

18-218-26 26942 クラウンカップ珍味入　白 約φ6.3xH2cm ¥180 廃番

18-218-27 26943 クラウンカップ珍味入　青磁 約φ6.3xH2cm ¥180 廃番

18-218-28 26944 クラウンカップ珍味入　黄 約φ6.3xH2cm ¥180 廃番

18-218-29 26945 クラウンカップ珍味入　赤 約φ6.3xH2cm ¥180 廃番

18-218-30 26946 クラウンカップ珍味入　ルリ 約φ6.3xH2cm ¥180 廃番

18-218-31 26937 貝殻珍味入　白 約7x7.5xH2.4cm ¥220 廃番

18-218-32 26938 貝殻珍味入　青磁 約7x7.5xH2.4cm ¥220 廃番

18-218-33 26939 貝殻珍味入　黄 約7x7.5xH2.4cm ¥220 廃番

18-218-34 26940 貝殻珍味入　ピンク 約7x7.5xH2.4cm ¥220 廃番

18-218-35 26941 貝殻珍味入　赤 約7x7.5xH2.4cm ¥220 廃番

18-220-03 26822 豆小皿　藍　丸 約φ5.2x1.3cm ¥130 ¥150
18-220-04 26823 豆小皿　藍　鉢 約4.7x4x1.9cm ¥130 ¥150
18-220-05 26821 豆小皿　藍　角 約5.6x5.6x1cm ¥190 ¥220
18-220-06 26824 豆小皿　藍　葉 約12.2x2.9x1.2cm ¥200 ¥230
18-220-07 26826 豆小皿　十草　丸 約φ5.2x1.3cm ¥130 ¥150
18-220-08 26827 豆小皿　十草　鉢 約4.7x4x1.9cm ¥130 ¥150
18-220-09 26825 豆小皿　十草　角 約5.6x5.6x1cm ¥190 ¥220
18-220-10 26828 豆小皿　十草　葉 約12.2x2.9x1.2cm ¥200 ¥230
18-220-11 26830 豆小皿　水引　丸 約φ5.2x1.3cm ¥130 ¥150
18-220-12 26831 豆小皿　水引　鉢 約4.7x4x1.9cm ¥130 ¥150
18-220-13 26829 豆小皿　水引　角 約5.6x5.6x1cm ¥190 ¥220
18-220-14 26832 豆小皿　水引　葉 約12.2x2.9x1.2cm ¥200 ¥230
18-221-15 29061 いろどり舟小鉢　山吹　大 約15x5.7xH4.2cm ¥750 廃番

18-221-16 29063 いろどり舟小鉢　藍　大 約15x5.7xH4.2cm ¥750 廃番

18-221-17 29065 いろどり舟小鉢　淡青　大 約15x5.7xH4.2cm ¥750 廃番

18-221-18 29060 いろどり舟小鉢　山吹　小 約12x4.6xH3.3cm ¥500 廃番

18-221-19 29062 いろどり舟小鉢　藍　小 約12x4.6xH3.3cm ¥500 廃番

18-221-20 29064 いろどり舟小鉢　淡青　小 約12x4.6xH3.3cm ¥500 廃番

18-222-01 26820 フラワーボウル　黒 約5.7x5.7xH4.4cm ¥180 ¥200
18-222-02 26819 フラワーボウル　白 約5.7x5.7xH4.4cm ¥180 ¥200
18-222-03 26818 フラワーボウル　赤 約5.7x5.7xH4.4cm ¥180 ¥200
18-222-07 26843 スフレカップ(特大) 約φ8xH4cm ¥200 ¥230
18-222-08 26165 マルチカップ（白） 約φ7.6ｘH3.1cm ¥180 ¥200
18-222-08 26165 マルチカップ 白 約φ7.6ｘH3.1cm ¥180 ¥200
18-222-09 26206 マルチカップ 黒 約φ7.6xH3.1cm ¥180 ¥200
18-222-10 16247 マルチカップ用ウッドベース　クリアー 約28x9xH4cm ¥2,600 廃番

18-222-16 26237 和柄小皿　麻の葉 約φ8xH1.8cm ¥220 ¥250
18-222-17 26240 和柄小皿　市松 約φ8xH1.8cm ¥220 ¥250
18-223-09 26606 陶器・角型珍味入　ヒワ吹 約5.7x5.7xH3.7cm ¥190 ¥210
18-223-10 26605 陶器・角型珍味入　黄吹 約5.7x5.7xH3.7cm ¥190 ¥210
18-223-11 26604 陶器・角型珍味入　ピンク吹 約5.7x5.7xH3.7cm ¥190 ¥210
18-223-12 26615 陶器・角型珍味入　コバルト吹 約5.7x5.7xH3.7cm ¥190 ¥210
18-223-15 26618 陶器・角型珍味入　吹墨 約5.7x5.7xH3.7cm ¥190 ¥210
18-224-01 26961 小ちょこ　丸紋 約φ5.6xH4.2cm ¥230 ¥250
18-224-02 26962 小ちょこ　七宝つなぎ 約φ5.6xH4.2cm ¥230 ¥250
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18-224-03 26963 小ちょこ　雪花 約φ5.6xH4.2cm ¥230 ¥250
18-224-09 26789 角型ミニ珍味入　マロン 約5.2x5.2xH3.5cm ¥130 ¥150
18-224-10 26790 角型ミニ珍味入　ルリ 約5.2x5.2xH3.5cm ¥130 ¥150
18-224-11 26791 角型ミニ珍味入　黄釉 約5.2x5.2xH3.5cm ¥130 ¥150
18-224-12 26785 切立ミニ珍味入　パステルグリーン 約φ5.1xH3cm ¥110 ¥120
18-224-13 26786 切立ミニ珍味入　パステルイエロー 約φ5.1xH3cm ¥110 ¥120
18-224-14 26787 切立ミニ珍味入　吹墨 約φ5.1xH3cm ¥110 ¥120
18-224-15 26788 切立ミニ珍味入　パステルピンク 約φ5.1xH3cm ¥110 ¥120
18-225-11 26376 天金マス型珍味入（白） 約5.5x5.5xH3.7cm ¥580 廃番

18-225-12 26377 天金マス型珍味入（ルリ） 約5.5x5.5xH3.7cm ¥580 廃番

18-225-23 26330 花びら珍味入（べに） 約7.3x5xH1.5cm ¥380 廃番

18-225-24 26329 花びら珍味入（黄） 約7.3x5xH1.5cm ¥380 廃番

18-225-25 26305 花びら珍味入（ﾋﾟﾝｸ） 約7.3x5xH1.5cm ¥380 廃番

18-226-01 08832 陶器・うす紅 さくら・小皿 約11x8.5xH1.5cm ¥370 ¥380
18-226-05 29013 染付白  片口小付  約7.5X6.5XH2.8cm ¥400 ¥470
18-226-06 29015 染付白  フィット片口小付  約7.6X6XH3.5cm ¥380 ¥450
18-226-07 29014 染付白  小判小付  約7.5X6XH3cm ¥360 ¥420
18-226-14 25572 ほおずき型珍味入（赤） 約6.5x8.2xH2.5cm ¥900 廃番

18-226-15 25434 イチョウ型珍味皿 約7x6.5xH1.8cm ¥400 廃番

18-226-19 25437 もみじ型珍味入（黄） 約7x6xH3.5cm ¥500 廃番

18-226-20 26333 もみじ型珍味入（織部） 約7x6xH3.5cm ¥500 廃番

18-226-21 25430 もみじ型珍味入（赤） 約7x6xH3.5cm ¥500 廃番

18-226-22 25432 もみじ型珍味入（緑） 約7x6xH3.5cm ¥500 廃番

18-226-26 26378 片口小鉢（緑） 約φ6.3xH2.8cm ¥460 廃番

18-226-27 26380 片口小鉢（黄瀬戸） 約φ6.3xH2.8cm ¥460 廃番

18-226-28 26324 珍味小鉢　織部 約φ5.5xH3cm ¥320 廃番

18-226-29 26325 珍味小鉢　青磁 約φ5.5xH3cm ¥320 廃番

18-227-01 25460 朝顔珍味入 青 約φ6.3xH4.5cm ¥780 ¥810
18-227-02 25463 朝顔珍味入 黄 約φ6.3xH4.5cm ¥780 ¥810
18-227-03 25461 朝顔珍味入 ピンク 約φ6.3xH4.5cm ¥780 ¥810
18-227-04 25462 朝顔珍味入 紫 約φ6.3xH4.5cm ¥780 ¥810
18-227-05 25464 朝顔珍味入 吹墨 約φ6.3xH4.5cm ¥780 ¥810
18-227-06 24237 朝顔棚（黒竹）足付 約21x21xH6.5cm ¥1,880 ¥1,900
18-227-07 24236 朝顔棚（女竹）足付 約21x21xH6.5cm ¥1,280 ¥1,300
18-227-19 26665 高台珍味入（トルコ青） 約φ6xH5.7cm ¥700 廃番

18-228-01 25401 陶器・おひな様珍味入セット(一組) 雛:約8x4.7xH7.8cm ¥6,000 ¥6,100
18-228-02 26608 陶器・ミニレンゲ珍味入　春秋 約8.5x5.8xH3.6cm ¥280 ¥300
18-228-03 26609 陶器・ミニレンゲ珍味入　草紋 約8.5x5.8xH3.6cm ¥280 ¥300
18-228-04 26607 陶器・ミニレンゲ珍味入　椿 約8.5x5.8xH3.6cm ¥280 ¥300
18-228-05 26602 陶器・ぼんぼり　丸紋 約φ4.5xH3.3cm ¥160 ¥180
18-228-06 26601 陶器・ぼんぼり　春秋 約φ4.5xH3.3cm ¥160 ¥180
18-228-07 26603 陶器・ぼんぼり　山水 約φ4.5xH3.3cm ¥160 ¥180
18-228-12 27569 糸巻珍味入 約6.3x6.3xH5.7cm ¥2,650 廃番

18-228-18 26291 市松ぼんぼり（中）朱 約φ5.7xH4.7cm ¥450 ¥500
18-228-19 26292 市松ぼんぼり（中）藍 約φ5.7xH4.7cm ¥450 ¥500
18-229-01 25065 切立ミニ珍味入 約φ5.1xH3cm ¥110 ¥120
18-229-02 26509 ミニ竹節珍味入 約φ5.5xH3.5cm ¥130 ¥150
18-229-03 26880 陶器・天金若竹珍味入(小) 約φ4.9X4.4cm ¥260 ¥300
18-229-04 26350 ハス切天金竹節珍味入 約φ6.3xH4.6(3.7)cm ¥170 ¥190
18-229-05 26475 天金竹節珍味入 約φ6.3xH4.6cm ¥170 ¥190
18-229-06 25421 陶器・竹型珍味入（水引付） 約φ3.8xH3.9cm ¥340 廃番

18-229-07 25428 陶器・竹型珍味入（水引なし） 約φ3.8xH3.9cm ¥290 廃番

18-229-08 25422 陶器・竹型珍味入（金巻） 約φ3.8xH3.9cm ¥420 廃番

18-229-09 24360 紅白奉書包  (100ケ入) ¥7,900 廃番

18-229-11 26739 手描き金縁市松珍味入  朱 約5x5xH4.1cm ¥490 ¥550
18-229-12 26731 手描き金縁市松珍味入  藍 約5x5xH4.1cm ¥490 ¥550
18-229-13 25534 陶器・竹節珍味入 約φ6.3xH3.6cm ¥400 廃番

18-229-14 25580 陶器・福桝珍味入 約6.5x6.5xH3.9cm ¥980 廃番

18-229-15 26304 陶器・梅型珍味入 約φ5xH3.3cm ¥870 廃番

18-230-01 26600 陶器・龍凧亀甲珍味入 約5x6xH3.3cm ¥280 ¥350
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18-230-02 26590 蓋付角珍味入・福 約5.2x5.2xH3.9cm ¥240 ¥250
18-230-03 26591 蓋付丸珍味入・壽 約φ5.7xH3.5cm ¥240 ¥250
18-230-04 26991 蓋付珍味入・あわじ 約6x5.8xH3.6cm ¥280 ¥320
18-230-05 26778 蓋付角珍味入・祝金 約5.2x5.2xH3.9cm ¥290 ¥320
18-230-07 27673 蓋付丸珍味入 祝 約φ5.7×H3.5cm ¥280 ¥300
18-230-09 26276 まゆ型珍味入　大　赤 約φ5xH5.2cm ¥350 廃番

18-230-10 26277 まゆ型珍味入　大　織部 約φ5xH5.2cm ¥350 廃番

18-230-11 26278 まゆ型珍味入　大　青磁 約φ5xH5.2cm ¥350 廃番

18-230-12 26279 まゆ型珍味入　小　赤 約φ4xH4.1cm ¥280 廃番

18-230-13 26280 まゆ型珍味入　小　織部 約φ4xH4.1cm ¥280 廃番

18-230-14 26281 まゆ型珍味入　小　青磁 約φ4xH4.1cm ¥280 廃番

18-230-15 26992 手まり型珍味入 赤 約φ5.3xH4.8cm ¥340 ¥380
18-230-16 26993 手まり型珍味入 黄 約φ5.3xH4.8cm ¥340 ¥380
18-230-21 25309 陶器・新ゆず珍味入（小） 約φ4.9xH4.5cm ¥750 廃番

18-230-22 26303 蓋付ゆず珍味入（中） 約φ6.5xH5.3cm ¥800 廃番

18-231-13 25098 若竹千代口　（ミニ） 約φ4.5xH3cm ¥100 ¥120
18-231-14 25096 若竹千代口　角丸型（小） 約5.7x5.7xH4cm ¥190 ¥200
18-231-15 25097 若竹千代口　角丸型（ミニ） 約4.5x4.5xH3cm ¥100 ¥120
18-232-10 26978 ミニクリア桝　クリア 約4.9x4.9xH4.1cm ¥410 ¥420
18-232-19 27633 樹脂珍味入　梅（１０個入） 約φ4.5xH3cm ¥780 廃番

18-232-20 27634 樹脂珍味入　松（１０個入） 約φ4.5xH3cm ¥780 廃番

18-232-21 27635 樹脂珍味入　福（１０個入） 約φ4.5xH3cm ¥780 廃番

18-233-01 26989 金箔貼りクリア枡（5勺） 約6.1x6.1xH4.3cm ¥1,700 ¥1,750
18-233-03 23447 金塗ハマグリ (小) (片側） 約7～8cm ¥270 廃番

18-233-04 23446 金塗ハマグリ（小）(1組) 約7～8cm ¥540 廃番

18-234-04 26688 木製片口珍味入 曙 約9.5x7xH5cm ¥1,200 ¥1,210
18-234-05 26687 木製片口珍味入 根来 約9.5x7xH5cm ¥1,200 ¥1,210
18-234-06 26085 木製羽反珍味入 根来 約φ6xH6cm ¥950 ¥1,030
18-234-07 26086 木製羽反珍味入 曙 約φ6xH6cm ¥950 ¥1,030
18-234-08 26876 木製角丸珍味入 根来 約7.7x7.7xH5.3cm ¥1,150 ¥1,200
18-234-09 26877 木製角丸珍味入 曙 約7.7x7.7xH5.3cm ¥1,150 ¥1,200
18-234-10 26083 木製どんぐり珍味入 根来 約φ7xH5cm ¥950 ¥1,030
18-234-11 26084 木製どんぐり珍味入 曙 約φ7xH5cm ¥950 ¥1,030
18-234-12 26685 木製八角珍味入 根来 約7x7xH5cm ¥1,000 ¥1,050
18-234-13 26686 木製八角珍味入 曙 約7x7xH5cm ¥1,000 ¥1,050
18-234-14 26683 木製四角珍味入 根来 約7x7xH3.2cm ¥1,000 ¥1,050
18-234-15 26684 木製四角珍味入 曙 約7x7xH3.2cm ¥1,000 ¥1,050
18-235-01 12117 ひのき ネジリグラス 約6.8x6.6xH8.7㎝ ¥4,800 ¥7,700
18-235-02 12118 ひのき すらりグラス 約φ6.9xH13.5㎝ ¥4,800 ¥7,700
18-235-03 12116 ひのき くねくねグラス 約φ6.9xH10㎝ ¥4,800 ¥7,700
18-235-04 12119 花びらグラス 約φ9.3xH14.5cm ¥12,000 ¥19,600
18-235-05 32044 木製クラフトカップ　ナチュラル（Ｍ） 約φ7xH5.1cm ¥1,100 廃番

18-235-06 32045 木製クラフトカップ　ナチュラル（Ｌ） 約φ8.2xH6cm ¥1,400 廃番

18-235-07 32029 木製プチフライパンプレート 約10x6xH2cm ¥1,000 廃番

18-235-08 32028 木製プチグラタンプレート 約10.3x6.5xH2.3cm ¥1,000 廃番

18-235-09 32396 木製高台カップ 約φ6.6xH13cm ¥2,980 廃番

18-235-10 27671 アッシュ･丸 珍味皿 (長 三つ足) 約φ5.5xH9㎝ ¥2,200 廃番

18-235-11 27672 アッシュ･丸 珍味皿 (球 三つ足) 約φ5.5xH2.7㎝ ¥1,500 廃番

18-235-12 27670 アッシュ･丸 珍味皿 (高台) 約φ5.5xH2.7㎝ ¥1,100 廃番

18-236-02 22374 若竹珍味入 約φ6.5xH4.5cm ¥1,500 ¥1,630
18-236-03 22376 若竹ハス切珍味入 約φ6.5xH4.5(2.5)cm ¥1,500 ¥1,630
18-236-04 22204 青塗丸竹珍味入（フラット） 約φ5.5~6xH4.5cm ¥720 ¥740
18-236-05 22205 青塗丸竹珍味入（ハス切り） 約φ5.5~6xH4.5(2.5cm ¥720 ¥740
18-236-09 12213 白木･珍味桝（小） 約4.7x4.7xH3.2cm ¥250 ¥300
18-236-10 12214 白木･珍味桝（大） 約6.1x6.1xH3.8cm ¥270 ¥350
18-236-11 12209 檜・豆桝 約4.7x4.7xH3.2cm ¥360 ¥380
18-236-12 12210 檜・福桝 約6.2x6.2xH3.9cm ¥430 ¥450
18-236-14 38080 極薄桝型料理箱　５勺　塗装付 約5.2x5.2xH4.2cm ¥820 廃番

18-236-15 38081 極薄桝型料理箱　１合　塗装付 約6.8x6.8xH5cm ¥940 廃番

18-236-16 38082 極薄桝型料理箱　浅型　塗装付 約6.8x6.8xH3.9cm ¥940 廃番
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18-237-01 26926 二層硝子　小鉢 約φ8.5xH7.6cm ¥700 廃番

18-237-02 26925 二層硝子　珍味入 約φ6.5xH4.1cm ¥380 廃番

18-237-03 26966 二層硝子　菊珍味入 約φ6.5xH3.8cm ¥550 廃番

18-237-04 26964 二層硝子　千代口 約φ5xH5cm ¥450 廃番

18-237-05 26965 二層硝子　平珍味入 約φ7xH3cm ¥450 廃番

18-237-06 08549 クリスタル切子プレート(のぞき付) 約24x9xH0.9cm ¥4,950 ¥6,400
18-237-07 08519 クリスタル切子プレート 約24x9xH0.9cm ¥4,500 ¥5,800
18-237-09 08814 シェル角皿　小　パール 約8.8x8.8cm ¥600 ¥650
18-238-01 27567 硝子丸ポット（大・高） 約φ4xH6.5cm ¥700 廃番

18-238-02 27568 硝子丸ポット（大・低） 約φ4xH4.5cm ¥670 廃番

18-238-03 26974 硝子丸ミニポット（高） 約φ3xH5.5cm ¥280 廃番

18-238-04 26975 硝子丸ミニポット（低） 約φ3xH3.9cm ¥220 廃番

18-238-07 27639 変形珍味入　華氷（はなごおり）小 約φ6.2xH4.2cm ¥1,250 廃番

18-238-08 27638 変形珍味入　華氷（はなごおり）中 約φ6.2x7.1xH6cm ¥1,250 廃番

18-238-09 27596 硝子モダンカップ　大　若水 約φ11.1xH6.3cm ¥450 ¥500
18-238-10 27590 硝子モダンカップ　大　琥珀 約φ11.1xH6.3cm ¥450 ¥500
18-238-11 27594 硝子モダンカップ　小　若水 約φ7.3xH4.1cm ¥280 ¥300
18-238-12 27595 硝子モダンカップ　小　琥珀 約φ7.3xH4.1cm ¥280 ¥300
18-238-13 08812 貝殻のお皿(L) 約W24~30cm ¥1,500 ¥1,700
18-238-14 08813 貝殻のお皿(M) 約W18~24cm ¥1,200 ¥1,400
18-239-01 25694 切子小付（赤） 約φ5.5xH4cm ¥1,800 ¥2,300
18-239-02 25693 切子小付（ルリ） 約φ5.5xH4cm ¥1,800 ¥2,300
18-239-03 27667 夢切子　千代口　赤 約φ6xH4.8cm ¥2,500 ¥3,000
18-239-03 27667 夢切子　千代口　赤 約φ6xH4.8cm ¥2,500 ¥3,000
18-239-04 27668 夢切子　千代口　ルリ 約φ6xH4.8cm ¥2,500 ¥3,000
18-239-04 27668 夢切子　千代口　ルリ 約φ6xH4.8cm ¥2,500 ¥3,000
18-239-05 27669 夢切子　千代口　黒　菊 約φ6xH4.8cm ¥2,500 ¥3,000
18-239-06 25608 夢切子　千代口　黒（市松） 約φ6xH4.8cm ¥2,500 ¥3,000
18-239-07 25609 夢切子　千代口　黒（七宝） 約φ6xH4.8cm ¥2,500 ¥3,000
18-239-07 25609 夢切子　千代口　黒（七宝） 約φ6xH4.8cm ¥2,500 ¥3,000
18-239-08 26927 夢切子　高台　赤 約φ5.7xH6.7cm ¥3,000 ¥3,300
18-239-09 26928 夢切子　高台　藍 約φ5.7xH6.7cm ¥3,000 ¥3,300
18-239-12 26929 夢切子　珍味入　赤 約φ5.4xH4.6cm ¥2,000 ¥2,300
18-239-13 26930 夢切子　珍味入　藍 約φ5.4xH4.6cm ¥2,000 ¥2,300
18-240-01 26214 クリスタルキューブ（ラウンドホール） 約5.9x5.9xH5.9cm ¥3,800 ¥4,800
18-240-02 26302 クリスタルキューブ（スクエアホール） 約5.9x5.9xH5.9cm ¥3,800 ¥4,800
18-240-03 27591 クリスタル平杯カップ　緑 φ7.5xH3.3cm ¥1,250 廃番

18-240-04 27592 クリスタル平杯カップ　青 φ7.5xH3.3cm ¥1,250 廃番

18-240-05 27593 クリスタル平杯カップ　ピンク φ7.5xH3.3cm ¥1,250 廃番

18-240-06 27597 クリスタル六角珍味入　緑 φ7.1x6.7xH4.6cm ¥1,300 廃番

18-240-07 27598 クリスタル六角珍味入　青 φ7.1x6.7xH4.6cm ¥1,300 廃番

18-240-08 27599 クリスタル六角珍味入　ピンク φ7.1x6.7xH4.6cm ¥1,300 廃番

18-240-09 26719 クリスタル珍味入(特大) 約φ7.6xH4.8cm ¥2,100 ¥2,600
18-240-10 26737 クリスタル珍味入(大) 約φ5.9xH3.1cm ¥950 ¥1,200
18-240-11 26798 クリスタル珍味入(中) 約φ5.2xH2.7cm ¥850 ¥1,000
18-240-12 26738 クリスタル珍味入(小) 約φ3.9xH2.5cm ¥650 ¥850
18-241-01 26797 硝子ミニ小鉢　片口（緑） 約9.5x8.2xH4.2cm ¥250 ¥300
18-241-02 26759 硝子ミニ小鉢 丸（琥珀） 約8.7x8.2xH3.7cm ¥250 ¥300
18-241-03 26758 硝子ミニ小鉢 渦巻（若水） 約φ8.4xH3.4cm ¥250 ¥300
18-241-04 26862 硝子ミニ小付　花舞　若水 約8.5x8.5xH3.4cm ¥300 ¥350
18-241-05 26863 硝子ミニ小付　花舞　浅紫 約8.5x8.5xH3.4cm ¥300 ¥350
18-241-06 26864 硝子ミニ小付　花舞　若草 約8.5x8.5xH3.4cm ¥300 ¥350
18-241-07 26792 硝子ミニ小鉢　ビーンズ（青） 約10x6.8xH3.7cm ¥250 ¥300
18-241-08 26795 硝子ミニ小鉢　三角（青） 約8.3x8.4xH3.5cm ¥250 ¥300
18-241-09 26856 硝子ミニ珍味入　反り丸　若水 約Φ5.5xＨ4cm ¥250 ¥300
18-241-10 26857 硝子ミニ珍味入　反り丸　浅紫 約Φ5.5xＨ4cm ¥250 ¥300
18-241-11 26858 硝子ミニ珍味入　反り丸　若草 約Φ5.5xＨ4cm ¥250 ¥300
18-241-12 26598 硝子ミニ珍味入　反り丸　瑠璃（ルリ） 約φ5.5xH4cm ¥250 ¥300
18-241-13 26599 硝子ミニ珍味入　反り丸　琥珀（コハク） 約φ5.5xH4cm ¥250 ¥300
18-241-14 26859 硝子ミニ小付　浮舟　若水 約11.5x6xH4.5cm ¥280 ¥350
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18-241-15 26860 硝子ミニ小付　浮舟　浅紫 約11.5x6xH4.5cm ¥280 ¥350
18-241-16 26861 硝子ミニ小付　浮舟　若草 約11.5x6xH4.5cm ¥280 ¥350
18-241-17 26437 硝子金彩珍味入　切立 約φ6x4cm ¥400 ¥500
18-241-18 26438 硝子金彩珍味入　変形 約φ6.5x4.6cm ¥400 ¥500
18-241-19 26187 硝子マルチカップ　若水 約φ7.7xH3.2cm ¥250 ¥300
18-241-20 26188 硝子マルチカップ　浅紫 約φ7.7xH3.2cm ¥250 ¥300
18-241-21 26189 硝子マルチカップ　若草 約φ7.7xH3.2cm ¥250 ¥300
18-242-01 29000 小付三種リングベース 約11.9x11xH6.4cm ¥800 ¥1,000
18-242-05 26165 マルチカップ 白 約φ7.6ｘH3.1cm ¥180 ¥200
18-242-06 26206 マルチカップ 黒 約φ7.6xH3.1cm ¥180 ¥200
18-244-01 12312 椹・ワインクーラー *単箱入 約φ17.5XH23.5cm ¥16,000 ¥17,200
18-244-06 12332 椹・竹型ワインクーラー 約φ17xH18.3cm ¥12,000 ¥13,300
18-244-07 12654 椹・片手冷酒クーラー 約φ14.7xH23(12.2)cm ¥7,500 ¥7,800
18-244-08 12331 椹・桶型冷酒クーラー 約16.5xH12.5cm ¥10,500 ¥12,800
18-245-01 81439 was椹　冷酒クーラー 約23.8x15,3ｘH9,7㎝ ¥32,000 ¥33,800
18-245-02 79265 was椹　ワインクーラー 約23,5ｘ15.3xH17,5㎝ ¥45,000 ¥45,800
18-245-03 12327 白木・八角クーラー 約18x18xH18cm ¥11,100 ¥12,000
18-245-04 12655 椹・冷酒クーラー（篭付） 約φ20.5xH11.8cm ¥15,500 ¥16,000
18-245-05 12333 白木冷酒クーラー 約22.5x12xH10cm ¥7,200 ¥7,700
18-245-06 12334 白木ワインクーラー 約28x12xH10cm ¥8,200 ¥8,800
18-245-07 24267 陶器花椿ワインクーラー 約21.5x24xH14.5cm ¥9,300 廃番

18-245-08 12371 花鳥椿片口ワインクーラー 約19.5x17.8xH9cm ¥6,100 廃番

18-246-05 24556 白竹スプーン型マドラー 約L21cm ¥850 ¥910
18-246-06 25166 スダレマット 約24x30cm ¥950 廃番

18-246-09 12337 丸竹冷酒徳利(A) 約φ5.5xH16cm ¥3,100 ¥3,500
18-246-11 12339 若竹ぐいのみ 約φ4.7xH5cm ¥1,550 廃番

18-246-14 10331 カガミ割り用木づち（大） 約φ5.5xH14（柄の長さ36）cm ¥2,450 ¥4,200
18-247-06 32444 タモ・三ツ穴プレート クリアー 約27x8xH1.8cm ¥1,950 ¥2,200
18-247-07 32445 タモ・三ツ穴プレート ブラウン 約27x8xH1.8cm ¥1,950 ¥2,200
18-247-08 27644 青塗はつり　冷酒徳利 約φ5.5xH16cm ¥3,800 ¥4,150
18-247-09 27643 青塗はつり　丸ぐいのみ 約φ4.7xH5cm ¥2,650 ¥2,950
18-247-13 32446 タモ・一穴プレート クリアー 約27x8xH1.8cm ¥1,850 ¥2,000
18-247-14 32447 タモ・一穴プレート ブラウン 約27x8xH1.8cm ¥1,850 ¥2,000
18-248-05 27669 夢切子　千代口　黒　菊 約φ6xH4.8cm ¥2,500 ¥3,000
18-248-06 27639 変形珍味入　華氷（はなごおり）小 約φ6.2xH4.2cm ¥1,250 廃番

18-248-07 27638 変形珍味入　華氷（はなごおり）中 約φ6.2x7.1xH6cm ¥1,250 廃番

18-248-14 29056 ステンレス丸千代口 内金 約φ5.8xH3cm ¥2,400 ¥2,500
18-249-22 26978 ミニクリア桝　クリア 約4.9x4.9xH4.1cm ¥410 ¥420
18-249-25 26989 金箔貼りクリア枡（5勺） 約6.1x6.1xH4.3cm ¥1,700 ¥1,750
18-250-01 12117 ひのき ネジリグラス 約6.8x6.6xH8.7㎝ ¥4,800 ¥7,700
18-250-02 12118 ひのき すらりグラス 約φ6.9xH13.5㎝ ¥4,800 ¥7,700
18-250-03 12116 ひのき くねくねグラス 約φ6.9xH10㎝ ¥4,800 ¥7,700
18-250-04 12119 花びらグラス 約φ9.3xH14.5cm ¥12,000 ¥19,600
18-250-05 38080 極薄桝型料理箱　５勺　塗装付 約5.2x5.2xH4.2cm ¥820 廃番

18-250-06 38081 極薄桝型料理箱　１合　塗装付 約6.8x6.8xH5cm ¥940 廃番

18-250-07 38082 極薄桝型料理箱　浅型　塗装付 約6.8x6.8xH3.9cm ¥940 廃番

18-250-09 12339 若竹ぐいのみ 約φ4.7xH5cm ¥1,550 廃番

18-250-10 12104 檜・ぐいのみ 魁（さきがけ） 約φ4.5xH5.5cm ¥450 ¥550
18-250-11 12105 檜・ぐいのみ 丸 約4.2xH5.5cm ¥360 ¥390
18-250-14 27643 青塗はつり　丸ぐいのみ 約φ4.7xH5cm ¥2,650 ¥2,950
18-251-01 12212 スプルース１合桝 約8.4X8.4XH5.3cm ¥530 廃番

18-251-15 12001 1合/8勺桝用 単箱のみ (｢寿｣) 箱柄B ¥80 ¥90
18-251-17 12000 5勺桝/ぐいのみ用 単箱のみ (｢銘木ひのき｣) 箱柄A ¥65 ¥75
18-255-05 24320 網朴葉（Ｓ）50枚入 約25～30cm ¥6,480 ¥7,500
18-255-06 24321 網朴葉（Ｍ）50枚入 約31～35cm ¥6,480 ¥7,500
18-255-07 24323 すかし木の葉（Ｓ）(100枚入) 約8～10cm ¥1,500 ¥1,800
18-255-08 24324 すかし木の葉（Ｍ）(100枚入) 約11～15cm ¥1,850 ¥2,000
18-255-09 24325 すかし木の葉（Ｌ）(100枚入) 約16～22cm ¥2,200 ¥2,500
18-255-10 25994 干朴葉懐敷(緑) 丸型(大)　(100枚入) 約φ13cm ¥8,800 廃番

18-255-12 25996 干朴葉懐敷(緑) 葉型　100枚入 約11.5x7cm ¥8,000 廃番
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18-255-13 25998 干朴葉懐敷(緑) もみじ型　100枚入 約12x12cm ¥9,800 廃番

18-255-14 25991 干朴葉懐敷(枯) 丸型(大)　100枚入 約φ13cm ¥6,500 廃番

18-255-15 25992 干朴葉懐敷(枯) 丸型(小)　100枚入 約φ8.5cm ¥5,500 廃番

18-255-16 25993 干朴葉懐敷(枯) 葉型　100枚入 約11.5x7cm ¥5,500 廃番

18-255-17 25997 干朴葉懐敷(枯) もみじ型　100枚入 約12x12cm ¥7,700 廃番

18-255-18 23920 プチ干朴葉懐敷（緑）葉型　50枚入 約6.5x3.5cm ¥1,100 廃番

18-256-01 38621 乾燥もみじ　青　50枚入 約5~6x5~6cm 時価 廃番

18-256-02 38622 乾燥もみじ　赤　50枚入 約5~6x5~6cm 時価 廃番

18-258-04 24078 経木懐敷 ３寸 （100枚入） 約9x9cm ¥650 ¥720
18-258-05 24079 経木懐敷 ４寸 （100枚入） 約12x12cm ¥920 ¥1,020
18-259-01 23943 経木容器　舟皿（スリム）９寸　(100枚入) 約25.5×6.5×H3cm ¥2,300 ¥2,530
18-259-02 23944 経木容器　舟皿（スリム）尺０　(100枚入) 約29×8.5×H3.3cm ¥3,200 ¥3,520
18-259-03 23926 経木容器 舟皿 5寸　(100枚入) 約14x8.5xH3.5cm ¥1,250 ¥1,380
18-259-04 23927 経木容器 舟皿 6寸　(100枚入) 約17x9xH3.8cm ¥1,650 ¥1,820
18-259-05 23928 経木容器 舟皿 7寸　(100枚入) 約19x10xH4.5cm ¥2,050 ¥2,260
18-259-06 23929 経木容器 舟皿 8寸　(100枚入) 約22x11.5xH4.8cm ¥2,500 ¥2,750
18-259-07 23937 経木容器 舟皿 9寸　(100枚入) 約25x12.5xH5.5cm ¥3,300 ¥3,630
18-259-08 23904 経木容器　舟皿 小・浅型 　(100枚入) 約6x4.5xH2cm ¥820 ¥900
18-259-09 23905 経木容器　舟皿 小・深型 　(100枚入) 約6x5xH2.7cm ¥900 ¥990
18-259-10 23906 経木容器　舟皿 3.5寸（100枚入） 約9x5.5xH3cm ¥980 ¥1,080
18-259-11 23907 経木容器　舟皿 4.5寸（100枚入） 約12x7xH3.5cm ¥1,050 ¥1,160
18-259-12 23900 経木容器　角皿 特小（100枚入） 約4x4xH1.5cm ¥2,200 ¥2,420
18-259-13 23901 経木容器　角皿 小（100枚入） 約6x6xH2.3cm ¥2,600 ¥2,860
18-259-14 23902 経木容器　角皿 中（100枚入） 約8x8xH2.5cm ¥3,200 ¥3,520
18-259-15 23903 経木容器　角皿 大（100枚入） 約10x10xH3.5cm ¥3,900 ¥4,300
18-259-16 23911 経木容器　丸型 浅（100枚入） 約φ5(4.5)xH2cm ¥2,500 ¥2,750
18-259-17 23912 経木容器　丸型 中（100枚入） 約φ5.5(4.5)xH3.2cm ¥3,500 ¥3,850
18-259-18 38638 竹皮貼容器ミニ 約11.8x7.8xH5cm ¥430 ¥450
18-259-19 22111 竹皮貼容器　S 約15x10xH4.5cm ¥440 ¥460
18-259-20 22112 竹皮貼容器　1合 約18x12xH4.5cm ¥470 ¥490
18-259-21 22113 竹皮貼容器　1.5合 約21x13xH4.5cm ¥570 ¥580
18-259-22 22114 竹皮貼容器　2合 約23x15xH4.5cm ¥620 ¥660
18-259-23 22115 竹皮貼容器　3合 約27x18xH4.5cm ¥800 ¥840
18-260-01 38558 新すだれ弁当　無地 (大) 約22.8x11.7xH5.5cm ¥360 ¥400
18-260-02 38559 新すだれ弁当　無地 (小) 約22.8x7.8xH5.2cm ¥300 ¥330
18-260-03 38536 新すだれ弁当　桜柄 (大) 約22.8x11.7xH5.5cm ¥380 ¥410
18-260-04 38538 新すだれ弁当　桜柄 (小) 約22.8x7.8xH5.2cm ¥320 ¥340
18-260-05 38547 すだれ弁当(大) 約22.8x12xH5.5cm ¥460 ¥480
18-260-06 38548 すだれ弁当(小) 約22.8x8.1xH5.2cm ¥360 ¥380
18-260-07 38537 新すだれ弁当　笹柄 (大) 約22.8x11.7xH5.5cm ¥380 ¥410
18-260-08 38539 新すだれ弁当　笹柄 (小) 約22.8x7.8xH5.2cm ¥320 ¥340
18-260-09 38540 新すだれ弁当　紅葉柄 (大) 約22.8x11.7xH5.5cm ¥380 ¥410
18-260-10 38541 新すだれ弁当　紅葉柄 (小) 約22.8x8.1xH5.2cm ¥320 ¥340
18-260-19 38637 すだれ弁当ミニ 約14x7.5xH5.5cm ¥310 ¥340
18-260-20 38636 新すだれ弁当　無地ミニ 約14x8xH6.2cm ¥300 ¥320
18-261-01 22539 おわん型竹ザル 白 10cm 約φ10xH3.5cm ¥165 ¥175
18-261-02 22540 おわん型竹ザル 白 13cm 約φ13xH4cm ¥195 ¥210
18-261-03 22541 おわん型竹ザル 白 15cm 約φ15xH5cm ¥215 ¥230
18-261-04 22556 おわん型竹ザル 白 20cm 約φ20xH6.5cm ¥370 ¥450
18-261-05 22557 おわん型竹ザル 白 21.5cm 約φ21.5xH6.5cm ¥430 ¥520
18-261-10 23430 竹舞篭 角(小) 身約16x16xH4.5cm ¥850 ¥950
18-261-11 23431 竹舞篭 角(大) 身約21x21xH5cm ¥1,000 ¥1,100
18-261-12 24752 手付竹篭（大) 約φ18xH18(2.5)cm ¥370 ¥480
18-261-13 24745 手付竹篭(中) 約φ15xH16(2.3)cm ¥320 ¥450
18-261-14 24751 手付竹篭(小） 約φ13xH14(2)cm ¥290 ¥390
18-261-17 14253 白ユリ手付篭(小) 約φ12.5xH13cm ¥730 ¥780
18-261-21 14260 六ｯ目かずら付篭 約φ11cm ¥550 ¥600
18-262-03 20130 木製ワンウェイセイロ(大) 内寸約8x8xH2.8cm ¥350 廃番

18-262-04 20131 木製ワンウェイセイロ(小) 内寸約6.5x6.5xH2.8cm ¥280 廃番

18-262-13 14250 竹月型篭 約9.5x8.5xH8.5cm ¥120 ¥145
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18-262-14 14162 竹箕 約9x8.5cm ¥75 ¥85
18-262-15 14161 竹折りの友箕 約7.5x6.5cm ¥40 ¥45
18-262-16 14163 竹舟箕 約11x5.5cm ¥45 ¥50
18-262-17 14145 豆篭手無し 約6.3x4.9xH3.3cm ¥90 ¥110
18-262-18 14146 折の友ピーチ篭 約φ6.2xH3cm ¥90 ¥110
18-262-19 14160 竹豆かご 約φ5xH2cm ¥70 ¥75
18-262-20 22571 竹珍味篭しょいこ付 約φ5.2ｘH5cm ¥130 ¥140
18-262-21 22626 結び手篭 約φ6xH10cm ¥155 ¥170
18-262-22 22625 かまくら篭 約φ6xH12.5cm ¥145 ¥160
18-262-23 22570 笹舟珍味篭 約13x8.5xH5cm ¥600 ¥650
18-262-24 22516 珍味篭 のし（青） 約Φ7xH6cm ¥100 ¥115
18-262-25 22517 珍味篭 のし（茶） 約Φ7xH6cm ¥100 ¥115
18-263-08 21560 盛塩セット （盛塩器x1 皿x2） 出来上がり：約φ4xH4cm、皿：約φ9.6xH2.4cm ¥1,300 ¥1,500 別カタログ掲載

18-264-07 64226 金箔１０㎜正方角箔 約144枚入 ¥3,200 ¥3,980
18-264-08 64225 金箔３㎜正方角箔 約1680枚 ¥3,200 ¥3,980
18-264-09 38442 金箔 ライン  (約300枚入) 約0.15x1cm ¥3,500 ¥4,000
18-264-10 64238 金華の舞 約0.08g入 ¥3,500 ¥4,200
18-265-01 25127 黒竹垣根（Ｌ型）(大) 約20.5x11xH10cm ¥2,300 ¥2,550
18-265-02 25132 黒竹垣根（Ｌ型）(小) 約15x9xH7.5cm ¥1,800 ¥2,350
18-265-05 25190 ミニ黒竹垣根 約12x5xH5cm ¥1,450 ¥2,000
18-265-06 25108 さらし竹三角屋根 約13x11.5xH9cm ¥750 ¥800
18-265-07 64148 ひのき・ミニ縁台 約13.5x5.6xH5cm ¥1,500 ¥1,580
18-265-09 24237 朝顔棚（黒竹）足付 約21x21xH6.5cm ¥1,880 ¥1,900
18-265-10 24236 朝顔棚（女竹）足付 約21x21xH6.5cm ¥1,280 ¥1,300
18-266-01 25111 イ草雪囲い（銅線タイプ）(大) 約H18.5cm ¥900 ¥980
18-266-02 25112 イ草雪囲い（銅線タイプ）(小) 約H13.5cm ¥800 ¥880
18-266-03 25115 イ草雪囲い（大） 約H18.5cm ¥800 ¥880
18-266-04 25114 イ草雪囲い（小） 約H13.5cm ¥700 ¥770
18-266-05 25149 ワラ雪囲 約H15cm ¥680 ¥730
18-266-07 17220 ワラつと 約φ3x20cm ¥480 ¥550
18-266-08 25122 イ草つと 約φ3x20cm ¥470 ¥540
18-267-04 25126 ワラ（藁焼き用） (約500g) 約50cm ¥1,050 ¥1,100
18-267-07 56178 黒球石　10kg入 (1kgx10袋) 1粒 約2～6cm ¥4,000 廃番

18-267-08 56164 黒球石　1kg（ネット入） 1粒 約2～6cm ¥450 廃番

18-268-01 63843 プチフラワー  松竹梅 (200個入) 約6.6cm ¥9,500 ¥11,000
18-268-02 63850 プチフラワー  梅 (200個入) 約5cm ¥9,500 ¥11,000
18-268-09 64330 四季の花ごよみ  桃 (100個入) 約L10cm ¥6,200 ¥8,000
18-268-11 64336 四季の花ごよみ  朝顔（ブルー）(100個入) 約L9cm ¥5,300 ¥6,800
18-268-12 64256 四季の花ごよみ  キキョウ (100個入) 約L9cm ¥8,900 ¥11,000
18-268-14 64333 四季の花ごよみ（松竹梅）(100個入) 約L11cm ¥9,500 ¥12,000
18-269-01 64227 粋・金屏風(中) 約20(10)xH11.5cm ¥750 ¥900
18-269-02 64228 粋・金屏風(小) 約16(8)xH7.5cm ¥650 ¥750
18-270-01 38403 ひのき羽子板皿（塗装付） 約26x11xH2cm ¥1,700 ¥2,300
18-270-06 38411 金箔羽子板（大） 約8.3x22cm ¥2,900 ¥3,650
18-270-07 38410 金箔ミニ羽子板 約5.7x14.6cm ¥2,100 ¥2,900
18-272-19 22356 紙重箱・木目調　6.5寸　2段 約19x19xH11.5cm ¥2,000 ¥2,140
18-272-20 22357 紙重箱・木目調　6.5寸　3段 約19x19xH16cm ¥2,700 ¥3,010
18-272-21 22358 紙重箱・木目調　7寸　2段 約21x21xH11.5cm ¥2,100 ¥2,300
18-272-22 22359 紙重箱・木目調　7寸　3段 約21x21xH16cm ¥2,900 ¥3,240
18-273-11 27299 重箱用ヒモ(白) 約120cm ¥170 ¥180
18-273-12 27290 重箱用ヒモ(赤) 約120cm ¥170 ¥180
18-273-15 27338 新お重用巾着袋･6.5寸用　ピンク 約21x21xH22cm ¥250 ¥260
18-274-12 25917 松竹梅飾り 200入 約6x10.3cm ¥4,600 廃番

18-275-01 64195 ミニ凧　亀甲龍凧（赤）  (100枚入) 約6.3x7.5cm ¥8,500 ¥9,500
18-275-14 25723 ミニコマ飾り 約φ3xH3cm ¥160 ¥170
18-275-17 25686 水引コマ (50ヶ入) 約φ3.5xH3.5cm ¥12,000 ¥12,200
18-275-22 24360 紅白奉書包  (100入) ¥7,900 廃番

18-276-01 25868 ミニ水引羽根飾り 約4.7xH4.5cm ¥160 ¥180
18-276-02 25722 ミニ羽根飾り 約5xH3cm ¥120 ¥130
18-276-03 25866 ちりめんお手玉シシ飾り 約5.2x5.5xH4.3cm ¥690 ¥730
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18-276-04 25867 俵飾り 約3x2.3xH2.8cm ¥220 ¥230
18-276-05 56634 飾り鼓（小） 約φ4xH4.5cm ¥320 ¥330
18-276-14 25812 プチシシ頭飾り（大） 約4.2x3.2xL9.5cm ¥240 ¥260
18-276-15 38420 ミニ門松　金扇子付 約H7cm ¥260 ¥290
18-276-16 38421 プチ門松　紅白結び 約H4.8cm ¥240 ¥260
18-277-07 25180 双金みやび籠（大） 約φ12xL25cm ¥1,000 ¥1,050
18-277-08 25988 水引囲い　10ｹ入 約φ8.5x7.5cm ¥3,700 ¥3,800
18-278-01 25257 飾り水引 （大）　鶴 約21x30xH12cm ¥2,300 ¥3,100
18-278-02 25258 飾り水引 （大）　亀 約14x26xH8cm ¥2,300 ¥3,100
18-278-10 26197 水引ミニ亀　黄金（こがね）50ケ入 約3x6.2cm ¥4,900 廃番

18-278-11 26198 水引ミニ鶴　黄金（こがね）50ケ入 約4.8x8.4cm ¥4,400 廃番

18-279-01 26227 樹脂製水引飾り　あわじ結び　(100ヶ入) 約9x9cm ¥5,800 ¥6,300
18-279-01 26227 樹脂製水引飾り　あわじ結び　(100ヶ入) 約9x9cm ¥5,800 ¥6,300
18-279-02 26229 樹脂製水引飾り　変わり結び　(100ヶ入) 約9x6cm ¥5,800 ¥6,000
18-279-02 26229 樹脂製水引飾り　変わり結び　(100ヶ入) 約9x6cm ¥5,800 ¥6,000
18-279-03 26228 樹脂製水引飾り　ハート結び　(100ヶ入) 約4x7cm ¥5,800 ¥6,000
18-279-03 26228 樹脂製水引飾り　ハート結び　(100ヶ入) 約4x7cm ¥5,800 ¥6,000
18-279-05 26074 水引寿飾り　爽（さやか） (100ｹ入) 約4.6x15cm ¥8,300 ¥9,800
18-279-06 26075 水引寿飾り　雅　(100ｹ入) 約6x15cm ¥9,900 ¥10,800
18-280-22 26073 水引寿飾り 結び(両面テープ付) (100ｹ入) 約13x15cm ¥9,000 ¥12,000
18-281-01 25810 京扇子 松　(50ヶ入) 約13.8x10cm ¥4,700 ¥5,500
18-282-09 26269 水引飾り・ハート（ピック付）50本入 約6.5xL10cm ¥6,000 廃番

18-283-09 21614 ビーズ串 5cm 赤 (50本入) 約L5cm ¥830 ¥900
18-283-10 21615 ビーズ串 5cm 青 (50本入) 約L5cm ¥830 ¥900
18-283-11 21616 ビーズ串 5cm 桃 (50本入) 約L5cm ¥830 ¥900
18-283-12 21617 ビーズ串 5cm クリアー (50本入) 約L5cm ¥830 ¥900
18-283-13 21618 ビーズ串 5cm 緑 (50本入) 約L5cm ¥830 ¥900
18-284-06 25685 水引かぶと (50ヶ入) 約W6.5cm ¥9,100 ¥9,200
18-285-02 64155 黒塗りミニ傘立 約7.5x7xH9cm ¥1,100 ¥1,280
18-285-03 64137 蛇ノ目傘Ｂ（中）緑 (1本) 約φ14xH12.5cm ¥300 ¥380
18-285-04 64131 蛇ノ目傘Ｂ（中）朱 (1本) 約φ14xH12.5cm ¥300 ¥380
18-285-05 64136 蛇ノ目傘Ｂ（中）紫 (1本) 約φ14xH12.5cm ¥300 ¥380
18-285-06 64134 ミニ野立傘Ｂ（中）朱 (1本） 約φ15xH13.5cm ¥350 ¥380
18-286-01 57330 日の丸国旗 (144本入） 約L6.5cm ¥600 ¥650
18-286-02 57331 万国旗 各国混合（144本入） 約L6.5cm ¥600 ¥700
18-286-03 25699 ナショナルラウンドピック　100本入 約3.5×L9cm ¥750 廃番

18-290-10 65360 PP貼合せ　OPクリアシート 南天 (大) 300枚 約18x18cm ¥4,650 廃番

18-294-01 66694 尺5市松四季彩まっと あずき色 100枚入 約30.5x45cm ¥3,000 廃番

18-294-02 66695 尺5市松四季彩まっと あい色 100枚入 約30.5x45cm ¥3,000 廃番

18-294-03 66696 尺5市松四季彩まっと まっちゃ色 100枚入 約30.5x45cm ¥3,000 廃番

18-294-04 66697 尺5市松四季彩まっと からし色 100枚入 約30.5x45cm ¥3,000 廃番

18-309-09 66686 尺1市松お手元まっと あずき色 100枚入 約21x30cm ¥1,500 廃番

18-309-10 66687 尺1市松お手元まっと あい色 100枚入 約21x30cm ¥1,500 廃番

18-309-11 66688 尺1市松お手元まっと まっちゃ色 100枚入 約21x30cm ¥1,500 廃番

18-309-12 66689 尺1市松お手元まっと からし色 100枚入 約21x30cm ¥1,500 廃番

18-320-06 24078 経木懐敷３寸  （100枚入） 約9x9cm ¥650 ¥720
18-320-07 24079 経木懐敷４寸  （100枚入） 約12x12cm ¥920 ¥1,020
18-322-12 66586 4寸　かな料敷紙　アカ　200枚入 約11.5x11.5cm ¥2,200 廃番

18-322-13 66582 5寸　かな料敷紙　アカ　200枚入 約14.5x14.5cm ¥2,800 廃番

18-322-14 66587 4寸　かな料敷紙　ミドリ　200枚入 約11.5x11.5cm ¥2,200 廃番

18-322-15 66583 5寸　かな料敷紙　ミドリ　200枚入 約14.5x14.5cm ¥2,800 廃番

18-322-16 66588 4寸　かな料敷紙　オレンジ　200枚入 約11.5x11.5cm ¥2,200 廃番

18-322-17 66584 5寸　かな料敷紙　オレンジ　200枚入 約14.5x14.5cm ¥2,800 廃番

18-330-13 65360 PP貼合せ OPクリアシート 南天 (大) 300枚 約18x18cm ¥4,650 廃番

18-333-09 65976 OP和紙四方皿　市松　300枚 約11ｘ11（底寸7.4ｘ7.4）ｘＨ1.5cm ¥10,500 廃番

18-335-01 38577 溜塗長方料理箱 約19.5x13.5xH5cm ¥7,000 廃番

18-336-11 66616 友禅玉手箱　雅・黒　50個入 約6.5x6.5xH4.9cm ¥9,500 廃番

18-336-12 66614 友禅玉手箱　赤絵・赤　50個入 約6.5x6.5xH4.9cm ¥9,500 廃番

18-337-07 64797 フィルムケース角型４金 (500枚入） 底約4x4xH2.5cm ¥3,600 ¥4,100
18-337-08 64798 フィルムケース角型５金 (500枚入） 底約5x5xH3cm ¥4,500 ¥5,100
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18-338-01 66709 抗菌フィルムケース 5F 青もみじ 500枚入 約φ3.5xH2cm ¥2,800 廃番

18-338-02 66712 抗菌フィルムケース 5F 赤もみじ 500枚入 約φ3.5xH2cm ¥2,800 廃番

18-338-03 66710 抗菌フィルムケース 6F 青もみじ 500枚入 約φ4xH2.5cm ¥3,200 廃番

18-338-04 66713 抗菌フィルムケース 6F 赤もみじ 500枚入 約φ4xH2.5cm ¥3,200 廃番

18-338-05 66711 抗菌フィルムケース 7F 青もみじ 500枚入 約φ4.5xH2.7cm ¥3,500 廃番

18-338-06 66714 抗菌フィルムケース 7F 赤もみじ 500枚入 約φ4.5xH2.7cm ¥3,500 廃番

18-338-13 64755 フィルムケース　4F 金 (500枚入） 底約φ2.5xH2cm ¥2,200 ¥2,400
18-338-20 64786 フイルムケース  5F　金　(500枚入) 底約φ3.5xH2cm ¥2,200 ¥2,400
18-354-12 65324 クックホイルシート 15cm角（500枚入） 約15x15cm ¥5,000 ¥6,300
18-354-13 65325 クックホイルシート 20cm角（500枚入） 約20x20cm ¥8,500 ¥11,300
18-354-14 65326 クックホイルシート 25cm角（500枚入） 約25x25cm ¥19,000 ¥25,500
18-354-15 65327 クックホイルシート 30cm角（500枚入） 約30x30cm ¥20,000 ¥26,000
18-355-01 80056 3層構造/洋紙・深絞りプレス加工 宴席紙鍋(ﾌﾟﾚｽ加工・深絞り) 300枚 約24x24cm ¥10,800 廃番

18-355-03 69508 3層構造/和紙・深絞りプレス加工　紙鍋・花舞　300枚 約24x24cm ¥12,000 廃番

18-355-04 69505 3層構造/和紙・深絞りプレス加工　紙鍋・若草　300枚 約24x24cm ¥12,000 廃番

18-355-05 69506 3層構造/和紙・深絞りプレス加工　紙鍋・静海波　300枚 約24x24cm ¥12,000 廃番

18-355-06 69507 3層構造/和紙・深絞りプレス加工　紙鍋・錦秋　300枚 約24x24cm ¥12,000 廃番

18-356-08 80009 受網 約φ14.5xH2.8cm ¥1,100 廃番

18-356-09 80019 受網（Ｂ） 約φ14.5xH3.5cm ¥670 ¥720
18-358-01 63946 お祝い箸　錦紅梅 (５膳入) 約L24cm ¥320 ¥330
18-361-14 15370 SC 木製スパイストレイ S　ブラウン 約24x7xt1.2cm ¥1,200 ¥1,900
18-361-15 15371 SC 木製スパイストレイ S　ナチュラル 約24x7xt1.2cm ¥1,200 ¥1,900
18-361-16 15218 SC 木製スパイストレイ　Ｌ　ブラウン 約24x10xH1.2cm ¥1,650 ¥2,200
18-361-17 15219 SC 木製スパイストレイ　Ｌ　ナチュラル 約24x10xH1.2cm ¥1,650 ¥2,200
18-362-01 15228 角丸箸立（ナチュラル） 約8.8x8.8xH13.4cm ¥2,250 ¥2,300
18-362-05 15235 カスターand箸箱（ナチュラル） 約27x12xH8cm ¥6,100 ¥6,580
18-362-08 15234 筒型コショウ入(５ッ穴)（ナチュラル） 約φ4xH7.3cm ¥1,300 ¥1,350
18-362-11 15248 角丸箸立 (ブラウン) 約8.8x8.8xH13.4cm ¥2,400 ¥2,450
18-362-15 15255 カスターand箸箱（ブラウン） 約27x12xH8cm ¥6,800 ¥7,400
18-363-15 15239 HiブラウンＷ型メニュースタンド 約15x8.5xH9.7cm ¥1,850 ¥2,200
18-363-16 15237 Hiブラウン（正角）どんぶりトレイ 約20x20xH1.5cm ¥1,050 ¥1,350
18-363-17 15238 Hiブラウン（長角）どんぶりトレイ 約30x19.9xH1.5cm ¥1,550 ¥1,750
18-363-18 15236 Hiブラウンカスター台 約24x10xH1.5cm ¥950 ¥1,200
18-364-01 15523 ｶﾄﾗﾘｰ＆ﾅﾌﾟｷﾝｽﾀﾝﾄﾞ(楊枝入付)ﾌﾞﾗｯｸ 約20.7x8.4xH14cm ¥5,400 廃番

18-364-02 15522 ｶﾄﾗﾘｰ＆ﾅﾌﾟｷﾝｽﾀﾝﾄﾞ(楊枝入付)ﾌﾞﾗｳﾝ 約20.7x8.4xH14cm ¥5,400 廃番

18-364-03 15525 スリム箸立　ブラック 約7.3x7.3xH14.2cm ¥2,000 ¥2,100
18-364-04 15524 スリム箸立　ブラウン 約7.3x7.3xH14.2cm ¥2,000 ¥2,100
18-364-05 21099 すす竹串立 約φ6xH10cm ¥470 ¥520
18-364-18 08605 焼杉茶碗蒸台 約10x10xH0.8cm ¥290 ¥330
18-364-18 08605 焼杉茶碗蒸台 約10x10xH0.8cm ¥290 ¥330
18-365-09 16314 焼杉・楊枝入（内朱） 約10.5x7.3xH5cm ¥1,850 ¥2,250
18-365-10 16395 杉・楊枝箱 約9.5x6xH3cm ¥1,900 ¥2,100
18-366-01 15255 カスターand箸箱（ブラウン） 約27x12xH8cm ¥6,800 ¥7,400
18-366-02 15235 カスターand箸箱（ナチュラル） 約27x12xH8cm ¥6,100 ¥6,580
18-367-17 15239 HiブラウンＷ型メニュースタンド 約15x8.5xH9.7cm ¥1,850 ¥2,200
18-368-05 21099 すす竹串立 約φ6xH10cm ¥470 ¥520
18-368-07 15524 スリム箸立　ブラウン 約7.3x7.3xH14.2cm ¥2,000 ¥2,100
18-368-08 15525 スリム箸立　ブラック 約7.3x7.3xH14.2cm ¥2,000 ¥2,100
18-368-11 15248 角丸箸立 (ブラウン) 約8.8x8.8xH13.4cm ¥2,400 ¥2,450
18-368-12 15228 角丸箸立（ナチュラル） 約8.8x8.8xH13.4cm ¥2,250 ¥2,300
18-368-17 15522 ｶﾄﾗﾘｰ＆ﾅﾌﾟｷﾝｽﾀﾝﾄﾞ(楊枝入付)ﾌﾞﾗｳﾝ 約20.7x8.4xH14cm ¥5,400 廃番

18-368-18 15523 ｶﾄﾗﾘｰ＆ﾅﾌﾟｷﾝｽﾀﾝﾄﾞ(楊枝入付)ﾌﾞﾗｯｸ 約20.7x8.4xH14cm ¥5,400 廃番

18-369-07 38079 焼杉・スリムおしぼり受け 約18x6xH1.4cm ¥1,500 ¥2,000
18-369-13 16245 ランタイ風おしぼり皿（小判） 約17ｘ7cm ¥500 ¥530
18-369-20 16221 のし竹オシボリ皿（溜） 約19.5x7.5cm ¥2,700 ¥2,780
18-369-21 16223 のし竹オシボリ皿（朱） 約19.5x7.5cm ¥2,700 ¥2,780
18-369-22 16224 のし竹オシボリ皿（黒） 約19.5x7.5cm ¥2,700 ¥2,780
18-370-01 16256 ひのき細密コースター 青海波 （EXP塗装付） 約φ8.8xt0.5cm ¥1,980 ¥2,000
18-370-02 16257 ひのき細密コースター 麻の葉 （EXP塗装付） 約φ8.8xt0.5cm ¥1,980 ¥2,000
18-370-03 16258 ひのき細密コースター 七宝 （EXP塗装付） 約φ8.8xt0.5cm ¥1,980 ¥2,000
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18-370-07 50631 WM コースター　クリアー 約１０×１０×H1cm(内径8cm) ¥1,875 ¥1,600 別カタログ掲載

18-370-08 50632 WM コースター　ブラウン 約１０×１０×H1cm(内径8cm) ¥2,000 ¥1,800 別カタログ掲載

18-370-09 50633 WM コースター　ブラック 約１０×１０×H1cm(内径8cm) ¥2,000 ¥1,800 別カタログ掲載

18-370-10 38078 焼杉・角コースター 約9x9xH1.5cm ¥1,500 ¥2,000
18-370-14 16154 4.0布張見付茶托 約φ12ｘH2cm ¥1,000 ¥1,100
18-370-15 15436 ４．０茶托　乾漆　根来 約Φ11.5xH2cm ¥1,100 ¥1,200
18-370-16 15437 ４．０茶托　乾漆　曙 約Φ11.5xH2cm ¥1,100 ¥1,200
18-370-17 16399 なつめ朝顔茶托 約φ12ｘH1.9cm ¥550 ¥600
18-370-18 16397 なつめ茶托 約φ12ｘH2cm ¥550 ¥600
18-370-20 16246 ランタイ風茶托 約φ12xH1.4cm ¥550 ¥600
18-370-21 32409 キコリプレート SS 約φ8.5-11xH2cm ¥850 ¥950
18-371-06 15495 小長トレイ　長角　根来 約25x18xH1.6cm ¥1,350 ¥1,650
18-371-07 15496 小長トレイ　長角　曙 約25x18xH1.6cm ¥1,350 ¥1,650
18-371-08 15429 ８．０　小判盆　小判　根来 約24.7x16.5xH1.6cm ¥2,150 ¥2,300
18-371-09 15430 ８．０　小判盆　小判　曙 約24.7x16.5xH1.6cm ¥2,150 ¥2,300
18-371-13 16154 4.0布張見付茶托 約φ12ｘH2cm ¥1,000 ¥1,100
18-371-14 26088 かぼちゃ銘々皿５寸（曙） 約φ15xH2.5cm ¥2,600 ¥2,880
18-371-15 26087 かぼちゃ銘々皿５寸（根来） 約φ15xH2.5cm ¥2,600 ¥2,880
18-371-16 26105 4.5角銘々皿（黒） 約14x12.5ｘH2cm ¥1,900 ¥1,980
18-371-17 26104 4.5角銘々皿（根来） 約14x12.5ｘH2cm ¥1,900 ¥1,980
18-372-01 50990 木製ﾒﾆｭｰ帳　A4ﾀｲﾌﾟ　ﾀﾓ柾目　(ｸﾘｱｰ) 約23x32cm ¥5,900 廃番

18-372-02 50991 木製ﾒﾆｭｰ帳　A4ﾀｲﾌﾟ　ﾀﾓ柾目　(ﾌﾞﾗｳﾝ) 約23x32cm ¥6,300 廃番

18-372-03 50992 木製ﾒﾆｭｰ帳　A4ﾀｲﾌﾟ　ﾀﾓ柾目　(ﾌﾞﾗｯｸ) 約23x32cm ¥6,300 廃番

18-372-04 50993 木製ﾒﾆｭｰ帳　A4ﾀｲﾌﾟ　かりん柾目　(ｸﾘｱｰ) 約23x32cm ¥6,500 廃番

18-372-05 50994 木製ﾒﾆｭｰ帳　A4ﾀｲﾌﾟ　ｵｰｸ柾目　(ｸﾘｱｰ) 約23x32cm ¥5,800 廃番

18-372-06 50937 洋風ﾒﾆｭｰ帳用紙(無地)　大・A4 約21x29.7cm ¥90 廃番

18-372-07 50940 洋風ﾒﾆｭｰ帳用ﾋﾞﾆｰﾙ・2ﾎﾟｹｯﾄ　大 約44.6x30.2cm ¥550 廃番

18-372-10 48206 和風メニュー立（焼杉足）小 約18x13cm ¥1,400 ¥1,550
18-372-11 48207 和風メニュー立（焼杉足）中 約21x16cm ¥1,600 ¥1,780
18-372-12 48208 和風メニュー立（焼杉足）大 約24x19cm ¥1,800 ¥1,980
18-372-13 15364 木製足付きメニュー立　ナチュラル(小) 約18xH13cm ¥1,500 ¥1,730
18-372-14 15365 木製足付きメニュー立　ナチュラル(中) 約21xH16cm ¥1,700 ¥1,930
18-372-15 15366 木製足付きメニュー立　ナチュラル(大) 約24xH19cm ¥1,900 ¥2,200
18-372-16 48306 予約席（扇型） 約16x3.8xH8.5cm ¥1,150 ¥1,450
18-372-17 48305 予約席（長角） 約15x4.1xH8.3cm ¥1,300 ¥1,520
18-373-01 25548 せせらぎすだれ（小） 約30x21cm ¥500 ¥520
18-373-03 22198 スス竹・卓上すだれ 約45x33cm ¥1,700 ¥2,980
18-373-04 25160 染すだれマット 約39.3x30cm ¥1,100 ¥1,430
18-373-05 25248 竹・卓上すだれ（Ｃ） 約40x30cm ¥1,450 ¥1,700
18-373-06 25247 竹・卓上すだれ（Ｂ） 約41x30cm ¥1,750 ¥1,850
18-373-07 25249 竹・卓上すだれ（Ｄ） 約34x25cm ¥1,350 ¥1,550
18-373-08 25246 竹・卓上すだれ（Ａ） 約43x32cm ¥1,700 ¥1,950
18-373-09 12360 すす竹・すだれコースター 約11x11cm ¥180 ¥200
18-374-03 14228 洗える樹脂マットＧ 約43x30.5cm ¥600 廃番

18-374-05 14225 洗える樹脂マットＤ 約43x30.5cm ¥600 廃番

18-374-06 14226 洗える樹脂マットＥ 約43x30.5cm ¥600 廃番

18-374-07 14222 洗える樹脂マットＡ 約43x30.5cm ¥600 廃番

18-374-09 14224 洗える樹脂マットＣ 約43x30.5cm ¥600 廃番

18-374-10 14229 洗える樹脂マットＨ 約43x30.5cm ¥600 廃番

18-375-01 17118 布貼り会席膳 半月 約39x36xH0.4cm ¥3,800 ¥4,000
18-375-02 17117 布貼り会席膳 長角 約42x33xH0.4cm ¥3,800 ¥4,000
18-375-03 38020 栃・尺３半月膳（クリア） 約39.5x35.5xH2cm ¥14,000 ¥16,300
18-376-01 15526 本漆荒肌多目的トレイ　楕円 約43x33cm ¥2,300 ¥2,500
18-376-02 15527 本漆荒肌多目的トレイ　半月 約36.2x33.2cm ¥2,300 ¥2,500
18-376-03 15528 本漆荒肌多目的トレイ　長角 約42x32cm ¥2,300 ¥2,500
18-376-11 17281 春慶塗丸盆　８寸 約φ24xH2cm ¥6,500 ¥6,600
18-376-11 17281 春慶塗丸盆　８寸 約φ24xH2cm ¥6,500 ¥6,600
18-376-12 17282 春慶塗丸盆　尺０ 約φ30xH2cm ¥7,700 ¥7,850
18-376-15 17262 本漆丸盆 約φ30xH2cm ¥1,800 ¥2,000
18-377-01 15420 白木長角トレイ　薄型(小) 約33x24xH1.3cm ¥3,700 ¥3,800
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18-377-02 15421 白木長角トレイ　薄型(中) 約36x26xH1.3cm ¥4,000 ¥4,100
18-377-03 15422 白木長角トレイ　薄型(大) 約39x29xH1.3cm ¥4,500 ¥4,600
18-377-04 15490 桧・マルチトレイ　大 約36x27xH2.5cm ¥5,900 ¥6,200
18-377-05 15491 桧・マルチトレイ　小 約30x21xH2.5cm ¥5,300 ¥5,500
18-377-06 15492 桧・マルチトレイ　長角 約30x13.5xH2.5cm ¥4,800 ¥5,000
18-377-07 17163 タモ・会席盆（大） 約42.5x31.5xH1.9cm ¥8,300 ¥8,500
18-377-08 17164 タモ・会席盆（小） 約36x26xH1.9cm ¥7,000 ¥7,200
18-378-08 15493 白木トレイ長角(大)（内側ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ艶消加工 約40x30xH2cm ¥7,200 ¥7,700
18-378-09 15494 白木トレイ長角(小)（内側ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ艶消加工 約27x20xH2cm ¥4,500 ¥4,700
18-378-14 18157 摺漆長角盆(小) 約36ｘ22ｘH2.5cm ¥2,200 ¥2,500
18-378-15 18156 摺漆長角盆(中) 約37ｘ25.5ｘH2.5cm ¥2,400 ¥2,800
18-378-16 18155 摺漆長角盆(大) 約40ｘ30ｘH2.5cm ¥2,900 ¥3,200
18-379-11 17311 けやき長手盆(尺二) 約35x24.4xH1.8cm ¥4,200 廃番

18-379-12 17312 けやき長手盆(尺三) 約38x27xH1.8cm ¥5,300 廃番

18-379-13 17313 けやき長手盆(尺四) 約42x28.5xH1.8cm ¥6,200 廃番

18-380-01 17327 新型長手盆・ノンスリップ加工(小) 約36x24xH2.1cm ¥3,750 ¥3,900
18-380-02 17326 新型長手盆・ノンスリップ加工(中) 約38x27xH2.1cm ¥4,650 ¥4,800
18-380-03 17325 新型長手盆・ノンスリップ加工(大) 約40x30xH2.1cm ¥5,600 ¥5,800
18-380-04 17314 焼杉・長手盆（尺二） 約36.5x24.2xH2cm ¥4,300 ¥4,400
18-380-05 17315 焼杉・長手盆（尺三） 約39.5x27.5xH2.9cm ¥5,800 ¥5,900
18-380-06 17316 焼杉・長手盆（尺五） 約45.4x31.1xH2.9cm ¥7,000 ¥7,100
18-380-07 17103 白木脇取盆（小） 約45x30xH5cm ¥9,900 ¥10,000
18-380-08 17104 白木脇取盆（大） 約60x39xH5cm ¥14,500 ¥14,600
18-380-14 17195 新型脇取盆 (小)　茶 約51x32xH3.5cm ¥14,500 ¥16,500
18-380-15 17196 新型脇取盆 (大)　茶 約64x40xH3.5cm ¥16,500 ¥18,500
18-380-16 17197 新型脇取盆 (小)　黒 約51x32xH3.5cm ¥14,500 ¥16,500
18-380-17 17198 新型脇取盆 (大)　黒 約64x40xH3.5cm ¥16,500 ¥18,500
18-381-07 15481 槌・アイスクリームスプーン（マット） 約L13.5cm ¥560 ¥650
18-381-08 15465 槌・ヒメフォーク（マット） 約L13cm ¥440 ¥480
18-381-10 15480 槌・レンゲスプーン（マット） 約L17.5cm ¥830 ¥850
18-381-11 15463 槌・デザ－トスプーン（マット） 約L14cm ¥520 ¥550
18-381-12 15464 槌・ティ－＆コーヒースプーン（マット） 約L13cm ¥500 ¥580
18-381-13 15482 槌・ミニスプーン（マット） 約L12cm ¥430 ¥480
18-381-14 64842 ステンレス菓子楊枝（日本刀型） 約12cm ¥650 ¥700
18-383-15 08643 サオ・スプーン（大） 約L20.3x4.3cm ¥700 廃番

18-383-16 08645 サオ・レンゲスプーン 約L16.2x4cm ¥670 廃番

18-383-17 08642 サオ・スプーン（中） 約L16.5x3.8cm ¥500 廃番

18-383-18 08641 サオ・スプーン（小） 約L14.3x3cm ¥460 廃番

18-383-19 08638 サオ・アイスクリームスプーン 約L12.5x2.5cm ¥460 廃番

18-383-20 15543 アカシア　マルチスプーン 約4.3xL19.5cm ¥1,100 廃番

18-383-21 15544 アカシア　マルチフォーク 約2.8ｘL20cm ¥1,100 廃番

18-383-22 15545 アカシア　スプーン 約2.3ｘL14cm ¥750 廃番

18-383-23 15546 アカシア バターナイフ（カーブ） 約2xL15.5cm ¥550 廃番

18-385-10 08455 すす竹・カレースプーン 約L17x3.9cm ¥1,100 ¥1,380
18-385-18 08458 すす竹利休フォーク 約12x1.2cm ¥280 ¥310
18-386-04 08539 若竹おせち箸 約L23cm ¥900 ¥960
18-386-05 08560 溜塗り取り箸(大) 約L33cm ¥950 ¥1,150
18-386-06 08561 溜塗り取り箸(小) 約L30cm ¥900 ¥1,100
18-386-07 08563 若竹塗り取り箸(大) 約L33cm ¥990 ¥1,050
18-386-08 08564 若竹塗り取り箸(小) 約L30cm ¥930 ¥980
18-386-09 08497 新若竹取り箸　天節 約L30cm ¥750 ¥780
18-386-10 08496 新若竹取り箸　利休 約L30cm ¥930 ¥950
18-386-11 08740 スス竹ねじり菜箸 約L30cm ¥600 ¥780
18-386-12 08742 摺漆ダイヤカット取り箸 約L30cm ¥1,430 ¥1,450
18-386-13 24928 ダイヤカット取り箸 クリア 約L30cm ¥800 ¥880
18-386-14 24929 赤柄ダイヤカット取り箸 約L30cm ¥830 ¥900
18-386-16 15407 摺漆取り箸 鉄木(長) 約L33cm ¥550 ¥650
18-386-17 15408 摺漆取り箸 鉄木(短) 約L27.5cm ¥500 ¥600
18-387-09 15533 彫刻木箸　縞黒檀　大 約L23cm ¥2,250 廃番

18-387-10 15534 彫刻木箸　縞黒檀　小 約L21cm ¥2,250 廃番
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18-387-11 15535 天丸木箸　縞黒檀　大 約L23cm ¥2,250 廃番

18-387-12 15536 天丸木箸　縞黒檀　小 約L21cm ¥2,250 廃番

18-387-13 15537 細見木箸　縞黒檀　大 約L23cm ¥2,250 廃番

18-387-14 15538 細見木箸　縞黒檀　小 約L21cm ¥2,250 廃番

18-389-18 15383 ステンレス箸置　デルタ　槌目 約6x1.2xH1.2cm ¥750 ¥500
18-389-19 15384 ステンレス箸置　デルタ　千筋 約6x1.2xH1.2cm ¥750 ¥500
18-389-20 15385 ステンレス箸置　スクエア　槌目 約6x1.4xH1.3cm ¥750 ¥500
18-389-21 15386 ステンレス箸置　スクエア　千筋 約6x1.4xH1.3cm ¥750 ¥500
18-389-22 15387 ステンレス箸置　ロール　槌目 約6x1.5xH1.2cm ¥750 ¥500
18-389-23 15388 ステンレス箸置　ロール　千筋 約6x1.5xH1.2cm ¥750 ¥500
18-390-04 08816 硝子豆箸置（金） 約3.5x2.5xH1.4cm ¥750 ¥1,100
18-390-05 08818 硝子豆箸置（金糸） 約3.5x2.5xH1.4cm ¥750 ¥1,100
18-398-05 56731 ディスプレイプレート（朱） 約90x30xH3.6cm ¥20,000 廃番

18-398-07 56739 ディスプレイプレート（朱／黒） 約60x30xH3.6cm ¥18,000 廃番

18-398-09 42037 ベースプレート（黒） 約90x45xH9cm ¥85,000 廃番

18-398-10 42035 ベースプレート（黒） 約90x45xH3.6cm ¥78,000 廃番

18-398-11 36513 ベースプレート収納ワゴン 約70x49xH140cm ¥340,000 廃番

18-399-01 45541 荒彫りひな壇ﾃﾞｨｽﾌﾟｲ台　ﾌﾞﾗｳﾝ(組立式) 約96×61×20/10.9cm ¥58,000 廃番

18-399-02 45540 荒彫りひな壇ﾃﾞｨｽﾌﾟｲ台　ｸﾘｱ(組立式) 約96×61×20/10.9cm ¥56,000 廃番

18-399-03 45520 新・杉磨き丸太ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ台　小径(S) 約φ18～20xH5cm ¥6,450 ¥6,700
18-399-04 45521 新・杉　磨き丸太ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ台　小径(M) 約φ18～20xH10cm ¥9,650 ¥9,900
18-399-06 45523 新・杉 磨き丸太ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ台　大径(S) 約φ25～27xH5cm ¥7,850 ¥8,200
18-399-07 45524 新・杉 磨き丸太ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ台　大径(M) 約φ25～27xH10cm ¥11,700 ¥12,200
18-399-08 45525 新・杉　磨き丸太ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ台　大径(L) 約φ25～27xH15cm ¥14,500 ¥14,900
18-400-01 44282 惣菜くり鉢 （深型）大 約φ42xH15cm ¥24,000 廃番

18-400-02 44283 惣菜くり鉢 （深型）中 約φ36xH15cm ¥18,000 廃番

18-400-03 44393 惣菜くり鉢 （深型）小 約φ30xH15cm ¥14,000 廃番

18-400-04 45010 惣菜くり鉢 （浅型）大 約φ45xH8cm ¥12,500 廃番

18-400-05 45012 惣菜くり鉢 （浅型）中 約φ39xH8cm ¥9,800 廃番

18-400-06 45013 惣菜くり鉢 （浅型）小 約φ33xH8cm ¥7,500 廃番

18-400-07 45017 くり鉢用ラック（浅型/小、深型/小・中用） 約36.3x36.3xH21cm ¥4,400 廃番

18-401-01 44101 白木デリカバット（大） 約31x42xH5.5cm ¥6,300 ¥7,250
18-401-02 44102 白木デリカバット（中） 約27x36.5xH5.5cm ¥5,600 ¥6,700
18-401-03 44103 白木デリカバット（小） 約26x33.5xH5.5cm ¥5,250 ¥6,100
18-401-04 44201 白木デリカバット（大）目皿付 約31x42xH5.5cm ¥8,850 ¥9,930
18-401-05 44202 白木デリカバット（中）目皿付 約27x36.5xH5.5cm ¥7,750 ¥8,960
18-401-06 44203 白木デリカバット（小）目皿付 約26x33.5xH5.5cm ¥7,200 ¥8,150
18-401-07 90002 デリカバット (大) 用スノコ 約39.2x28xH2cm ¥2,550 ¥2,680
18-401-08 90003 デリカバット（中）用スノコ 約33.5x24xH2cm ¥2,150 ¥2,260
18-401-09 90004 デリカバット（小）用スノコ 約30.5x22.8xH2cm ¥1,950 ¥2,050
18-401-10 35110 デリカバット オールクリア(大) 約31x42xH5.5cm ¥5,300 ¥6,100
18-401-11 35111 デリカバット オールクリア(中) 約27x36.5xH5.5cm ¥4,750 ¥5,450
18-401-12 35112 デリカバット オールクリア(小) 約26x33.5xH5.5cm ¥4,400 ¥5,000
18-401-13 90005 ﾃﾞﾘｶﾊﾞｯﾄ用ｽﾃﾝﾚｽ目皿(大) 約39x27.8xH1.8cm ¥1,950 ¥2,450
18-401-14 90006 ﾃﾞﾘｶﾊﾞｯﾄ用ｽﾃﾝﾚｽ目皿(中) 約33.5x24.1xH1.8cm ¥1,750 ¥2,250
18-401-15 90007 ﾃﾞﾘｶﾊﾞｯﾄ用ｽﾃﾝﾚｽ目皿(小) 約30.5x22.1xH1.8cm ¥1,650 ¥2,100
18-402-01 44110 古代色デリカバット(大) 約31ｘ42ｘH5.5cm ¥5,600 ¥5,800
18-402-02 44111 古代色デリカバット(中) 約27ｘ36.5ｘH5.5cm ¥4,850 ¥4,950
18-402-03 44112 古代色デリカバット(小) 約26ｘ33.5ｘ5.5cm ¥4,600 ¥4,800
18-402-04 44113 古代色デリカバット　目皿付(大) 約31ｘ42ｘH5.5cm ¥8,400 ¥8,700
18-402-05 44114 古代色デリカバット　目皿付(中) 約27ｘ36.5ｘH5.5cm ¥7,350 ¥7,550
18-402-06 44115 古代色デリカバット　目皿付(小) 約26ｘ33.5ｘH5.5cm ¥6,900 ¥7,200
18-402-07 44116 古代色デリカバット用木製目皿(大) 約29ｘ40ｘH1.2cm ¥2,800 ¥2,900
18-402-08 44117 古代色デリカバット用木製目皿(中) 約25ｘ34.5ｘH1.2cm ¥2,500 ¥2,600
18-402-09 44118 古代色デリカバット用木製目皿(小) 約24ｘ31.5ｘH1.2cm ¥2,300 ¥2,400
18-402-10 44120 溜塗菓子番重（大） 約31x42xH5.5cm ¥6,500 ¥7,300
18-402-11 44121 溜塗菓子番重（中） 約27x36.5xH5.5cm ¥5,600 ¥6,700
18-402-12 44122 溜塗菓子番重（小） 約26x33.5xH5.5cm ¥5,300 ¥6,150
18-402-13 15330 アクリル箱型フードカバー(大) 約41x29.5xH7cm ¥14,000 ¥15,000
18-402-16 45194 アクリルフードカバー　かぶせ型　大 約40.2x30.2xH7ｃｍ 見積 廃番
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18-402-17 45195 アクリルフードカバー　かぶせ型 中 約33.8ｘ27.2ｘH7ｃｍ 見積 廃番

18-402-18 45196 アクリルフードカバー　スライド型　大 約40.2x30.2xH7ｃｍ 見積 廃番

18-402-19 45197 アクリルフードカバー　スライド型　中 約33.8ｘ27.2ｘH7ｃｍ 見積 廃番

18-403-01 44303 焼杉デリカバット（大） 約29.5x39.5xH5.5cm ¥5,650 ¥6,690
18-403-02 44304 焼杉デリカバット（小） 約26.5x33xH5.5cm ¥5,150 ¥5,960
18-403-03 44071 デリカバット薄型(白木) 約26x31.7xH5cm ¥5,500 ¥5,700
18-403-04 44072 デリカバット薄型(外黒内朱) 約26x31.7xH5cm ¥5,300 ¥5,500
18-403-05 44070 デリカバット薄型(溜) 約26x31.7xH5cm ¥4,300 ¥4,500
18-403-09 61396 木製　長角バット（ひのき）　大 約42×31×H2.2cm ¥6,100 廃番

18-404-01 44250 ナチュラルデリカバット(大) 約30.3x44.7xH5.4cm ¥4,650 ¥5,000
18-404-02 44251 ナチュラルデリカバット(中) 約26.7x38.6xH5.4cm ¥4,100 ¥4,300
18-404-03 44252 ナチュラルデリカバット(小) 約24.7x32.7xH5.4cm ¥3,250 ¥3,400
18-404-04 44253 ナチュラルデリカバット用 木製スノコ(大) 約27.5x42xH1.8cm ¥2,700 ¥2,800
18-404-13 35599 白木ミニバット（大） 内寸約26.3x19.9xH4.2cm ¥3,000 ¥3,800
18-404-14 35595 白木ミニバット（中） 内寸約21.5x16.8xH4.2cm ¥2,300 ¥3,200
18-404-15 35591 白木ミニバット（小） 内寸約18x14xH4.2cm ¥1,950 ¥2,500
18-404-16 35598 白木ミニバット（大）木製目皿付 約28.1x21.6xH5cm ¥4,850 ¥6,400
18-404-17 35594 白木ミニバット（中）木製目皿付 約23.3x18.6xH5cm ¥3,750 ¥5,200
18-404-18 35590 白木ミニバット（小）木製目皿付 約19.8x15.6xH5cm ¥3,150 ¥4,100
18-404-19 35600 白木ミニバット（大）用木製目皿 約26x19.5xH2cm ¥1,850 ¥2,600
18-404-20 35596 白木ミニバット（中）用木製目皿 約21.2x16.5xH2cm ¥1,450 ¥2,000
18-404-21 35592 白木ミニバット（小）用木製目皿 約17.7x13.5xH2cm ¥1,200 ¥1,600
18-405-01 43849 eco2 アクリル蓋付きボックス　浅型(小)クリア 約25.5×34×Ｈ8ｃｍ ¥10,200 ¥10,600
18-405-02 43850 eco2 アクリル蓋付きボックス　浅型　小　ライトブラウン 約25.5×34×Ｈ8ｃｍ ¥10,600 廃番

18-405-03 43851 eco2 アクリル蓋付きボックス　浅型　小　ブラウン 約25.5×34×Ｈ8ｃｍ ¥10,600 廃番

18-405-04 43852 eco2 アクリル蓋付きボックス　浅型(中)クリア 約27.5×37×Ｈ8ｃｍ ¥11,000 ¥11,500
18-405-05 43853 eco2 アクリル蓋付きボックス　浅型　中　ライトブラウン 約27.5×37×Ｈ8ｃｍ ¥11,600 廃番

18-405-06 43854 eco2 アクリル蓋付きボックス　浅型　中　ブラウン 約27.5×37×Ｈ8ｃｍ ¥11,600 廃番

18-405-07 43855 eco2 アクリル蓋付きボックス　浅型(大)クリア 約31.3×42.5×Ｈ8ｃｍ ¥12,000 ¥12,600
18-405-08 43856 eco2 アクリル蓋付きボックス　浅型　大　ライトブラウン 約31.3×42.5×Ｈ8ｃｍ ¥12,800 廃番

18-405-09 43857 eco2 アクリル蓋付きボックス　浅型　大　ブラウン 約31.3×42.5×Ｈ8ｃｍ ¥12,800 廃番

18-405-10 43858 eco2 アクリル蓋付きボックス　深型(小)クリア 約25.5×34×Ｈ11ｃｍ ¥10,300 ¥10,900
18-405-11 43859 eco2 アクリル蓋付きボックス　深型　小　ライトブラウン 約25.5×34×Ｈ11ｃｍ ¥10,500 廃番

18-405-12 43860 eco2 アクリル蓋付きボックス　深型　小　ブラウン 約25.5×34×Ｈ11ｃｍ ¥10,500 廃番

18-405-13 43861 eco2 アクリル蓋付きボックス　深型(中)クリア 約27.5×37×Ｈ11ｃｍ ¥11,400 ¥11,800
18-405-14 43862 eco2 アクリル蓋付きボックス　深型　中　ライトブラウン 約27.5×37×Ｈ11ｃｍ ¥12,000 廃番

18-405-15 43863 eco2 アクリル蓋付きボックス　深型　中　ブラウン 約27.5×37×Ｈ11ｃｍ ¥12,000 廃番

18-405-16 43864 eco2 アクリル蓋付きボックス　深型(大)クリア 約31.3×42.5×Ｈ11ｃｍ ¥12,400 ¥12,800
18-405-17 43865 eco2 アクリル蓋付きボックス　深型　大　ライトブラウン 約31.3×42.5×Ｈ11ｃｍ ¥13,000 廃番

18-405-18 43866 eco2 アクリル蓋付きボックス　深型　大　ブラウン 約31.3×42.5×Ｈ11ｃｍ ¥13,000 廃番

18-405-19 43840 eco2 トレイ　小　クリア 約24.5×33×Ｈ4.5ｃｍ ¥3,750 廃番

18-405-20 43841 eco2 トレイ　小　ライトブラウン 約24.5×33×Ｈ4.5ｃｍ ¥4,200 廃番

18-405-21 43842 eco2 トレイ　小　ブラウン 約24.5×33×Ｈ4.5ｃｍ ¥4,200 廃番

18-405-22 43843 eco2 トレイ　中　クリア 約26.5×36×Ｈ4.5ｃｍ ¥4,200 廃番

18-405-23 43844 eco2 トレイ　中　ライトブラウン 約26.5×36×Ｈ4.5ｃｍ ¥4,500 廃番

18-405-24 43845 eco2 トレイ　中　ブラウン 約26.5×36×Ｈ4.5ｃｍ ¥4,500 廃番

18-405-25 43846 eco2 トレイ　大　クリア 約30.3×41.5×Ｈ4.5ｃｍ ¥4,500 廃番

18-405-26 43847 eco2 トレイ　大　ライトブラウン 約30.3×41.5×Ｈ4.5ｃｍ ¥4,850 廃番

18-405-27 43848 eco2 トレイ　大　ブラウン 約30.3×41.5×Ｈ4.5ｃｍ ¥4,850 廃番

18-405-29 43868 eco2 トレイ＆ボックス用　すのこ　小　ライトブラウン 約22×30.5×Ｈ1.5ｃｍ ¥2,250 廃番

18-405-30 43869 eco2 トレイ＆ボックス用　すのこ　小　ブラウン 約22×30.5×Ｈ1.5ｃｍ ¥2,250 廃番

18-405-32 43871 eco2 トレイ＆ボックス用　すのこ　中　ライトブラウン 約24×33.5×Ｈ1.5ｃｍ ¥2,500 廃番

18-405-33 43872 eco2 トレイ＆ボックス用　すのこ　中　ブラウン 約24×33.5×Ｈ1.5ｃｍ ¥2,500 廃番

18-405-35 43874 eco2 トレイ＆ボックス用　すのこ　大　ライトブラウン 約27.8×39×Ｈ1.5ｃｍ ¥2,950 廃番

18-405-36 43875 eco2 トレイ＆ボックス用　すのこ　大　ブラウン 約27.8×39×Ｈ1.5ｃｍ ¥2,950 廃番

18-406-01 30435 ウォールナットデリカバット(小) 約40x30xH5cm ¥7,000 ¥12,500
18-406-02 30436 ウォールナットデリカバット 小用　すのこ 約37.6x27.8xH2cm ¥7,900 ¥11,000
18-406-03 44073 デリカバット白木  アクリル蓋付 約42x31xH10cm ¥12,500 ¥13,000
18-406-04 44229 ウッディートレイ(中)カントリー 約30ｘ40xH4cm ¥4,500 ¥4,650
18-406-05 44226 ウッディートレイ(中)無塗装 約30ｘ40xH4cm ¥2,750 ¥2,900

35 / 45 ページ



用美VOL.18 商品
ｶﾀﾛｸﾞ品番 コード

「用美カタログ vｏｌ.18」掲載商品 上代変更・廃番一覧  2022.3.4

商品名 サイズ ⑱上代 新上代(予定) 備考

18-406-06 35586 ネタ箱傾斜型 目皿・アクリル蓋付 約30x29xH17cm ¥27,700 ¥29,500
18-406-07 35583 ネタ箱（小）目皿・アクリル蓋付 約34.5x27.5xH7.9cm ¥21,300 ¥23,000
18-406-08 35585 ネタ箱（大） 目皿・アクリル蓋付 約39x29xH10cm ¥25,600 ¥27,300
18-406-09 35584 ネタ箱（中）目皿・木製蓋付 約37.5x29xH7.7cm ¥21,700 ¥23,100
18-406-10 10344 ネタ箱・かぶせ蓋/目皿 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞｯﾄ付　大 約44.5x32.7xH11.7cm ¥27,500 ¥29,300
18-406-11 10343 ネタ箱・かぶせ蓋/目皿 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞｯﾄ付　小 約36x28.8xH11.7cm ¥23,000 ¥24,500
18-407-01 43700 杉柾　薄型ばんじゅう(小) 約24.3x32.8xH5.5cm ¥9,300 ¥11,000
18-407-02 43701 杉柾　薄型ばんじゅう(中) 約26.3x35.8xH5.5cm ¥10,400 ¥11,900
18-407-03 43702 杉柾　薄型ばんじゅう(大) 約30.1x41.3xH5.5cm ¥11,500 ¥13,200
18-407-04 43703 杉柾　厚型ばんじゅう(小) 約25.5x34ｘH7cm ¥11,200 ¥13,200
18-407-05 43704 杉柾　厚型ばんじゅう(中) 約27.5x37xH7cm ¥13,000 ¥14,500
18-407-06 43705 杉柾　厚型ばんじゅう(大) 約31.3x42.5xH7cm ¥13,500 ¥15,200
18-407-10 43706 杉柾ばんじゅう用すのこ(小) 約22x30.5xH1.4cm ¥5,150 ¥6,200
18-407-11 43707 杉柾ばんじゅう用すのこ(中) 約24x33.5xH1.4cm ¥5,400 ¥6,500
18-407-12 43708 杉柾ばんじゅう用すのこ(大) 約27.5x39xH1.4cm ¥5,550 ¥6,800
18-407-13 35106 杉柾ばんじゅう用すのこ　ステンレス(小) 約22.1x30.5xH1.8cm ¥1,620 ¥2,100
18-407-14 35107 杉柾ばんじゅう用すのこ　ステンレス(中) 約24.1x33.5xH1.8cm ¥1,650 ¥2,250
18-407-15 35108 杉柾ばんじゅう用すのこ　ステンレス(大) 約27.8x39xH1.8cm ¥1,850 ¥2,450
18-407-16 43710 杉柾木枠付ｱｸﾘﾙ蓋(小) (厚型ばんじゅう専用) 約25.5x34xH3cm ¥10,900 ¥11,700
18-407-17 43711 杉柾木枠付ｱｸﾘﾙ蓋(中) (厚型ばんじゅう専用) 約27.5x37xH3cm ¥11,200 ¥11,900
18-407-18 43712 杉柾木枠付ｱｸﾘﾙ蓋(大) (厚型ばんじゅう専用) 約31.3x42.5xH3cm ¥11,600 ¥12,300
18-408-01 42202 サワラ・竹  飾樽（ＦＲＰ中子付） 大 約φ58xH47.5cm ¥190,000 見積 別カタログ掲載

18-408-02 42203 サワラ・竹  飾樽（ＦＲＰ中子付）　小 約φ46.5xH47.5cm ¥150,000 見積 別カタログ掲載

18-408-03 42102 サワラ・竹  飾桶（クリアー） 約φ36xH14(内7.5)cm ¥26,000 廃番

18-408-04 42104 サワラ・竹  飾桶　小判型（クリアー） 約39x28xH14(内7.5)cm ¥22,000 廃番

18-408-05 42101 サワラ・竹  飾桶（内黒天朱） 約φ36xH14(内H7.5cm) ¥29,600 廃番

18-408-06 42103 サワラ・竹　飾桶　小判型（内黒天朱） 約39x28xH14(内7.5)cm ¥25,200 廃番

18-409-02 42161 溜ざる什器   (中） 約39.5x39.5xH60cm ¥12,400 ¥13,000 別カタログ掲載

18-409-05 42215 墨ざる什器（中） 約39.5x39.5xH60cm ¥10,800 ¥11,500 別カタログ掲載

18-409-07 42165 すっぴんざる什器（大） 約55x55xH80cm ¥12,700 ¥13,200 別カタログ掲載

18-409-08 42166 すっぴんざる什器（中） 約39.5x39.5xH60cm ¥7,100 ¥7,900 別カタログ掲載

18-410-01 42177 たらしザル（小） 約40x27xH7cm ¥4,100 ¥4,300 別カタログ掲載

18-410-02 42178 たらしザル（中） 約44x31xH9cm ¥4,600 ¥5,200 別カタログ掲載

18-410-03 42179 たらしザル（大） 約49x35xH10cm ¥5,500 ¥5,800 別カタログ掲載

18-410-04 11146 大阪タラシ(小) 約39.5x28.5xH8.8cm ¥3,050 ¥3,380
18-410-05 11147 大阪タラシ(中) 約43.2x30.5xH8.8cm ¥3,400 ¥3,950
18-410-06 11148 大阪タラシ(大) 約49x35.7xH10.3cm ¥4,300 ¥4,680
18-410-07 42173 深型ザル（特小） 約φ25xH8cm ¥1,600 廃番

18-410-08 42174 深型ザル（小） 約φ28xH9cm ¥1,800 廃番

18-410-09 42175 深型ザル（中） 約φ31xH9cm ¥2,100 廃番

18-410-10 42176 深型ザル（大） 約φ34xH11cm ¥2,300 廃番

18-410-11 42186 箕ザル 約47x48xH18cm ¥4,800 廃番

18-411-01 43452 卓上演出販売台　両面（本体のみ）数奇屋焼仕上 約42.7x56.5xH68cm ¥18,500 ¥20,500 別カタログ掲載

18-411-02 44303 焼杉デリカバット（大） 約29.5x39.5xH5.5cm ¥5,650 ¥6,690 別カタログ掲載

18-411-03 43451 卓上演出販売台 両面（本体のみ）数奇屋塗 約42.7x56.5xH68cm ¥18,500 ¥20,000 別カタログ掲載

18-411-04 44251 ナチュラルデリカバット(中) 約26.7x38.6xH5.4cm ¥4,100 ¥4,300
18-411-06 43470 卓上演出販売台　片面（数奇屋焼仕上） 約42.7x41xH68cm ¥18,200 ¥19,500 別カタログ掲載

18-411-07 44303 焼杉デリカバット（大） 約29.5x39.5xH5.5cm ¥5,650 ¥6,690 別カタログ掲載

18-413-01 55300 屋外用販売屋台 EY-1800S 約180x122xH204cm ¥580,000 ¥620,000 別カタログ掲載

18-414-01 55240 サニーマルシェ（無塗装） 約120x70xH200cm ¥148,000 ¥165,000 別カタログ掲載

18-414-02 55241 プレーンショップ（無塗装） 約92x60xH200cm ¥156,500 ¥140,000 別カタログ掲載

18-414-03 55242 ＨＰ ＯＮＥパネショップ（無塗装） 約90x52.5xH180cm ¥35,000 廃番

18-415-02 55332 フォールドワゴンショツプ　ウッドパネル仕様（庇タイプ）ＦＳ-1200ＷＤ-Ｈ 約126x70xH200cm ¥145,000 ¥155,000 別カタログ掲載

18-415-03 56122 のれん　ひょうたん 約113x25cm ¥15,300 廃番

18-416-01 52654 屋台販売台 ブレイ君 約120x78xH206cm ¥94,000 ¥98,000 別カタログ掲載

18-416-02 52656 屋台販売台　ブレイ君（染色塗装） 約120×78×約206ｃｍ ¥108,000 ¥113,000 別カタログ掲載

18-416-03 52655 屋台販売台　ブレイ君　ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ 約103x60xH212cm ¥80,000 ¥90,000 別カタログ掲載

18-416-04 55169 折りたたみ式屋台 US-1200GO 約144x94xH210cm ¥250,000 ¥260,000 別カタログ掲載

18-417-03 55115 ユニットショップ専用カウンター 約170x30xH15cm ¥35,000 ¥45,000 別カタログ掲載

18-417-04 55113 鉄板付キャスター（４ケ組） 約φ5cm ¥15,000 ¥18,000 別カタログ掲載
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18-417-05 55130 キャスター付台輪(W150用) ¥53,000 ¥5,600 別カタログ掲載

18-417-07 55207 多目的ﾜｺﾞﾝ　ＳＢ-1500ＮＷ 約150×70×Ｈ80ｃｍ ¥460,000 廃番

18-418-01 54101 ﾊﾟﾈﾙｼｮｯﾌﾟひのき仕様ﾔﾈ桧皮宮葺PS-1800HY 約180x98xH200cm ¥485,000 廃番

18-418-02 55110 パネルショップ用のれん     鮨 約180x20cm ¥27,000 廃番

18-418-03 55117 木製ちょうちん（文字なし） ¥7,500 廃番

18-418-04 55114 パネルショップ専用カウンター 約180x30x15cm ¥35,000 廃番

18-418-05 55113 鉄板付キャスター（４ケ組） 約φ5cm ¥15,000 廃番

18-418-06 55116 ひのき付台  袖付 約173x45cm ¥250,000 廃番

18-419-01 55152  そば・うどん屋台 ES-1500E 約150x105xH220cm ¥590,000 ¥620,000 別カタログ掲載

18-419-03 55141 ｲﾍﾞﾝﾄｼｮｯﾌﾟ ES-1500DX *のれん・ｷｬｽﾀｰ付 約150x75xH220cm ¥360,000 ¥390,000 別カタログ掲載

18-419-04 55170 ｲﾍﾞﾝﾄｼｮｯﾌﾟ ES-1500S *のれん・ｷｬｽﾀｰ付 約150x75xH220cm ¥250,000 ¥270,000 別カタログ掲載

18-420-01 55121 二八屋台ステンレス貼仕様 ES2300Z 約225x125xH200cm ¥1,100,000 ¥1,200,000 別カタログ掲載

18-420-02 55112 のれん（そば） 約150x20cm ¥11,000 ¥13,000 別カタログ掲載

18-420-03 52690 リヤカー屋台 約ｗ163ｘ118ｘH206ｃｍ ¥980,000 ¥1,080,000 別カタログ掲載

18-420-04 55122 数寄屋シヨップ（エコノミー）SS-1500Z 約210x110xH236cm ¥680,000 廃番

18-420-05 55130 キャスター付台輪(W150用) ¥53,000 廃番

18-423-01 52603 町屋はうす ｺｰﾅｰ展開用0.8坪仕様　本体 約332x118xH205ｃｍ 見積 廃番

18-423-02 52605 町屋はうす 1.1坪仕様　本体 約237x237xH205ｃｍ 見積 廃番

18-423-03 52607 町屋はうす 1.6坪仕様　本体 約332x237xH255ｃｍ 見積 廃番

18-424-01 43262 枠組み風背板付什器（棚３段） 約90x45xH180cm ¥119,000 青 ¥99,000 別カタログ掲載

18-424-02 43173 飾り棚　3段 約120x30xH120cm ¥44,000 青 ¥41,000 別カタログ掲載

18-424-03 43172 飾り棚　3段小物入れつき 約90x30xH135cm ¥48,000 青 ¥48,000 別カタログ掲載

18-424-04 43234 傾斜型３段棚　角カゴ付 約50x40xH90cm ¥43,500 廃番

18-424-05 43235 傾斜型３段棚 約25x40xH90cm ¥30,500 廃番

18-424-06 43181 かざり棚かいだん3尺7寸 約74x20(49.5)xH110cm ¥33,000 廃番

18-424-07 43182 かざり棚かいだん5尺3寸 約74x20(49.5)xH160cm ¥42,000 廃番

18-424-08 43225 樽型ディスプレイテーブル（天板木製） 約φ60ｘH70ｃｍ ¥150,000 廃番

18-424-09 43228 大入用水ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｾｯﾄ 約82.5x60xH145cm ¥298,000 見積 別カタログ掲載

18-424-10 43220 小上り風展示台（小） 約90x90xH45cm ¥68,000 青 ¥59,000 別カタログ掲載

18-424-11 43171 小上り風展示台（大） 約180x90xH45ｃｍ ¥95,000 青 ¥82,000 別カタログ掲載

18-424-12 43183 りんご箱形小物入れ　ｷｬｽﾀｰ付 約60x30.5xH34.5ｃｍ ¥11,000 青 ¥9,000 別カタログ掲載

18-424-13 43184 りんご箱形小物入れ　ｷｬｽﾀｰなし 約60x30.5xH30cm ¥9,000 青 ¥7,500 別カタログ掲載

18-425-01 52464 ウッドコンポ Ｄタイプ ｾﾝﾀｰﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ 約90x48xH156cm 見積 青 ¥98,000 別カタログ掲載

18-425-02 52620 ウッドコンポ Ｄタイプ ｾﾝﾀｰﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ 約120x48xH156cm 見積 青 ¥115,000 別カタログ掲載

18-425-03 52465 ウッドコンポ Ｄタイプ ｾﾝﾀｰﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ 約90x48xH156cm 見積 青 ¥98,000 別カタログ掲載

18-425-04 52466 ウッドコンポ Ｄタイプ ｾﾝﾀｰﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ 約120x48xH156cm 見積 青 ¥115,000 別カタログ掲載

18-425-05 52479 ウッドコンポ Ｄタイプ ｾﾝﾀｰﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ（ｽﾄｯｶｰとびら式） 約90x48xH156.5cm 見積 青 ¥95,000 別カタログ掲載

18-425-06 52641 ウッドコンポ Ｄタイプ 両面ｾﾝﾀｰﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ 約90x90xH156cm 見積 青 ¥138,000 別カタログ掲載

18-425-07 52622 ウッドコンポ Ｄタイプ 両面ｾﾝﾀｰﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ 約120x90xH156cm 見積 青 ¥162,000 別カタログ掲載

18-425-08 52623 ウッドコンポ Ｄタイプ 両面ｾﾝﾀｰﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ 約90x90xH156cm 見積 青 ¥138,000 別カタログ掲載

18-425-09 52624 ウッドコンポ Ｄタイプ 両面ｾﾝﾀｰﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ 約120x90xH156cm 見積 青 ¥162,000 別カタログ掲載

18-426-01 52670 和装ウッドコンポ 板張り什器（むかし色） W900扉収納仕様 約90ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥153,000 別カタログ掲載

18-426-02 52671 和装ウッドコンポ 板張り什器（むかし色） W900ｽﾄｯｶｰ仕様 約90ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥153,000 別カタログ掲載

18-426-03 52672 和装ウッドコンポ 板張り什器（むかし色） W1200扉収納仕様 約120ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥163,000 別カタログ掲載

18-426-04 52673 和装ウッドコンポ 板張り什器（むかし色） W1200ｽﾄｯｶｰ仕様 約120ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥163,000 別カタログ掲載

18-426-05 52660 和装ウッドコンポ 格子組什器（むかし色） W900扉収納仕様 約90ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥153,000 別カタログ掲載

18-426-06 52661 和装ウッドコンポ 格子組什器（むかし色） W900ｽﾄｯｶｰ仕様 約90ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥153,000 別カタログ掲載

18-426-07 52662 和装ウッドコンポ 格子組什器（むかし色） W1200扉収納仕様 約120ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥163,000 別カタログ掲載

18-426-08 52663 和装ウッドコンポ 格子組什器（むかし色） W1200ｽﾄｯｶｰ仕様 約120ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥163,000 別カタログ掲載

18-426-09 52664 和装ウッドコンポ 障子組什器（むかし色） W900扉収納仕様 約90ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥159,000 別カタログ掲載

18-426-10 52665 和装ウッドコンポ 障子組什器（むかし色） W900ｽﾄｯｶｰ仕様 約90ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥159,000 別カタログ掲載

18-426-11 52666 和装ウッドコンポ 障子組什器（むかし色） W1200扉収納仕様 約120ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥169,000 別カタログ掲載

18-426-12 52667 和装ウッドコンポ 障子組什器（むかし色） W1200ｽﾄｯｶｰ仕様 約120ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥169,000 別カタログ掲載

18-426-13 52684 和装ウッドコンポ 板張り什器（無塗装） W900扉収納仕様 約90ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥129,000 別カタログ掲載

18-426-14 52685 和装ウッドコンポ 板張り什器（無塗装） W900ｽﾄｯｶｰ仕様 約90ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥129,000 別カタログ掲載

18-426-15 52686 和装ウッドコンポ 板張り什器（無塗装） W1200扉収納仕様 約120ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥138,000 別カタログ掲載

18-426-16 52687 和装ウッドコンポ 板張り什器（無塗装） W1200ｽﾄｯｶｰ仕様 約120ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥138,000 別カタログ掲載

18-426-17 52674 和装ウッドコンポ 格子組什器（無塗装） W900扉収納仕様 約90ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥129,000 別カタログ掲載

18-426-18 52675 和装ウッドコンポ 格子組什器（無塗装） W900ｽﾄｯｶｰ仕様 約90ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥129,000 別カタログ掲載

18-426-19 52676 和装ウッドコンポ 格子組什器（無塗装） W1200扉収納仕様 約120ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥138,000 別カタログ掲載
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18-426-20 52677 和装ウッドコンポ 格子組什器（無塗装） W1200ｽﾄｯｶｰ仕様 約120ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥138,000 別カタログ掲載

18-426-21 52680 和装ウッドコンポ 障子組什器（無塗装） W900扉収納仕様 約90ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥135,000 別カタログ掲載

18-426-22 52681 和装ウッドコンポ 障子組什器（無塗装） W900ｽﾄｯｶｰ仕様 約90ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥135,000 別カタログ掲載

18-426-23 52682 和装ウッドコンポ 障子組什器（無塗装） W1200扉収納仕様 約120ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥145,000 別カタログ掲載

18-426-24 52683 和装ウッドコンポ 障子組什器（無塗装） W1200ｽﾄｯｶｰ仕様 約120ｘ45ｘH150cm 見積 青 ¥145,000 別カタログ掲載

18-427-01 55962 HPｼｽﾃﾑﾗｯｸH1200(無塗装) 約90x40xH120cm 見積 青 ¥36,900 別カタログ掲載

18-427-02 55961 HPｼｽﾃﾑﾗｯｸ　H1500 (無塗装) 約90x40xH150cm 見積 青 ¥45,000 別カタログ掲載

18-427-03 55960 HPｼｽﾃﾑﾗｯｸ　H1800 ｽﾄｯｶｰ付(無塗装) 約90x40xH180cm 見積 青 ¥61,600 別カタログ掲載

18-428-01 55921 HPｼｽﾃﾑｺﾞﾝﾄﾞﾗ什器 片面H1350 ｽﾄｯｶｰ仕様(無塗装) 約90x45xH135cm 見積 青 ¥69,000 別カタログ掲載

18-428-02 55922 HPｼｽﾃﾑｺﾞﾝﾄﾞﾗ什器 片面H1350 ｽﾃｰｼﾞ仕様(無塗装) 約90x45xH135cm 見積 青 ¥52,700 別カタログ掲載

18-428-03 55923 HPｼｽﾃﾑｺﾞﾝﾄﾞﾗ什器 両面H1350 片面ｽﾃｰｼﾞ/片面ｽﾄﾂｶｰ(無塗装) 約90x85.5xH135cm 見積 青 ¥89,500 別カタログ掲載

18-428-04 55924 HPｼｽﾃﾑｺﾞﾝﾄﾞﾗ什器 片面H1800 ﾃﾝﾄ/ｽﾄｯｶｰ仕様(無塗装) 約90x45xH180cm 見積 青 ¥92,500 別カタログ掲載

18-428-05 55925 HPｼｽﾃﾑｺﾞﾝﾄﾞﾗ什器 片面H1800 ｽﾃｰｼﾞ仕様(無塗装) 約90x45xH180cm 見積 青 ¥55,500 別カタログ掲載

18-429-01 55770 ＨＰ 多目的ワゴン（無塗装） 約122.4xD79.8xH180㎝ 見積 青 ¥95,000 別カタログ掲載

18-429-02 55775 ＨＰ　多目的ワゴン（ブラウン） 約122.4x79.8xH180㎝ 見積 青 ¥113,000 別カタログ掲載

18-429-03 55779 HP　多目的ﾜｺﾞﾝ(ﾎﾜｲﾄxｸﾞﾗｽｸﾞﾘｰﾝ/車輪ﾁｰｸ） 約122.4x79.8xH180㎝ 見積 青 ¥128,000 別カタログ掲載

18-429-04 55778 ◆HP 多目的ワゴン（テント付） 約122.4x79.8xH180㎝ 見積 青 ¥134,000 別カタログ掲載

18-429-05 55774 ＨＰ 多目的ﾜｺﾞﾝ用　底板 約89.8x69.8xｔ1.2㎝ 見積 青 ¥3,800 別カタログ掲載

18-429-06 55771 HP 多目的ﾜｺﾞﾝ用　ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ Ｈ30㎝（ｻﾝ付) 約90ｘ30㎝ 見積 青 ¥4,500 別カタログ掲載

18-429-07 55772 HP 多目的ﾜｺﾞﾝ用　ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ Ｈ60㎝（ｻﾝ付) 約90ｘH60㎝ 見積 青 ¥6,500 別カタログ掲載

18-429-08 55773 HP 多目的ﾜｺﾞﾝ用　ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ Ｈ90㎝（ｻﾝ付) 約90ｘH90ｃｍ 見積 青 ¥7,700 別カタログ掲載

18-430-01 55951 HPプチワゴンショップ キューピット（テント付）（無塗装） 約97x65xH165cm 見積 青 ¥88,000 別カタログ掲載

18-430-02 55952 HPプチワゴンショップ スイート（テント付）（無塗装） 約97x65xH165cm 見積 青 ¥99,000 別カタログ掲載

18-430-03 55950 HPプチワゴンショップ マーガレット（テント付）（無塗装） 約97x65xH165cm 見積 青 ¥88,000 別カタログ掲載

18-430-04 55953 HPプチワゴンショップ ライムミント（無塗装） 約97x65xH173cm 見積 青 ¥72,000 別カタログ掲載

18-430-05 55954 HPプチワゴンショップ 小太郎（無塗装） 約97x65xH168cm 見積 廃番

18-431-01 55947 ＨＰ　マルシェ平台　木製車輪付（チーク仕上） 約173x80xH70㎝ 見積 青 ¥115,000 別カタログ掲載

18-431-02 55777 ＨＰ　マルシェ平台　木製車輪付（無塗装） 約173x80xH70㎝ 見積 青 ¥82,000 別カタログ掲載

18-431-03 55847 HP　賜り台（簡易レジ台）　（無塗装） 約90ｘ60ｘH91㎝ 見積 青 ¥35,000 別カタログ掲載

18-431-04 55844 HP　ネストテーブルセット(無塗装） 約90ｘ60ｘH71㎝ 見積 青 ¥64,000 別カタログ掲載

18-432-01 55845 HP　BOX什器<ﾐﾆ>　両面　H1200　(無塗装） 約55ｘ45ｘH119㎝ 見積 青 ¥28,000 別カタログ掲載

18-432-02 55782 ＨＰ ＢＯＸ什器　片面　Ｈ120(無塗装） 約66ｘ45ｘH119㎝ 見積 青 ¥44,000 別カタログ掲載

18-432-03 55846 HP　ﾊﾞｰﾚﾙ什器<ﾐﾆ>　両面　H1200　(無塗装 約55ｘ45ｘH119㎝ 見積 廃番

18-432-04 55780 ＨＰ バーレル什器　片面　H120（無塗装） 約w66xD54xH119㎝ 見積 廃番

18-432-05 55788 ＨＰ バーレル単品（無塗装）小 約40ｘ30ｘH15㎝ 見積 青 ¥7,500 別カタログ掲載

18-432-06 55816 ＨＰ バーレル単品　(無塗装）中 約50ｘ40ｘH19.5㎝ 見積 青 ¥8,300 別カタログ掲載

18-432-07 55787 ＨＰ 　バーレル単品（無塗装）大 約60ｘ47ｘH23.5㎝ 見積 青 ¥10,400 別カタログ掲載

18-432-08 55806 ＨＰ バーレル用スタンﾄﾞ（無塗装）　小用 約37ｘ27ｘH10㎝ 見積 青 ¥2,400 別カタログ掲載

18-432-09 55817 HP バーレル用スタンド(無塗装）中用 約48ｘ37ｘH15㎝ 見積 青 ¥4,000 別カタログ掲載

18-432-10 55805 ＨＰ バーレル用スタンﾄﾞ（無塗装）　大用 約58ｘ44ｘH20㎝ 見積 青 ¥4,800 別カタログ掲載

18-433-01 55934 HPひな檀ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ什器(両面ﾀｲﾌﾟ/ﾒｰﾌﾟﾙ仕上) 約90x90xH11.5(5.5cm) 見積 青 ¥23,000 別カタログ掲載

18-433-02 55933 HP　ひな壇ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ什器(ﾒｰﾌﾟﾙ仕上げ） 約90x44.5xH14.5(5.5 見積 青 ¥15,500 別カタログ掲載

18-433-03 55932 HPひな檀ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ什器(POPﾌﾟﾚｰﾄ/ﾒｰﾌﾟﾙ仕上) 約45x44.5xH24cm 見積 青 ¥16,700 別カタログ掲載

18-433-04 44229 ウッディートレイ　中　カントリー 約30ｘ40xH4cm ¥4,500 ¥4,650
18-433-05 55935 HP卓上ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ棚什器　小2段(ﾁｰｸ仕上) 約62.5x45(10)xH45㎝ 見積 青 ¥6,500 別カタログ掲載

18-433-06 55936 HP卓上ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ棚什器　大2段(ﾁｰｸ仕上） 約92.5x45(14.5)xH60 見積 青 ¥23,000 別カタログ掲載

18-433-07 55937 HP卓上ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ棚什器　大3段(ﾁｰｸ仕上) 約92.5x45(14.5)xH60 見積 青 ¥29,000 別カタログ掲載

18-434-01 55991 HP FIT ﾃｰﾌﾞﾙｽﾀｰﾄｾｯﾄ 棚ｻｲｽﾞΦ33.5×1.2cm 見積 廃番

18-434-02 55990 HP FIT ﾃｰﾌﾞﾌﾟﾗｽｾｯﾄ 棚ｻｲｽ　Φ33.5×1.2cm 見積 廃番

18-434-03 55994 HP Supportﾀﾜｰ　ｽﾀﾝﾄﾞ型 約89×46×135cm 見積 青 ¥19,000 別カタログ掲載

18-434-04 55995 HP ｻﾎﾟｰﾄﾀﾜｰ　卓上ﾀｲﾌﾟ 見積 青 ¥12,100 別カタログ掲載

18-435-01 55900 木のオブジェ　HPﾂﾘｰ　ひのき大（無塗装） 約83ｘ83ｘH179㎝ 見積 青 ¥32,000 別カタログ掲載

18-435-02 55901 木のオブジェ　HPﾂﾘｰ　ひのき中（無塗装） 約82ｘ82ｘH179㎝ 見積 青 ¥32,000 別カタログ掲載

18-435-03 55902 木のオブジェ　HPﾂﾘｰ　けやき（無塗装） 約88ｘ88ｘH170㎝ 見積 青 ¥32,000 別カタログ掲載

18-435-04 55910 ＨＰ　ミニーツリー　けやき　無塗装 約33ｘ33ｘH60㎝ 見積 青 ¥15,000 別カタログ掲載

18-435-05 55760 ＨＰ ﾃｰﾌﾞﾙ什器　角（無塗装）大･小ｾｯﾄ 約85ｘ85ｘH50㎝ 見積 青 ¥18,800 別カタログ掲載

18-435-06 55764 HP ﾃｰﾌﾞﾙ什器　丸（無塗装）大・小ｾｯﾄ 約φ85ｘH50㎝ 見積 青 ¥18,800 別カタログ掲載

18-435-07 55765 HP ﾃｰﾌﾞﾙ什器　丸　（ｸﾘｱ-）大・小ｾｯﾄ 約φ85ｘH50㎝ 見積 青 ¥30,800 別カタログ掲載

18-435-08 55762 HPﾃｰﾌﾞﾙ什器　角･棚板付（無塗装）大･小ｾｯﾄ 約85x85xH50㎝ 見積 青 ¥19,800 別カタログ掲載

18-435-09 55763 HPﾃｰﾌﾞﾙ什器　角･棚板付(ﾒｰﾌﾟﾙ）大･小ｾｯﾄ 約85x85ｘH50㎝ 見積 青 ¥28,800 別カタログ掲載
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18-436-01 55852 HP　ﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ什器　小　（無塗装） 約φ30ｘH30㎝ 見積 青 ¥4,700 別カタログ掲載

18-436-02 55851 HP　ﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ什器　中　（無塗装） 約φ45ｘH30㎝ 見積 青 ¥5,400 別カタログ掲載

18-436-03 55850 HP　ﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ什器　大　（無塗装） 約φ60ｘH60㎝ 見積 青 ¥6,700 別カタログ掲載

18-436-04 55800 HP ｱｲｱﾝｽﾀﾝﾄﾞ付BOX（無塗装） 約37x37ｘH39㎝ 見積 廃番

18-436-05 55807 HP　4面体DP BOX　(無塗装）　1個 約30ｘ30ｘＨ30㎝ 見積 青 ¥3,100 別カタログ掲載

18-436-06 55853 HP　ﾐﾆﾈｽﾄﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｾｯﾄ（無塗装） 約60ｘ15ｘH20㎝ 見積 青 ¥10,500 別カタログ掲載

18-436-07 55813 HP　5面体DP BOX（無塗装）15㎝ 約15ｘ15ｘＨ15㎝ 見積 青 ¥2,350 別カタログ掲載

18-436-08 55812 HP　5面体DP BOX（無塗装）20㎝ 約20ｘ20ｘＨ20㎝ 見積 青 ¥2,900 別カタログ掲載

18-436-09 55811 HP　5面体DP BOX（無塗装）30㎝ 約30ｘ30ｘＨ30㎝ 見積 青 ¥4,200 別カタログ掲載

18-436-10 55810 HP　5面体DP BOX（無塗装）40㎝ 約40ｘ40ｘＨ40㎝ 見積 青 ¥6,500 別カタログ掲載

18-436-11 55857 HP　持ち手付き　木箱（無塗装）H100 約40ｘ35ｘH10㎝ 見積 青 ¥4,100 別カタログ掲載

18-436-12 55856 HP　持ち手付き　木箱（無塗装）H150 約40ｘ35ｘH15㎝ 見積 青 ¥5,000 別カタログ掲載

18-436-13 55855 HP　持ち手付き　木箱（無塗装）H200 約40ｘ35ｘH20㎝ 見積 青 ¥5,700 別カタログ掲載

18-436-14 55854 HP　持ち手付き　木箱（無塗装）H300 約40ｘ35ｘH30㎝ 見積 青 ¥7,400 別カタログ掲載

18-437-01 55742 青果販売台(大）　キャスターなし 約180ｘ90ｘH63ｃｍ 見積 青 ¥90,000 別カタログ掲載

18-437-02 55743 青果販売台(小）　キャスターなし 約160ｘ48ｘH44ｃｍ 見積 青 ¥48,000 別カタログ掲載

18-437-03 55740 青果販売台(大）　キャスター付 約180ｘ90ｘH69.5ｃｍ 見積 青 ¥101,000 別カタログ掲載

18-437-04 55741 青果販売台(小）　キャスター付 約160ｘ48ｘH50.5ｃｍ 見積 青 ¥60,500 別カタログ掲載

18-437-05 57030 ３段ＢＯＸ什器  無塗装 約60x40xH130cm ¥34,000 青 ¥37,500 別カタログ掲載

18-437-06 57031 ３段ＢＯＸ什器  カントリー 約60x40xH130cm ¥38,000 青 ¥39,500 別カタログ掲載

18-437-07 57032 ３段ＢＯＸ什器  茶 約60x40xH130cm ¥38,000 青 ¥39,500 別カタログ掲載

18-437-08 57035 ４段ＢＯＸ什器  無塗装 約60x40xH161.5cm ¥42,000 青 ¥46,500 別カタログ掲載

18-438-01 55628 白木販売台  バックパネル付 約90x60xH120cm 見積 青 ¥118,000 別カタログ掲載

18-438-02 55627 白木販売台  ボックス 約41x27xH10/20cm 見積 青 ¥8,500 別カタログ掲載

18-438-03 55622 白木販売台  Ｃ収納タイプ 約120x90xH60cm 見積 青 ¥110,000 別カタログ掲載

18-438-04 55623 白木販売台  Ｄ収納タイプ 約120x60xH60cm 見積 青 ¥98,500 別カタログ掲載

18-438-05 55624 白木販売台  Ｅ 約120x90xH60cm 見積 青 ¥98,000 別カタログ掲載

18-438-06 55625 白木販売台  Ｆ 約90x60xH60cm 見積 青 ¥77,500 別カタログ掲載

18-438-07 55620 白木販売台  Ａ 約60x60xH40cm 見積 青 ¥52,000 別カタログ掲載

18-438-08 55621 白木販売台  Ｂ 約120x120xH60cm 見積 青 ¥110,000 別カタログ掲載

18-439-02 55405 古代色サンプルケース  <UK-1200K> 約120x60xH95cm ¥340,000 青 ¥260,000 別カタログ掲載

18-439-03 50402 溜塗サンプルケース ブラウン <UK900B> 約93.5x47xH120cm ¥245,000 青 ¥245,000 別カタログ掲載

18-439-04 50401 白木サンプルケース <UK-900H> 約93.5x47xH120cm ¥235,000 青 ¥235,000 別カタログ掲載

18-440-01 55700 パネルDEデコ　片面ｵｰﾌﾟﾝｼｮｰｹｰｽﾀｲﾌﾟ 約126x99xH99.5cm 見積 青 ¥158,000 別カタログ掲載

18-440-02 55701 パネルＤＥデコ（白木） 約126ｘ99ｘＨ99.5ｃｍ 見積 青 ¥154,000 別カタログ掲載

18-441-01 45352 コンパクトサービスワゴン（４段） 約53.5（43.5）ｘ34.8ｘＨ99.5ｃｍ ¥140,000 廃番

18-441-03 45321 サービスワゴン 約80x45xH75cm ¥92,000 ¥94,000 別カタログ掲載

18-441-04 45313 サイドテーブルワゴンＣ（クリアー） 約80x45xH74cm ¥125,000 ¥130,000 別カタログ掲載

18-441-05 45305 サイドテーブルワゴンＡ 約80x45xH74cm ¥130,000 ¥132,000 別カタログ掲載

18-441-06 45281 白木ワゴンＢ 約80×45×80cm ¥152,000 ¥155,000 別カタログ掲載

18-441-07 45280 白木ワゴンＡ 約80×45×80cm ¥160,000 ¥163,000 別カタログ掲載

18-441-08 45320 サイドテーブルワゴン（手付） 約90x45xH74cm ¥140,000 ¥142,000 別カタログ掲載

18-442-01 45350 エコノミーサービスワゴン　ナチュラル 約80x45xH74cm ¥111,000 ¥114,000 別カタログ掲載

18-442-02 45328 エコノミーサービスワゴン ブラウン 約80x45xH74cm ¥111,000 ¥114,000 別カタログ掲載

18-442-03 45351 エコノミーサービスワゴン　ナチュラル手付き 約88×45×Ｈ74ｃｍ ¥118,000 ¥120,000 別カタログ掲載

18-442-04 45339 エコノミーワゴン ブラウン手付き 約88×45×Ｈ74ｃｍ ¥118,000 ¥120,000 別カタログ掲載

18-442-08 45325 ５段テーブルワゴン(手付) 本体約98x50xH110cm ¥209,000 ¥210,000 別カタログ掲載

18-443-01 45299 ｻｰﾋﾞｽﾜｺﾞﾝ　Pro4段 ﾎﾜｲﾄ　手無 本体約88x45xH87cm ¥122,000 廃番

18-443-02 45300 ｻｰﾋﾞｽﾜｺﾞﾝ　Pro-4段　ﾅﾁｭﾗﾙ　手無 本体約88x45xH87cm ¥122,000 ¥128,000 別カタログ掲載

18-443-03 45301 ｻｰﾋﾞｽﾜｺﾞﾝ　Pro-4段　ﾌﾞﾗｳﾝ　手無 本体約88x45xH87cm ¥122,000 ¥128,000 別カタログ掲載

18-443-04 45290 ｻｰﾋﾞｽﾜｺﾞﾝ　Pro4段 ﾎﾜｲﾄ 本体約88x45xH87cm ¥129,000 廃番

18-443-05 45291 ｻｰﾋﾞｽﾜｺﾞﾝ　Pro4段 ﾅﾁｭﾗﾙ 本体約88x45xH87cm ¥129,000 ¥134,000 別カタログ掲載

18-443-06 45292 ｻｰﾋﾞｽﾜｺﾞﾝ　Pro-4段 ﾌﾞﾗｳﾝ 本体約88x45xH87cm ¥129,000 ¥134,000 別カタログ掲載

18-443-07 45293 ｻｰﾋﾞｽﾜｺﾞﾝ　Pro5段　ﾎﾜｲﾄ 本体約88x45xH110cm ¥145,000 廃番

18-443-08 45294 ｻｰﾋﾞｽﾜｺﾞﾝ　Pro5段　ﾅﾁｭﾗﾙ 本体約88x45xH110cm ¥145,000 ¥152,000 別カタログ掲載

18-443-09 45295 ｻｰﾋﾞｽﾜｺﾞﾝ　Pro5段　ﾌﾞﾗｳﾝ 本体約88x45xH110cm ¥145,000 ¥152,000 別カタログ掲載

18-443-10 45296 ｻｰﾋﾞｽﾜｺﾞﾝ　Pro6段　ﾎﾜｲﾄ 本体約88x45xH110cm ¥165,000 廃番

18-443-11 45297 ｻｰﾋﾞｽﾜｺﾞﾝ　Pro6段　ﾅﾁｭﾗﾙ 本体約88x45xH110cm ¥165,000 ¥173,000 別カタログ掲載

18-443-12 45298 ｻｰﾋﾞｽﾜｺﾞﾝ　Pro6段　ﾌﾞﾗｳﾝ 本体約88x45xH110cm ¥165,000 ¥173,000 別カタログ掲載

18-444-01 45342 クールワゴン共用　落とし天板 約60x45xH3cm ¥12,000 廃番
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18-444-02 45346 クールワゴン　手付き 約83×54×80/95ｃｍ ¥340,000 廃番

18-444-03 45341 クールワゴン　テーブルサービス仕様 約83×54×80/95ｃｍ ¥345,000 廃番

18-445-01 56203 野立傘（２５号） 約φ140xH195cm ¥235,000 ¥255,000 別カタログ掲載

18-445-02 56204 野立傘（３０号） 約φ169xH229cm ¥285,000 ¥315,000 別カタログ掲載

18-445-03 56205 野立傘（３５号） 約φ202xH244.5cm ¥415,000 ¥445,000 別カタログ掲載

18-445-04 57216 縁台用マット 約115x34.7xH0.5cm ¥16,500 ¥17,000 別カタログ掲載

18-445-05 57214 黒塗り縁台 約120x40xH41cm ¥34,600 ¥37,000 別カタログ掲載

18-445-06 56206 木製傘立  古代色 約48x48xH60cm ¥53,000 ¥56,000 別カタログ掲載

18-445-08 56230 木製傘立  黒塗 約48x48xH60cm ¥54,000 ¥56,000 別カタログ掲載

18-445-09 56243 スチール傘立  傾斜型(大) 約50x50xH60cm ¥18,000 ¥33,000 別カタログ掲載

18-445-10 56209 スチール傘立（大） 約φ45x45cm ¥16,000 ¥26,500 別カタログ掲載

18-446-02 56255 野点傘　３０号 約φ170xH236.5cm ¥86,000 ¥88,000 別カタログ掲載

18-446-03 56256 野点傘　３５号　 約φ200xH246.6cm ¥88,000 ¥92,000 別カタログ掲載

18-446-04 56207 厚地緋毛せん 約184x94xt0.2cm ¥28,000 ¥29,000 別カタログ掲載

18-446-05 56247 敷き毛せん　赤（ラバー付） 約Ｗ95ｃｍ 見積 廃番

18-446-06 56235 助六傘 （紺）　(輸入品) 約φ99/88xH70cm ¥4,900 ¥5,500 別カタログ掲載

18-446-07 56236 助六傘 （赤）　(輸入品) 約φ99/88xH70cm ¥4,900 ¥5,500 別カタログ掲載

18-447-02 57207 待合椅子（中） 約90x45xH40cm ¥66,000 ¥68,000 別カタログ掲載

18-447-03 56233 白木縁台 約120x40xH41cm ¥31,000 ¥32,500 別カタログ掲載

18-447-04 57214 黒塗り縁台 約120x40xH41cm ¥34,600 ¥37,000 別カタログ掲載

18-447-07 56410 坪庭基本ベ－スセット 約75x55xH60cm ¥36,000 廃番

18-447-08 56178 黒球石　10kg入 (1kgx10袋) 1粒 約2～6cm ¥4,000 廃番

18-447-09 56164 黒球石　1kg（ネット入） 1粒 約2～6cm ¥450 廃番

18-448-01 51443 桧　床机（無塗装）　　中 約150×60×H40cm ¥33,750 廃番

18-448-02 51445 桧　床机（無塗装）　　大 約180×90×H40cm ¥42,500 廃番

18-448-03 51444 桧　床机（古代色）　　中 約150×60×H40cm ¥46,500 廃番

18-448-04 51446 桧　床机（古代色）　　大 約180×90×H40cm ¥57,000 廃番

18-448-05 51447 桧　濡縁（無塗装）　Ｗ150 約150×45×H41cm ¥42,500 廃番

18-448-06 51448 桧　濡縁（無塗装）　Ｗ180 約180×45×H41cm ¥49,000 廃番

18-448-07 51449 桧　濡縁（古代色）　Ｗ150 約150×45×H41cm ¥55,000 廃番

18-448-08 51450 桧　濡縁（古代色）　Ｗ180 約180×45×H41cm ¥62,500 廃番

18-448-09 51423 ひのき　ウッドベンチ　（無塗装）　Ｗ90 約90×40×Ｈ40cm ¥11,000 ¥16,000 別カタログ掲載

18-448-10 51424 ひのき　ウッドベンチ　（無塗装）　Ｗ120 約120×40×Ｈ40cm ¥13,000 ¥21,000 別カタログ掲載

18-448-11 51425 ひのき　ウッドベンチ　（無塗装）　Ｗ150 約150×40×Ｈ40cm ¥14,800 ¥27,000 別カタログ掲載

18-448-12 56571 虎竹衝立 約65xH35cm ¥15,000 廃番

18-448-13 56572 虎竹筏 約60x30xH7cm ¥15,000 廃番

18-448-15 12202 椹・手柄杓（180cc) 約9.5xH3.5xL51cm ¥2,400 ¥2,500 別カタログ掲載

18-449-03 53353 路地あんどん  錦 (焼き仕上) 約21x21xH50cm ¥27,500 ¥28,000 別カタログ掲載

18-449-04 53372 室内行灯　組子 約17ｘ17ｘH19ｃｍ ¥28,000 廃番

18-449-05 53355 路地あんどん  葵 (小) 約φ16xH44cm ¥18,500 ¥20,000 別カタログ掲載

18-449-06 53211 路地あんどん  葵 (中) 約φ18xH49cm ¥20,000 ¥21,000 別カタログ掲載

18-449-07 53354 路地あんどん  葵 (大) 約φ20xH55cm ¥22,500 ¥23,000 別カタログ掲載

18-449-08 50680 室内行灯　手付（調光スイッチ付） 約16×16.7×H41cm ¥36,000 ¥40,000 別カタログ掲載

18-449-09 50681 室内行灯　角（調光スイッチ付） 約16×16.7×H34.9cm ¥36,000 ¥40,000 別カタログ掲載

18-449-10 50682 室内行灯　台形（調光スイッチ付） 約19.5×20.5×H34.5cm ¥36,000 ¥40,000 別カタログ掲載

18-449-11 53373 室内行灯　手付 約16x16xH39ｃｍ ¥26,800 廃番

18-449-12 53374 室内行灯　八角 約19.5ｘ19.5ｘH39.5ｃｍ ¥31,000 廃番

18-450-01 53172 木製　燭台　焼桐　H90cm 約18Φ×H90cm ¥19,500 ¥21,000 別カタログ掲載

18-450-02 53173 木製　燭台　焼桐　H110cm 約Φ18×H110cm ¥21,000 ¥23,000 別カタログ掲載

18-450-03 53174 木製　燭台　ｹﾔｷ色　H90cm 約Φ18×H90cm ¥19,500 ¥21,000 別カタログ掲載

18-450-04 53175 木製　燭台　ｹﾔｷ色　H110cm 約Φ18×H110cm ¥21,000 ¥23,000 別カタログ掲載

18-450-05 53170 木製　燭台　黒塗　H90cm 約Φ18×H90cm ¥19,500 ¥21,000 別カタログ掲載

18-450-06 53171 木製　燭台　黒塗　H110cm 約Φ18×H110cm ¥21,000 ¥23,000 別カタログ掲載

18-451-01 56590 衣桁衝立 （唐辛子） 約128ｘ24ｘH120cm ¥145,000 ¥175,000 別カタログ掲載

18-451-02 56591 衣桁衝立 （ふわり） 約128ｘ24ｘH120cm ¥145,000 ¥175,000 別カタログ掲載

18-451-03 56592 ２枚衝立 （梅ちらし） 約54ｘH150cmｘ2枚 ¥123,000 ¥125,000 別カタログ掲載

18-451-04 56593 ２枚衝立 （藍伊乎乃） 約54ｘH150cmｘ2枚 ¥115,000 ¥117,000 別カタログ掲載

18-451-05 56594 ２枚衝立 （SEN） 約54ｘH150cmｘ2枚 ¥123,000 ¥125,000 別カタログ掲載

18-452-03 51230 ブラインド衝立（３連）ブラウン 約45x25xH172cmx３枚 ¥32,400 ¥35,000 別カタログ掲載

18-452-04 51231 ブラインド衝立（３連）ナチュラル 約45x25xH172cmx３枚 ¥32,400 ¥35,000 別カタログ掲載
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18-452-09 56581 ミニ衝立　ブラウン 約45ｘ8ｘＨ28ｃｍ ¥9,200 ¥9,800 別カタログ掲載

18-452-10 56582 ミニ衝立　ライトブラウン 約45ｘ8ｘＨ28ｃｍ ¥9,200 ¥9,800 別カタログ掲載

18-452-11 56583 ミニ衝立　クリア 約45ｘ8ｘＨ28ｃｍ ¥8,500 ¥9,800 別カタログ掲載

18-454-06 60194 サンダル　黒　　(ナチュラル・大 ) 約25x8cm ¥2,900 ¥3,000 別カタログ掲載

18-454-07 60195 サンダル　黒　　(ナチュラル・小 ) 約23.5x7.5cm ¥2,900 ¥3,000 別カタログ掲載

18-454-08 60192 サンダル　ナチュラル　(ベージュ・大 ) 約25x8cm ¥2,900 ¥3,100 別カタログ掲載

18-454-09 60193 サンダル　ベージュ　　(ナチュラル・小 ) 約23.5x7.5cm ¥2,900 ¥3,100 別カタログ掲載

18-454-10 60196 サンダル　麻の葉柄　　黒 約25.5x10cm ¥5,250 廃番

18-454-11 60198 サンダル　麻の葉柄　　ナチュラル 約25.5x10cm ¥5,250 廃番

18-454-12 60184 サンダル　焼杉　麻の葉柄　 (大) 約25x8cm ¥2,900 廃番

18-454-13 60185 サンダル　焼杉　麻の葉柄　(小) 約23.5x7.5cm ¥2,900 ¥3,000 別カタログ掲載

18-455-05 51356 長尺　くつべら　目摺り 約L70cm ¥2,150 ¥2,200 別カタログ掲載

18-455-06 51359 長尺　くつべら　ｾｯﾄ　　目摺り 約L70cm/台約10×10×H13cm ¥4,100 ¥4,300 別カタログ掲載

18-455-08 51049 ブナ くつべら ロング 約4xL70cm ¥2,150 ¥2,170 別カタログ掲載

18-456-01 61398 一社唐戸（木曽ひのき）　小 約30ｘ14ｘＨ34cm ¥11,000 ¥11,500 別カタログ掲載

18-456-02 61399 一社唐戸（木曽ひのき）　中 約34ｘ15ｘＨ38cm ¥11,500 ¥12,500 別カタログ掲載

18-456-03 61302 神明(檜)　　(No.10　中) 約39x24xH46cm ¥12,000 ¥13,600 別カタログ掲載

18-456-04 61342 檜葉・新寸用棚板セット 約80x36xH50cm ¥50,000 ¥65,000 別カタログ掲載

18-456-05 61406 遠山三宝（ひのき）　６寸 約18.7ｘ18.7ｘＨ10cm ¥3,950 ¥4,150 別カタログ掲載

18-456-06 61407 遠山三宝（ひのき）　７寸 約22.1ｘ22.1ｘＨ11cm ¥5,150 ¥5,350 別カタログ掲載

18-456-15 61320 墓参桶ひしゃく付 桶：約φ25xH50cm ¥27,400 ¥27,500 別カタログ掲載

18-456-16 21560 盛塩セット （盛塩器x1 皿x2） 出来上がり：約φ4xH4cm、皿：約φ9.6xH2.4cm ¥1,300 ¥1,500 別カタログ掲載

18-460-04 50541 COMBI ｽﾘﾑ記帳ｽﾀﾝﾄﾞ　　ﾀﾃ型　A4ﾀｲﾌﾟ　ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾗｳﾝ 約Ｗ28ＸＤ34ＸＨ101ｃｍ ¥21,000 ¥22,000 別カタログ掲載

18-460-05 50540 COMBI ｽﾘﾑ記帳ｽﾀﾝﾄﾞ　　ﾀﾃ型　A4ﾀｲﾌﾟ　ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ 約Ｗ28ＸＤ34ＸＨ101ｃｍ ¥21,000 ¥22,000 別カタログ掲載

18-460-06 50542 COMBI ｽﾘﾑ記帳ｽﾀﾝﾄﾞ　　ﾀﾃ型　A4ﾀｲﾌﾟ　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 約Ｗ28ＸＤ34ＸＨ101ｃｍ ¥21,000 ¥22,000 別カタログ掲載

18-462-05 50404 サンプルスタンド  古代色<ＵＫ-460> 約45x45xH89cm ¥67,000 ¥69,000 別カタログ掲載

18-462-06 50417 メニュースタンド  黒塗 約60x45xH113cm ¥61,000 ¥63,000 別カタログ掲載

18-462-07 50416 メニュースタンド  ナチュラル 約60x45xH113cm ¥61,000 ¥63,000 別カタログ掲載

18-462-08 50415 メニュースタンド  古代色 約60x45xH113cm ¥61,000 ¥63,000 別カタログ掲載

18-463-02 48228 ｱｰｼﾞｭ扉付ｻｲﾝﾎﾞ-ﾄﾞ(ﾁｮ-ｸﾀｲﾌﾟ)ﾀﾞ-ｸﾌﾞﾙ- 約52(84)x67.5x3cm ¥13,800 ¥14,200 別カタログ掲載

18-463-06 48231 アージュイーゼル （小)ダークブルー 約44xH110cm ¥11,200 ¥11,500 別カタログ掲載

18-463-07 48229 アージュイーゼル （大)ダークブルー 約49xH120cm ¥12,800 ¥13,000 別カタログ掲載

18-463-09 53313 イーゼル型ディスプレイスタンド ブラウン 約45x55xH140cm ¥23,000 ¥24,000 別カタログ掲載

18-463-10 50426 イーゼル型メニュースタンド(小) 約45x52xH97cm ¥9,800 ¥10,500 別カタログ掲載

18-463-11 50425 イーゼル型メニュースタンド(大) 約49.5x58xH117cm ¥11,000 ¥11,500 別カタログ掲載

18-464-04 50438 A型看板（ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ）両面ﾏｰｶｰ用ﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｰﾄﾞ 約45x45xH105cm ¥11,800 ¥12,500 別カタログ掲載

18-464-05 49442 Ａ型看板両面タイプ　チョーク仕様 約52x38xH101cm ¥10,500 ¥11,500 別カタログ掲載

18-464-06 49443 Ａ型看板両面タイプ　マーカー仕様 約52x38xH101cm ¥12,300 ¥12,800 別カタログ掲載

18-464-07 49493 Ⅴ形サインボード 約45xH105xt2.5cm/1辺 ¥9,800 ¥11,000 別カタログ掲載

18-465-01 48292 オークナチュラル(L)・ブラック(ﾏｰｶｰﾀｲﾌﾟ) 約63.5x93.5x2cm ¥15,800 ¥16,500 別カタログ掲載

18-465-02 48298 オークナチュラル(L)・ブラック(ﾁｮｰｸﾀｲﾌﾟ) 約63.5x93.5x2cm ¥13,800 廃番

18-465-03 48294 オークナチュラル(L)・コルクタイプ 約63.5x93.5x2cm ¥12,800 廃番

18-465-04 48296 オークナチュラル(L)・ポスタータイプ 約63.5x93.5x2cm ¥13,800 廃番

18-465-05 48291 オークブラウン(L)・ブラック(ﾏｰｶｰﾀｲﾌﾟ) 約63.5x93.5x2cm ¥15,800 ¥16,500 別カタログ掲載

18-465-06 48297 オークブラウン(L)・ブラック(ﾁｮｰｸﾀｲﾌﾟ) 約63.5x93.5x2cm ¥13,800 廃番

18-465-07 48293 オークブラウン(L)・コルクタイプ 約63.5x93.5x2cm ¥12,800 廃番

18-465-08 48295 オークブラウン(L)・ポスタータイプ 約63.5x93.5x2cm ¥13,800 廃番

18-465-09 48240 オークナチュラル(S)・ブラック(ﾏｰｶｰﾀｲﾌﾟ) 約48.5x63.6x2cm ¥9,800 ¥10,500 別カタログ掲載

18-465-10 48241 オークナチュラル(S)・ホワイト(ﾏｰｶｰﾀｲﾌﾟ) 約48.5x63.6x2cm ¥9,800 廃番

18-465-11 48242 オークナチュラル(S)・グリーン(ﾁｮｰｸﾀｲﾌﾟ) 約48.5x63.6x2cm ¥8,800 廃番

18-465-12 48243 オークナチュラル(S)・ブラック(ﾁｮｰｸﾀｲﾌﾟ) 約48.5x63.6x2cm ¥8,800 廃番

18-465-13 48244 オークナチュラル(S)・コルクタイプ 約48.5x63.6x2cm ¥8,500 廃番

18-465-14 48245 オークブラウン(S)・ブラック(ﾏｰｶｰﾀｲﾌﾟ) 約48.5x63.6x2cm ¥9,800 ¥10,500 別カタログ掲載

18-465-15 48246 オークブラウン(S)・ホワイト(ﾏｰｶｰﾀｲﾌﾟ) 約48.5x63.6x2cm ¥9,800 廃番

18-465-16 48247 オークブラウン(S)・グリーン(ﾁｮｰｸﾀｲﾌﾟ) 約48.5x63.6x2cm ¥8,800 廃番

18-465-17 48248 オークブラウン(S)・ブラック(ﾁｮｰｸﾀｲﾌﾟ) 約48.5x63.6x2cm ¥8,800 廃番

18-465-18 48249 オークブラウン(S)・コルクタイプ 約48.5x63.6x2cm ¥8,800 廃番

18-466-09 49460 ブラックボード ﾁｮｰｸﾀｲﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ対応) 約48.5x63.5x2cm ¥7,800 廃番

18-466-10 49463 コルクボード 約48.5x63.5x2cm ¥7,000 廃番

18-466-11 50477 お好みプチスタンド　白木　横型 約w12xD4xH4.8cm ¥270 ¥320 別カタログ掲載
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18-466-12 50475 お好みプチスタンド　白木　縦型 約w5xD5.5ｘH11.8cm ¥270 ¥320 別カタログ掲載

18-466-13 49105 白木・招きメニュー立（小）(無塗装) 約8(本体4.5)xH13cm ¥540 ¥600 別カタログ掲載

18-466-14 49106 白木・招きメニュー立（大）(無塗装) 約9.2(本体5.5)xH15.5cm ¥720 ¥800 別カタログ掲載

18-466-15 49217 木製プライス立 Ｄ（塗装付） 約5x3xH2.4cm ¥590 ¥630 別カタログ掲載

18-467-01 46113 屋根付メニュー額（１３枚）文字入 約90x47cm ¥22,800 廃番

18-467-02 46114 屋根付メニュー額（１３枚）文字なし 約90x47cm ¥18,000 廃番

18-468-04 47124 手書き文字料金（価格付） ¥3,100 廃番

18-468-05 48401 約5x28cm ¥400 ¥430 別カタログ掲載

18-468-06 48402 白木連板（中） 約5.5x32cm ¥520 ¥550 別カタログ掲載

18-468-07 48403 白木連板（大） 約7x40cm ¥610 ¥650 別カタログ掲載

18-468-08 48404 白木連板（特大） 約8x45cm ¥790 ¥840 別カタログ掲載

18-469-02 49301 焼杉・営業中/準備中 約11x42xt1cm ¥2,250 ¥2,300 別カタログ掲載

18-469-03 49306 ケヤキ  営業中／準備中 約13x60xt1.8cm ¥6,100 ¥6,400 別カタログ掲載

18-469-04 49305 ケヤキ  商い中／支度中 約13x60xt1.8cm ¥6,100 ¥6,400 別カタログ掲載

18-469-05 49302 ひのき・ 商い中/支度中 約10x42xt1.5cm ¥2,300 ¥2,500 別カタログ掲載

18-469-06 49303 ひのき・営業中/本日休業 約10x42xt1.5cm ¥2,300 ¥2,500 別カタログ掲載

18-469-07 49304 ひのき・営業中/準備中 約10x42xt1.5cm ¥2,300 ¥2,500 別カタログ掲載

18-469-08 49409 木製プレート・定休日/臨時休業 約10.5x32xt1.2cm ¥1,950 ¥2,200 別カタログ掲載

18-469-09 49422 木製プレート・定休日/支度中 約10.5x32xt1.2cm ¥1,950 ¥2,200 別カタログ掲載

18-469-10 49406 木製プレート・営業中/準備中 約10.5x32xt1.2cm ¥1,950 ¥2,200 別カタログ掲載

18-469-11 49408 木製プレート・いらっしゃい/本日は終了 約10.5x32xt1.2cm ¥1,950 ¥2,200 別カタログ掲載

18-469-12 49410 木製プレート・営業中/本日休業 約10.5x32xt1.2cm ¥1,950 ¥2,200 別カタログ掲載

18-469-13 49407 木製プレート・商い中/支度中 約10.5x32xt1.2cm ¥1,950 廃番

18-469-14 49425 新型木製プレート・準備中/本日休業 約10.5x32xt1.2cm ¥1,800 ¥2,200 別カタログ掲載

18-469-15 49424 新型木製ﾌﾟﾚｰﾄ・只今商い中/只今支度中 約10.5x32xt1.2cm ¥1,800 廃番

18-469-16 49423 新型木製ﾌﾟﾚｰﾄ・只今営業中/只今準備中 約10.5x32xt1.2cm ¥1,800 ¥2,200 別カタログ掲載

18-470-02 48511 木製プレート（特大）　感謝の気持ちで商い中/真心こめて商い中 約23ｘH90ｘｔ3ｃｍ ¥13,600 廃番

18-470-04 48513 木製プレート（大　）只今元気に商い中/真心込めて商い中 約18ｘH60ｘｔ2ｃｍ ¥5,450 廃番

18-471-05 43275 吊り下げｻｲﾝ　OPEN/CLOSE 約28x10xt1.5cm ¥3,000 廃番

18-471-06 43276 吊り下げｻｲﾝ　TOILET 約28x10xt1.5cm ¥2,500 廃番

18-471-07 43277 吊り下げｻｲﾝ　STAFF　ONLY 約28x10xt1.5cm ¥2,500 廃番

18-474-09 59000 風  鎮（１個） 約13.2x13xH11.2cm ¥5,300 ¥6,000 別カタログ掲載

18-475-01 56120 色染　麻のれん　88ｘ120（2連） 約88x120cm ¥13,000 ¥18,000 別カタログ掲載

18-475-02 56121 色染　麻のれん　132ｘ120（3連） 約132x120cm ¥20,000 ¥28,000 別カタログ掲載

18-475-03 56107 色染　麻のれん　88ｘ150（2連） 約88x150cm ¥17,000 ¥21,500 別カタログ掲載

18-475-04 56108 色染　麻のれん　132ｘ150（3連） 約132x150cm ¥26,000 ¥33,000 別カタログ掲載

18-475-05 56814 生成　のれん 約90ｘ150ｃｍ ¥7,300 ¥7,900 別カタログ掲載

18-475-06 56809 粋・無地のれん　長　 約90ｘ150ｃｍ ¥8,100 ¥9,200 別カタログ掲載

18-475-07 56813 粋・無地のれん　短 約90ｘ90ｃｍ ¥6,100 ¥7,300 別カタログ掲載

18-475-08 56910 のれん　まる（えんじ） 約W90xH120cm ¥13,200 廃番

18-475-09 56911 のれん　まる（紺） 約W90xH120cm ¥13,200 廃番

18-476-02 56930 綿織りのれん 生成 短 約90ｘ90ｃｍ ¥16,000 ¥17,000 別カタログ掲載

18-476-03 56933 綿織りのれん 長 染め 約90ｘ150ｃｍ ¥28,000 ¥29,500 別カタログ掲載

18-476-04 56932 綿織りのれん 短 染め 約90ｘ90ｃｍ ¥19,600 ¥23,000 別カタログ掲載

18-476-10 57379 ビニール提灯  尺六長（白） 約φ41xH78cm ¥19,000 ¥20,000 別カタログ掲載

18-476-11 57378 ビニール提灯  尺六長（赤） 約φ41xH78cm ¥19,000 ¥20,000 別カタログ掲載

18-476-12 57360 ビニール提灯　九寸長（白） 約φ24xH50cm ¥3,200 ¥3,500 別カタログ掲載

18-476-13 57361 ビニール提灯　九寸長（赤） 約φ24xH50cm ¥3,200 ¥3,500 別カタログ掲載

18-476-16 57373 ビニール提灯  二尺丸（白） 約φ59xH65cm ¥28,000 ¥30,000 別カタログ掲載

18-476-17 57372 ビニール提灯  二尺丸（赤） 約φ59xH65cm ¥28,000 ¥30,000 別カタログ掲載

18-477-02 12423 桧・石けん箱（ステンレスメッシュ） 約13.8x8.8xH3.8cm ¥2,400 ¥3,300 別カタログ掲載

18-477-04 12424 桧・シャンプー台（ステンレスメッシュ） 約35.2x12xH6cm ¥4,100 ¥5,200 別カタログ掲載

18-477-05 58225 ヒバ・新型石鹸台 約14x9xH4cm ¥1,860 ¥2,200 別カタログ掲載

18-477-06 58224 ヒバ・新型シャンプー台 約33.5x12.5xH6(4)cm ¥2,950 ¥3,400 別カタログ掲載

18-478-01 12404 椹・片手湯桶 約φ14.3xH23.8(10.3)cm ¥4,900 ¥5,200 別カタログ掲載

18-478-02 12428 椹 片手湯桶　EXＰ仕上 約φ14.3xH23.8cm ¥7,250 ¥7,550 別カタログ掲載

18-478-03 12432 ヒバ・片手湯桶 '約φ14.3xH23.8(10.3)cm ¥5,200 ¥5,500 別カタログ掲載

18-478-04 12405 椹・湯桶（銅タガ） 約φ22.5XH11.5cm ¥4,350 ¥4,800 別カタログ掲載

18-478-05 12429 椹 湯桶 銅タガ EXＰ仕上 約φ22.5xH11.5cm ¥6,700 ¥7,150 別カタログ掲載

18-478-06 12407 椹・湯桶（ステンレスタガ） 約φ22.5XH11.5cm ¥4,550 ¥5,000 別カタログ掲載
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18-478-07 60145 檜・湯桶 約φ22.5xH11.5cm ¥5,800 ¥6,300 別カタログ掲載

18-478-08 12470 椹・湯桶（タガミゾ加工） 銅タガ  （無塗装） 約φ22.5xH11.5cm ¥4,900 ¥5,100 別カタログ掲載

18-478-09 12472 椹・湯桶（タガミゾ加工） ステンレスタガ  （無塗装） 約φ22.5xH11.5cm ¥5,450 ¥5,500 別カタログ掲載

18-478-10 12467 椹・湯桶（ポリプロピレン樹脂タガ） 約φ22.5XH11.5cm ¥5,800 ¥5,700 別カタログ掲載

18-479-06 58663 ひのき箱型風呂椅子 小 約30x18xH25cm ¥5,950 ¥6,200 別カタログ掲載

18-479-07 58223 ヒバ・新型風呂椅子 約35x20xH30cm ¥9,500 ¥9,900 別カタログ掲載

18-479-08 58142 ヒバ･特選風呂椅子（大） 約30x20xH30cm ¥8,800 ¥9,200 別カタログ掲載

18-479-09 58143 ヒバ･特選風呂椅子（小） 約30x18xH25cm ¥7,250 ¥7,800 別カタログ掲載

18-479-10 58140 ヒバ･箱型風呂椅子（大） 約30x20xH30cm ¥9,200 ¥9,500 別カタログ掲載

18-479-11 58141 ヒバ･箱型風呂椅子（小） 約30x18xH25cm ¥7,700 ¥8,200 別カタログ掲載

18-480-03 50694 古代色・風呂桶 約φ22.5×H11.5cm ¥6,500 ¥7,500 別カタログ掲載

18-480-05 50702 SD　湯桶　シャープ 約φ22×H12.5cm ¥24,000 ¥26,000 別カタログ掲載

18-480-06 50703 SD　チエアー　オーソドックス 約30×17×20cm ¥6,200 ¥6,600 別カタログ掲載

18-480-07 50704 SD  ソープレスト　S 約8.9×8.2×H2cm ¥1,100 ¥1,200 別カタログ掲載

18-480-08 50705 SD  ソープレスト　M 約13.5×8.2×H2cm ¥1,650 ¥1,800 別カタログ掲載

18-480-09 50706 SD  ソープレスト　L 約22×8.2×H2cm ¥2,400 ¥2,600 別カタログ掲載

18-480-10 58226 ヒバ・新型風呂椅子EXＰ仕上げ 約35x20xH30cm ¥12,300 ¥12,500 別カタログ掲載

18-480-11 58227 ヒバ・新型シャンプー台EXＰ仕上げ 約33.5x12.5xH6(4)cm ¥4,600 ¥4,800 別カタログ掲載

18-480-12 58228 ヒバ・新型石鹸台EXＰ仕上げ 約14x9xH4cm ¥2,600 ¥2,900 別カタログ掲載

18-480-13 58233 ヒバ・箱型風呂椅子（大）EXＰ仕上げ 約30x20xH30cm ¥10,600 ¥12,000 別カタログ掲載

18-480-14 58234 ヒバ・箱型風呂椅子（小）EXＰ仕上げ 約30x18xH25cm ¥9,100 ¥10,200 別カタログ掲載

18-480-15 58270 ヒバ・特選風呂椅子(大) EXＰ仕上げ 約30ｘ20ｘH30cm ¥11,000 ¥11,500 別カタログ掲載

18-480-16 12428 椹 片手湯桶　EXＰ仕上 約φ14.3xH23.8cm ¥7,250 ¥7,550 別カタログ掲載

18-480-17 12429 椹 湯桶 銅タガ EXＰ仕上 約φ22.5xH11.5cm ¥6,700 ¥7,150 別カタログ掲載

18-481-02 50848 籐・スツール　　ストライプ　　ナチュラル 約φ34×H43cm ¥14,900 廃番

18-481-07 58252 ラタンチェアー（ブラウン）　 約Φ32ｘＨ42ｃｍ ¥14,500 ¥15,000 別カタログ掲載

18-481-08 58253 ラタンチェアー（ナチュラル）　 約Φ32ｘＨ42ｃｍ ¥14,500 廃番

18-482-01 55451 タオル置き台(小) 約65x45xH120cm 見積 青 ¥265,000 別カタログ掲載

18-482-02 55450 タオル置き台(大) 約120x65xH120cm 見積 青 ¥320,000 別カタログ掲載

18-482-03 55452 タオル置き台(観音開きタイプ) 約65x45xH120cm 見積 青 ¥240,000 別カタログ掲載

18-483-01 56950 二つ割/袋/湯のれん 男湯 約90x140cm ¥53,500 廃番

18-483-02 56951 二つ割/袋/湯のれん 女湯 約90x140cm ¥53,500 廃番

18-483-03 56952 三つ割/袋/湯のれん 男湯 約135x140cm ¥66,000 廃番

18-483-04 56953 三つ割/袋/湯のれん 女湯 約135x140cm ¥66,000 廃番

18-483-05 56954 四つ割/袋/湯のれん 男湯 約180x140cm ¥90,000 廃番

18-483-06 56955 四つ割/袋/湯のれん 女湯 約180x140cm ¥90,000 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 35632 ネタ箱（大） 目皿・木蓋付 約39x29xH9.5cm ¥22,400 ¥23,800
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 35633 ネタ箱（小） 目皿・木蓋付 約34.5x27.5xH7.7cm ¥17,750 ¥19,800
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 04137 椹おひつ（のせ蓋）(内底R加工） 約身φ21xH12.5cm ¥16,500 ¥17,000
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 20396 織部くし目セイロセット（深型） 身外寸約φ10xH6cm ¥5,800 ¥5,815
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 20397 織部くし目セイロ（深型）身・竹スセット 内寸約φ9xH5.2cm ¥3,220 ¥3,235
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 21625 用美・波型コンロ 黒 (火皿付） 約φ12.5xH8cm ¥2,750 ¥2,780
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 21625 用美・波型コンロ 黒 (火皿付） 約φ12.5xH8cm ¥2,750 ¥2,780
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 22553 焼杉天もりザル　竹ス付 約38x22cm ¥7,000 ¥7,020
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 23556 黒染竹オードブル篭（口広タイプ）尺１ 約φ36xH8cm ¥4,400 ¥4,600
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 23557 黒染竹オードブル篭（口広タイプ）尺２ 約φ39xH8cm ¥4,800 ¥5,100
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 23558 黒染竹オードブル篭（口広タイプ）尺３ 約φ42xH8cm ¥5,400 ¥5,700
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 08788 ステンレス槌目レンゲ 約16x5.2xH2.7cm ¥780 ¥950
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 20396 織部くし目セイロ（深型）セット 身外寸約φ10xH6cm ¥5,800 ¥5,815
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 29038 折り畳みアイアンスタンド 2段 約31x27xH34cm ¥7,000 ¥8,900
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 29039 折り畳みアイアンスタンド 3段 約31x27xH45.5cm ¥9,000 ¥11,500
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 38091 グルメフレーム クリアー セット 約31.2x22.3xH2.6cm ¥6,100 ¥6,200
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 38093 グルメフレーム クリアー 枠のみ 約31.2x22.3xH1cm ¥1,400 ¥1,500
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 38094 グルメフレーム ブラウン　セット 約31.2x22.3xH2.6cm ¥6,500 ¥6,600
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 38096 グルメフレーム ブラウン　枠のみ 約31.2x22.3xH1cm ¥1,550 ¥1,650
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 32461 木製珍味用長角トレイ 大 クリアー 約34.2x10.8xH2cm ¥3,400 ¥3,600
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 32456 桧ノタ付プレート 一ツ穴 陶器セット 約36×12×Ｈ3.2cm ¥3,960 ¥3,980
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 32452 桧スタンド盛台　4×7 約25.5x12xH6cm ¥3,200 ¥3,400
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 32453 桧スタンド盛台　長 約36x6xH6cm ¥2,500 ¥2,600
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27684 刷毛目角小皿　朱 7.2x7.2xH1.5cm ¥280 ¥300
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ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27685 刷毛目角小皿　藍 7.2x7.2xH1.5cm ¥280 ¥300
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27724 スフレカップ　コニカル(大) 約φ6.8xH3.9cm ¥220 ¥240
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27725 スフレカップ　コニカル(中) 約φ6.3xH3.5cm ¥200 ¥220
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27726 スフレカップ　コニカル(小) 約φ5.1xH3.3cm ¥180 ¥220
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79296 削ぎ目　姫抹茶碗　ゆず白 約φ9,5xH5,5㎝ ¥1,450 ¥1,900
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79297 削ぎ目　姫抹茶碗　シルバー 約φ9,5xH5,5㎝ ¥1,450 ¥1,900
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79298 削ぎ目　姫抹茶碗　ゆず赤 約φ9,5xH5,5㎝ ¥1,450 ¥1,900
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79299 削ぎ目　抹茶碗　ゆず白 約φ11x7,5㎝ ¥1,800 ¥2,400
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79300 削ぎ目　抹茶碗　シルバー 約φ11x7,5㎝ ¥1,800 ¥2,400
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79301 削ぎ目　抹茶碗　ゆず赤 約φ11x7,5㎝ ¥1,800 ¥2,400
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79308 削ぎ目　湯のみ　ゆず白 約7.5×H8cm ¥1,000 ¥1,250
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79309 削ぎ目　湯のみ　シルバー 約7.5×H8cm ¥1,000 ¥1,250
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79310 削ぎ目　湯のみ　ゆず赤 約7.5×H8cm ¥1,000 ¥1,250
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79305 削ぎ目　マグカップ　ゆず白 約13.5×10×H11cm ¥1,500 ¥1,900
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79306 削ぎ目　マグカップ　シルバー 約13.5×10×H11cm ¥1,500 ¥1,900
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79307 削ぎ目　マグカップ　ゆず赤 約13.5×10×H11cm ¥1,500 ¥1,900
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 30439 硝子プチドーム(大) 約φ7.6xH7.2cm ¥650 ¥700
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 30438 硝子プチドーム(小) 約φ5.3xH6cm ¥400 ¥500
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27732 夢切子 切立珍味入 黒 約φ5xH3.6cm ¥1,950 ¥2,100
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27733 夢切子 切立珍味入 赤 約φ5xH3.6cm ¥1,950 ¥2,100
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79720 SOGI　徳利　黒 約φ9.5xH8㎝ ¥1,200 ¥1,600
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79721 SOGI　徳利　緑 約φ9.5xH8㎝ ¥1,200 ¥1,600
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79722 SOGI　徳利　白マット 約φ9.5xH8㎝ ¥1,200 ¥1,600
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79717 SOGI　ぐいのみ　黒 約φ7,2xH4,6㎝ ¥480 ¥650
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79718 SOGI　ぐいのみ　緑 約φ7,2xH4,6㎝ ¥480 ¥650
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79719 SOGI　ぐいのみ　白マット 約φ7,2xH4,6㎝ ¥480 ¥650
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 85436 卓上ほうき 約28.5x20cm ¥300 ¥350
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79394 岩石　プレート　黒 約横16,5xH4,3㎝ ¥1,900 ¥2,500
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79395 岩石　プレート　白 約横16,5xH4,3㎝ ¥1,900 ¥2,500
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79396 岩石　プレート　ゆず白 約横16,5xH4,3㎝ ¥1,900 ¥2,500
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79403 岩石　プレート　青 約横16,5xH4,3㎝ ¥1,900 ¥2,500
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79406 岩石薬味入れ（フタ付き）黒 約横10xH7,2㎝ ¥1,360 ¥1,850
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79408 岩石薬味入れ（フタ付き）白 約横10xH7,2㎝ ¥1,360 ¥1,850
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79407 岩石薬味入れ（フタ付き）ゆず白 約横10xH7,2㎝ ¥1,360 ¥1,850
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79409 岩石薬味入れ（フタ付き）青 約横10xH7,2㎝ ¥1,360 ¥1,850
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79446 岩石薬味入れ（フタなし）黒 約横10xH4,5㎝ ¥980 ¥1,350
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79448 岩石薬味入れ（フタなし）白 約横10xH4,5㎝ ¥980 ¥1,350
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79447 岩石薬味入れ（フタなし）ゆず白 約横10xH4,5㎝ ¥980 ¥1,350
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79449 岩石薬味入れ（フタなし）青 約横10xH4,5㎝ ¥980 ¥1,350
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79410 岩石　一品皿　黒 約横8,5xH4,5㎝ ¥880 ¥1,150
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79412 岩石　一品皿　白 約横8,5xH4,5㎝ ¥880 ¥1,150
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79411 岩石　一品皿　ゆず白 約横8,5xH4,5㎝ ¥880 ¥1,150
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 79413 岩石　一品皿　青 約横8,5xH4,5㎝ ¥880 ¥1,150
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 86738 杉　曲げ皿　大 約19,5x20㎝Ｔ1,7㎜ ¥180 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 86739 杉　曲げ皿　小 約19,5ｘ15㎝Ｔ1,7㎜ ¥170 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 08894 サオ　菓子切フォーク 約1.3xL13.3cm ¥300 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 08895 サオ　取り分けスプーン　穴なし 約6xL16.5cm ¥1,000 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 08896 サオ　取り分けスプーン　穴付 約6xL16.5cm ¥1,000 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27687 紋印角皿　白/網目 約9x9xH2.7cm ¥450 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27688 紋印角皿　白/モダン 約9x9xH2.7cm ¥450 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27704 なつめ珍味入　大 約φ7.8xH5.3cm ¥760 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27705 なつめ珍味入　小 約6xH4cm ¥630 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27715 吹墨豆鉢 菊 （ピンク） 約φ7.5xH3.7cm ¥500 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27716 吹墨豆鉢 星 （オレンジ） 約7.4x7.4xH3.7cm ¥500 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27717 吹墨豆鉢 八角 （グリーン） 約7.3x7.3xH3.7cm ¥500 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27718 吹墨豆鉢 楕円波 （ムラサキ） 約8.1x7.1xH3.7cm ¥500 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27686 手描き金縁市松珍味入　黄 約5x5xH4.1cm ¥490 ¥550
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 08887 紙弁当BOX 白（25個入）<KM-56WH> 約23.7x20xH4.2cm ¥4,900 ¥5,580
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 08888 紙弁当BOX 生成（25個入）<KM-56NT> 約23.7x20xH4.2cm ¥4,900 ¥5,580
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 08892 紙カップ用リッド 白（50個入）<80-LID-WT> 約φ8.5xH2cm ¥1,150 ¥1,250
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「用美カタログ vｏｌ.18」掲載商品 上代変更・廃番一覧  2022.3.4

商品名 サイズ ⑱上代 新上代(予定) 備考

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 08893 紙カップ用リッド 生成(50個入)<80-LID-NT> 約φ8.5xH2cm ¥1,150 ¥1,250
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 08889 紙カップ コップ 白（50個入）<KMW-240WT> 約φ8xH9.4cm ¥1,500 ¥1,630
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 08890 紙カップ コップ 黒（50個入）<KMW-240BK> 約φ8xH9.4cm ¥1,650 ¥1,800
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 08891 紙カップ コップ 生成(50個)<KMW-240NT> 約φ8xH9.4cm ¥1,850 ¥2,000
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 08883 紙弁当箱 外箱 黒（50個入）<K-BOX90-60BK> 約27.8x18xH4cm ¥4,000 ¥4,400
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 08884 紙弁当箱 外箱 朱（50個入）<K-BOX90-60RD> 約27.8x18xH4cm ¥4,000 ¥4,400
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 08885 紙弁当箱 中子(A) 黒（25個入）<KMP90-60A> 約27.4x17.9xH3.6cm ¥3,800 ¥4,250
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 08886 紙弁当箱 中子(C) 黒（25個入）<KMP90-60C> 約27.4x17.9xH3.6cm ¥3,800 ¥4,250
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27744 重箱用　銀色紙中子　9割（G9）6.5寸用 約6x6xH4cm ¥130 ¥135
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27747 重箱用　銀色紙中子　9割（G9）７寸用 約6.5x6.5xH4cm ¥130 ¥135
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27746 重箱用　赤色紙中子　9割（G9）6.5寸用 約6x6xH4cm ¥130 ¥135
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27749 重箱用　赤色紙中子　9割（G9）7寸用 約6.5x6.5xH4cm ¥130 ¥135
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27745 重箱用　黒色紙中子　9割（G9）6.5寸用 約6x6xH4cm ¥130 ¥135
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 27748 重箱用　黒色紙中子　9割（G9）7寸用 約6.5x6.5xH4cm ¥130 ¥135
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 17285 白木丸盆 8寸 約φ24xH2cm ¥3,850 ¥3,900
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 35633 ネタ箱（小） 目皿・木蓋付 約34.5x27.5xH7.7cm ¥17,750 ¥19,800
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 35632 ネタ箱（大） 目皿・木蓋付 約39x29xH9.5cm ¥22,400 ¥23,800
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 21158 金網 （6号用B） 約17x17cm ¥250 ¥260
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 11200 ひのき正角ざる 約18.8x18.8xH5.5cm ¥4,300 ¥4,540
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 31810 エナメルコート木製ボウル ライン 小 約φ15xH6cm ¥1,950 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 31811 エナメルコート木製ボウル ライン 大 約φ24xH8cm ¥4,500 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 31812 エナメルコート木製ボウル ベージュ 小 約φ15xH6cm ¥1,950 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 31813 エナメルコート木製ボウル ベージュ 大 約φ24xH8cm ¥4,500 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 31810 エナメルコート木製ボウル ライン 小 約φ15xH6cm ¥1,950 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 31811 エナメルコート木製ボウル ライン 大 約φ24xH8cm ¥4,500 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 31812 エナメルコート木製ボウル ベージュ 小 約φ15xH6cm ¥1,950 廃番

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 31813 エナメルコート木製ボウル ベージュ 大 約φ24xH8cm ¥4,500 廃番

＊「廃番」商品は、在庫限りの販売となります。
＊上代変更は、2022年3月21日から を予定しています。
＊「見積」「時価」商品は、別途、随時の変更となります。。
＊新上代の「青」印の青文字上代は、別冊カタロク掲載に変更となり、納入掛率が変わります。

※2022年1月6日時点の予定となります。最終は、発刊の新ｶﾀﾛｸﾞでご確認をお願いします。

2022年1月6日
ヤマコー株式会社
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