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vol.1■ヤマコー㈱JANコード：４９８８４８４

■カタログの内容は２０２２年３月２０日まで有効。

■掲載内容は２０２１年１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。

器の華
UTSUWANOHANA

～プロの器で料理に華を～

vol.1

器の華
UTSUWANOHANA

～プロの器で料理に華を～



⑰897896

ちょいと箸休め箸置（麻の葉）

350円（税抜）

サイズ：約3×1.8×H1.3㎝

重さ：約10g/材質：陶器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑰897896

ちょいと箸休め箸置（麻の葉）

350円（税抜）

サイズ：約3×1.8×H1.3㎝

重さ：約10g/材質：陶器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑯794942

和みボウル カフェ

ライトブラウン

1,400円（税抜）

サイズ：約φ11.4×H6.5㎝

（内高5㎝）/重さ：約65g

材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑯794942

和みボウル カフェ

ライトブラウン

1,400円（税抜）

サイズ：約φ11.4×H6.5㎝

（内高5㎝）/重さ：約65g

材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑱897889

ちょいと箸休め箸置（青海波）

350円（税抜）

サイズ：約3×1.8×H1.3㎝

重さ：約10g/材質：陶器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑱897889

ちょいと箸休め箸置（青海波）

350円（税抜）

サイズ：約3×1.8×H1.3㎝

重さ：約10g/材質：陶器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑭794997

桐・荒彫コースター

1,000円（税抜）

サイズ：約9.2×約9.2×H0.9㎝

重さ：約20g/材質：木製

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑭794997

桐・荒彫コースター

1,000円（税抜）

サイズ：約9.2×約9.2×H0.9㎝

重さ：約20g/材質：木製

生産国：日本/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑲795093

食器洗浄機対応箸

樺の木・茶（すべり止）

1,100円（税抜）

サイズ：約L23㎝/重さ：約25g

材質：木製/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑲795093

食器洗浄機対応箸

樺の木・茶（すべり止）

1,100円（税抜）

サイズ：約L23㎝/重さ：約25g

材質：木製/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

②

③

④

⑤

朝五つ時の膳

⑪794959　信楽タタキ丸小鉢

1,200円（税抜）

サイズ：約φ11.2×H4.3㎝（内高3.3㎝）

重さ：約188g/材質：陶器

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑪794959　信楽タタキ丸小鉢

1,200円（税抜）

サイズ：約φ11.2×H4.3㎝（内高3.3㎝）

重さ：約188g/材質：陶器

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑨794966　潮花角小皿

550円（税抜）

サイズ：約8.8×8.8×H2.7㎝（内高2.5㎝）

重さ：約105g/材質：陶器

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑨794966　潮花角小皿

550円（税抜）

サイズ：約8.8×8.8×H2.7㎝（内高2.5㎝）

重さ：約105g/材質：陶器

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑩794973　トラ竹渕篭（角・ミニ）

630円（税抜）

サイズ：約8.8×8.8×H3㎝（内高2.5㎝）

重さ：約10g/材質：竹

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

⑩794973　トラ竹渕篭（角・ミニ）

630円（税抜）

サイズ：約8.8×8.8×H3㎝（内高2.5㎝）

重さ：約10g/材質：竹

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

⑫794980　ほたる小皿 華

490円（税抜）

サイズ：約φ9.3×H1.8㎝（内高1.4㎝）

重さ：約48g/材質：陶器

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

⑫794980　ほたる小皿 華

490円（税抜）

サイズ：約φ9.3×H1.8㎝（内高1.4㎝）

重さ：約48g/材質：陶器

生産国：中国/パッケージ：PP袋入
【ノンスリップ加工】

桧・ノンスリップ長角トレイ

⑥795024　L

6,900円（税抜）

サイズ：約45×35×H2㎝

内底約41×31㎝（内高1.2㎝）

重さ：約810g

⑦795031　M

5,000円（税抜）

サイズ：約35×25×H2㎝

内底約31×21㎝（内高1.2㎝）

重さ：約437g

⑧795048　S

3,300円（税抜）

サイズ：約25×18×H2㎝

内底約21×14㎝（内高1.2㎝）

重さ：約235g

材質：桧

生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：

PP袋入

【ノンスリップ加工】

桧・ノンスリップ長角トレイ

⑥795024　L

6,900円（税抜）

サイズ：約45×35×H2㎝

内底約41×31㎝（内高1.2㎝）

重さ：約810g

⑦795031　M

5,000円（税抜）

サイズ：約35×25×H2㎝

内底約31×21㎝（内高1.2㎝）

重さ：約437g

⑧795048　S

3,300円（税抜）

サイズ：約25×18×H2㎝

内底約21×14㎝（内高1.2㎝）

重さ：約235g

材質：桧

生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：

PP袋入

【ノンスリップ加工】

①白木トレイ 長角

（内側ノンスリップ艶消加工）

795000　大　7,200円（税抜）

サイズ：約40×30×H2㎝

（内寸約38×28.5×H1㎝）

重さ：約344g

795017　小　4,500円（税抜）

サイズ：約27×20×H2㎝

（内寸約25.5×18.5×H1㎝）

重さ：約180g

材質：木製/生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：箱入

※イメージの商品は

　 795000 大

【ノンスリップ加工】

①白木トレイ 長角

（内側ノンスリップ艶消加工）

795000　大　7,200円（税抜）

サイズ：約40×30×H2㎝

（内寸約38×28.5×H1㎝）

重さ：約344g

795017　小　4,500円（税抜）

サイズ：約27×20×H2㎝

（内寸約25.5×18.5×H1㎝）

重さ：約180g

材質：木製/生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：箱入

※イメージの商品は

　 795000 大

【ノンスリップ加工】　木製ノンスリップマルチトレイ【ノンスリップ加工】　木製ノンスリップマルチトレイ

材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

②795055　特大　3,200円（税抜）

サイズ：約45×33×H2㎝

（内寸42×30×H1㎝）/重さ：約670g

③795062　大　2,900円（税抜）

サイズ：約42×30×H2㎝

（内寸39×27×H1㎝）/重さ：約570g

②795055　特大　3,200円（税抜）

サイズ：約45×33×H2㎝

（内寸42×30×H1㎝）/重さ：約670g

③795062　大　2,900円（税抜）

サイズ：約42×30×H2㎝

（内寸39×27×H1㎝）/重さ：約570g

④795079　中　2,700円（税抜）

サイズ：約39×27×H2㎝

（内寸36×24×H1㎝）/重さ：約466g

⑤795086　小　2,400円（税抜）

サイズ：約36×24×H2㎝

（内寸33×21×H1㎝）/重さ：約400g

④795079　中　2,700円（税抜）

サイズ：約39×27×H2㎝

（内寸36×24×H1㎝）/重さ：約466g

⑤795086　小　2,400円（税抜）

サイズ：約36×24×H2㎝

（内寸33×21×H1㎝）/重さ：約400g

①

⑯

⑰

⑱

⑲⑲

⑭

⑮⑮

①

⑫

⑫

⑬

⑬

⑨ 約8.8㎝
約8.8㎝

約H2.7㎝約H2.7㎝

⑩
約8.8㎝
約8.8㎝

約H3㎝約H3㎝

約H1.8㎝約H1.8㎝

約H7㎝約H7㎝

⑪

約H4.3㎝約H4.3㎝

約φ11.2㎝約φ11.2㎝

約φ9.3㎝約φ9.3㎝

約φ8㎝約φ8㎝

約45㎝約45㎝

約33㎝約33㎝

約H2㎝約H2㎝

⑥

⑦

⑧

約45㎝約45㎝

約35㎝約35㎝

約H2㎝約H2㎝

⑨

⑩

⑪

⑮796984

やよい懐敷

（100組入）

5,500円（税抜）

サイズ：約10×10㎝

重さ：約350g

(100枚の総重量)

材質：紙

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑮796984

やよい懐敷

（100組入）

5,500円（税抜）

サイズ：約10×10㎝

重さ：約350g

(100枚の総重量)

材質：紙

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

約10㎝約10㎝

01 02

⑮⑮

⑬794935　そば猪口 飛びかんな 

2,200円（税抜）

サイズ：約φ8×H7㎝（内高6.2㎝）

重さ：約205g/材質：陶器

生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑬794935　そば猪口 飛びかんな 

2,200円（税抜）

サイズ：約φ8×H7㎝（内高6.2㎝）

重さ：約205g/材質：陶器

生産国：日本/パッケージ：PP袋入



⑦⑦

⑧⑧

⑩⑩

⑪⑪

⑨⑨

03 04

⑳795253

ランタイ風おしぼり皿 小判

500円（税抜）

サイズ：約17×7cm

（内高2.3㎝）重さ：約13g

材質：竹/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑳795253

ランタイ風おしぼり皿 小判

500円（税抜）

サイズ：約17×7cm

（内高2.3㎝）重さ：約13g

材質：竹/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑮795154

織部志乃　そば猪口

1,350円（税抜）

サイズ：約φ8×H6㎝

（内高5.4㎝）/重さ：約160g

材質：陶器/生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑮795154

織部志乃　そば猪口

1,350円（税抜）

サイズ：約φ8×H6㎝

（内高5.4㎝）/重さ：約160g

材質：陶器/生産国：日本

パッケージ：PP袋入

銘木六角箸

⑱795291　紫檀調

⑲795307　栗

250円（税抜）

サイズ：約L22.5㎝/重さ：約15g

材質：木製/生産国：中国/塗装：漆

パッケージ：PP袋入

銘木六角箸

⑱795291　紫檀調

⑲795307　栗

250円（税抜）

サイズ：約L22.5㎝/重さ：約15g

材質：木製/生産国：中国/塗装：漆

パッケージ：PP袋入

ひのき細密コースター

（EXP塗装付）

④795260 青海波

⑤795277 麻の葉

⑥795284 七宝

1,980円（税抜）

サイズ：約φ8.8㎝×H0.5㎝

重さ：約15g/材質：木製

生産国：日本/塗装：EXポリマー

パッケージ：PP袋入

ひのき細密コースター

（EXP塗装付）

④795260 青海波

⑤795277 麻の葉

⑥795284 七宝

1,980円（税抜）

サイズ：約φ8.8㎝×H0.5㎝

重さ：約15g/材質：木製

生産国：日本/塗装：EXポリマー

パッケージ：PP袋入

貝殻珍味入

⑦795185 白　　　⑧795192 青磁　　　⑨795208 黄

⑩795215 ピンク　　　⑪795222 赤

220円（税抜）

サイズ：約7×7.5×H2.4㎝（内高1.4㎝）/重さ：約41g

材質：陶器/生産国：日本/パッケージ：PP袋入

貝殻珍味入

⑦795185 白　　　⑧795192 青磁　　　⑨795208 黄

⑩795215 ピンク　　　⑪795222 赤

220円（税抜）

サイズ：約7×7.5×H2.4㎝（内高1.4㎝）/重さ：約41g

材質：陶器/生産国：日本/パッケージ：PP袋入

小判箸置　麻の葉

⑫795314　パープル　　⑬795321　ブルー

⑭795338　ピンク

270円（税抜）

サイズ：約4.5×3.2㎝/重さ：約30g

材質：陶器/生産国：日本/パッケージ：PP袋入

小判箸置　麻の葉

⑫795314　パープル　　⑬795321　ブルー

⑭795338　ピンク

270円（税抜）

サイズ：約4.5×3.2㎝/重さ：約30g

材質：陶器/生産国：日本/パッケージ：PP袋入

⑬⑬

③③

②②

①①

④④
⑥⑥

⑥⑥

⑤⑤

⑤⑤

⑭⑭

⑮⑮

恵み盛り付ける瑞 し々さ
みずみず

⑲⑲

⑳⑳

⑱⑱

⑯⑯

⑯⑯

⑰⑰

⑫⑫

細編みそばざる細編みそばざる

①795123　8寸　　1,550円（税抜）

サイズ：約φ24㎝/重さ：約30g

①795123　8寸　　1,550円（税抜）

サイズ：約φ24㎝/重さ：約30g

②795130　7寸　　1,350円（税抜）

サイズ：約φ21㎝/重さ：約25g

②795130　7寸　　1,350円（税抜）

サイズ：約φ21㎝/重さ：約25g

③795147　6寸　　1,200円（税抜）

サイズ：約φ18㎝/重さ：約19g

③795147　6寸　　1,200円（税抜）

サイズ：約φ18㎝/重さ：約19g

材質：竹/生産国：ベトナム/無塗装/パッケージ：PP袋入

※イメージの商品は 795123 8寸

材質：竹/生産国：ベトナム/無塗装/パッケージ：PP袋入

※イメージの商品は 795123 8寸

大汁椀　楕円（小） 

⑯795178 曙　　⑰795161 根来

2,750円（税抜）

サイズ：約13×12.5×H9㎝（内高6.4㎝）

重さ：約235g/材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

大汁椀　楕円（小） 

⑯795178 曙　　⑰795161 根来

2,750円（税抜）

サイズ：約13×12.5×H9㎝（内高6.4㎝）

重さ：約235g/材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

①①

⑩⑩

⑨⑨

約φ8.8㎝約φ8.8㎝

約φ8㎝約φ8㎝

約13㎝約13㎝

約6㎝約6㎝

約9㎝約9㎝

約φ7.5㎝約φ7.5㎝

約7㎝約7㎝

約H2.4㎝約H2.4㎝

約3.2㎝約3.2㎝

約4.5㎝約4.5㎝

⑮⑮

⑰⑰



②

④キコリプレート

795376　S　　1,600円（税抜）

サイズ：約φ18～22×H2㎝

（内高0.7㎝）/重さ：約193g

795383　M　　2,300円（税抜）

サイズ：約φ23～27×H2㎝

（内高0.7㎝）/重さ：約200g

795390　L　　3,000円（税抜）

サイズ：約φ28～32×H2㎝

（内高0.7㎝）/重さ：約380g

材質：木製/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

※イメージの商品は 795390 L

④キコリプレート

795376　S　　1,600円（税抜）

サイズ：約φ18～22×H2㎝

（内高0.7㎝）/重さ：約193g

795383　M　　2,300円（税抜）

サイズ：約φ23～27×H2㎝

（内高0.7㎝）/重さ：約200g

795390　L　　3,000円（税抜）

サイズ：約φ28～32×H2㎝

（内高0.7㎝）/重さ：約380g

材質：木製/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

※イメージの商品は 795390 L

①①

②②

③③
④④

①
約φ26㎝
約φ26㎝

約H0.9㎝

③

約12㎝約12㎝

約H1.5㎝

約29㎝
約29㎝

約H2㎝

約29㎝約29㎝

④④
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目で楽しむ

①795406

陶器・黒石目調盛皿（丸） 大　　3,750円（税抜）

サイズ：約φ26×H0.9㎝/重さ：約960g

材質：陶器/生産国：日本

パッケージ：PP袋入

①795406

陶器・黒石目調盛皿（丸） 大　　3,750円（税抜）

サイズ：約φ26×H0.9㎝/重さ：約960g

材質：陶器/生産国：日本

パッケージ：PP袋入

②795413

陶器・黒石目調盛皿（丸）用　木製プレート　大　

4,700円（税抜）

サイズ：約29×29×Ｈ2㎝（深さ6mm）

重さ：約550g

材質：木製/生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

②795413

陶器・黒石目調盛皿（丸）用　木製プレート　大　

4,700円（税抜）

サイズ：約29×29×Ｈ2㎝（深さ6mm）

重さ：約550g

材質：木製/生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

③795345

杉・矢羽材八角皿　小　　1,850円（税抜）

サイズ：約12x12xH1.5cm（内高0.8㎝）/重さ：約29g

材質：国産杉（矢羽集成材）/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

③795345

杉・矢羽材八角皿　小　　1,850円（税抜）

サイズ：約12x12xH1.5cm（内高0.8㎝）/重さ：約29g

材質：国産杉（矢羽集成材）/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入



③②

①

④

⑤

至福の時間酌み交わす
とき

く

⑦795468

細身八角先角箸 黒茶

250円（税抜）

サイズ：約L22.5㎝

重さ：約12g

材質：木製

生産国：中国

塗装：漆

パッケージ：PP袋入

⑦795468

細身八角先角箸 黒茶

250円（税抜）

サイズ：約L22.5㎝

重さ：約12g

材質：木製

生産国：中国

塗装：漆

パッケージ：PP袋入

⑥795420　汁椀 羽反つき彫（大） 曙

1,700円（税抜）

サイズ：約φ12×H8㎝（内高5.4㎝）

重さ：約115g

材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑥795420　汁椀 羽反つき彫（大） 曙

1,700円（税抜）

サイズ：約φ12×H8㎝（内高5.4㎝）

重さ：約115g

材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

②795475　金彩鶴箸置　　900円（税抜）

③795482　銀彩鶴箸置　　900円（税抜）

サイズ：約6×5×H3㎝/重さ：約15g

材質：陶器/生産国：日本

パッケージ：PP袋入

②795475　金彩鶴箸置　　900円（税抜）

③795482　銀彩鶴箸置　　900円（税抜）

サイズ：約6×5×H3㎝/重さ：約15g

材質：陶器/生産国：日本

パッケージ：PP袋入

④795451

白磁・絵柄入醤油皿 富士山

360円（税抜）

サイズ：約φ8.2×Ｈ1.8㎝

（内高1㎝）重さ：約76g

材質：陶器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

④795451

白磁・絵柄入醤油皿 富士山

360円（税抜）

サイズ：約φ8.2×Ｈ1.8㎝

（内高1㎝）重さ：約76g

材質：陶器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

①795437　ひのき京彩敷 8寸　

5,000円（税抜）

サイズ：約24×24×H5.1㎝

内寸約22.5×22.5×H4.5㎝

重さ：約295g

材質：木製

生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

①795437　ひのき京彩敷 8寸　

5,000円（税抜）

サイズ：約24×24×H5.1㎝

内寸約22.5×22.5×H4.5㎝

重さ：約295g

材質：木製

生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑤795444　カッティングボード 中　　4,000円（税抜）

サイズ：約44.5×13×H2㎝/重さ：約660g

材質：木製/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑤795444　カッティングボード 中　　4,000円（税抜）

サイズ：約44.5×13×H2㎝/重さ：約660g

材質：木製/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

①①

③③

④④

⑦⑦

⑥⑥

約24㎝約24㎝

約φ8.2㎝約φ8.2㎝

約5㎝約5㎝

約6㎝約6㎝

約H1.8㎝約H1.8㎝

約24㎝約24㎝

約5.1㎝約5.1㎝
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H約3㎝H約3㎝



⑯795666

白磁 文字入醤油皿 寿

360円（税抜）

サイズ：約φ8.2×Ｈ1.8㎝

（内高1㎝）/重さ：約76g

材質：陶器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑯795666

白磁 文字入醤油皿 寿

360円（税抜）

サイズ：約φ8.2×Ｈ1.8㎝

（内高1㎝）/重さ：約76g

材質：陶器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑥795680

ほたる蓋 珍味皿 波

780円（税抜）

サイズ：約φ8×H5.8㎝

（蓋の内高3.8㎝）

重さ：約83g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑥795680

ほたる蓋 珍味皿 波

780円（税抜）

サイズ：約φ8×H5.8㎝

（蓋の内高3.8㎝）

重さ：約83g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑦795697

ほたる蓋 珍味皿 花火

780円（税抜）

サイズ：約φ8×H5.8㎝

（蓋の内高3.8㎝）

重さ：約83g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑦795697

ほたる蓋 珍味皿 花火

780円（税抜）

サイズ：約φ8×H5.8㎝

（蓋の内高3.8㎝）

重さ：約83g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑧795710

ほたるぐいのみ 華

400円（税抜）

サイズ：約φ5.9×H4.1㎝

（内高3.8㎝）

重さ：約30g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑧795710

ほたるぐいのみ 華

400円（税抜）

サイズ：約φ5.9×H4.1㎝

（内高3.8㎝）

重さ：約30g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑨795727

ほたるぐいのみ 輪（りん）

400円（税抜）

サイズ：約φ5.9×H4.1㎝

（内高3.8㎝）

重さ：約30g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑨795727

ほたるぐいのみ 輪（りん）

400円（税抜）

サイズ：約φ5.9×H4.1㎝

（内高3.8㎝）

重さ：約30g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑩795734

ほたる徳利 華

1,200円（税抜）

サイズ：約6.2×5.1×H14㎝

（内高14㎝）/容量：約140㎖

重さ：約140g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑩795734

ほたる徳利 華

1,200円（税抜）

サイズ：約6.2×5.1×H14㎝

（内高14㎝）/容量：約140㎖

重さ：約140g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑪795741

金巻ほたる 篭目

600円（税抜）

サイズ：約φ7.5×H4.1㎝

（内高3.8㎝）

重さ：約45g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑪795741

金巻ほたる 篭目

600円（税抜）

サイズ：約φ7.5×H4.1㎝

（内高3.8㎝）

重さ：約45g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑮795703

木製片口珍味入 曙

1,200円（税抜）

サイズ：約9.5×7×H5㎝

（内高4㎝）/重さ：約35g

材質：木製

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑮795703

木製片口珍味入 曙

1,200円（税抜）

サイズ：約9.5×7×H5㎝

（内高4㎝）/重さ：約35g

材質：木製

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑭795673

白磁 文字入醤油皿 福

360円（税抜）

サイズ：

約7.5×7.5×H1.8㎝

（内高1㎝）/重さ：約83g

材質：陶器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑭795673

白磁 文字入醤油皿 福

360円（税抜）

サイズ：

約7.5×7.5×H1.8㎝

（内高1㎝）/重さ：約83g

材質：陶器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

④

⑤

琴線に触れる彩の宴こころ

⑬樹脂製丸敷板

795536　8寸用　　1,900円（税抜）

サイズ：約φ21.5×t0.3㎝/重さ：約180g

795543　9寸用　　2,200円（税抜）

サイズ：約φ23×t0.3㎝/重さ：約200g

795550　尺0用　　2,600円（税抜）

サイズ：約φ26.5×t0.3㎝/重さ：約230g

795529　尺1用　　3,100円（税抜）

サイズ：約φ29×t0.3㎝/重さ：約300g

材質：パルプ（メラミン樹脂加工）

生産国：韓国/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

※食洗機対応

※両面使用できます。（裏面黒色）

※イメージの商品は

　 795529 尺1用

⑬樹脂製丸敷板

795536　8寸用　　1,900円（税抜）

サイズ：約φ21.5×t0.3㎝/重さ：約180g

795543　9寸用　　2,200円（税抜）

サイズ：約φ23×t0.3㎝/重さ：約200g

795550　尺0用　　2,600円（税抜）

サイズ：約φ26.5×t0.3㎝/重さ：約230g

795529　尺1用　　3,100円（税抜）

サイズ：約φ29×t0.3㎝/重さ：約300g

材質：パルプ（メラミン樹脂加工）

生産国：韓国/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

※食洗機対応

※両面使用できます。（裏面黒色）

※イメージの商品は

　 795529 尺1用

①795512　

ミニオードブル皿

980円（税抜）

サイズ：約φ15.3×H1.8㎝

重さ：約200g

材質：陶器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

①795512　

ミニオードブル皿

980円（税抜）

サイズ：約φ15.3×H1.8㎝

重さ：約200g

材質：陶器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

③795635

六ツ目高台篭

1,630円（税抜）

サイズ：約φ19.5×H5㎝

（内高3㎝）/重さ：約64g

材質：竹/生産国：中国

無塗装

パッケージ：PP袋入

③795635

六ツ目高台篭

1,630円（税抜）

サイズ：約φ19.5×H5㎝

（内高3㎝）/重さ：約64g

材質：竹/生産国：中国

無塗装

パッケージ：PP袋入

②795659

白竹丸皿（塗板付）

1,200円（税抜）

サイズ：約φ11×H3.3㎝

（内高3㎝）重さ：約35g

材質：竹

生産国：中国

塗装：敷板のみウレタン

パッケージ：PP袋入

②795659

白竹丸皿（塗板付）

1,200円（税抜）

サイズ：約φ11×H3.3㎝

（内高3㎝）重さ：約35g

材質：竹

生産国：中国

塗装：敷板のみウレタン

パッケージ：PP袋入

⑤795499

点心セイロ φ10 身

550円（税抜）

サイズ：約φ10×H5㎝

身の深さ：約2.8㎝

重さ：約55g

材質：木製、竹製

生産国：中国/無塗装

パッケージ：PP袋入

⑤795499

点心セイロ φ10 身

550円（税抜）

サイズ：約φ10×H5㎝

身の深さ：約2.8㎝

重さ：約55g

材質：木製、竹製

生産国：中国/無塗装

パッケージ：PP袋入

④795505

点心セイロ φ10 蓋

550円（税抜）

サイズ：約φ10×H3㎝

重さ：約35g

材質：木製、竹製

生産国：中国/無塗装

パッケージ：PP袋入

④795505

点心セイロ φ10 蓋

550円（税抜）

サイズ：約φ10×H3㎝

重さ：約35g

材質：木製、竹製

生産国：中国/無塗装

パッケージ：PP袋入

⑫⑫

⑯⑯

⑭⑭

⑥⑥

⑦⑦

⑧⑧

①①

⑨⑨

⑩⑩

⑪⑪

⑮⑮
約3.3㎝約3.3㎝

約5㎝約5㎝

約φ15.3㎝約φ15.3㎝

約φ13㎝約φ13㎝

約H1.3㎝約H1.3㎝

約φ19.5㎝約φ19.5㎝ 約φ10㎝約φ10㎝

約H1.8㎝約H1.8㎝

①① ②②

②②

③③

③③

約φ11㎝約φ11㎝

⑫⑫

⑬⑬

⑬

約3㎝約3㎝

約5㎝約5㎝

④④

⑤⑤
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⑫795642

ステンレス槌目 丸平皿（大）　1,150円（税抜）

サイズ：約φ13×H1.3㎝（内高1.5㎝）/重さ：約90g

材質：ステンレス/生産国：インド

パッケージ：PP袋入

⑫795642

ステンレス槌目 丸平皿（大）　1,150円（税抜）

サイズ：約φ13×H1.3㎝（内高1.5㎝）/重さ：約90g

材質：ステンレス/生産国：インド

パッケージ：PP袋入



約28.2㎝

約H1.5cm

約10.6㎝約10.6㎝

約53㎝

④【内寸】
　 約50×3×H3.5㎝
　 （底板付）

約H6.3㎝約H6.3㎝

約H6㎝約H6㎝

約35㎝
約H6.4㎝約H6.4㎝

約H6㎝約H6㎝

⑤【内寸】
　 約32×3×H3.5㎝
　 （底板付）

②795826

桧・放射杢

12角料理皿（小）

18,000円（税抜）

サイズ：約21×21×H2㎝

（内高0.6㎝）

重さ：約220g

材質：木製/生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：箱入

②795826

桧・放射杢

12角料理皿（小）

18,000円（税抜）

サイズ：約21×21×H2㎝

（内高0.6㎝）

重さ：約220g

材質：木製/生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：箱入

⑨795802

細身八角先角箸 赤茶

250円（税抜）

サイズ：約L22.5㎝

重さ：約10g

材質：木製

生産国：中国

塗装：漆

パッケージ：PP袋入

⑨795802

細身八角先角箸 赤茶

250円（税抜）

サイズ：約L22.5㎝

重さ：約10g

材質：木製

生産国：中国

塗装：漆

パッケージ：PP袋入

⑧795819

木製箸置 レッドウッド

210円（税抜）

サイズ：約4.3×2.5×1.3㎝

重さ：約5g

材質：木製

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑧795819

木製箸置 レッドウッド

210円（税抜）

サイズ：約4.3×2.5×1.3㎝

重さ：約5g

材質：木製

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑩795789

硝子マルチカップ 若草

250円（税抜）

サイズ：約φ7.7×H3.2㎝

（内高3㎝）重さ：約110g

材質：ガラス

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑩795789

硝子マルチカップ 若草

250円（税抜）

サイズ：約φ7.7×H3.2㎝

（内高3㎝）重さ：約110g

材質：ガラス

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑪795796　生笹 M（真空パック） 10枚入　　430円（税抜）

サイズ：約33×9㎝/重さ：約50g

材質：笹/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑪795796　生笹 M（真空パック） 10枚入　　430円（税抜）

サイズ：約33×9㎝/重さ：約50g

材質：笹/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑦795758

Sugiプレート 長角

1,650円（税抜）

サイズ：約21×12×H1.2㎝

重さ：約100g

材質：木製

生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑦795758

Sugiプレート 長角

1,650円（税抜）

サイズ：約21×12×H1.2㎝

重さ：約100g

材質：木製

生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

つどいの喜び

④７９２４４３　ひのき押寿司器　16切

１０,５００円（税抜）

【外寸】約53×6×H6.3㎝/重さ：約550g

⑤７９２４５０　ひのき押寿司器　10切

４,８００円（税抜）

【外寸】約35×6×H6.4㎝/重さ：約400g

材質：ひのき・スプルース

生産国：日本/パッケージ：シュリンクパック

①①

②②

③③

⑥⑥

⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨

⑩⑩

⑪⑪

④④

③③

①①
②②

⑤⑤

⑥⑥

①795765

杉・矢羽材丸鉢 大

9,000円（税抜）

サイズ：約φ24×H5㎝

（内高4.3㎝）

重さ：約224g

材質：木製

生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：箱入

①795765

杉・矢羽材丸鉢 大

9,000円（税抜）

サイズ：約φ24×H5㎝

（内高4.3㎝）

重さ：約224g

材質：木製

生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：箱入

11 12

⑥８８０７７５  

桜の道具たち

手付カッティングプレート　１３,８００円（税抜）

サイズ：約42×18×H7（板厚1.5）㎝

ハンドル 約L16×太さ2.5㎝

重さ：約645g/材質：桜/生産国：日本

オリーブオイル仕上

パッケージ：シュリンクパック

商品パーツ
イメージ

⑤⑤

③８８５２２０

桜のミニカッティングボード（小）　

２,８００円（税抜）

サイズ：約10.6×28.2×H1.5㎝

重さ：約240g/材質：桜

生産国：日本

パッケージ：PP袋入



①795864　杉・ワッパ飯器 5寸

3,400円（税抜）

サイズ：身約φ15×H6.5㎝（内寸：約φ14.3×H5.8㎝）

重さ：約135g/ご飯約２合

材質：杉/生産国：日本

塗装：EXポリマー/パッケージ：PP袋入

①795864　杉・ワッパ飯器 5寸

3,400円（税抜）

サイズ：身約φ15×H6.5㎝（内寸：約φ14.3×H5.8㎝）

重さ：約135g/ご飯約２合

材質：杉/生産国：日本

塗装：EXポリマー/パッケージ：PP袋入

②801824　曲げわっぱ弁当箱 スリム　　2,800円（税抜）

サイズ：（外寸）約20×9×H5.7㎝

（身の外寸）約19×8×H5㎝（内高4.2㎝）

重さ：約125g/容量：約500㎖/仕切付

材質：天然木/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入※ヘッダーなし

ゴムバンド付

②801824　曲げわっぱ弁当箱 スリム　　2,800円（税抜）

サイズ：（外寸）約20×9×H5.7㎝

（身の外寸）約19×8×H5㎝（内高4.2㎝）

重さ：約125g/容量：約500㎖/仕切付

材質：天然木/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入※ヘッダーなし

ゴムバンド付

色とりどり
約20㎝

約17㎝ 約18.2㎝

約17㎝

約9㎝ 約11㎝

約11㎝
約10.4㎝

約5.7㎝約5.7㎝

約5.5㎝約5.5㎝

約5.5㎝約5.5㎝

約5.5㎝約5.5㎝

⑥887231　くりぬき弁当箱　オーバル

3,480円（税抜）

サイズ：約18.2×10.4×H5.5㎝（内高約3.5㎝）

重さ：約180g/容量：約410㎖/仕切なし

材質：天然木/生産国：中国/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑥887231　くりぬき弁当箱　オーバル

3,480円（税抜）

サイズ：約18.2×10.4×H5.5㎝（内高約3.5㎝）

重さ：約180g/容量：約410㎖/仕切なし

材質：天然木/生産国：中国/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑤887224　くりぬき弁当箱　スクエア　　3,480円（税抜）

サイズ：約18.2×10.4×H5.5㎝（内高H3.5㎝）

重さ：約220g/容量：約500㎖

材質：天然木/生産国：中国/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑤887224　くりぬき弁当箱　スクエア　　3,480円（税抜）

サイズ：約18.2×10.4×H5.5㎝（内高H3.5㎝）

重さ：約220g/容量：約500㎖

材質：天然木/生産国：中国/塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑦887248

くりぬき弁当箱　ビーンズ

3,480円（税抜）

サイズ：約18.2×10.4×H5.5㎝

（内高約3.5㎝）

重さ：約205g/容量：約430㎖

材質：天然木/生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑦887248

くりぬき弁当箱　ビーンズ

3,480円（税抜）

サイズ：約18.2×10.4×H5.5㎝

（内高約3.5㎝）

重さ：約205g/容量：約430㎖

材質：天然木/生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

③801831　曲げわっぱ弁当箱 エンジョイ　　2,500円（税抜）

サイズ：（外寸）約17×11×H5.5㎝

（身の外寸）約16×10×H5㎝（内高4.2㎝）

重さ：約110g/容量：約500㎖/仕切付

材質：天然木/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入※ヘッダーなし

ゴムバンド付

③801831　曲げわっぱ弁当箱 エンジョイ　　2,500円（税抜）

サイズ：（外寸）約17×11×H5.5㎝

（身の外寸）約16×10×H5㎝（内高4.2㎝）

重さ：約110g/容量：約500㎖/仕切付

材質：天然木/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入※ヘッダーなし

ゴムバンド付

④810994　曲げわっぱ弁当箱 古代色　　3,500円（税抜）

サイズ：（外寸）約17×11×H5.5㎝

（身の外寸）約16×10×H5㎝（内高4.2㎝）

重さ：約110g/容量：約500㎖/仕切なし

材質：天然木/生産国：中国/塗装：全面ウレタン（塗装：日本）

パッケージ：PP袋入※ヘッダーなし

ゴムバンド付

④810994　曲げわっぱ弁当箱 古代色　　3,500円（税抜）

サイズ：（外寸）約17×11×H5.5㎝

（身の外寸）約16×10×H5㎝（内高4.2㎝）

重さ：約110g/容量：約500㎖/仕切なし

材質：天然木/生産国：中国/塗装：全面ウレタン（塗装：日本）

パッケージ：PP袋入※ヘッダーなし

ゴムバンド付

①①

②②

②②

③③

③③

⑤⑤ ⑤⑤

⑥⑥

⑥⑥

⑦⑦

④④

④④
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①①

②②

③③

⑥⑥

⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨

ときめくウッドディッシュ
①795932　タモ手彫り匠 丸皿 小

5,800円（税抜）

サイズ：約φ24×H2.9㎝

（内高1.8㎝）/重さ：約370g

材質：木製

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

①795932　タモ手彫り匠 丸皿 小

5,800円（税抜）

サイズ：約φ24×H2.9㎝

（内高1.8㎝）/重さ：約370g

材質：木製

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑥889877　森のカトラリー・スプーン

400円（税抜）

サイズ：約L18×3.2㎝

重さ：約15g

材質：木製

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑥889877　森のカトラリー・スプーン

400円（税抜）

サイズ：約L18×3.2㎝

重さ：約15g

材質：木製

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑦889884　森のカトラリー・フォーク

400円（税抜）

サイズ：約L18×2.4㎝

重さ：約10g

材質：木製

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑦889884　森のカトラリー・フォーク

400円（税抜）

サイズ：約L18×2.4㎝

重さ：約10g

材質：木製

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑧795963　洗える樹脂マット G

600円（税抜）

サイズ：約43×30.5㎝

重さ：約90g

材質：ポリ塩化ビニール

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

耐熱温度60℃

⑧795963　洗える樹脂マット G

600円（税抜）

サイズ：約43×30.5㎝

重さ：約90g

材質：ポリ塩化ビニール

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

耐熱温度60℃

⑨795970　洗える樹脂マット H

600円（税抜）

サイズ：約43×30.5㎝

重さ：約90g

材質：ポリ塩化ビニール

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

耐熱温度60℃

⑨795970　洗える樹脂マット H

600円（税抜）

サイズ：約43×30.5㎝

重さ：約90g

材質：ポリ塩化ビニール

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

耐熱温度60℃

③842094

亀甲丸プレート 大（21㎝）

3,500円（税抜）

サイズ：約Φ21×H1.9㎝

（内高1.2㎝）/重さ：約170g

材質：木製

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

③842094

亀甲丸プレート 大（21㎝）

3,500円（税抜）

サイズ：約Φ21×H1.9㎝

（内高1.2㎝）/重さ：約170g

材質：木製

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

②842087

亀甲丸プレート 小（18㎝）　

3,000円（税抜）

サイズ：約Φ18×H1.9㎝

（内高1㎝）/重さ：約145g

材質：木製

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

②842087

亀甲丸プレート 小（18㎝）　

3,000円（税抜）

サイズ：約Φ18×H1.9㎝

（内高1㎝）/重さ：約145g

材質：木製

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入
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⑤⑤

⑤⑤

④④

④④

⑤795956　スフレカップ 特大

200円（税抜）

サイズ：約φ8×H4㎝

（内高3.5㎝）重さ：約130g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑤795956　スフレカップ 特大

200円（税抜）

サイズ：約φ8×H4㎝

（内高3.5㎝）重さ：約130g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

④795949　刀彫珍味入 白

350円（税抜）

サイズ：約φ5.4×H4㎝

（内高3.3㎝）/重さ：約44g

材質：陶器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

④795949　刀彫珍味入 白

350円（税抜）

サイズ：約φ5.4×H4㎝

（内高3.3㎝）/重さ：約44g

材質：陶器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入



②884674

Home Cafe 木製トング

ブラウン

1,600円（税抜）

サイズ：約3.7×L24.5㎝

重さ：約60g

材質：天然木

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：紙巻

②884674

Home Cafe 木製トング

ブラウン

1,600円（税抜）

サイズ：約3.7×L24.5㎝

重さ：約60g

材質：天然木

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：紙巻

③796168

細身八角先角箸 赤茶

250円（税抜）

サイズ：約L22.5㎝

重さ：約10g

材質：木製

生産国：中国

塗装：漆

パッケージ：PP袋入

③796168

細身八角先角箸 赤茶

250円（税抜）

サイズ：約L22.5㎝

重さ：約10g

材質：木製

生産国：中国

塗装：漆

パッケージ：PP袋入

④796175

小判箸置 麻の葉 パープル

270円（税抜）

サイズ：約4.5×3.2㎝

重さ：約30g

材質：陶器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

④796175

小判箸置 麻の葉 パープル

270円（税抜）

サイズ：約4.5×3.2㎝

重さ：約30g

材質：陶器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑤796045

タモ手彫り匠 手彫りスプーン

580円（税抜）

サイズ：約18.4×4.5㎝

重さ：約10g

材質：木製

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑤796045

タモ手彫り匠 手彫りスプーン

580円（税抜）

サイズ：約18.4×4.5㎝

重さ：約10g

材質：木製

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

①796137

ログボウル L

4,500円（税抜）

サイズ：約φ18×H6.5㎝

（内高5㎝）重さ：約570g

材質：木製

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

①796137

ログボウル L

4,500円（税抜）

サイズ：約φ18×H6.5㎝

（内高5㎝）重さ：約570g

材質：木製

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

和モダン黒のスパイス
①①

⑥⑥

⑥⑥
⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨

②②

③③
④④

⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨

⑤⑤

⑦796144　本漆荒肌多目的トレイ　楕円

2,300円（税抜）

サイズ：約43×33×H0.7cm/重さ：約536g

材質：木製MDF/生産国：中国

塗装：漆仕上げ/パッケージ：PP袋入

⑦796144　本漆荒肌多目的トレイ　楕円

2,300円（税抜）

サイズ：約43×33×H0.7cm/重さ：約536g

材質：木製MDF/生産国：中国

塗装：漆仕上げ/パッケージ：PP袋入

⑨天然木盛込桶　黒彩色⑨天然木盛込桶　黒彩色

796069　9寸（目皿付）　　5,900円（税抜）

サイズ：約φ27×H8㎝/重さ：約600g

796076　尺0（目皿付）　　6,950円（税抜）

サイズ：約φ30×H8㎝/重さ：約750g

796083　尺1（目皿付）　　8,350円（税抜）

サイズ：約φ33×H8.5㎝/重さ：約900g

796090　尺2（目皿付）　　10,250円（税抜）

サイズ：約φ36×H9㎝/重さ：約1,050g

796069　9寸（目皿付）　　5,900円（税抜）

サイズ：約φ27×H8㎝/重さ：約600g

796076　尺0（目皿付）　　6,950円（税抜）

サイズ：約φ30×H8㎝/重さ：約750g

796083　尺1（目皿付）　　8,350円（税抜）

サイズ：約φ33×H8.5㎝/重さ：約900g

796090　尺2（目皿付）　　10,250円（税抜）

サイズ：約φ36×H9㎝/重さ：約1,050g

材質：天然木/生産国：中国

塗装：ウレタン塗装

パッケージ：PP袋入

※イメージの商品は

　796083 尺1

材質：天然木/生産国：中国

塗装：ウレタン塗装

パッケージ：PP袋入

※イメージの商品は

　796083 尺1

796106　尺3（目皿付）　　12,500円（税抜）

サイズ：約φ39×H9.5㎝/重さ：約1,250g

796113　尺4（目皿付）　　14,000円（税抜）

サイズ：約φ42×H10㎝/重さ：約1,550g

796106　尺3（目皿付）　　12,500円（税抜）

サイズ：約φ39×H9.5㎝/重さ：約1,250g

796113　尺4（目皿付）　　14,000円（税抜）

サイズ：約φ42×H10㎝/重さ：約1,550g

⑥陶器・黒石目調盛皿（丸）

796021　　大　　3,750円（税抜）

サイズ：約φ26×H0.9cm/重さ：約960g

796038　　小　　2,500円（税抜）

サイズ：約φ21×H0.9cm/重さ：約660g

材質：陶器/生産国：日本

パッケージ：PP袋入

※イメージの商品は 796038 小

⑥陶器・黒石目調盛皿（丸）

796021　　大　　3,750円（税抜）

サイズ：約φ26×H0.9cm/重さ：約960g

796038　　小　　2,500円（税抜）

サイズ：約φ21×H0.9cm/重さ：約660g

材質：陶器/生産国：日本

パッケージ：PP袋入

※イメージの商品は 796038 小

⑧796151　本漆荒肌多目的トレイ　長角　　

2,300円（税抜）

サイズ：約42×32×H0.7cm

重さ：約660g

材質：木製MDF/生産国：中国

塗装：漆仕上げ/パッケージ：PP袋入

⑧796151　本漆荒肌多目的トレイ　長角　　

2,300円（税抜）

サイズ：約42×32×H0.7cm

重さ：約660g

材質：木製MDF/生産国：中国

塗装：漆仕上げ/パッケージ：PP袋入

約φ26㎝
約φ26㎝

約43㎝約43㎝

約42㎝約42㎝

約H0.9㎝約H0.9㎝

約H0.7㎝約H0.7㎝

約H0.7㎝約H0.7㎝

約33㎝約33㎝

約32㎝約32㎝
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⑦７９４７20

椹・江戸びつ 約５合

13,700円（税抜）

サイズ：身外寸 約φ21×H14㎝

内寸約φ18.5×H10㎝

重さ：約820g/容量：約5合/材質：木製

生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

⑦７９４７20

椹・江戸びつ 約５合

13,700円（税抜）

サイズ：身外寸 約φ21×H14㎝

内寸約φ18.5×H10㎝

重さ：約820g/容量：約5合/材質：木製

生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

①７９４７３７

晒竹オードブル篭・

足付（篭のみ）8寸

2,600円（税抜）

サイズ：約φ24×H6㎝

（内高5.5㎝）

重さ：約145g

材質：竹

生産国：中国

無塗装

パッケージ：PP袋入

①７９４７３７

晒竹オードブル篭・

足付（篭のみ）8寸

2,600円（税抜）

サイズ：約φ24×H6㎝

（内高5.5㎝）

重さ：約145g

材質：竹

生産国：中国

無塗装

パッケージ：PP袋入

②７９5536

樹脂製丸敷板 8寸用

1,900円（税抜）

サイズ：約φ21.5×t0.3㎝

重さ：約180g

材質：木製MDF

生産国：韓国

塗装：ウレタン（裏面は黒）

パッケージ：PP袋入

②７９5536

樹脂製丸敷板 8寸用

1,900円（税抜）

サイズ：約φ21.5×t0.3㎝

重さ：約180g

材質：木製MDF

生産国：韓国

塗装：ウレタン（裏面は黒）

パッケージ：PP袋入

⑧794768　木和美・料理箱　五ツ仕切　3,300円（税抜）

サイズ：約34.3×7.5×H4.9㎝（内高4.4㎝）/一桝内寸約6.1×6.1×H3.8㎝

重さ：約200g/材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑧794768　木和美・料理箱　五ツ仕切　3,300円（税抜）

サイズ：約34.3×7.5×H4.9㎝（内高4.4㎝）/一桝内寸約6.1×6.1×H3.8㎝

重さ：約200g/材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

③７９４８２９

豆小皿（十草） 丸

130円（税抜）

サイズ：約φ5.2×H1.3㎝

重さ：約25g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

③７９４８２９

豆小皿（十草） 丸

130円（税抜）

サイズ：約φ5.2×H1.3㎝

重さ：約25g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

④７９４８６７

クリスタル六角珍味入 緑

1,300円（税抜）

サイズ：約7.1×6.7×H4.6㎝

（内高3㎝）/重さ：約87g

材質：ガラス

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

④７９４８６７

クリスタル六角珍味入 緑

1,300円（税抜）

サイズ：約7.1×6.7×H4.6㎝

（内高3㎝）/重さ：約87g

材質：ガラス

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑤７９４８７４

硝子 ミニ小付 花舞 浅紫

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

⑤７９４８７４

硝子 ミニ小付 花舞 浅紫

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

⑥７９６９７7

市松懐敷 金銀（200枚入） 5寸

３,４００円（税抜）［1枚あたり17円］

サイズ：約15×15㎝

重さ：約275g（200枚の総重量）

材質：PP

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑥７９６９７7

市松懐敷 金銀（200枚入） 5寸

３,４００円（税抜）［1枚あたり17円］

サイズ：約15×15㎝

重さ：約275g（200枚の総重量）

材質：PP

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑲795246

絢手毬珍味入 ルリ

450円（税抜）

サイズ：約φ5.3×H4.8㎝

（身の内高2.5㎝）

重さ：約80g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：

PP袋入

⑲795246

絢手毬珍味入 ルリ

450円（税抜）

サイズ：約φ5.3×H4.8㎝

（身の内高2.5㎝）

重さ：約80g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：

PP袋入

⑳795239

手まり型珍味入（赤）

340円（税抜）

サイズ：約φ5.3×H4.8cm

（身の内高2.5㎝）/重さ：約80g

材質：陶器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑳795239

手まり型珍味入（赤）

340円（税抜）

サイズ：約φ5.3×H4.8cm

（身の内高2.5㎝）/重さ：約80g

材質：陶器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

陶器・角型高台珍味入　280円（税抜）

⑨794799 青磁 　⑩794775 ルリ 　⑪794805 白 　⑫794812 墨吹 　⑬794782 黄釉

サイズ：約5.7×5.7×Ｈ3.7㎝（内高2㎝）/重さ：約110g/容量：約40㎖

材質：陶器/生産国：中国/パッケージ：PP袋入

陶器・角型高台珍味入　280円（税抜）

⑨794799 青磁 　⑩794775 ルリ 　⑪794805 白 　⑫794812 墨吹 　⑬794782 黄釉

サイズ：約5.7×5.7×Ｈ3.7㎝（内高2㎝）/重さ：約110g/容量：約40㎖

材質：陶器/生産国：中国/パッケージ：PP袋入

⑭794881　ひのき会席膳 尺〇

6,300円（税抜）

サイズ：約30×30×H1.8㎝

内寸約27.7×27.7×H0.6㎝

（内高1.5㎝）重さ：約510g

材質：木製/生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：箱入

⑭794881　ひのき会席膳 尺〇

6,300円（税抜）

サイズ：約30×30×H1.8㎝

内寸約27.7×27.7×H0.6㎝

（内高1.5㎝）重さ：約510g

材質：木製/生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：箱入

⑰794751

青塗はつり 丸千代口 中

2,600円（税抜）

サイズ：

約φ6.5～7×H8cm

（内高5㎝）

容量：約120㎖

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

⑰794751

青塗はつり 丸千代口 中

2,600円（税抜）

サイズ：

約φ6.5～7×H8cm

（内高5㎝）

容量：約120㎖

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

⑱794836

市松ぼんぼり 中 朱

450円（税抜）

サイズ：約φ5.7×H4.7㎝

（内高4㎝）

容量：約50㎖

重さ：約50g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑱794836

市松ぼんぼり 中 朱

450円（税抜）

サイズ：約φ5.7×H4.7㎝

（内高4㎝）

容量：約50㎖

重さ：約50g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑮794843

木製片口珍味入 根来

1,200円（税抜）

サイズ：

約9.5×7×H5㎝

（内高4㎝）

容量：約50㎖

重さ：約35g

材質：木製

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑮794843

木製片口珍味入 根来

1,200円（税抜）

サイズ：

約9.5×7×H5㎝

（内高4㎝）

容量：約50㎖

重さ：約35g

材質：木製

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑯794850

夢切子　千代口 赤

2,500円（税抜）

サイズ：約φ6×Ｈ4.8㎝

（内高4.4㎝）

容量：約80㎖

重さ：約78g

材質：ガラス

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑯794850

夢切子　千代口 赤

2,500円（税抜）

サイズ：約φ6×Ｈ4.8㎝

（内高4.4㎝）

容量：約80㎖

重さ：約78g

材質：ガラス

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

①①

②

③

④④

⑤⑤

⑥

⑧⑧

⑱

⑨⑨ ⑩⑩ ⑪⑪

⑪⑪

⑮
⑯

⑰

⑫⑫ ⑬⑬

⑭

⑲

⑳

⑦

約φ5.3㎝約φ5.3㎝

⑮

約9.5㎝約9.5㎝

約H5㎝約H5㎝

約φ6㎝約φ6㎝

約H4.8㎝約H4.8㎝

約φ6.5〜7㎝約φ6.5〜7㎝

約H8㎝約H8㎝

⑰

⑯

約φ5.7㎝約φ5.7㎝

約H4.7㎝約H4.7㎝

⑱



心踊る香ばしさに

手描き金縁市松珍味入手描き金縁市松珍味入

②796205　朱　　490円（税抜）

③796212　藍　　490円（税抜）

④796229　黄　　490円（税抜）

②796205　朱　　490円（税抜）

③796212　藍　　490円（税抜）

④796229　黄　　490円（税抜）

サイズ：約5×5×H4.1㎝（内高3.5㎝）

重さ：約75g/材質：陶器

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

※イメージの商品は 796205 朱

サイズ：約5×5×H4.1㎝（内高3.5㎝）

重さ：約75g/材質：陶器

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

※イメージの商品は 796205 朱

⑤822089　

Naturalist バターケース

3,500円（税抜）

サイズ：

約18.2×10.4×H5.5㎝

（内高3.7㎝）

※バターの大きさ目安

　 約200g

　 （約12.3×6.3×H2.8㎝）

重さ：約155g

材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑤822089　

Naturalist バターケース

3,500円（税抜）

サイズ：

約18.2×10.4×H5.5㎝

（内高3.7㎝）

※バターの大きさ目安

　 約200g

　 （約12.3×6.3×H2.8㎝）

重さ：約155g

材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

①796199　檜・丸小皿　　1,100円（税抜）

サイズ：約φ8.4×H3.2㎝

内寸約φ7.3×H1.7㎝

重さ：約85g

材質：木製/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

①796199　檜・丸小皿　　1,100円（税抜）

サイズ：約φ8.4×H3.2㎝

内寸約φ7.3×H1.7㎝

重さ：約85g

材質：木製/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑥896912

森のカトラリー バターナイフ

720円（税抜）

サイズ：約2.7×L17.5㎝

重さ：約10g

材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑥896912

森のカトラリー バターナイフ

720円（税抜）

サイズ：約2.7×L17.5㎝

重さ：約10g

材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑦796182

竹・天ぷら盛皿　内黒

（ステンレス目皿付） 正角5寸

5,550円（税抜）

サイズ：約16×16×Ｈ4.2cm

※ステンレス目皿

　 約14.1×14.1×H1cm

（目皿付内高2.5㎝）

重さ：約200g（目皿付重さ）

材質：竹/生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑦796182

竹・天ぷら盛皿　内黒

（ステンレス目皿付） 正角5寸

5,550円（税抜）

サイズ：約16×16×Ｈ4.2cm

※ステンレス目皿

　 約14.1×14.1×H1cm

（目皿付内高2.5㎝）

重さ：約200g（目皿付重さ）

材質：竹/生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

③③

②②
④④

⑤⑤

⑦⑦

⑥⑥

約φ8.4㎝約φ8.4㎝

約18.2㎝
約18.2㎝

①①

約5㎝約5㎝

約5㎝約5㎝

①

②

⑤

⑥

⑦

約H3.2㎝約H3.2㎝

約H5.5㎝約H5.5㎝

約H4.1㎝約H4.1㎝

約17.5㎝約17.5㎝

約2.7㎝
約2.7㎝

約10.4㎝
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⑫796304　銘木六角箸 つげ

250円（税抜）

サイズ：約L22.5㎝/重さ：約13g

材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑫796304　銘木六角箸 つげ

250円（税抜）

サイズ：約L22.5㎝/重さ：約13g

材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑬796311　木製箸置 アーチ アッシュ

190円（税抜）

サイズ：約1.3×4.5×H1.1㎝/重さ：約5g

材質：木製/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑬796311　木製箸置 アーチ アッシュ

190円（税抜）

サイズ：約1.3×4.5×H1.1㎝/重さ：約5g

材質：木製/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

涼をいただく
すずしさ

②
①

⑨

⑩

⑪

③
④

⑤

⑥

⑦

⑧
①796267　木和美・料理箱 三ツ仕切 

2,200円（税抜）

サイズ：約20.9×7.5×H4.9㎝

一桝内寸約6.1×6.1×H3.8㎝/重さ：約133g

材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

①796267　木和美・料理箱 三ツ仕切 

2,200円（税抜）

サイズ：約20.9×7.5×H4.9㎝

一桝内寸約6.1×6.1×H3.8㎝/重さ：約133g

材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑪796250　細編み高台そばざる 8寸

2,800円（税抜）

サイズ：約φ24×H5.7㎝/重さ：約66g

材質：竹/生産国：ベトナム

パッケージ：PP袋入

⑪796250　細編み高台そばざる 8寸

2,800円（税抜）

サイズ：約φ24×H5.7㎝/重さ：約66g

材質：竹/生産国：ベトナム

パッケージ：PP袋入

⑩796281

ウッドボウル（深型） 小

1,350円（税抜）

サイズ：約φ14×H6.2㎝

（内高4.7㎝）

重さ：約114g

材質：木製

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑩796281

ウッドボウル（深型） 小

1,350円（税抜）

サイズ：約φ14×H6.2㎝

（内高4.7㎝）

重さ：約114g

材質：木製

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑨796298　せせらぎすだれ 大　　750円（税抜）

サイズ：約30×40㎝/重さ：約140g

材質：竹/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑨796298　せせらぎすだれ 大　　750円（税抜）

サイズ：約30×40㎝/重さ：約140g

材質：竹/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

陶器・角型珍味入陶器・角型珍味入

②796274　ヒワ吹　　190円（税抜）

③796236　黄吹　　190円（税抜）

④796243　ピンク吹　　190円（税抜）

⑤795109　コバルト吹　　190円（税抜）

②796274　ヒワ吹　　190円（税抜）

③796236　黄吹　　190円（税抜）

④796243　ピンク吹　　190円（税抜）

⑤795109　コバルト吹　　190円（税抜）

⑥795116　黒マット　　180円（税抜）

⑦795574　白　　170円（税抜）

⑧795581　吹墨　　190円（税抜）

⑥795116　黒マット　　180円（税抜）

⑦795574　白　　170円（税抜）

⑧795581　吹墨　　190円（税抜）

サイズ：約5.7㎝×5.7×H3.7㎝（内高3㎝）/重さ：約110g

材質：陶器/生産国：中国/パッケージ：PP袋入

サイズ：約5.7㎝×5.7×H3.7㎝（内高3㎝）/重さ：約110g

材質：陶器/生産国：中国/パッケージ：PP袋入

⑬⑬

⑫⑫

約φ14㎝約φ14㎝

③③

①①⑨⑨

⑩⑩

⑪⑪

⑧⑧

④④

約20.9㎝
約20.9㎝

約40㎝約40㎝

約5.7㎝約5.7㎝

約H4.9㎝約H4.9㎝

約H6.2㎝約H6.2㎝

約H3.7㎝約H3.7㎝

約5.7㎝約5.7㎝

約H7.5㎝約H7.5㎝

約30㎝約30㎝
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⑨796397　木の葉型珍味入 フリット　470円（税抜）

サイズ：約9×4×H2.2㎝（内高1㎝）/重さ：約25g

材質：陶器/生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑨796397　木の葉型珍味入 フリット　470円（税抜）

サイズ：約9×4×H2.2㎝（内高1㎝）/重さ：約25g

材質：陶器/生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑪796366　和柄小皿 麻の葉　220円（税抜）

サイズ：約φ8×H1.8㎝（内高1㎝）/重さ：約48g

材質：陶器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑪796366　和柄小皿 麻の葉　220円（税抜）

サイズ：約φ8×H1.8㎝（内高1㎝）/重さ：約48g

材質：陶器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑫796380　小判型菊皿 オレンジ　470円（税抜）

サイズ：約7.7×6.1×H2.5㎝（内高1.8㎝）

重さ：約55g/材質：陶器/生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑫796380　小判型菊皿 オレンジ　470円（税抜）

サイズ：約7.7×6.1×H2.5㎝（内高1.8㎝）

重さ：約55g/材質：陶器/生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑩796373　和柄小皿 市松　220円（税抜）

サイズ：約φ8×H1.8㎝（内高1㎝）/重さ：約48g

材質：陶器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑩796373　和柄小皿 市松　220円（税抜）

サイズ：約φ8×H1.8㎝（内高1㎝）/重さ：約48g

材質：陶器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑦796427　細身八角先角箸 赤茶　　250円（税抜）

サイズ：約L22.5㎝/重さ：約10g

材質：木製/生産国：中国

塗装：漆/パッケージ：PP袋入

⑦796427　細身八角先角箸 赤茶　　250円（税抜）

サイズ：約L22.5㎝/重さ：約10g

材質：木製/生産国：中国

塗装：漆/パッケージ：PP袋入

⑧796434　木製箸置 レッドウッド　210円（税抜）

サイズ：約4.3×2.5×H1.3㎝/重さ：約7g

材質：木製/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑧796434　木製箸置 レッドウッド　210円（税抜）

サイズ：約4.3×2.5×H1.3㎝/重さ：約7g

材質：木製/生産国：ベトナム

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

①

②

③

和みボウル カフェ和みボウル カフェ

①796328　ナチュラル　　　　  1,400円（税抜）

②796335　ライトブラウン　　 1,400円（税抜）

③796342　ダークブラウン　　1,400円（税抜）

サイズ：約φ11.4㎝×H6.5㎝（内高5㎝）

重さ：約84g〜103g/材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

①796328　ナチュラル　　　　  1,400円（税抜）

②796335　ライトブラウン　　 1,400円（税抜）

③796342　ダークブラウン　　1,400円（税抜）

サイズ：約φ11.4㎝×H6.5㎝（内高5㎝）

重さ：約84g〜103g/材質：木製/生産国：中国

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑥796359　タモ手彫り匠 長角皿 中　　6,900円（税抜）

サイズ：約33×21×H2㎝/重さ：約400g

材質：木製/生産国：中国/塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑥796359　タモ手彫り匠 長角皿 中　　6,900円（税抜）

サイズ：約33×21×H2㎝/重さ：約400g

材質：木製/生産国：中国/塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

④796410

縁赤六角珍味入

250円（税抜）

サイズ：約5.8×5×H3㎝

（内高2.5㎝）

重さ：約70g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

④796410

縁赤六角珍味入

250円（税抜）

サイズ：約5.8×5×H3㎝

（内高2.5㎝）

重さ：約70g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

④④

④④

⑤⑤

①①

③③

⑤⑤

⑥⑥

⑥⑥

⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨

⑩⑩

⑪⑪

⑫⑫

約φ11.4㎝約φ11.4㎝

約5㎝約5㎝

約5.8㎝約5.8㎝

約8.5㎝
約8.5㎝

約H6.5㎝約H6.5㎝

約H3㎝約H3㎝

約H3.6㎝約H3.6㎝
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ほっとするかたち

⑤796403

陶器・ミニレンゲ珍味入 草紋

280円（税抜）

サイズ：約8.5×5.8×H3.6㎝

（内高1.5㎝）/重さ：約55g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑤796403

陶器・ミニレンゲ珍味入 草紋

280円（税抜）

サイズ：約8.5×5.8×H3.6㎝

（内高1.5㎝）/重さ：約55g

材質：陶器

生産国：中国

パッケージ：PP袋入



もてなす遊び心

④

⑤

⑥

⑥

⑤

⑦

①796472　遠赤陶板（角）

1,900円（税抜）

サイズ：約14.3×14.3×H2㎝

重さ：約330g

材質：セラミック遠赤陶器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

①796472　遠赤陶板（角）

1,900円（税抜）

サイズ：約14.3×14.3×H2㎝

重さ：約330g

材質：セラミック遠赤陶器

生産国：日本

パッケージ：PP袋入

②804894

カッティングボード

2,700円（税抜）

サイズ：約13×30×H1.5㎝

重さ：約330g

材質：木製

生産国：ベトナム

塗装：：ウレタン

パッケージ：タグのみ

②804894

カッティングボード

2,700円（税抜）

サイズ：約13×30×H1.5㎝

重さ：約330g

材質：木製

生産国：ベトナム

塗装：：ウレタン

パッケージ：タグのみ

④796465　遠赤水コンロ（網付）

3,150円（税抜）

サイズ：約18×15.5×H4.3㎝

※金網約φ13.6㎝/重さ：約390g

材質：セラミック遠赤陶器/生産国：日本

パッケージ：箱入

④796465　遠赤水コンロ（網付）

3,150円（税抜）

サイズ：約18×15.5×H4.3㎝

※金網約φ13.6㎝/重さ：約390g

材質：セラミック遠赤陶器/生産国：日本

パッケージ：箱入

③796519

天然木パーテーションプレート 3-1

2,900円（税抜）

サイズ：約24×24×H1.7㎝

重さ：約315g

材質：木製

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

③796519

天然木パーテーションプレート 3-1

2,900円（税抜）

サイズ：約24×24×H1.7㎝

重さ：約315g

材質：木製

生産国：ベトナム

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑤796441　遠赤ミニ陶板・黒 小判型　

2,650円（税抜）

サイズ：約18×13.5cm（内高1㎝）

重さ：約350g

材質：セラミック遠赤陶器/生産国：日本

パッケージ：箱入

⑤796441　遠赤ミニ陶板・黒 小判型　

2,650円（税抜）

サイズ：約18×13.5cm（内高1㎝）

重さ：約350g

材質：セラミック遠赤陶器/生産国：日本

パッケージ：箱入

⑥796458　遠赤ミニ陶板・黒 丸型

2,000円（税抜）

サイズ：約φ15cm（内高0.8㎝）

重さ：約310g

材質：セラミック遠赤陶器/生産国：日本

パッケージ：箱入

⑥796458　遠赤ミニ陶板・黒 丸型

2,000円（税抜）

サイズ：約φ15cm（内高0.8㎝）

重さ：約310g

材質：セラミック遠赤陶器/生産国：日本

パッケージ：箱入

約18㎝
約18㎝

約18㎝約18㎝

約φ15㎝
約φ15㎝

約φ24㎝（大）
約φ24㎝（大）

①
②

③
⑦ワラ鍋敷⑦ワラ鍋敷

796489　大　　2,900円（税抜）

サイズ：約φ24㎝、穴のサイズ 約φ12㎝/重さ：約230g

796496　中　　2,200円（税抜）

サイズ：約φ18㎝、穴のサイズ 約φ10㎝/重さ：約110g

796502　小　　2,000円（税抜）

サイズ：約φ14㎝、穴のサイズ 約φ8.5㎝/重さ：約80g

厚み約2㎝/材質：ワラ/生産国：日本/パッケージ：PP袋入

※イメージの商品は 796496 中

796489　大　　2,900円（税抜）

サイズ：約φ24㎝、穴のサイズ 約φ12㎝/重さ：約230g

796496　中　　2,200円（税抜）

サイズ：約φ18㎝、穴のサイズ 約φ10㎝/重さ：約110g

796502　小　　2,000円（税抜）

サイズ：約φ14㎝、穴のサイズ 約φ8.5㎝/重さ：約80g

厚み約2㎝/材質：ワラ/生産国：日本/パッケージ：PP袋入

※イメージの商品は 796496 中

⑦

④

約H13.5㎝
約H13.5㎝

約H4.3㎝約H4.3㎝

厚み約2㎝厚み約2㎝

穴のサイズ
約φ12㎝
（大）

穴のサイズ
約φ12㎝
（大）
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心地よさを味わう

①①

②②

③③

⑥⑥

⑦⑦

⑩⑩

⑬⑬

⑧⑧

⑨⑨

⑪⑪

⑫⑫

⑭⑭

⑮⑮

⑯⑯

⑪796618

紋印小鉢　黄　　450円（税抜）

サイズ：約φ7.8×H3㎝（内高2.5㎝）

容量：約25㎖/重さ：約67g

材質：陶器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑪796618

紋印小鉢　黄　　450円（税抜）

サイズ：約φ7.8×H3㎝（内高2.5㎝）

容量：約25㎖/重さ：約67g

材質：陶器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑫869596　鉄灰ぐいのみ

450円（税抜）

サイズ：約φ5.6×Ｈ2.8㎝（内高2.5㎝）

重さ：約35g/容量：満約50ml/材質：陶器

生産国：中国/パッケージ：紙巻

⑫869596　鉄灰ぐいのみ

450円（税抜）

サイズ：約φ5.6×Ｈ2.8㎝（内高2.5㎝）

重さ：約35g/容量：満約50ml/材質：陶器

生産国：中国/パッケージ：紙巻

⑧796595 

陶器・黒石目調盛皿（長角） 小

1,700円（税抜）

サイズ：約21×12×H0.9㎝

重さ：約560g

材質：陶器/生産国：日本

パッケージ：PP袋入

※オーブン等の使用不可

（非耐熱）

⑧796595 

陶器・黒石目調盛皿（長角） 小

1,700円（税抜）

サイズ：約21×12×H0.9㎝

重さ：約560g

材質：陶器/生産国：日本

パッケージ：PP袋入

※オーブン等の使用不可

（非耐熱）

⑨796601

ノミ目珍味入 織部　　350円（税抜）

サイズ：約φ5.5×H4㎝（内高3.5㎝）

重さ：約50g

材質：陶器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑨796601

ノミ目珍味入 織部　　350円（税抜）

サイズ：約φ5.5×H4㎝（内高3.5㎝）

重さ：約50g

材質：陶器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑩792986

削ぎ目 姫抹茶碗 ゆず赤

1,450円（税抜）

サイズ：約φ9.5×H5.5㎝（内高4.8㎝）

容量：約200㎖/重さ：約130g

材質：陶器（美濃焼）

生産国：日本/パッケージ：紙巻

⑩792986

削ぎ目 姫抹茶碗 ゆず赤

1,450円（税抜）

サイズ：約φ9.5×H5.5㎝（内高4.8㎝）

容量：約200㎖/重さ：約130g

材質：陶器（美濃焼）

生産国：日本/パッケージ：紙巻

⑬869589　鉄灰とっくり

1,200円（税抜）

サイズ：約φ6×Ｈ14.4㎝（内高14㎝）

重さ：約150g/容量：満約170ml

材質：陶器/生産国：中国

パッケージ：紙巻

⑬869589　鉄灰とっくり

1,200円（税抜）

サイズ：約φ6×Ｈ14.4㎝（内高14㎝）

重さ：約150g/容量：満約170ml

材質：陶器/生産国：中国

パッケージ：紙巻

⑭796649　洗える樹脂マット B

600円（税抜）

サイズ：約43×30.5㎝/重さ：約90g

材質：ポリ塩化ビニール

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

耐熱温度60℃

⑭796649　洗える樹脂マット B

600円（税抜）

サイズ：約43×30.5㎝/重さ：約90g

材質：ポリ塩化ビニール

生産国：中国/パッケージ：PP袋入

耐熱温度60℃

⑯796434　木製箸置 レッドウッド

210円（税抜）

サイズ：約4.3×2.5×H1.3㎝

重さ：約5g

材質：木製/生産国：ベトナム

パッケージ：PP袋入

⑯796434　木製箸置 レッドウッド

210円（税抜）

サイズ：約4.3×2.5×H1.3㎝

重さ：約5g

材質：木製/生産国：ベトナム

パッケージ：PP袋入

⑦796656

スス竹ねじり菜箸　　600円（税抜）

サイズ：約L30㎝/重さ：約15g

材質：竹/生産国：日本

パッケージ：PP袋入

⑦796656

スス竹ねじり菜箸　　600円（税抜）

サイズ：約L30㎝/重さ：約15g

材質：竹/生産国：日本

パッケージ：PP袋入

①796533  身（1段） ※竹スダレ別売 　　6,600円（税抜）

サイズ：約30.5×30.5×H7.8㎝（内寸約24×24×H6㎝【竹スダレ入内高5.5㎝】）

重さ：約435g/材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

②796540  サン蓋　　5,000円（税抜）

サイズ：約27.5×27.5×H3.7㎝/重さ：約435g

材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

③796557　箱型すり蓋（ステンレス中子付）　　14,800円（税抜）

サイズ：約34×34×H3.4㎝

内寸約31.2×31.2×H1.5㎝（内高1.5㎝）

ステンレス中子 内寸約31.2×31.2×1.5㎝/重さ：約1.7㎏

材質：木製、ステンレス/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

④796564  受台　　7,000円（税抜）

サイズ：約34×34×H4.2㎝、内寸約31.5×31.5×1.8㎝/重さ：約530g

材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

⑤796571　竹スダレ　　1,150円（税抜）

サイズ：約23.6×24㎝/重さ：約160g

材質：竹/生産国：中国/無塗装/パッケージ：PP袋入

⑥796588  ステンレス外輪鍋（大）　　8,000円（税抜）

サイズ：約φ30×H11.5㎝（内高11.5㎝）/重さ：約700g

材質：ステンレス/生産国：日本/パッケージ：箱入

①796533  身（1段） ※竹スダレ別売 　　6,600円（税抜）

サイズ：約30.5×30.5×H7.8㎝（内寸約24×24×H6㎝【竹スダレ入内高5.5㎝】）

重さ：約435g/材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

②796540  サン蓋　　5,000円（税抜）

サイズ：約27.5×27.5×H3.7㎝/重さ：約435g

材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

③796557　箱型すり蓋（ステンレス中子付）　　14,800円（税抜）

サイズ：約34×34×H3.4㎝

内寸約31.2×31.2×H1.5㎝（内高1.5㎝）

ステンレス中子 内寸約31.2×31.2×1.5㎝/重さ：約1.7㎏

材質：木製、ステンレス/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

④796564  受台　　7,000円（税抜）

サイズ：約34×34×H4.2㎝、内寸約31.5×31.5×1.8㎝/重さ：約530g

材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

⑤796571　竹スダレ　　1,150円（税抜）

サイズ：約23.6×24㎝/重さ：約160g

材質：竹/生産国：中国/無塗装/パッケージ：PP袋入

⑥796588  ステンレス外輪鍋（大）　　8,000円（税抜）

サイズ：約φ30×H11.5㎝（内高11.5㎝）/重さ：約700g

材質：ステンレス/生産国：日本/パッケージ：箱入

椹・お座敷セイロ（8寸）単品椹・お座敷セイロ（8寸）単品

①796533  身（1段） ※竹スダレ別売 　　6,600円（税抜）

サイズ：約30.5×30.5×H7.8㎝（内寸約24×24×H6㎝【竹スダレ入内高5.5㎝】）

重さ：約435g/材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

②796540  サン蓋　　5,000円（税抜）

サイズ：約27.5×27.5×H3.7㎝/重さ：約435g

材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

③796557　箱型すり蓋（ステンレス中子付）　　14,800円（税抜）

サイズ：約34×34×H3.4㎝

内寸約31.2×31.2×H1.5㎝（内高1.5㎝）

ステンレス中子 内寸約31.2×31.2×1.5㎝/重さ：約1.7㎏

材質：木製、ステンレス/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

④796564  受台　　7,000円（税抜）

サイズ：約34×34×H4.2㎝、内寸約31.5×31.5×1.8㎝/重さ：約530g

材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

⑤796571　竹スダレ　　1,150円（税抜）

サイズ：約23.6×24㎝/重さ：約160g

材質：竹/生産国：中国/無塗装/パッケージ：PP袋入

⑥796588  ステンレス外輪鍋（大）　　8,000円（税抜）

サイズ：約φ30×H11.5㎝（内高11.5㎝）/重さ：約700g

材質：ステンレス/生産国：日本/パッケージ：箱入

①796533  身（1段） ※竹スダレ別売 　　6,600円（税抜）

サイズ：約30.5×30.5×H7.8㎝（内寸約24×24×H6㎝【竹スダレ入内高5.5㎝】）

重さ：約435g/材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

②796540  サン蓋　　5,000円（税抜）

サイズ：約27.5×27.5×H3.7㎝/重さ：約435g

材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

③796557　箱型すり蓋（ステンレス中子付）　　14,800円（税抜）

サイズ：約34×34×H3.4㎝

内寸約31.2×31.2×H1.5㎝（内高1.5㎝）

ステンレス中子 内寸約31.2×31.2×1.5㎝/重さ：約1.7㎏

材質：木製、ステンレス/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

④796564  受台　　7,000円（税抜）

サイズ：約34×34×H4.2㎝、内寸約31.5×31.5×1.8㎝/重さ：約530g

材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

⑤796571　竹スダレ　　1,150円（税抜）

サイズ：約23.6×24㎝/重さ：約160g

材質：竹/生産国：中国/無塗装/パッケージ：PP袋入

⑥796588  ステンレス外輪鍋（大）　　8,000円（税抜）

サイズ：約φ30×H11.5㎝（内高11.5㎝）/重さ：約700g

材質：ステンレス/生産国：日本/パッケージ：箱入

①796533  身（1段） ※竹スダレ別売 　　6,600円（税抜）

サイズ：約30.5×30.5×H7.8㎝（内寸約24×24×H6㎝【竹スダレ入内高5.5㎝】）

重さ：約435g/材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

②796540  サン蓋　　5,000円（税抜）

サイズ：約27.5×27.5×H3.7㎝/重さ：約435g

材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

③796557　箱型すり蓋（ステンレス中子付）　　14,800円（税抜）

サイズ：約34×34×H3.4㎝

内寸約31.2×31.2×H1.5㎝（内高1.5㎝）

ステンレス中子 内寸約31.2×31.2×1.5㎝/重さ：約1.7㎏

材質：木製、ステンレス/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

④796564  受台　　7,000円（税抜）

サイズ：約34×34×H4.2㎝、内寸約31.5×31.5×1.8㎝/重さ：約530g

材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

⑤796571　竹スダレ　　1,150円（税抜）

サイズ：約23.6×24㎝/重さ：約160g

材質：竹/生産国：中国/無塗装/パッケージ：PP袋入

⑥796588  ステンレス外輪鍋（大）　　8,000円（税抜）

サイズ：約φ30×H11.5㎝（内高11.5㎝）/重さ：約700g

材質：ステンレス/生産国：日本/パッケージ：箱入

椹・お座敷セイロ（8寸）単品椹・お座敷セイロ（8寸）単品椹・お座敷セイロ（8寸）単品

①〜⑥のセット商品です。

生産国：日本（竹スダレのみ中国）/総重量：約4㎏/パッケージ：箱入

①〜⑥のセット商品です。

生産国：日本（竹スダレのみ中国）/総重量：約4㎏/パッケージ：箱入

794904　椹・お座敷セイロ（8寸）セット　　42,550円（税抜）794904　椹・お座敷セイロ（8寸）セット　　42,550円（税抜）

①〜⑥のセット商品です。

生産国：日本（竹スダレのみ中国）/総重量：約4㎏/パッケージ：箱入

①〜⑥のセット商品です。

生産国：日本（竹スダレのみ中国）/総重量：約4㎏/パッケージ：箱入

①〜⑥のセット商品です。

生産国：日本（竹スダレのみ中国）/総重量：約4㎏/パッケージ：箱入

794904　椹・お座敷セイロ（8寸）セット　　42,550円（税抜）794904　椹・お座敷セイロ（8寸）セット　　42,550円（税抜）794904　椹・お座敷セイロ（8寸）セット　　42,550円（税抜）
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⑮796427　細身八角先角箸 赤茶　

250円（税抜）

サイズ：約L22.5㎝/重さ：約12g

材質：木製/生産国：中国

塗装：漆

パッケージ：PP袋入

⑮796427　細身八角先角箸 赤茶　

250円（税抜）

サイズ：約L22.5㎝/重さ：約12g

材質：木製/生産国：中国

塗装：漆

パッケージ：PP袋入

この受け台にセイロを載せて
食卓に出します。

セイロの内側に入れます。

④④ ⑤⑤



⑨796724

すす竹 デザートスプーン

500円（税抜）

サイズ：約L15×H2.7㎝

重さ：約5g

材質：竹

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑨796724

すす竹 デザートスプーン

500円（税抜）

サイズ：約L15×H2.7㎝

重さ：約5g

材質：竹

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

②797011

すす竹 雑炊スプーン

800円（税抜）

サイズ：約L17×4.4㎝

重さ：約18g

材質：竹

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

②797011

すす竹 雑炊スプーン

800円（税抜）

サイズ：約L17×4.4㎝

重さ：約18g

材質：竹

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

③797004

煮豆スプーン（摺漆）

750円（税抜）

サイズ：約L17.3×4.5㎝

重さ：約10g

材質：木製

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

③797004

煮豆スプーン（摺漆）

750円（税抜）

サイズ：約L17.3×4.5㎝

重さ：約10g

材質：木製

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

④797028

すす竹 フォーク（L）

600円（税抜）

サイズ：約L21.5×H2.5㎝

重さ：約10g

材質：竹

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

④797028

すす竹 フォーク（L）

600円（税抜）

サイズ：約L21.5×H2.5㎝

重さ：約10g

材質：竹

生産国：中国

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑤797035

すす竹 カレースプーン

1,100円（税抜）

サイズ：約L17×3.9㎝

重さ：約9g

材質：竹

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑤797035

すす竹 カレースプーン

1,100円（税抜）

サイズ：約L17×3.9㎝

重さ：約9g

材質：竹

塗装：ウレタン

パッケージ：PP袋入

⑥796991

マルチスプーン（摺漆）

680円（税抜）

サイズ：約L16.5×3.9㎝

重さ：約6g

材質：木製

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑥796991

マルチスプーン（摺漆）

680円（税抜）

サイズ：約L16.5×3.9㎝

重さ：約6g

材質：木製

生産国：中国

パッケージ：PP袋入

玉手箱話し華笑く
さ

⑩796748　本煤竹菓子ナイフ　　350円（税抜）

サイズ：約L12㎝/重さ：約1g

材質：竹/生産国：日本/無塗装

パッケージ：PP袋入

⑩796748　本煤竹菓子ナイフ　　350円（税抜）

サイズ：約L12㎝/重さ：約1g

材質：竹/生産国：日本/無塗装

パッケージ：PP袋入

⑪796731　すす竹利休フォーク　　280円（税抜）

サイズ：約L12×1.2㎝/重さ：約2g

材質：竹/無塗装/パッケージ：PP袋入

⑪796731　すす竹利休フォーク　　280円（税抜）

サイズ：約L12×1.2㎝/重さ：約2g

材質：竹/無塗装/パッケージ：PP袋入

①①

⑫⑫

⑬⑬
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⑭⑭ ⑮⑮
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⑧⑧
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⑧796717　ひのき隅切板（大）　　690円（税抜）

サイズ：約11.5×11.5×t0.7㎝/重さ：約35g

材質：木製/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑧796717　ひのき隅切板（大）　　690円（税抜）

サイズ：約11.5×11.5×t0.7㎝/重さ：約35g

材質：木製/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

①796687　白竹・鵜篭 大

3,700円（税抜）

サイズ：

約φ15（口内径φ10.7）×H11㎝

（内高8.5㎝）/重さ：約45g

材質：竹

無塗装/パッケージ：PP袋入

①796687　白竹・鵜篭 大

3,700円（税抜）

サイズ：

約φ15（口内径φ10.7）×H11㎝

（内高8.5㎝）/重さ：約45g

材質：竹

無塗装/パッケージ：PP袋入

⑮796670

朴・物相型〈瓢（ひょうたん）〉

1,100円（税抜）

サイズ：約17.9×10.7×H3㎝

内寸約10.8×6.7×H3㎝

※飯米約150g分

重さ：約340g/材質：木製

生産国：日本/無塗装

パッケージ：PP袋入

⑮796670

朴・物相型〈瓢（ひょうたん）〉

1,100円（税抜）

サイズ：約17.9×10.7×H3㎝

内寸約10.8×6.7×H3㎝

※飯米約150g分

重さ：約340g/材質：木製

生産国：日本/無塗装

パッケージ：PP袋入

⑭796663　朴・物相型〈菊〉

1,100円（税抜）

サイズ：約17.9×10.7×H3㎝

内寸約φ9.5×H3㎝

※飯米約190g分

重さ：約340g/材質：木製

生産国：日本/無塗装

パッケージ：PP袋入

⑭796663　朴・物相型〈菊〉

1,100円（税抜）

サイズ：約17.9×10.7×H3㎝

内寸約φ9.5×H3㎝

※飯米約190g分

重さ：約340g/材質：木製

生産国：日本/無塗装

パッケージ：PP袋入

⑦796694　竹・料理箱（内黒） 正角5寸　　

4,200円（税抜）

サイズ：約16×16×Ｈ4.2㎝

内寸約14.8×14.8×H3㎝/重さ：約150g

材質：竹/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

⑦796694　竹・料理箱（内黒） 正角5寸　　

4,200円（税抜）

サイズ：約16×16×Ｈ4.2㎝

内寸約14.8×14.8×H3㎝/重さ：約150g

材質：竹/生産国：日本

塗装：ウレタン/パッケージ：PP袋入

約16㎝約16㎝

約11.5㎝
約11.5㎝

約11.5㎝約11.5㎝

約16㎝約16㎝

約H4.2㎝約H4.2㎝

厚み約0.7㎝厚み約0.7㎝

約17.9㎝
約17.9㎝

約10.7㎝約10.7㎝

約H3㎝約H3㎝
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⑫794812

陶器・角型高台珍味入 墨吹　　280円（税抜）

サイズ：約5.7×5.7×H3.7㎝（内高2㎝）

重さ：約110g/容量：約40㎖

材質：陶器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑫794812

陶器・角型高台珍味入 墨吹　　280円（税抜）

サイズ：約5.7×5.7×H3.7㎝（内高2㎝）

重さ：約110g/容量：約40㎖

材質：陶器/生産国：中国

パッケージ：PP袋入

⑬796700

竹・料理箱（クリアー） 正角5寸　

4,000円（税抜）

サイズ：約16×16×Ｈ4.2㎝

内寸約14.8×14.8×H3㎝

重さ：約150g

材質：竹

生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：

PP袋入

⑬796700

竹・料理箱（クリアー） 正角5寸　

4,000円（税抜）

サイズ：約16×16×Ｈ4.2㎝

内寸約14.8×14.8×H3㎝

重さ：約150g

材質：竹

生産国：日本

塗装：ウレタン

パッケージ：

PP袋入



33 34

そよ風に色を添える

麻のれん麻のれん

796793　13,000円（税抜）

サイズ：約88×120㎝【2連】

796793　13,000円（税抜）

サイズ：約88×120㎝【2連】

796809　20,000円（税抜）

サイズ：約132×120㎝【3連】

796809　20,000円（税抜）

サイズ：約132×120㎝【3連】

796816　17,000円（税抜）

サイズ：約88×150㎝【2連】

796816　17,000円（税抜）

サイズ：約88×150㎝【2連】

796823　26,000円（税抜）

サイズ：約132×150㎝【3連】

796823　26,000円（税抜）

サイズ：約132×150㎝【3連】

材質：麻/生産国：（生地）中国、（加工）日本/パッケージ：PP袋入材質：麻/生産国：（生地）中国、（加工）日本/パッケージ：PP袋入

のれん掛 ひっかけ型　【組（2×1）】

796854　クリアー

7000円（税抜）

796861　古代色

7,200円（税抜）

サイズ：約7×7×H2cm

塗装：ウレタン/生産国：日本

パッケージ：PP袋入※ビス付

のれん掛 ひっかけ型　【組（2×1）】

796854　クリアー

7000円（税抜）

796861　古代色

7,200円（税抜）

サイズ：約7×7×H2cm

塗装：ウレタン/生産国：日本

パッケージ：PP袋入※ビス付

のれん掛 通し型　【組（2×1）】

796878　クリアー

7,000円（税抜）

796885　古代色

7,200円（税抜）

サイズ：約7×7×H2㎝

塗装：ウレタン/生産国：日本

パッケージ：PP袋入※ビス付

のれん掛 通し型　【組（2×1）】

796878　クリアー

7,000円（税抜）

796885　古代色

7,200円（税抜）

サイズ：約7×7×H2㎝

塗装：ウレタン/生産国：日本

パッケージ：PP袋入※ビス付

No.1 生成

No.1 紺

No.2 えんじ

No.3 ぶどう

No.4 利休ねず

No.5 あかね

No.2 鶯色

No.3 花田色

No.4 煤竹

No.5 薄柿

No.6 紅藤

No.7 桑茶

No.8 珊瑚

【受注生産品】

【受注生産品】

【受注生産品】

※組み合わせイメージ

　 （単色でもセパレートでも価格は同じです。）

※組み合わせイメージ

　 （単色でもセパレートでも価格は同じです。）

※イメージは古代色※イメージは古代色 ※イメージはクリアー※イメージはクリアー

※こちらの商品は

　 2連単色のみの

　 取り扱いとなります。

※こちらの商品は

　 2連単色のみの

　 取り扱いとなります。

のれん棒 晒竹

796892　約φ1.8㎝

1,100円（税抜）

サイズ：約φ1.8㎝

L240㎝迄

生産国：日本

パッケージなし

のれん棒 晒竹

796892　約φ1.8㎝

1,100円（税抜）

サイズ：約φ1.8㎝

L240㎝迄

生産国：日本

パッケージなし

のれん棒 黒竹

796915　約φ1.8㎝

1,950円（税抜）

サイズ：約φ1.8㎝

L240㎝迄

生産国：日本

パッケージなし

のれん棒 黒竹

796915　約φ1.8㎝

1,950円（税抜）

サイズ：約φ1.8㎝

L240㎝迄

生産国：日本

パッケージなし

※ご希望の長さ

　 240㎝まで

　 カット致します。

※ご希望の長さ

　 240㎝まで

　 カット致します。

※ご希望の長さ

　 240㎝まで

　 カット致します。

※ご希望の長さ

　 240㎝まで

　 カット致します。

796830　【長】　8,100円（税抜）

サイズ：約90×150㎝【2連】

796830　【長】　8,100円（税抜）

サイズ：約90×150㎝【2連】

粋・無地のれん（綿のれん）粋・無地のれん（綿のれん）

796847　【短】　6,100円（税抜）

サイズ：約90×90㎝【2連】

796847　【短】　6,100円（税抜）

サイズ：約90×90㎝【2連】

材質：綿/パッケージ：PP袋入材質：綿/パッケージ：PP袋入
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灯りこころの
あか

506828　室内行灯 台形（調光スイッチ付）　　36,000円（税抜）

サイズ：約19.5×20.5×H34.5㎝

材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

※納期確認商品

506828　室内行灯 台形（調光スイッチ付）　　36,000円（税抜）

サイズ：約19.5×20.5×H34.5㎝

材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

※納期確認商品

533749　室内行灯 八角　　31,000円（税抜）

サイズ：約19.5×19.5×H39.5㎝

材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

※納期確認商品

533749　室内行灯 八角　　31,000円（税抜）

サイズ：約19.5×19.5×H39.5㎝

材質：木製/生産国：日本/無塗装/パッケージ：箱入

※納期確認商品

531493　竹製行灯筒型 千筋　　22,500円（税抜）

サイズ：約φ17.5×H37㎝

材質：竹/生産国：日本/塗装：クリア/パッケージ：箱入

※納期確認商品

531493　竹製行灯筒型 千筋　　22,500円（税抜）

サイズ：約φ17.5×H37㎝

材質：竹/生産国：日本/塗装：クリア/パッケージ：箱入

※納期確認商品

約H37㎝約H37㎝ 約H39.5㎝約H39.5㎝

約H34.5㎝約H34.5㎝

約φ17.5㎝約φ17.5㎝

約19.5㎝約19.5㎝

約19.5㎝約19.5㎝

約20.5㎝約20.5㎝


