
https://yamaco.jp/

■ヤマコー㈱JANコード：４９８８４８４

■カタログの内容は２０２2年9月２０日まで有効。

■掲載内容は２０２１年9月時点のものです。
　 商品の仕様等は予告なく変更する場合がございます。

■木製品は食器洗浄機、オーブン、電子レンジ使用不可。

■木製品のヤニは身体に影響はありません。

■木製品は使用しておりますと食品カス等で黒ずんでまいります。
　 これは使用すると発生するものです。　

■天然素材を使用した手作りの商品が多いため、
　 寸法や重さにバラつきがございます。

■木製品は陰干しし、よく乾燥させてから保管してください。
　 水分が残りますとカビが生える事があります。

■ギフト包装別途料金にて承ります。

彩時
SAIJI

～プロの器で祭事を楽しむ～
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桃の節句 心華やぐスイーツパーティー

②797653　焼杉敷板

430円（税抜）

サイズ：約15×15×H1.3㎝/穴径約φ12㎝

重さ：約110g/材質：杉

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

②797653　焼杉敷板

430円（税抜）

サイズ：約15×15×H1.3㎝/穴径約φ12㎝

重さ：約110g/材質：杉

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

③797660　御篭弁当用塗り板

1,800円（税抜）

サイズ：約対辺19.4×対角22.3×t0.4㎝

重さ：約80g/材質：木製品

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

③797660　御篭弁当用塗り板

1,800円（税抜）

サイズ：約対辺19.4×対角22.3×t0.4㎝

重さ：約80g/材質：木製品

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑳797707

青塗はつり　丸千代口　中

2,600円（税抜）

サイズ：約φ6.5〜7×8㎝（内高5㎝）

重さ：約82g/材質：竹/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑳797707

青塗はつり　丸千代口　中

2,600円（税抜）

サイズ：約φ6.5〜7×8㎝（内高5㎝）

重さ：約82g/材質：竹/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

④797738

錦桜画貝型珍味【強化磁器】　1,220円（税抜）

サイズ：約7.7×6.7×H3.7㎝（内高1.5㎝）

重さ：約95g/材質：陶磁器

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

④797738

錦桜画貝型珍味【強化磁器】　1,220円（税抜）

サイズ：約7.7×6.7×H3.7㎝（内高1.5㎝）

重さ：約95g/材質：陶磁器

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

㉑797783　夢切子　千代口　赤

2,500円（税抜）

サイズ：約φ6×H4.8㎝（内高3.8㎝）

容量：満約80㎖/重さ：約78g/材質：ガラス

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

㉑797783　夢切子　千代口　赤

2,500円（税抜）

サイズ：約φ6×H4.8㎝（内高3.8㎝）

容量：満約80㎖/重さ：約78g/材質：ガラス

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

㉒797790　夢切子　千代口　黒　七宝

2,500円（税抜）

サイズ：約φ6×H4.8㎝（内高3.8㎝）

容量：満約80㎖/重さ：約82g

材質：ガラス/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

㉒797790　夢切子　千代口　黒　七宝

2,500円（税抜）

サイズ：約φ6×H4.8㎝（内高3.8㎝）

容量：満約80㎖/重さ：約82g

材質：ガラス/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑧797806

硝子ミニ小鉢　片口（緑）　250円（税抜）

サイズ：約9.5×8.2×H4.2㎝

重さ：約126g/材質：ガラス

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

⑧797806

硝子ミニ小鉢　片口（緑）　250円（税抜）

サイズ：約9.5×8.2×H4.2㎝

重さ：約126g/材質：ガラス

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

⑮797882

ぼんぼりスタンド（大）　朱

51,500円（税抜）

サイズ：約32×H119㎝

重さ：約2kg/材質：木製

40W白熱灯×1付/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：箱入

⑮797882

ぼんぼりスタンド（大）　朱

51,500円（税抜）

サイズ：約32×H119㎝

重さ：約2kg/材質：木製

40W白熱灯×1付/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：箱入

⑯797899　2枚衝立（梅ちらし）

123,000円（税抜）

サイズ：約54×H150㎝×2枚

重さ：約6.6kg/材質：木製品、麻布

生産国：日本/パッケージ：箱入

⑯797899　2枚衝立（梅ちらし）

123,000円（税抜）

サイズ：約54×H150㎝×2枚

重さ：約6.6kg/材質：木製品、麻布

生産国：日本/パッケージ：箱入

㉓797905　折り畳みアイアンスタンド

9,000円（税抜）

サイズ：約31×27×H45.5㎝

※折りたたみ時　約21×5×H45.5㎝

重さ：約750g/材質：スチール

※すべり止めチューブ付

※φ18〜24㎝までのプレート対応

生産国：日本

㉓797905　折り畳みアイアンスタンド

9,000円（税抜）

サイズ：約31×27×H45.5㎝

※折りたたみ時　約21×5×H45.5㎝

重さ：約750g/材質：スチール

※すべり止めチューブ付

※φ18〜24㎝までのプレート対応

生産国：日本

㉔797813

硝子・角ちろり（シルバー）長角

19,500円（税抜）

サイズ：

約11.6×8.5×H22（15）㎝

容量：満約450㎖/重さ：約395g

材質：（持ち手・蓋）金属、（本体）ガラス

生産国：日本

パッケージ：箱入（総重量：約575g）

※直火使用不可

㉔797813

硝子・角ちろり（シルバー）長角

19,500円（税抜）

サイズ：

約11.6×8.5×H22（15）㎝

容量：満約450㎖/重さ：約395g

材質：（持ち手・蓋）金属、（本体）ガラス

生産国：日本

パッケージ：箱入（総重量：約575g）

※直火使用不可

内金彩花型小付

⑤797752　ルリ　720円（税抜）

⑥797769　黄　　720円（税抜）

⑦797776　桃　　720円（税抜）

サイズ：約φ5.2×H3.5㎝/重さ：約45g

材質：陶磁器/生産国：日本/パッケージ：PP袋入

内金彩花型小付

⑤797752　ルリ　720円（税抜）

⑥797769　黄　　720円（税抜）

⑦797776　桃　　720円（税抜）

サイズ：約φ5.2×H3.5㎝/重さ：約45g

材質：陶磁器/生産国：日本/パッケージ：PP袋入

①797714

ひのき糸格子敷台　8,900円（税抜）

サイズ：約30×21×H2㎝/重さ：本体約515g

〈セット内容〉

格子台（枠・格子一体型）：約30×21×H2㎝/材質：木製品

ガラスプレート：約28.2×19.2×t0.3㎝/材質：ガラス

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

①797714

ひのき糸格子敷台　8,900円（税抜）

サイズ：約30×21×H2㎝/重さ：本体約515g

〈セット内容〉

格子台（枠・格子一体型）：約30×21×H2㎝/材質：木製品

ガラスプレート：約28.2×19.2×t0.3㎝/材質：ガラス

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑰797677

金銀丸敷板　8寸用

3,500円（税抜）

サイズ：約φ22×t0.5㎝

重さ：約200g/材質：木製品

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑰797677

金銀丸敷板　8寸用

3,500円（税抜）

サイズ：約φ22×t0.5㎝

重さ：約200g/材質：木製品

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑱797684

金銀丸敷板　尺0用

4,300円（税抜）

サイズ：約φ27.5×t0.5㎝

重さ：約250g/材質：木製品

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑱797684

金銀丸敷板　尺0用

4,300円（税抜）

サイズ：約φ27.5×t0.5㎝

重さ：約250g/材質：木製品

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑲797691

金銀丸敷板　尺4用

6,100円（税抜）

サイズ：約φ37.5×t0.5㎝

重さ：約550g/材質：木製品

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑲797691

金銀丸敷板　尺4用

6,100円（税抜）

サイズ：約φ37.5×t0.5㎝

重さ：約550g/材質：木製品

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

若竹茅の輪飾り若竹茅の輪飾り

⑬797912　小　800円（税抜）

サイズ：約φ10×H10.5㎝

重さ：約4g/材質：竹

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑬797912　小　800円（税抜）

サイズ：約φ10×H10.5㎝

重さ：約4g/材質：竹

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑭797929　大　900円（税抜）

サイズ：約φ15×H15.5㎝

重さ：約6g/材質：竹

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑭797929　大　900円（税抜）

サイズ：約φ15×H15.5㎝

重さ：約6g/材質：竹

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

ステンレス箸置　ロール

⑪797868　槌目　750円（税抜）

⑫797875　千筋　750円（税抜）

サイズ：約6×1.5×H1.2㎝

重さ：約16g/材質：ステンレス

生産国：インド/パッケージ：PP袋入

ステンレス箸置　ロール

⑪797868　槌目　750円（税抜）

⑫797875　千筋　750円（税抜）

サイズ：約6×1.5×H1.2㎝

重さ：約16g/材質：ステンレス

生産国：インド/パッケージ：PP袋入

⑩797851　本漆　ナイフ

260円（税抜）

サイズ：約L12×1㎝

重さ：約2g/材質：木製品

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

⑩797851　本漆　ナイフ

260円（税抜）

サイズ：約L12×1㎝

重さ：約2g/材質：木製品

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

㉖797721

竹虫かご（木曽杉台付）

8,600円（税抜）

サイズ：約15.3×11.2×H10㎝

重さ：約260g/材質：竹、木製品

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

㉖797721

竹虫かご（木曽杉台付）

8,600円（税抜）

サイズ：約15.3×11.2×H10㎝

重さ：約260g/材質：竹、木製品

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

㉕797745

陶器・梅型珍味入

870円（税抜）

サイズ：約φ5×H3.3㎝（内高1.4㎝）

重さ：約85g/材質：陶磁器

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

㉕797745

陶器・梅型珍味入

870円（税抜）

サイズ：約φ5×H3.3㎝（内高1.4㎝）

重さ：約85g/材質：陶磁器

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

約H1.3㎝約H1.3㎝

㉓㉓

①①
②②

③③

①

㉔

②②

③③

④④

⑤⑤⑥⑥
⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨

⑩⑩

⑪⑪

⑫⑫

⑬⑬

⑭⑭

⑮⑮

⑯⑯

⑰⑰

⑱⑱

⑲⑲

⑳⑳
㉑㉑

㉒㉒

㉖㉖

㉕㉕

約30㎝約30㎝

約H2㎝約H2㎝

約21㎝約21㎝

約15㎝約15㎝

約15㎝約15㎝

約t0.4㎝約t0.4㎝

対角約22.3㎝対角約22.3㎝

約7.7㎝約7.7㎝

約φ10㎝約φ10㎝

約φ15㎝約φ15㎝

約H15.5㎝約H15.5㎝

約H10.5㎝約H10.5㎝

約L12㎝約L12㎝

約H119㎝約H119㎝

約H150㎝約H150㎝

約54㎝約54㎝

約32㎝約32㎝

約6㎝約6㎝

⑰⑰

⑰（裏面）⑰（裏面）

④④

⑩⑩

⑪⑪ ⑫⑫

⑬⑬

⑮⑮
⑯⑯

⑭⑭

約9.5㎝約9.5㎝

約H4.2㎝約H4.2㎝

⑧⑧

※金銀丸敷板は金銀リバーシブル。

⑨798063

四季の花ごよみ　桜（10ケ入）

780円（税抜）

サイズ：約L6㎝/重さ：約10g

材質：プラスチック/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑨798063

四季の花ごよみ　桜（10ケ入）

780円（税抜）

サイズ：約L6㎝/重さ：約10g

材質：プラスチック/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

約φ5.2㎝約φ5.2㎝

約H3.5㎝約H3.5㎝

⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦

約L6㎝約L6㎝

⑨⑨
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⑲797998　新・細目格子盛器　正角

16,200円（税抜）

サイズ：約21.2×21.2×H4.4㎝（内寸約20×20×H3.8㎝）/重さ：約126g

材質：木製品/生産国：日本/塗装：ビュータック塗装/パッケージ：PP袋入

⑲797998　新・細目格子盛器　正角

16,200円（税抜）

サイズ：約21.2×21.2×H4.4㎝（内寸約20×20×H3.8㎝）/重さ：約126g

材質：木製品/生産国：日本/塗装：ビュータック塗装/パッケージ：PP袋入

①814398　was 椹・冷酒クーラー

33,800円（税抜）

サイズ：約23.8×15.3×H9.7㎝

重さ：約240g/材質：木製品

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：箱入

①814398　was 椹・冷酒クーラー

33,800円（税抜）

サイズ：約23.8×15.3×H9.7㎝

重さ：約240g/材質：木製品

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：箱入

⑮798100　新6曲金屏風

14,000円（税抜）

サイズ：約65（11.5）×H39㎝

重さ：約1.5kg/材質：木製品

生産国：日本/パッケージ：箱入

⑮798100　新6曲金屏風

14,000円（税抜）

サイズ：約65（11.5）×H39㎝

重さ：約1.5kg/材質：木製品

生産国：日本/パッケージ：箱入

⑨819294　Soma　ディッシュ（L）

3,000円（税抜）

サイズ：約φ28〜32×H2㎝（内高0.7㎝）

重さ：約380g/材質：カヤウッド

生産国：ベトナム/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑨819294　Soma　ディッシュ（L）

3,000円（税抜）

サイズ：約φ28〜32×H2㎝（内高0.7㎝）

重さ：約380g/材質：カヤウッド

生産国：ベトナム/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑥798087

生笹　M（真空パック）（10枚入）

430円（税抜）

サイズ：約L33×9㎝/重さ：約50g/材質：笹

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

⑥798087

生笹　M（真空パック）（10枚入）

430円（税抜）

サイズ：約L33×9㎝/重さ：約50g/材質：笹

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

⑩798032　かぶと珍味入

2,500円（税抜）

サイズ：約5.8×6.2×H5㎝

重さ：約115g/材質：陶磁器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑩798032　かぶと珍味入

2,500円（税抜）

サイズ：約5.8×6.2×H5㎝

重さ：約115g/材質：陶磁器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑪798049　あやめ珍味入

2,100円（税抜）

サイズ：約φ7.5×H3.5㎝

重さ：約65g/材質：陶磁器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑪798049　あやめ珍味入

2,100円（税抜）

サイズ：約φ7.5×H3.5㎝

重さ：約65g/材質：陶磁器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

③798025

新・杉　磨き丸太ディスプレイ台　小径　L　12,500円（税抜）

サイズ：約φ18〜20×H15㎝

重さ：約3.4kg/材質：杉/塗装：ウレタン/生産国：日本

※背割り加工付　※天然木の為、色目・サイズにバラツキがあります。

※時間の経過によりひび割れを生じることがあります。

③798025

新・杉　磨き丸太ディスプレイ台　小径　L　12,500円（税抜）

サイズ：約φ18〜20×H15㎝

重さ：約3.4kg/材質：杉/塗装：ウレタン/生産国：日本

※背割り加工付　※天然木の為、色目・サイズにバラツキがあります。

※時間の経過によりひび割れを生じることがあります。

④798001

クリスタル切子プレート

4,500円（税抜）

サイズ：約24×9×H0.9㎝

重さ：約480g/材質：ガラス

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

④798001

クリスタル切子プレート

4,500円（税抜）

サイズ：約24×9×H0.9㎝

重さ：約480g/材質：ガラス

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑤798018

長角盛込“長良川”中

10,000円（税抜）

サイズ：約60×19×H6.2㎝

（内寸約58×17×H4（2）㎝）

重さ：約850g/材質：木製品

生産国：日本/塗装：ウレタン

⑤798018

長角盛込“長良川”中

10,000円（税抜）

サイズ：約60×19×H6.2㎝

（内寸約58×17×H4（2）㎝）

重さ：約850g/材質：木製品

生産国：日本/塗装：ウレタン

②797967

晒竹オードブル篭・足付　8寸

2,600円（税抜）

サイズ：約φ24×H6㎝/重さ：約145g

材質：竹/生産国：中国/無塗装

パッケージ：PP袋入

②797967

晒竹オードブル篭・足付　8寸

2,600円（税抜）

サイズ：約φ24×H6㎝/重さ：約145g

材質：竹/生産国：中国/無塗装

パッケージ：PP袋入

⑰797950

摺り漆深型お玉　はつり　

1,650円（税抜）

サイズ：約φ8.5×柄長20㎝

重さ：約50g/材質：木製品

生産国：中国/塗装：摺り漆塗

パッケージ：PP袋入

⑰797950

摺り漆深型お玉　はつり　

1,650円（税抜）

サイズ：約φ8.5×柄長20㎝

重さ：約50g/材質：木製品

生産国：中国/塗装：摺り漆塗

パッケージ：PP袋入

⑱797974

青塗珍味入（上節）　　

3,900円（税抜）

サイズ：約φ12×H7㎝

（内高5.8㎝）/容量：満約50㎖

重さ：約252g/材質：竹

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑱797974

青塗珍味入（上節）　　

3,900円（税抜）

サイズ：約φ12×H7㎝

（内高5.8㎝）/容量：満約50㎖

重さ：約252g/材質：竹

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑭797981

ステンレス槌目

サラダボウル　L 

3,000円（税抜）

サイズ：約φ19.1×H8.2㎝

底φ約10.5㎝（内高10.5㎝）

重さ：約415g/材質：ステンレス

生産国：インド/パッケージ：PP袋入

⑭797981

ステンレス槌目

サラダボウル　L 

3,000円（税抜）

サイズ：約φ19.1×H8.2㎝

底φ約10.5㎝（内高10.5㎝）

重さ：約415g/材質：ステンレス

生産国：インド/パッケージ：PP袋入

⑦869596　鉄灰ぐいのみ

450円（税抜）

サイズ：約φ5.6×H2.8㎝

容量：満約50㎖

重さ：約40g/材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑦869596　鉄灰ぐいのみ

450円（税抜）

サイズ：約φ5.6×H2.8㎝

容量：満約50㎖

重さ：約40g/材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑧869589　鉄灰とっくり

1,200円（税抜）

サイズ：約φ6×H14.4㎝

容量：満約170㎖

重さ：約170g/材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑧869589　鉄灰とっくり

1,200円（税抜）

サイズ：約φ6×H14.4㎝

容量：満約170㎖

重さ：約170g/材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑬798094

イミテーションアイス　大

7,200円（税抜）

一粒 約3.5×2.5㎝/約90個

重さ：約1ｋｇ入/材質：樹脂製

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑬798094

イミテーションアイス　大

7,200円（税抜）

一粒 約3.5×2.5㎝/約90個

重さ：約1ｋｇ入/材質：樹脂製

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑮⑮

⑯⑯

①① ②②
③③

④④

⑤⑤
⑥⑥

⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨

⑩⑩

⑫⑫

⑬⑬

⑭⑭

⑪⑪

①①

②②

③③

④④

⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨

⑩⑩

⑪⑪

⑰⑰

⑱⑱

⑲⑲

⑫⑫

⑬⑬

⑭⑭

約23.8㎝約23.8㎝

約24㎝約24㎝

約L33㎝約L33㎝

約9㎝約9㎝

約H0.9㎝約H0.9㎝

約H9.7㎝約H9.7㎝

約H6㎝約H6㎝

約φ24㎝約φ24㎝
約φ18〜20㎝約φ18〜20㎝

約H15㎝約H15㎝

約60㎝約60㎝

約φ5.6㎝約φ5.6㎝

約H14.4㎝約H14.4㎝
約φ28〜32㎝約φ28〜32㎝ 約6.2㎝約6.2㎝

約φ7.5㎝約φ7.5㎝

約H5㎝約H5㎝

約H3.5㎝約H3.5㎝

約φ6㎝約φ6㎝

約H2.8㎝約H2.8㎝
約H2㎝約H2㎝

約H6.2㎝約H6.2㎝

約19㎝約19㎝

約H150㎝約H150㎝

約54㎝約54㎝

⑫798117　2枚衝立（SEN）

123,000円（税抜）

サイズ：約54×H150㎝×2枚

重さ：約6.6kg/材質：木製品、麻布

生産国：日本/パッケージ：箱入

⑫798117　2枚衝立（SEN）

123,000円（税抜）

サイズ：約54×H150㎝×2枚

重さ：約6.6kg/材質：木製品、麻布

生産国：日本/パッケージ：箱入

⑯798834　ガラスの兜

36,000円（税抜）

サイズ：約20×H18㎝

重さ：箱込約3kg/材質：ガラス

生産国：日本/パッケージ：箱入

⑯798834　ガラスの兜

36,000円（税抜）

サイズ：約20×H18㎝

重さ：箱込約3kg/材質：ガラス

生産国：日本/パッケージ：箱入

健やかさを願う昼餐会
ちゅうさんかい



⑧⑧

約21㎝約21㎝

約H4.7㎝約H4.7㎝

05 0606

⑤792658　was 椹・ワインクーラー

45,800円（税抜）

サイズ：約23.5×15.3×H17.5㎝（内高11㎝）

重さ：約330g/材質：椹/生産国：日本

パッケージ：箱入

⑤792658　was 椹・ワインクーラー

45,800円（税抜）

サイズ：約23.5×15.3×H17.5㎝（内高11㎝）

重さ：約330g/材質：椹/生産国：日本

パッケージ：箱入

④798308　丸竹ワインクーラー

6,500円（税抜）

サイズ：約φ13×H18.2㎝

（内高13㎝）

重さ：約400g/材質：竹

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

④798308　丸竹ワインクーラー

6,500円（税抜）

サイズ：約φ13×H18.2㎝

（内高13㎝）

重さ：約400g/材質：竹

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

①798179

ステンレス槌目　浅型盛鉢　大

5,800円（税抜）

サイズ：約φ23×H6.8㎝（内高6.6㎝）

重さ：約850g/材質：ステンレス

生産国：インド/パッケージ：PP袋入

①798179

ステンレス槌目　浅型盛鉢　大

5,800円（税抜）

サイズ：約φ23×H6.8㎝（内高6.6㎝）

重さ：約850g/材質：ステンレス

生産国：インド/パッケージ：PP袋入

②798186

ステンレス槌目　浅型盛鉢用目皿　大用

3,300円（税抜）

サイズ：約φ21×H3.5㎝

重さ：約150g/材質：木製品/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

②798186

ステンレス槌目　浅型盛鉢用目皿　大用

3,300円（税抜）

サイズ：約φ21×H3.5㎝

重さ：約150g/材質：木製品/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

七夕夕涼みのせせらぎ

③798315　白竹ぐいのみ

1,750円（税抜）

サイズ：約φ4.7×H5㎝

容量：満約55㎖

重さ：約20g/材質：竹

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

③798315　白竹ぐいのみ

1,750円（税抜）

サイズ：約φ4.7×H5㎝

容量：満約55㎖

重さ：約20g/材質：竹

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑯798247　白木川船　H-39

10,500円（税抜）

サイズ：

約L39㎝（目皿 約22×15㎝）×H11㎝

重さ：約480g/材質：木製品/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑯798247　白木川船　H-39

10,500円（税抜）

サイズ：

約L39㎝（目皿 約22×15㎝）×H11㎝

重さ：約480g/材質：木製品/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑱798285

夢切子　千代口　ルリ

2,500円（税抜）

サイズ：約φ6×H4.8㎝

内約φ5㎝（内高3.8㎝）

容量：満約80㎖

重さ：約78g/材質：ガラス

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑱798285

夢切子　千代口　ルリ

2,500円（税抜）

サイズ：約φ6×H4.8㎝

内約φ5㎝（内高3.8㎝）

容量：満約80㎖

重さ：約78g/材質：ガラス

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑲798278

夢切子　千代口　黒　市松

2,500円（税抜）

サイズ：約φ6×H4.8㎝

内約φ5㎝（内高3.8㎝）

容量：満約80㎖

重さ：約82g/材質：ガラス

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑲798278

夢切子　千代口　黒　市松

2,500円（税抜）

サイズ：約φ6×H4.8㎝

内約φ5㎝（内高3.8㎝）

容量：満約80㎖

重さ：約82g/材質：ガラス

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑫798230

ほたる篭（グリーン・大）

20,000円（税抜）

サイズ：

約20×16×H15.5㎝

重さ：約300g/材質：木製品

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：箱入

⑫798230

ほたる篭（グリーン・大）

20,000円（税抜）

サイズ：

約20×16×H15.5㎝

重さ：約300g/材質：木製品

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：箱入

⑬798346

円形アクリルプレート

11,500円（税抜）

サイズ：

約φ40×t0.5㎝

重さ：約740g/材質：アクリル

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑬798346

円形アクリルプレート

11,500円（税抜）

サイズ：

約φ40×t0.5㎝

重さ：約740g/材質：アクリル

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑭798155

青塗竹筒珍味入　大

2,700円（税抜）

サイズ：

約φ6.5〜7×H15（12）㎝

内約φ5.5㎝、盛付部 約30㎖

重さ：約168g/材質：竹

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑭798155

青塗竹筒珍味入　大

2,700円（税抜）

サイズ：

約φ6.5〜7×H15（12）㎝

内約φ5.5㎝、盛付部 約30㎖

重さ：約168g/材質：竹

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑮798162

青塗竹筒珍味入　中

2,400円（税抜）

サイズ：

約φ6.5〜7×H12（9）㎝

内約φ5.5㎝、盛付部 約30㎖

重さ：約105g/材質：竹

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑮798162

青塗竹筒珍味入　中

2,400円（税抜）

サイズ：

約φ6.5〜7×H12（9）㎝

内約φ5.5㎝、盛付部 約30㎖

重さ：約105g/材質：竹

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入
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⑬⑬

⑰798094　イミテーションアイス　大

7,200円（税抜）

一粒 約3.5×2.5㎝/約90個/重さ：約1ｋｇ入

材質：樹脂製/生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑰798094　イミテーションアイス　大

7,200円（税抜）

一粒 約3.5×2.5㎝/約90個/重さ：約1ｋｇ入

材質：樹脂製/生産国：日本/パッケージ：PP袋入

約φ23㎝約φ23㎝

約H6.8㎝約H6.8㎝

約φ21㎝約φ21㎝

⑤⑤

約H17.5㎝約H17.5㎝

約23.5㎝約23.5㎝

約φ4.7㎝約φ4.7㎝

約φ13㎝約φ13㎝

約H18.2㎝約H18.2㎝

約H5㎝約H5㎝

約H3.5㎝約H3.5㎝

⑥⑥

⑦⑦

約40㎝約40㎝

約56.5㎝約56.5㎝

約H3㎝約H3㎝

約H3.5㎝約H3.5㎝

⑪798254

盛桶　尺1　9,100円（税抜）

サイズ：約φ33㎝×H7.9㎝

（内寸約φ31×H5.5㎝）

重さ：約685g/材質：木製品

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑪798254

盛桶　尺1　9,100円（税抜）

サイズ：約φ33㎝×H7.9㎝

（内寸約φ31×H5.5㎝）

重さ：約685g/材質：木製品

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入⑩798261　新・杉　磨き丸太ディスプレイ台　大径　S　7,850円（税抜）

サイズ：約φ25〜27×H5㎝

重さ：約1.5kg/材質：杉/生産国：日本/塗装：ウレタン

※背割り加工付　※天然木の為、色目・サイズにバラツキがあります。

※時間の経過によりひび割れを生じることがあります。

⑩798261　新・杉　磨き丸太ディスプレイ台　大径　S　7,850円（税抜）

サイズ：約φ25〜27×H5㎝

重さ：約1.5kg/材質：杉/生産国：日本/塗装：ウレタン

※背割り加工付　※天然木の為、色目・サイズにバラツキがあります。

※時間の経過によりひび割れを生じることがあります。

⑩⑩

約φ25〜27㎝約φ25〜27㎝

約H5㎝約H5㎝

⑪⑪

約φ33㎝約φ33㎝

約H7.9㎝約H7.9㎝

⑧798216　ひのき細密盛器　青海波　14,000円（税抜）

サイズ：約21×21×H4.7㎝（内寸約20×20×H4㎝）

重さ：約169g/材質：ひのき/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑧798216　ひのき細密盛器　青海波　14,000円（税抜）

サイズ：約21×21×H4.7㎝（内寸約20×20×H4㎝）

重さ：約169g/材質：ひのき/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑨⑨

約23㎝約23㎝
約32.5㎝約32.5㎝

約H2㎝約H2㎝

⑨798223　木曽杉・うちわ皿（八寸皿）　8,500円（税抜）

サイズ：約23×32.5×H2㎝　※足付

重さ：約80g/材質：杉/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑨798223　木曽杉・うちわ皿（八寸皿）　8,500円（税抜）

サイズ：約23×32.5×H2㎝　※足付

重さ：約80g/材質：杉/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

ステンレス槌目　木の葉型盛器

⑥798193　大　3,800円（税抜）

サイズ：約56.5×14.5×H3.5㎝

重さ：約420g/材質：ステンレス

⑦798209　小　2,800円（税抜）

サイズ：約40×11×H3㎝

重さ：約230g/材質：ステンレス

ステンレス槌目　木の葉型盛器

⑥798193　大　3,800円（税抜）

サイズ：約56.5×14.5×H3.5㎝

重さ：約420g/材質：ステンレス

⑦798209　小　2,800円（税抜）

サイズ：約40×11×H3㎝

重さ：約230g/材質：ステンレス

生産国：インド

パッケージ：PP袋入

※イメージ
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初秋の宴

⑩798391

和美・ミニ九ツ切弁当　身（仕切付）

6,500円（税抜）

サイズ：約30.4×30.4×H4.8㎝

（内寸約29.4×29.4×H4㎝）

（1桝内寸約9.5×9.5㎝/仕切約3.5㎝）

重さ：約800g/材質：木製品/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

※身・仕切セット　※蓋は付いておりません。

⑩798391

和美・ミニ九ツ切弁当　身（仕切付）

6,500円（税抜）

サイズ：約30.4×30.4×H4.8㎝

（内寸約29.4×29.4×H4㎝）

（1桝内寸約9.5×9.5㎝/仕切約3.5㎝）

重さ：約800g/材質：木製品/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

※身・仕切セット　※蓋は付いておりません。

⑪798353　金銀丸敷板　8寸用

3,500円（税抜）

サイズ：約φ22×t0.5㎝

重さ：約180g/材質：木製品

生産国：ベトナム/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑪798353　金銀丸敷板　8寸用

3,500円（税抜）

サイズ：約φ22×t0.5㎝

重さ：約180g/材質：木製品

生産国：ベトナム/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑫798360　金銀丸敷板　9寸用

3,800円（税抜）

サイズ：約φ24×t0.5㎝

重さ：約200g/材質：木製品

生産国：ベトナム/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑫798360　金銀丸敷板　9寸用

3,800円（税抜）

サイズ：約φ24×t0.5㎝

重さ：約200g/材質：木製品

生産国：ベトナム/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑬798377　染竹ハンドル

720円（税抜）

サイズ：約24×H22.5㎝

重さ：約23g/材質：竹/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑬798377　染竹ハンドル

720円（税抜）

サイズ：約24×H22.5㎝

重さ：約23g/材質：竹/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑱798407

ひのき細密・正角料理箱　麻の葉

5,800円（税抜）

サイズ：約13.5×13.5×H5.5㎝

（内寸約12.5×12.5×H4.4㎝）

重さ：約130g/材質：ひのき

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑱798407

ひのき細密・正角料理箱　麻の葉

5,800円（税抜）

サイズ：約13.5×13.5×H5.5㎝

（内寸約12.5×12.5×H4.4㎝）

重さ：約130g/材質：ひのき

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑲798438　新鬼灯（ほおずき）珍味入

2,700円（税抜）

サイズ：約4.3×5.6×H4.8㎝（内高1.8㎝）

重さ：約50g/材質：陶磁器

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

※内側：白

⑲798438　新鬼灯（ほおずき）珍味入

2,700円（税抜）

サイズ：約4.3×5.6×H4.8㎝（内高1.8㎝）

重さ：約50g/材質：陶磁器

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

※内側：白

⑳798452　蓋付丸珍味入・祝

280円（税抜）

サイズ：約φ5.7×H3.5㎝（内高2.7㎝）

重さ：約80g/材質：陶磁器

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

⑳798452　蓋付丸珍味入・祝

280円（税抜）

サイズ：約φ5.7×H3.5㎝（内高2.7㎝）

重さ：約80g/材質：陶磁器

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

㉑798537

ステンレス槌目　吹上長角皿　大　

2,500円（税抜）

サイズ：約24×15×H4.3㎝

重さ：約273g/材質：ステンレス

生産国：インド/パッケージ：PP袋入

㉑798537

ステンレス槌目　吹上長角皿　大　

2,500円（税抜）

サイズ：約24×15×H4.3㎝

重さ：約273g/材質：ステンレス

生産国：インド/パッケージ：PP袋入

㉒798544

ステンレス槌目　吹上長角皿　小

1,450円（税抜）

サイズ：約18×9×H2.5㎝

重さ：約160g/材質：ステンレス

生産国：インド/パッケージ：PP袋入

㉒798544

ステンレス槌目　吹上長角皿　小

1,450円（税抜）

サイズ：約18×9×H2.5㎝

重さ：約160g/材質：ステンレス

生産国：インド/パッケージ：PP袋入

⑭798551　ほたる片口　波　

1,500円（税抜）

サイズ：約15×8.2×H6.2㎝（内高6㎝）

容量：満約200㎖/重さ：約120g

材質：陶磁器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑭798551　ほたる片口　波　

1,500円（税抜）

サイズ：約15×8.2×H6.2㎝（内高6㎝）

容量：満約200㎖/重さ：約120g

材質：陶磁器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑮798384　溜塗角皿

2,700円（税抜）

サイズ：約19×19×H1.8㎝

重さ：約40g/材質：竹

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑮798384　溜塗角皿

2,700円（税抜）

サイズ：約19×19×H1.8㎝

重さ：約40g/材質：竹

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑰798490　硝子・高台杯

2,450円（税抜）

サイズ：約φ7.5×H5㎝

容量：満約50㎖

重さ：約90g/材質：ガラス

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑰798490　硝子・高台杯

2,450円（税抜）

サイズ：約φ7.5×H5㎝

容量：満約50㎖

重さ：約90g/材質：ガラス

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑯798506

硝子・角ちろり（シルバー）

19,500円（税抜）

サイズ：約16×9×H18（13）㎝

容量：満約450㎖

重さ：約370g

材質：ガラス、真鍮メッキ

生産国：台湾/パッケージ：箱入

※直火使用不可

⑯798506

硝子・角ちろり（シルバー）

19,500円（税抜）

サイズ：約16×9×H18（13）㎝

容量：満約450㎖

重さ：約370g

材質：ガラス、真鍮メッキ

生産国：台湾/パッケージ：箱入

※直火使用不可

⑤798513　錫　片口ちろり

33,000円（税抜）

サイズ：約12.3×7.5×H10.3㎝

容量：満約240㎖

重さ：約200g/材質：本錫

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑤798513　錫　片口ちろり

33,000円（税抜）

サイズ：約12.3×7.5×H10.3㎝

容量：満約240㎖

重さ：約200g/材質：本錫

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑥798520　錫　ぐい呑み

11,000円（税抜）

サイズ：約φ5.7×H4㎝

容量：満約60㎖

重さ：約58g/材質：本錫

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑥798520　錫　ぐい呑み

11,000円（税抜）

サイズ：約φ5.7×H4㎝

容量：満約60㎖

重さ：約58g/材質：本錫

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

①792207

was 森のうつわ　栃　中

16,000円（税抜）

サイズ：約40×30×総高H14㎝

重さ：約530g

材質：（本体）栃・（取っ手）ひのき

塗装：ウレタン/生産国：日本

パッケージ：不織布入

※天然素材を使用しているため、

　　持ち手の形状は毎回異なります。

①792207

was 森のうつわ　栃　中

16,000円（税抜）

サイズ：約40×30×総高H14㎝

重さ：約530g

材質：（本体）栃・（取っ手）ひのき

塗装：ウレタン/生産国：日本

パッケージ：不織布入

※天然素材を使用しているため、

　　持ち手の形状は毎回異なります。

⑨798469　硝子ミニ小鉢　丸（琥珀）　

250円（税抜）

サイズ：約8.7×8.2×H3.7㎝（内高2.8㎝）

重さ：約137g/材質：ガラス

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

⑨798469　硝子ミニ小鉢　丸（琥珀）　

250円（税抜）

サイズ：約8.7×8.2×H3.7㎝（内高2.8㎝）

重さ：約137g/材質：ガラス

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

②798445　友禅千筋手まり珍味入

1,900円（税抜）

サイズ：約φ6.2×H6㎝（内高3㎝）

重さ：約120g/材質：陶磁器

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

②798445　友禅千筋手まり珍味入

1,900円（税抜）

サイズ：約φ6.2×H6㎝（内高3㎝）

重さ：約120g/材質：陶磁器

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

硝子マルチカップ

⑦798476　浅紫　250円（税抜）

⑧798483　若草　250円（税抜）

サイズ：約φ7.7×H3.2㎝（内高2.5㎝）

容量：満約70㎖

重さ：約100g/材質：ガラス

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

硝子マルチカップ

⑦798476　浅紫　250円（税抜）

⑧798483　若草　250円（税抜）

サイズ：約φ7.7×H3.2㎝（内高2.5㎝）

容量：満約70㎖

重さ：約100g/材質：ガラス

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

大地の実りをいただく

紋印小鉢

③798414　黄　450円（税抜）

④798421　朱　450円（税抜）

サイズ：約φ7.8×H3㎝（内高2.4㎝）

容量：満約25㎖/重さ：約67g

材質：陶磁器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

紋印小鉢

③798414　黄　450円（税抜）

④798421　朱　450円（税抜）

サイズ：約φ7.8×H3㎝（内高2.4㎝）

容量：満約25㎖/重さ：約67g

材質：陶磁器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑮⑮

⑯⑯

①①

①①

②②

⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨ ⑩⑩

⑪⑪

⑪⑪

⑫⑫

⑭⑭

⑬⑬

⑬⑬ ⑭⑭

③③

④④

⑤⑤

⑥⑥

⑰⑰

⑱⑱

⑲⑲

⑳⑳

㉑㉑

②②

⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨

④④

③③

⑩⑩

㉒㉒

約30㎝約30㎝

約40㎝約40㎝

約φ6.2㎝約φ6.2㎝

約φ7.7㎝約φ7.7㎝

約φ8.7㎝約φ8.7㎝

約φ22㎝約φ22㎝
約24㎝約24㎝

約H22.5㎝約H22.5㎝

約t0.5㎝約t0.5㎝

約H3.7㎝約H3.7㎝ 約H4.8㎝約H4.8㎝

約30.4㎝約30.4㎝

約H3.2㎝約H3.2㎝

約φ7.8㎝約φ7.8㎝

総高約H14㎝総高約H14㎝

約H6㎝約H6㎝

約H3㎝約H3㎝

約12.3㎝約12.3㎝

約φ5.7㎝約φ5.7㎝

約H10.3㎝約H10.3㎝

約H4㎝約H4㎝

約15㎝約15㎝

約H6.2㎝約H6.2㎝

⑤⑤

⑥⑥

※金銀丸敷板は金銀リバーシブル。
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②798612

ステンレス槌目　深型丸皿　小

3,000円（税抜）

サイズ：約φ24.5×H3.7㎝

重さ：約413g/材質：ステンレス

生産国：インド

パッケージ：PP袋入

②798612

ステンレス槌目　深型丸皿　小

3,000円（税抜）

サイズ：約φ24.5×H3.7㎝

重さ：約413g/材質：ステンレス

生産国：インド

パッケージ：PP袋入

⑱798650　木肌ビーンズ盛皿　中

4,800円（税抜）

サイズ：約26.5×19×H2.5㎝

重さ：約210g/材質：木製品

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑱798650　木肌ビーンズ盛皿　中

4,800円（税抜）

サイズ：約26.5×19×H2.5㎝

重さ：約210g/材質：木製品

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

㉗798780　食器洗浄機対応箸　樺の木・赤

1,100円（税抜）

サイズ：約L23㎝/重さ：約23g/材質：樺

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

㉗798780　食器洗浄機対応箸　樺の木・赤

1,100円（税抜）

サイズ：約L23㎝/重さ：約23g/材質：樺

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑩798759　南天松葉串8cm（50本入）茶

1,100円（税抜）

サイズ：約L8㎝/材質：竹

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

⑩798759　南天松葉串8cm（50本入）茶

1,100円（税抜）

サイズ：約L8㎝/材質：竹

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

⑮819287

Soma ディッシュ（M）

2,300円（税抜）

サイズ：約φ23〜27×H2㎝

（内高約0.7㎝）

重さ：約230g/材質：カヤウッド

塗装：ウレタン/生産国：ベトナム

⑮819287

Soma ディッシュ（M）

2,300円（税抜）

サイズ：約φ23〜27×H2㎝

（内高約0.7㎝）

重さ：約230g/材質：カヤウッド

塗装：ウレタン/生産国：ベトナム

⑨798742　梅花串（9cm） 10本入

420円（税抜）

サイズ：約L9㎝/重さ：約5g/材質：木製品

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑨798742　梅花串（9cm） 10本入

420円（税抜）

サイズ：約L9㎝/重さ：約5g/材質：木製品

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

①798728　白うさぎ珍味入

580円（税抜）

サイズ：約6.8×5.2×H4.3㎝

（内高2㎝）

重さ：約105g/材質：陶磁器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

①798728　白うさぎ珍味入

580円（税抜）

サイズ：約6.8×5.2×H4.3㎝

（内高2㎝）

重さ：約105g/材質：陶磁器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑬798735

ひのき　くねくねグラス

4,800円（税抜）

サイズ：約φ6.9×H10㎝

容量：満約25㎖

重さ：約24g/材質：ひのき

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：箱入

⑬798735

ひのき　くねくねグラス

4,800円（税抜）

サイズ：約φ6.9×H10㎝

容量：満約25㎖

重さ：約24g/材質：ひのき

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：箱入

㉓798575　晒竹オードブル篭　尺0　3,300円（税抜）

サイズ：約φ30×H7㎝（内高5㎝）

重さ：約250g/材質：竹

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

㉓798575　晒竹オードブル篭　尺0　3,300円（税抜）

サイズ：約φ30×H7㎝（内高5㎝）

重さ：約250g/材質：竹

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

⑦798766

四季耐油天紙（大）　紅葉（10枚入）

250円（税抜）

サイズ：約19.7×21.8㎝

重さ：約30g/材質：紙

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑦798766

四季耐油天紙（大）　紅葉（10枚入）

250円（税抜）

サイズ：約19.7×21.8㎝

重さ：約30g/材質：紙

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑧798773

四季耐油天紙（小）　柿（10枚入）

150円（税抜）

サイズ：約15×15㎝（5寸）

重さ：約15g/材質：紙

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑧798773

四季耐油天紙（小）　柿（10枚入）

150円（税抜）

サイズ：約15×15㎝（5寸）

重さ：約15g/材質：紙

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

③798667　コンビネーションプレート　艶黒　基本セット

43,000円（税抜）

※梱包（セット箱）：約72×32×H11㎝/重さ：約10.5kg

※セット内容：ベース板（大）1枚・ベース板（小）2枚・脚（高）6枚・脚（低）6枚付

　材質：木製品/生産国：日本/塗装：ウレタン/パッケージ：箱入

【単品】

323807　ベース板（大）　1枚　12,000円（税抜）　サイズ：約60×30×H3㎝/重さ：約2.52kg

323814　ベース板（小）　1枚　6,200円（税抜）　サイズ：約30×30×H3㎝/重さ：約1.22kg

323821　脚（高）　1本　1,900円（税抜）　サイズ：約10.5×30×H3㎝/重さ：約466g

323838　脚（低）　1本　1,200円（税抜）　サイズ：約4.5×30×H3㎝/重さ：約173g

③798667　コンビネーションプレート　艶黒　基本セット

43,000円（税抜）

※梱包（セット箱）：約72×32×H11㎝/重さ：約10.5kg

※セット内容：ベース板（大）1枚・ベース板（小）2枚・脚（高）6枚・脚（低）6枚付

　材質：木製品/生産国：日本/塗装：ウレタン/パッケージ：箱入

【単品】

323807　ベース板（大）　1枚　12,000円（税抜）　サイズ：約60×30×H3㎝/重さ：約2.52kg

323814　ベース板（小）　1枚　6,200円（税抜）　サイズ：約30×30×H3㎝/重さ：約1.22kg

323821　脚（高）　1本　1,900円（税抜）　サイズ：約10.5×30×H3㎝/重さ：約466g

323838　脚（低）　1本　1,200円（税抜）　サイズ：約4.5×30×H3㎝/重さ：約173g

⑭798629

細目格子　小箱

7,900円（税抜）

サイズ：約11.4×11.4×H4.4㎝

（内寸約10×10×H3.8㎝）

重さ：約53g/材質：木製

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑭798629

細目格子　小箱

7,900円（税抜）

サイズ：約11.4×11.4×H4.4㎝

（内寸約10×10×H3.8㎝）

重さ：約53g/材質：木製

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

㉔894802

was ウッドスタイル　皿　大

15,200円（税抜）

サイズ：約38.5×31×H3㎝（内高2㎝）

重さ：約1.5kg/材質：栃

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：不織布入

※素材の風合いを生かした

　製品の為、外観・寸法が

　不ぞろいになります。

　のた（皮の部分）の

　ありなし等ひとつひとつ

　　　　形状が異なります。

㉔894802

was ウッドスタイル　皿　大

15,200円（税抜）

サイズ：約38.5×31×H3㎝（内高2㎝）

重さ：約1.5kg/材質：栃

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：不織布入

※素材の風合いを生かした

　製品の為、外観・寸法が

　不ぞろいになります。

　のた（皮の部分）の

　ありなし等ひとつひとつ

　　　　形状が異なります。

⑫798599

茜竹オードブル篭　尺2

4,550円（税抜）

サイズ：約φ36×H8㎝

（内高5㎝）

重さ：約285g/材質：竹

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑫798599

茜竹オードブル篭　尺2

4,550円（税抜）

サイズ：約φ36×H8㎝

（内高5㎝）

重さ：約285g/材質：竹

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑪798605

オードブル皿（黒染）　大

4,650円（税抜）

サイズ：約φ20×H5.5㎝

重さ：約75g/材質：竹

生産国：中国/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑪798605

オードブル皿（黒染）　大

4,650円（税抜）

サイズ：約φ20×H5.5㎝

重さ：約75g/材質：竹

生産国：中国/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

㉖798711　新柿型珍味入　580円（税抜）

サイズ：約φ6.3×H4.5㎝/重さ：約80g

材質：陶磁器/生産国：中国/パッケージ：PP袋入

※内側：蓋/橙、身/白

㉖798711　新柿型珍味入　580円（税抜）

サイズ：約φ6.3×H4.5㎝/重さ：約80g

材質：陶磁器/生産国：中国/パッケージ：PP袋入

※内側：蓋/橙、身/白

㉕798582　尺一卓盛篭用塗板　2,700円（税抜）

サイズ：約対辺26.5×対角31×t0.5㎝

重さ：約110g/材質：木製品/生産国：日本

パッケージ：PP袋入/※赤黒リバーシブル

㉕798582　尺一卓盛篭用塗板　2,700円（税抜）

サイズ：約対辺26.5×対角31×t0.5㎝

重さ：約110g/材質：木製品/生産国：日本

パッケージ：PP袋入/※赤黒リバーシブル

もみじ型珍味入

⑯798698　織部　380円（税抜）

⑰798704　赤　380円（税抜）

サイズ：約7×6×H3.5㎝

重さ：約40g/材質：陶磁器

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

もみじ型珍味入

⑯798698　織部　380円（税抜）

⑰798704　赤　380円（税抜）

サイズ：約7×6×H3.5㎝

重さ：約40g/材質：陶磁器

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

木製・きのこ型箸置

⑲798797　ライトブラウン　580円（税抜）

⑳798803　ダークブラウン　580円（税抜）

サイズ：約4×4.5×H1.2㎝/重さ：約2g

材質：木製品/生産国：ミャンマー

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

木製・きのこ型箸置

⑲798797　ライトブラウン　580円（税抜）

⑳798803　ダークブラウン　580円（税抜）

サイズ：約4×4.5×H1.2㎝/重さ：約2g

材質：木製品/生産国：ミャンマー

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

木製・栗型箸置

㉑798810　ライトブラウン　580円（税抜）

㉒798827　ダークブラウン　580円（税抜）

サイズ：約4.5×3.8×H1.6㎝/重さ：約2g

材質：木製品/生産国：ミャンマー

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

木製・栗型箸置

㉑798810　ライトブラウン　580円（税抜）

㉒798827　ダークブラウン　580円（税抜）

サイズ：約4.5×3.8×H1.6㎝/重さ：約2g

材質：木製品/生産国：ミャンマー

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

晩秋の宴
和洋折衷お月見ハロウィン

●耐油・無蛍光奉書和紙を使用しております。

●長時間経過しても、油がにじみにくく、天ぷらがベトつきません。

●揚げたての美味しさを保ちます。

●余分な油が器にこびりつかず、後片付けが簡単です。

⑥798636　8寸ひのき高台京彩敷

7,000円（税抜）

サイズ：約24×24×H8㎝（内寸約22.5×22.5×H4.5㎝）

重さ：約450g/材質：ひのき/生産国：日本/塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑥798636　8寸ひのき高台京彩敷

7,000円（税抜）

サイズ：約24×24×H8㎝（内寸約22.5×22.5×H4.5㎝）

重さ：約450g/材質：ひのき/生産国：日本/塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

㉓㉓

㉕㉕

㉔㉔

①①

①①

②②

③③

⑥⑥

⑦⑦ ⑧⑧

⑨⑨
⑩⑩

②②

③③

④④

⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦

⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨

⑩⑩

⑪⑪

⑫⑫
⑬⑬

⑭⑭

⑮⑮

⑯⑯

⑰⑰

⑱⑱

⑲⑲

⑳⑳

㉑㉑

㉒㉒

㉕㉕

㉖㉖

㉗㉗

約6.8㎝約6.8㎝

約φ24.5㎝約φ24.5㎝

約60㎝約60㎝

約30㎝約30㎝

約H3.7㎝約H3.7㎝

ベース板（大）ベース板（大）

ベース板（小）ベース板（小）

脚（高）脚（高）
脚（低）脚（低）

約5.2㎝約5.2㎝

約H4.3㎝約H4.3㎝

約30㎝約30㎝

約30㎝約30㎝

約24㎝約24㎝

約H8㎝約H8㎝

約19.7㎝約19.7㎝

約21.8㎝約21.8㎝

約15㎝約15㎝

約15㎝約15㎝

約L9㎝約L9㎝ 約L8㎝約L8㎝

④798674

木製アームトング　L　ナチュラル

1,700円（税抜）

サイズ：約3.7×L30㎝/重さ：約72g

材質：木製品/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

④798674

木製アームトング　L　ナチュラル

1,700円（税抜）

サイズ：約3.7×L30㎝/重さ：約72g

材質：木製品/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑤798681

SC 木製カトラリーサーバー　ナチュラル

2,200円（税抜）

サイズ：約26.4×8.1×H4.6㎝

（内寸約：25×6.7×H3.7㎝）

重さ：約215g/材質：木製品/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑤798681

SC 木製カトラリーサーバー　ナチュラル

2,200円（税抜）

サイズ：約26.4×8.1×H4.6㎝

（内寸約：25×6.7×H3.7㎝）

重さ：約215g/材質：木製品/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

④④

⑤⑤

約26.4㎝約26.4㎝

約H4.6㎝約H4.6㎝

約8.1㎝約8.1㎝
約L30㎝約L30㎝
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①798865　富貴鍋　大（ステンレス製）

2,500円（税抜）

サイズ：約φ19×H4.6㎝（内高4.2㎝）

容量：満約800㎖/重さ：約280g/材質：ステンレス

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

①798865　富貴鍋　大（ステンレス製）

2,500円（税抜）

サイズ：約φ19×H4.6㎝（内高4.2㎝）

容量：満約800㎖/重さ：約280g/材質：ステンレス

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑩798957　竹端材皿（黒塗ツヤ消し）小

7,200円（税抜）

サイズ：約30×12〜14×H5〜6㎝（内高4.8㎝）

重さ：約406g/材質：竹

生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑩798957　竹端材皿（黒塗ツヤ消し）小

7,200円（税抜）

サイズ：約30×12〜14×H5〜6㎝（内高4.8㎝）

重さ：約406g/材質：竹

生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑰799008　長方アクリルクリアプレート

4,3００円（税抜）

サイズ：約34×18×t0.5㎝

重さ：約350g/材質：アクリル

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑰799008　長方アクリルクリアプレート

4,3００円（税抜）

サイズ：約34×18×t0.5㎝

重さ：約350g/材質：アクリル

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

③797943

ステンレス槌目　二層　ポット

2,800円（税抜）

サイズ：約φ8.6×H7.5㎝（内高H5㎝）

重さ：約200g/材質：ステンレス

生産国：インド/パッケージ：PP袋入

③797943

ステンレス槌目　二層　ポット

2,800円（税抜）

サイズ：約φ8.6×H7.5㎝（内高H5㎝）

重さ：約200g/材質：ステンレス

生産国：インド/パッケージ：PP袋入

④798964    

ステンレス槌目　二層　珍味入

1,900円（税抜）

サイズ：約φ6.5×H4㎝（内高H3㎝）

重さ：約100g/材質：ステンレス

生産国：インド/パッケージ：PP袋入

④798964    

ステンレス槌目　二層　珍味入

1,900円（税抜）

サイズ：約φ6.5×H4㎝（内高H3㎝）

重さ：約100g/材質：ステンレス

生産国：インド/パッケージ：PP袋入

⑤798148

ステンレス槌目　二層　平珍味入

1,900円（税抜）

サイズ：約φ7×H3㎝（内高H1㎝）

重さ：約80g/材質：ステンレス

生産国：インド/パッケージ：PP袋入

⑤798148

ステンレス槌目　二層　平珍味入

1,900円（税抜）

サイズ：約φ7×H3㎝（内高H1㎝）

重さ：約80g/材質：ステンレス

生産国：インド/パッケージ：PP袋入

⑱798902

クリスタル珍味入　特大

2,100円（税抜）

サイズ：約φ7.6×H4.8㎝

重さ：約170g/材質：ガラス

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

※食洗機使用不可

⑱798902

クリスタル珍味入　特大

2,100円（税抜）

サイズ：約φ7.6×H4.8㎝

重さ：約170g/材質：ガラス

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

※食洗機使用不可

⑲798919

クリスタル珍味入　大

950円（税抜）

サイズ：約φ5.9×H3.1㎝

重さ：約80g/材質：ガラス

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

※食洗機使用不可

⑲798919

クリスタル珍味入　大

950円（税抜）

サイズ：約φ5.9×H3.1㎝

重さ：約80g/材質：ガラス

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

※食洗機使用不可

⑥798940

HP ミニツリー けやき（無塗装）

13,000円（税抜）

サイズ：約33×33×H60㎝

重さ：約600g/材質：木製品

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑥798940

HP ミニツリー けやき（無塗装）

13,000円（税抜）

サイズ：約33×33×H60㎝

重さ：約600g/材質：木製品

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑯798926

白木・八角クーラー

11,100円（税抜）

サイズ：

約18×18×H18㎝（内高16.5㎝）

容量：約2,400㎖（8分目）

重さ：約806g/材質：木製品

生産国：日本/塗装：ウレタン

⑯798926

白木・八角クーラー

11,100円（税抜）

サイズ：

約18×18×H18㎝（内高16.5㎝）

容量：約2,400㎖（8分目）

重さ：約806g/材質：木製品

生産国：日本/塗装：ウレタン

⑳860876

was ウッドスタイル　丸皿　大

22,000円（税抜）

サイズ：約φ34×H4㎝（内高2.8㎝）

重さ：約1kg/材質：栃

生産国：日本/パッケージ：不織布入

⑳860876

was ウッドスタイル　丸皿　大

22,000円（税抜）

サイズ：約φ34×H4㎝（内高2.8㎝）

重さ：約1kg/材質：栃

生産国：日本/パッケージ：不織布入

②798889　タモ・三ツ穴プレート　ブラウン

1,950円（税抜）

サイズ：約27×8×H1.8㎝（穴約φ5.5×H0.5㎝）

重さ：約250g/材質：タモ

生産国：中国/塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

②798889　タモ・三ツ穴プレート　ブラウン

1,950円（税抜）

サイズ：約27×8×H1.8㎝（穴約φ5.5×H0.5㎝）

重さ：約250g/材質：タモ

生産国：中国/塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑦798261　新・杉　磨き丸太ディスプレイ台　大径　S

7,850円（税抜）

サイズ：約φ25〜27×H5㎝

重さ：約1.5kg/材質：杉/塗装：ウレタン/生産国：日本

※背割り加工付

※天然木の為、色目・サイズにバラツキがあります。

※時間の経過によりひび割れを生じることがあります。

⑦798261　新・杉　磨き丸太ディスプレイ台　大径　S

7,850円（税抜）

サイズ：約φ25〜27×H5㎝

重さ：約1.5kg/材質：杉/塗装：ウレタン/生産国：日本

※背割り加工付

※天然木の為、色目・サイズにバラツキがあります。

※時間の経過によりひび割れを生じることがあります。

ビーズ串　7cm（50本入）

⑪798933　赤　980円（税抜）

⑫798872　青　980円（税抜）

⑬797936　桃　980円（税抜）

⑭798339　クリア　980円（税抜）

⑮798124　緑　980円（税抜）

サイズ：約L7㎝

重さ：約11g/材質：竹

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

ビーズ串　7cm（50本入）

⑪798933　赤　980円（税抜）

⑫798872　青　980円（税抜）

⑬797936　桃　980円（税抜）

⑭798339　クリア　980円（税抜）

⑮798124　緑　980円（税抜）

サイズ：約L7㎝

重さ：約11g/材質：竹

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

クリスマス美肴に心弾む
びこう

板チョコトレー　85０円（税抜）

⑧798995　ホワイト

⑨798988　ブラウン

サイズ：約15×7×t0.8㎝

重さ：約70g/材質：木製品/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

板チョコトレー　85０円（税抜）

⑧798995　ホワイト

⑨798988　ブラウン

サイズ：約15×7×t0.8㎝

重さ：約70g/材質：木製品/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑯⑯

①①

②②

③③

⑦⑦

⑩⑩

⑪⑪
⑫⑫

⑬⑬
⑭⑭

⑮⑮

⑧⑧
⑨⑨

④④ ⑤⑤

⑥⑥

①①

②②

③③

④④

⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨

⑩⑩

⑪⑪

⑭⑭

⑰⑰

⑱⑱

⑲⑲

⑳⑳

⑳⑳

約φ19㎝約φ19㎝

約27㎝約27㎝

約H60㎝約H60㎝

約H4.6㎝約H4.6㎝

約H1.8㎝約H1.8㎝

約8㎝約8㎝

約φ8.6㎝約φ8.6㎝

約φ25〜27㎝約φ25〜27㎝

約H7.5㎝約H7.5㎝

約H5㎝約H5㎝

約15㎝約15㎝

約7㎝約7㎝

約t0.8㎝約t0.8㎝

約30㎝約30㎝

約L7㎝約L7㎝

約12〜14㎝約12〜14㎝

約H5〜6㎝約H5〜6㎝

約H4㎝約H4㎝
約H3㎝約H3㎝

約φ6.5㎝約φ6.5㎝
約φ7㎝約φ7㎝



⑫⑫

約37㎝約37㎝

約26㎝約26㎝

約t0.6㎝約t0.6㎝
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硝子　ミニ小付　花舞

⑥799121　若水　300円（税抜）

⑦799138　浅紫　300円（税抜）

⑧799145　若草　300円（税抜）

硝子　ミニ小付　花舞

⑥799121　若水　300円（税抜）

⑦799138　浅紫　300円（税抜）

⑧799145　若草　300円（税抜）

サイズ：約8.5×8.5×H3.4㎝

（内高2.8㎝）/重さ：約75g/材質：ガラス

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

サイズ：約8.5×8.5×H3.4㎝

（内高2.8㎝）/重さ：約75g/材質：ガラス

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

㉝799077

立体盛込“螺旋”（十二段）

33,000円（税抜）

サイズ：約φ39.5×H32.3㎝

ベース：約φ35×H2.2㎝

段板：約12×7.8×H2.5㎝

重さ：約2.5kg/材質：木製品

生産国：日本/塗装：ウレタン

㉝799077

立体盛込“螺旋”（十二段）

33,000円（税抜）

サイズ：約φ39.5×H32.3㎝

ベース：約φ35×H2.2㎝

段板：約12×7.8×H2.5㎝

重さ：約2.5kg/材質：木製品

生産国：日本/塗装：ウレタン

㉗798155

青塗竹筒珍味入　大

2,700円（税抜）

サイズ：約φ6.5〜7×H15（12）㎝

内約φ5.5㎝、盛付部 約30㎖

重さ：約168g/材質：竹

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

㉗798155

青塗竹筒珍味入　大

2,700円（税抜）

サイズ：約φ6.5〜7×H15（12）㎝

内約φ5.5㎝、盛付部 約30㎖

重さ：約168g/材質：竹

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

㉘798162

青塗竹筒珍味入　中

2,400円（税抜）

サイズ：約φ6.5〜7×H12（9）㎝

内約φ5.5㎝、盛付部 約30㎖

重さ：約105g/材質：竹

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

㉘798162

青塗竹筒珍味入　中

2,400円（税抜）

サイズ：約φ6.5〜7×H12（9）㎝

内約φ5.5㎝、盛付部 約30㎖

重さ：約105g/材質：竹

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

②799114

クリスタルキューブ　ラウンドホール

3,800円（税抜）

サイズ：約5.9×5.9×H5.9㎝

（内高2.2㎝）

重さ：約446g/材質：ガラス

生産国：中国/パッケージ：箱入

②799114

クリスタルキューブ　ラウンドホール

3,800円（税抜）

サイズ：約5.9×5.9×H5.9㎝

（内高2.2㎝）

重さ：約446g/材質：ガラス

生産国：中国/パッケージ：箱入

㊱799176

白木冷酒クーラー　7,200円（税抜）

サイズ：約22.5×12×H10㎝（内高8.5㎝）

重さ：約430g/材質：木製品/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：箱入（総重量：約580g）

㊱799176

白木冷酒クーラー　7,200円（税抜）

サイズ：約22.5×12×H10㎝（内高8.5㎝）

重さ：約430g/材質：木製品/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：箱入（総重量：約580g）

㊲799305　梅花串（10本入）　9㎝

420円（税抜）

サイズ：約L9㎝/重さ：約5g/材質：竹

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

㊲799305　梅花串（10本入）　9㎝

420円（税抜）

サイズ：約L9㎝/重さ：約5g/材質：竹

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

㉟799350　金箔ミニ羽子板

2,100円（税抜）

サイズ：約5.7×14.6㎝

重さ：約40g/材質：木製品

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

㉟799350　金箔ミニ羽子板

2,100円（税抜）

サイズ：約5.7×14.6㎝

重さ：約40g/材質：木製品

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

③799398

陶器反型箸置　黒松

190円（税抜）

サイズ：約7×2.2×H1.8㎝

重さ：約25g/材質：陶磁器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入り

③799398

陶器反型箸置　黒松

190円（税抜）

サイズ：約7×2.2×H1.8㎝

重さ：約25g/材質：陶磁器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入り

㊳799329　南天松葉串　8㎝（50本入）　茶

1,100円（税抜）

サイズ：約L8㎝/材質：竹

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

㊳799329　南天松葉串　8㎝（50本入）　茶

1,100円（税抜）

サイズ：約L8㎝/材質：竹

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

⑤799336

麗　白　5膳入　　1,500円（税抜）

箸サイズ：約L24㎝/重さ：約65g

材質：（箸）木製品、（箸袋）紙

生産国：（箸）中国、（箸袋）日本

パッケージ：PP袋入

※祝い箸（柳・両細）が付いています。

⑤799336

麗　白　5膳入　　1,500円（税抜）

箸サイズ：約L24㎝/重さ：約65g

材質：（箸）木製品、（箸袋）紙

生産国：（箸）中国、（箸袋）日本

パッケージ：PP袋入

※祝い箸（柳・両細）が付いています。

⑰799237

ミニ水引羽根飾り

160円（税抜）

サイズ：約4.7×H4.5㎝

重さ：約1g/材質：プラスチック、紙

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑰799237

ミニ水引羽根飾り

160円（税抜）

サイズ：約4.7×H4.5㎝

重さ：約1g/材質：プラスチック、紙

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑳799244

ミニ羽根飾り

120円（税抜）

サイズ：約φ5×H3㎝

重さ：約1g/材質：紙、プラスチック

生産国：韓国

パッケージ：PP袋入

⑳799244

ミニ羽根飾り

120円（税抜）

サイズ：約φ5×H3㎝

重さ：約1g/材質：紙、プラスチック

生産国：韓国

パッケージ：PP袋入

㉑799268

俵飾り

220円（税抜）

サイズ：約3×2.3×H2.8㎝

重さ：約1g/材質：ポリスチレン

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

㉑799268

俵飾り

220円（税抜）

サイズ：約3×2.3×H2.8㎝

重さ：約1g/材質：ポリスチレン

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑱799251

ちりめんお手玉シシ飾り

690円（税抜）

サイズ：約5.2×5.5×H4.3㎝

重さ：約30g/材質：布

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑱799251

ちりめんお手玉シシ飾り

690円（税抜）

サイズ：約5.2×5.5×H4.3㎝

重さ：約30g/材質：布

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑲799275

飾り鼓　小

320円（税抜）

サイズ：約φ4×H4.5㎝

重さ：約5g/材質：紙

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑲799275

飾り鼓　小

320円（税抜）

サイズ：約φ4×H4.5㎝

重さ：約5g/材質：紙

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

㉜799282　飾り水引（大）　鶴

2,300円（税抜）

サイズ：約21×30×H12㎝

重さ：約35g/材質：紙

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

㉜799282　飾り水引（大）　鶴

2,300円（税抜）

サイズ：約21×30×H12㎝

重さ：約35g/材質：紙

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

㉞799299

飾り水引（大）　亀

2,300円（税抜）

サイズ：約14×26×H8㎝

重さ：約35g/材質：紙

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

㉞799299

飾り水引（大）　亀

2,300円（税抜）

サイズ：約14×26×H8㎝

重さ：約35g/材質：紙

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑨799152

硝子ミニ小鉢　三角（青）

250円（税抜）

サイズ：約8.3×8.4×H3.5㎝

（内高2.6㎝）/重さ：約90g

材質：ガラス/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑨799152

硝子ミニ小鉢　三角（青）

250円（税抜）

サイズ：約8.3×8.4×H3.5㎝

（内高2.6㎝）/重さ：約90g

材質：ガラス/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑩799169

硝子マルチカップ　若水

250円（税抜）

サイズ：約φ7.7×H3.2㎝

（内高2.7㎝）/重さ：約100g

材質：ガラス/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑩799169

硝子マルチカップ　若水

250円（税抜）

サイズ：約φ7.7×H3.2㎝

（内高2.7㎝）/重さ：約100g

材質：ガラス/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑪799107　紋印小鉢　水

450円（税抜）

サイズ：約φ7.8×H3㎝

（内高2.4㎝）

容量：満約25㎖/重さ：約67g

材質：陶磁器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑪799107　紋印小鉢　水

450円（税抜）

サイズ：約φ7.8×H3㎝

（内高2.4㎝）

容量：満約25㎖/重さ：約67g

材質：陶磁器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

①799091

角型高台珍味皿　脚赤

500円（税抜）

サイズ：約7×7×H6.1㎝

重さ：約100g/材質：陶磁器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

①799091

角型高台珍味皿　脚赤

500円（税抜）

サイズ：約7×7×H6.1㎝

重さ：約100g/材質：陶磁器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

㉒799046

檜・1升桝（塗装付）

3,600円（税抜）

サイズ：約17×17×H9.3㎝

（内寸約14.7×14.7×8.3㎝）

容量：満約1,800㎖

重さ：約370g/材質：ひのき

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

㉒799046

檜・1升桝（塗装付）

3,600円（税抜）

サイズ：約17×17×H9.3㎝

（内寸約14.7×14.7×8.3㎝）

容量：満約1,800㎖

重さ：約370g/材質：ひのき

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

㉓799053

檜・5合桝（塗装付）

2,800円（税抜）

サイズ：約14.3×14.3×H7.3㎝

（内寸約11.9×11.9×H6.3㎝）

容量：満約900㎖

重さ：約288g/材質：ひのき

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

㉓799053

檜・5合桝（塗装付）

2,800円（税抜）

サイズ：約14.3×14.3×H7.3㎝

（内寸約11.9×11.9×H6.3㎝）

容量：満約900㎖

重さ：約288g/材質：ひのき

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

㉔799060

檜・2.5合桝（塗装付）

2,400円（税抜）

サイズ：約11.2×11.2×H6.2㎝

（内寸約8.8×8.8×H5.2㎝）

容量：満約400㎖

重さ：約144g/材質：ひのき

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

㉔799060

檜・2.5合桝（塗装付）

2,400円（税抜）

サイズ：約11.2×11.2×H6.2㎝

（内寸約8.8×8.8×H5.2㎝）

容量：満約400㎖

重さ：約144g/材質：ひのき

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

㊴799039　木和美・ミニ九ツ切弁当

5,900円（税抜）

サイズ：約31×31×H4.8㎝（内寸約29.5×29.5×H4㎝）

（1桝内寸約9.3×9.3㎝/仕切約H3.5㎝）

※身・仕切セット/※9.2㎝以下の中子をお選びください。

重さ：約670g/材質：木製品/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：箱入

㊴799039　木和美・ミニ九ツ切弁当

5,900円（税抜）

サイズ：約31×31×H4.8㎝（内寸約29.5×29.5×H4㎝）

（1桝内寸約9.3×9.3㎝/仕切約H3.5㎝）

※身・仕切セット/※9.2㎝以下の中子をお選びください。

重さ：約670g/材質：木製品/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：箱入

㉙799183

硝子・角ちろり（シルバー）長角

19,500円（税抜）

サイズ：約11.6×8.5×H22（15）㎝

容量：満約450㎖/重さ：約395g

材質：ガラス/生産国：日本

パッケージ：箱入（総重量：約575g）

※直火使用不可

㉙799183

硝子・角ちろり（シルバー）長角

19,500円（税抜）

サイズ：約11.6×8.5×H22（15）㎝

容量：満約450㎖/重さ：約395g

材質：ガラス/生産国：日本

パッケージ：箱入（総重量：約575g）

※直火使用不可

㉚799190

ほたる広口珍味入　華

400円（税抜）

サイズ：約φ5.9×H4.1㎝

容量：満約50㎖

重さ：約30g/材質：陶磁器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

㉚799190

ほたる広口珍味入　華

400円（税抜）

サイズ：約φ5.9×H4.1㎝

容量：満約50㎖

重さ：約30g/材質：陶磁器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

㉛799206

ほたる徳利　華

1,200円（税抜）

サイズ：約6.2×5.1×H14㎝

容量：満約140㎖

重さ：約140g/材質：陶磁器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

㉛799206

ほたる徳利　華

1,200円（税抜）

サイズ：約6.2×5.1×H14㎝

容量：満約140㎖

重さ：約140g/材質：陶磁器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

㉖799213

檜・1合桝（無塗装）

550円（税抜）

サイズ：約8.3×8.3×H5.6㎝

（内寸約6.1×6.1×H4.6㎝）

容量：満約170㎖

重さ：約97g/材質：ひのき

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

㉖799213

檜・1合桝（無塗装）

550円（税抜）

サイズ：約8.3×8.3×H5.6㎝

（内寸約6.1×6.1×H4.6㎝）

容量：満約170㎖

重さ：約97g/材質：ひのき

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

※焼印でご希望の文字・ロゴマークを入れることが出来ます。（別途見積）※焼印でご希望の文字・ロゴマークを入れることが出来ます。（別途見積）

㉕799220

檜・1合桝（塗装付）

940円（税抜）

サイズ：約8.3×8.3×H5.6㎝

（内寸約6.1×6.1×H4.6㎝）

容量：満約170㎖

重さ：約100g/材質：ひのき

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

㉕799220

檜・1合桝（塗装付）

940円（税抜）

サイズ：約8.3×8.3×H5.6㎝

（内寸約6.1×6.1×H4.6㎝）

容量：満約170㎖

重さ：約100g/材質：ひのき

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑫799367　金色長角敷膳　小

3,800円（税抜）

サイズ：約37×26×t0.6㎝

重さ：約540g

⑫799367　金色長角敷膳　小

3,800円（税抜）

サイズ：約37×26×t0.6㎝

重さ：約540g

⑬799374　金色長角敷膳　中

4,200円（税抜）

サイズ：約40×28×t0.6㎝

重さ：約580g

⑬799374　金色長角敷膳　中

4,200円（税抜）

サイズ：約40×28×t0.6㎝

重さ：約580g

⑭799381　金色長角敷膳　大

4,500円（税抜）

サイズ：約43×31×t0.6㎝

重さ：約700g

⑭799381　金色長角敷膳　大

4,500円（税抜）

サイズ：約43×31×t0.6㎝

重さ：約700g

材質：木製品/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

※裏面は黒（リバーシブル）

正月新年を真心で迎える

④799084

白磁・絵柄入醤油皿　亀

360円（税抜）

サイズ：約φ8.2×H1.8㎝

（内高1㎝）/容量：満約25㎖

重さ：約70g/材質：陶磁器

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

④799084

白磁・絵柄入醤油皿　亀

360円（税抜）

サイズ：約φ8.2×H1.8㎝

（内高1㎝）/容量：満約25㎖

重さ：約70g/材質：陶磁器

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

約7㎝約7㎝

約8.5㎝約8.5㎝

約8.4㎝約8.4㎝

約H3.4㎝約H3.4㎝

約H3.5㎝約H3.5㎝ 約H3.2㎝約H3.2㎝ 約H3㎝約H3㎝

約5.9㎝約5.9㎝

約H6.1㎝約H6.1㎝

約H5.9㎝約H5.9㎝

約H1.8㎝約H1.8㎝

約H1.8㎝約H1.8㎝

約2.2㎝約2.2㎝ 約φ8.2㎝約φ8.2㎝

約7㎝約7㎝
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⑮799312

ちりめん絵馬破魔矢ピック（5本入）

（赤2本、ピンク2本、白1本）

1,100円（税抜）

サイズ：約L12㎝/絵馬：約4.5×3.3㎝

重さ：約1g/材質：布、木製品

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑮799312

ちりめん絵馬破魔矢ピック（5本入）

（赤2本、ピンク2本、白1本）

1,100円（税抜）

サイズ：約L12㎝/絵馬：約4.5×3.3㎝

重さ：約1g/材質：布、木製品

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

約L24㎝約L24㎝

約φ7.7㎝約φ7.7㎝ 約φ7.8㎝約φ7.8㎝

約L12㎝約L12㎝

約H110㎝約H110㎝

⑯799343

木製燭台　ケヤキ色

H110cm

21,000円（税抜）

サイズ：約φ18×H110㎝

重さ：約1.9kg/材質：木製品

生産国：日本/パッケージ：箱入

40Wクリアハウス球×1付

⑯799343

木製燭台　ケヤキ色

H110cm

21,000円（税抜）

サイズ：約φ18×H110㎝

重さ：約1.9kg/材質：木製品

生産国：日本/パッケージ：箱入

40Wクリアハウス球×1付

⑬⑬

約40㎝約40㎝
約t0.6㎝約t0.6㎝

約28㎝約28㎝

⑭⑭

約43㎝約43㎝
約t0.6㎝約t0.6㎝

約31㎝約31㎝


