
696-202-982 4,350 円いろどり演出台（F）黒石目1
61-403-782 500 円トルコ 菊花小鉢2
45-302-702 3,050 円赤絵花紋小鉢3
269-107-252 2,000

1,000
円八角刷毛目唐津大徳利4

5 269-108-252 円八角刷毛目唐津盃
416-505-602 160 円黒吹き 橋型箸置6

697-203-982 5,700 円いろどり演出台（O）黒石目1
45-404-742 2,620 円金彩小鉢2
45-403-782 2,620 円ラスター 小鉢3
84-303-072 1,600 円赤絵山茶花角蓋付珍味4
213-302-702 970 円古代市松のり皿5

6

越前漆器　演出台
Echizen Lacquerware Stage Stand

696
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696-101-982　4,250円
いろどり演出台（A）黒石目

（10.2×10×Ｈ9.8） 　　1174610198

696-102-982　4,300円
いろどり演出台（E）黒石目

（13×10×Ｈ9.8） 　　1174610298

696-103-982　4,500円
いろどり演出台（I）黒石目

（20.8×10×Ｈ9.8） 　　1174610398

696-201-982　4,300円
いろどり演出台（B）黒石目

（10.2×10×Ｈ12.9） 　　1174620198

696-202-982　4,350円
いろどり演出台（F）黒石目

（13×10×Ｈ12.9） 　　1174620298

696-203-982　4,800円
いろどり演出台（J）黒石目

（20.8×10×Ｈ12.9） 　　1174620398



696-202-982 4,350 円いろどり演出台（F）黒石目1
61-403-782 500 円トルコ 菊花小鉢2
45-302-702 3,050 円赤絵花紋小鉢3
269-107-252 2,000

1,000
円八角刷毛目唐津大徳利4

5 269-108-252 円八角刷毛目唐津盃
416-505-602 160 円黒吹き 橋型箸置6

697-203-982 5,700 円いろどり演出台（O）黒石目1
45-404-742 2,620 円金彩小鉢2
45-403-782 2,620 円ラスター 小鉢3
84-303-072 1,600 円赤絵山茶花角蓋付珍味4
213-302-702 970 円古代市松のり皿5

6

697越前漆器　演出台
Echizen Lacquerware Stage Stand
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697-101-982　5,700円
いろどり演出台（G）黒石目

（13×10×Ｈ20.4） 　　1174710198

697-102-982　6,450円
いろどり演出台（K）黒石目

（20.8×10×Ｈ20.4） 　　1174710298

697-103-982　6,500円
いろどり演出台（L）黒石目

（20.8×10×Ｈ23.5） 　　1174710398

697-201-982　5,250円
いろどり演出台（Q）黒石目

（21.8×10×Ｈ12.9） 　　1174720198

697-202-982　6,550円
いろどり演出台（S）黒石目

（20.8×10×Ｈ23.5） 　　1174720298

697-203-982　5,700円
いろどり演出台（O）黒石目

（20.8×10×Ｈ20.4） 　　1174720398



越前漆器　小皿・角皿・珍味入
Echizen Lacquerware Small Plate, Square Plate, Small Bowl for Delicacies
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698-101-982　1,000円
4.3 アールソーサー 溜艶消

（13×9.9×H1.8） 　　972610198

698-201-982　1,200円
スクウェアプレート（小）洗朱

（13.6×13.6×H1.5） 　　972620198

698-301-982　3,400円
7.5都盛皿 銀朱縁黒石目

（23×23×H1.5） 　　1074230198

698-401-982　1,650円
7.5 四方皿 溜

（22.8×22.8×H3） 　　972640198

698-501-982　1,600円
立しずく珍味入れ ワインカラー（11.5×5.2×H5.7） 　　1074250198

698-502-982　1,150円
立しずく珍味入れ 箔銀（11.5×5.2×H5.7） 　　1074250298

698-503-982　1,600円
平しずく珍味入れ ワインカラー（15.5×5×H5） 　　1074250398

698-504-982　1,150円
平しずく珍味入れ 箔銀（15.5×5×H5） 　　1074250498

698-505-982　700円
菊小皿 洗朱（φ10.5×H1.8） 　　1269850598

698-506-982　700円
菊小皿 溜（艶消）（φ10.5×H1.8） 　　1269850698

698-102-982　900円
4.3 アールソーサー 黒（銀河塗）

（13×9.9×H1.8） 　　972610298

698-103-982　1,750円
4.3 アールソーサー ワインカラー H.S.P加工

（13×9.9×H1.8） 　　972610398

698-104-982　1,800円
4.3 アールソーサー 水面塗（ブラック）縁銀 H.S.P加工

（13×9.9×H1.8） 　　972610498

698-105-982　1,250円
4.6 四方小皿 銀華塗 H.S.P加工

（14×14×H2） 　　972610598

698-202-982　1,500円
スクウェアプレート（小）雲流塗（ブラック）　

（13.6×13.6×H1.5） 　　972620298

698-203-982　1,100円
スクウェアプレート（小）白

（13.6×13.6×H1.5） 　　972620398

698-204-982　1,500円
5.7 小判皿 黒ハケ目

（17×12.6×H2.6） 　　972620498

698-205-982　1,500円
5.7 小判皿 銀朱ハケ目

（17×12.6×H2.6） 　　972620598

698-302-982　3,000円
7.5都盛皿 吟溜石目　

（23×23×H1.5） 　　1074230298

698-303-982　4,100円
7.5都盛皿 箔銀縁黒/金吹石目　

（23×23×H1.5） 　　1074230398

698-304-982　3,800円
7.5都盛皿 黒縁溜刷毛

（23×23×H1.5） 　　1074230498

698-402-982　1,850円
7.5 四方皿 洗朱 H.S.P加工

（22.8×22.8×H3） 　　972640298

698-403-982　4,100円
8.0 ツバ付角皿 溜/黒刷毛乾漆

（23×23×H2） 　　972640398

698-404-982　3,100円
8.0 ツバ付角皿（足付）黒乾漆 石目

（23×23×H3.2） 　　972640498

H.S.P加工

傷復元、汚れ防止予防加工。H.S.P加工

H.S.P加工H.S.P加工H.S.P加工



699越前漆器　スフレ・小鉢・かご
Echizen Lacquerware Souffle, Small Bowl, Basket
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699-101-982　700円 6cmスタックスフレ グリーン（φ6×H3.7） 　　1074310198

699-102-982　700円 6cmスタックスフレ パープル（φ6×H3.7） 　　1074310298

699-103-982　700円 6cmスタックスフレ イエロー（φ6×H3.7） 　　1074310398

699-104-982　700円 6cmスタックスフレ ピンク（φ6×H3.7） 　　1074310498

699-105-982　500円 6cmスタックスフレ ホワイト（φ6×H3.7） 　　1074310598

699-106-982　 850円 3.0笹舟小鉢 雲流塗（シルバー）（9×6.8×H3.5） 　　1074310698

699-107-982　 850円 3.0笹舟小鉢 雲流塗（パープル）（9×6.8×H3.5） 　　1074310798

699-108-982　1,000円 3.0笹舟小鉢 琉球朱（9×6.8×H3.5） 　　1074310898

699-201-982　1,700円
足付いさざ篭 梨子地

（20×15×H5.4） 　　766320198

699-204-982　900円
舟型篭 黒

（25.5×15×H7.2） 　　869520498

699-301-982　1,150円 6.0丸片手アミ目篭 パール天朱（19.7×17.9×H4.4） 　　766330498

699-302-982　1,000円 5.0丸片手アミ目篭 パール天朱（16.7×14.9×H3.9） 　　766330398

699-303-982　 900円 4.0丸片手アミ目篭 パール天朱（13.7×12.2×H4.4） 　　766330298

699-304-982　 800円 3.5丸片手アミ目篭 パール天朱（11.6×10.3×H2.8） 　　766330198

699-305-982　1,250円 片手四方かご（大） パール（21.1×17.7×H5.3） 　　766330798

699-306-982　1,050円 片手四方かご（中） パール（17.5×14.8×H4.5） 　　766330698

699-307-982　 850円 片手四方かご（小） パール（13.6×11.5×H3.8） 　　766330598

699-401-982　1,150円
5.0手さげ篭 パール

（16.3×14.8×H14） 　　766340198

699-402-982　1,300円
6.0手さげ篭 パール

（19.5×17.7×H16.7） 　　766340298

699-403-982　1,600円
7.0手さげ篭 パール

（23×21×H19） 　　766340398

699-202-982　1,000円
元禄かご目皿 溜（φ16.5×H2.2） 　　766320298

699-203-982　1,400円
元禄皿用足 黒石目（φ18×H7） 　　766320398

699-205-982　1,400円
舟型篭 新溜

（25.5×15×H7.2） 　　869520598



越前漆器　椀
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700-301-982　800円
三味汁椀 黒内朱

（φ10.8×H6.9） 　　766430198

700-302-982　800円
味真野汁椀 黒内朱

（φ11.8×H6.4） 　　766430298

700-303-982　1,000円
3.8 布着汁椀 溜

（φ11.3×H7） 　　766430398

700-304-982　850円
ロクロ汁椀（大） 黒内朱

（φ12×H7） 　　869630498

700-305-982　900円
4.2 小丼 黒内朱

（φ12.5×H7.5） 　　766430598

700-101-982　1,100円
（U）3.0 羽反ハケメ汁椀 黒内朱
（φ9.6×H6.4） 　　766410198

700-102-982　700円
ミニ汁椀 金パール内朱

（φ10×H5.8） 　　766410298

700-103-982　1,100円
なでしこ汁椀 黒内朱 タメハケメ

（φ9.8×H7） 　　766410398

700-104-982　700円
3.3 羽反ハケメ汁椀 黒内朱

（φ10.3×H7） 　　766410498

700-105-982　850円
3.3 羽反ハケメ汁椀 溜内黒

（φ10.3×H7） 　　766410598

700-106-982　700円
ロクロ汁椀（小） 黒内朱

（φ9.8×H7） 　　869610698

700-201-982　1,100円
布袋汁椀 洗朱

（φ10.8×H7） 　　766420198

700-202-982　750円
3.6 羽反亀甲汁椀 黒内朱

（φ10.9×H6.8） 　　766420298

700-203-982　850円
3.6 羽反亀甲汁椀 溜内黒

（φ10.9×H6.8） 　　766420398

700-204-982　1,500円
3.6 汁椀 黒ハケメ ウルミ帯

（φ10.5×H6.7） 　　766420498

700-205-982　550円
3.8 亀甲汁椀 黒内朱

（φ11.7×H6.1） 　　766420598

700-206-982　750円
ロクロ汁椀（中） 黒内朱

（φ10.8×H7） 　　869620698

700-401-982　900円
3.2 亀甲椀 黒

（φ9.5×H10.1） 　　766440198

700-402-982　1,050円
3.2 亀甲椀 溜内黒

（φ9.5×H10.1） 　　766440298

700-403-982　1,100円
布目小吸椀 黒内朱

（φ9.4×H10） 　　766440398

700-404-982　1,300円
天竜寺椀 朱黒帯

（φ9.4×H9.2） 　　766440498

700-405-982　1,300円
天竜寺椀 黒朱帯

（φ9.4×H9.2） 　　766440598

700-406-982　1,550円
千鳥小吸椀 朱天黒

（φ10×H9.7） 　　766440698

700-501-982　1,050円
羽反ハケメ吸椀 黒内朱

（φ10×H9） 　　766450198

700-502-982　1,200円
羽反ハケメ吸椀 溜内朱

（φ10×H9） 　　766450298

700-503-982　950円
荒筋小吸椀 黒内朱

（φ10.2×H9.5） 　　766450398

700-504-982　1,100円
荒筋小吸椀 溜内黒

（φ10.2×H9.5） 　　766450498

700-505-982　1,300円
ケヤキ木目小吸椀 黒

（φ9.6×H10.3） 　　869650598

700-506-982　1,650円
3.0 乱筋小丸椀 黒

（φ9.4×H9） 　　1074450698

700-602-982　1,250円
亀甲定食椀 溜内黒

（φ10.2×H10.2） 　　766460298

700-603-982　1,250円
千筋ケヤキ定食椀 黒内朱

（φ10.3×H10.2） 　　766460398

700-604-982　1,250円
千筋ケヤキ定食椀 溜内黒

（φ10.3×H10.2） 　　766460498

700-605-982　1,150円
4.0 亀甲椀 黒内朱

（φ12×H9） 　　766460598

700-606-982　1,950円
3.8 乱筋小丸椀 黒

（φ11×H10） 　　1074460698

700-601-982　1,250円
亀甲定食椀 黒内朱

（φ10.2×H10.2） 　　766460198
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耐熱 耐熱

701-101-982　1,300円
刷毛目箸洗椀 溜（三里塗） 内黒

（φ7.5×H9.4） 　　766510298

701-102-982　1,600円
千筋箸洗椀 朱内黒

（φ7.6×H9.8） 　　766510398

701-103-982　2,300円
千筋箸洗椀 黒 金線

（φ7.6×H9.8） 　　766510498

701-104-982　1,400円
竹扇箸洗椀 朱内黒

（φ7.1×H9.9） 　　869710498

701-105-982　2,700円
竹扇箸洗椀 華秀塗（シルバー） 内黒 渦

（φ7.1×H9.9） 　　1074510598

701-106-982　1,900円
竹扇箸洗椀 白壇 内黒

（φ7.1×H9.9） 　　869710698

701-204-982　1,550円
（耐熱） 殿上箸洗椀 黒
（φ7.6×H9） 　　1074520498

701-205-982　2,100円
（耐熱） 殿上箸洗椀 根来 内黒
（φ7.6×H9） 　　1074520598

701-206-982　2,250円
3.1小吸椀 乱れ根来 内黒

（φ9.2×H9.8） 　　972930398

701-201-982　2,350円
宝寿小吸椀 黒ツマミ内金

（φ7.8×H9.5） 　　1270120198

701-202-982　2,450円
宝寿小吸椀 暁かすり内黒 ツマミ内金

（φ7.8×H9.5） 　　972920198

701-203-982　2,350円
宝寿小吸椀 白壇 内黒

（φ7.8×H9.5） 　　972920298

701-303-982　2,650円
3.0宝寿吸椀 暁かすり内黒 ツマミ内金

（φ9×H10） 　　1270130398

701-302-982　2,000円
彩小吸椀 金渦 タメハケメ

（φ9.2×H9.8） 　　766520498

701-301-982　1,800円
彩小吸椀 溜内黒

（φ9.2×H9.8） 　　766520298

701-304-982　3,950円
3.0宝寿吸椀 オーロラ内黒

（φ9×H10） 　　1270130498

701-305-982　1,850円
羽反小吸椀 金かすり/朱

（φ9.8×H9.3） 　　766530498

701-306-982　1,950円
羽反小吸椀 暁かすり内黒 ツマミ内金

（φ9.8×H9.3） 　　766530598

701-401-982　2,700円
3.5 千鳥椀 タメハケメ内黒

（φ10.5×H8.9） 　　766530698

701-402-982　2,950円
3.5 小吸椀 朱 毬

（φ10.5×H10.3） 　　766540198

701-403-982　2,500円
3.5 小吸椀 黒 金かすり

（φ10.5×H10.3） 　　869730298

701-404-982　2,900円
3.8 仙才椀 黒 獅子唐子

（φ11.2×H10.4） 　　869750198

701-405-982　2,900円
3.8 仙才椀 朱 契り色紙

（φ11.2×H10.4） 　　766550498

701-406-982　3,950円
3.8 仙才椀 溜 七宝

（φ11.2×H10.4） 　　766540698

701-501-982　2,950円
丸山椀 ブロンズ

（φ11×H9.3） 　　869750698

701-504-982　3,400円
布袋吸物椀 ハケメライン

（φ10.4×H10.3） 　　1270150498

701-503-982　3,500円
3.8 京型椀 黒 春秋散し

（φ11.2×H10） 　　869740398

701-505-982　4,300円
布袋吸物椀 黒 つぼつぼ

（φ10.4×H10.3） 　　766540598

701-506-982　4,950円
羽反吸物椀 黒 日月

（φ11.8×H8.7） 　　869740698

701-601-982　2,650円
長寿椀 暁かすり内黒 ツマミ内金

（φ11.5×H9） 　　869760198

701-602-982　3,950円
長寿椀 ブロンズ金帯 内黒

（φ11.5×H9） 　　869760298

701-603-982　2,050円
4.2 小槌椀 溜内朱

（φ12.8×H8.3） 　　766560398

701-604-982　2,250円
4.2 小槌椀 朱 ツタ

（φ12.8×H8.3） 　　766560498

701-605-982　6,500円
平富士煮物椀 シルバー

（φ13.5×H8） 　　1270160598

701-606-982　2,500円
4.5 雑煮椀 タメハケメ 内黒

（φ12.8×H8.3） 　　766560698

洗浄機にご使用いただけます。耐熱

701-502-982　3,100円
3.8 京型椀 黒 のし

（φ11.2×H10） 　　766550398



越前漆器　飯器・プレート
Echizen Lacquerware Rice Bowl, Plate

702
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傘立

702-101-982　1,400円
ロクロ目飯器 駒塗

（10.3×11×H8.7） 　　766610198

702-102-982　1,400円
ロクロ目飯器 黒 朱ライン

（10.3×11×H8.7） 　　766610298

702-103-982　1,150円
ロクロ目飯器 朱内黒

（10.3×11×H8.7） 　　869810398

702-104-982　1,350円
ロクロ目飯器 黒 金かすり

（10.3×11×H8.7） 　　869810498

702-105-982　1,900円
ひさご千筋飯器 朱内黒

（11.5×10.5×H8.5） 　　869810598

702-106-982　2,000円
胴張飯器 金パール内朱

（9.8×9.8×H7） 　　973030198

702-204-982　1,300円
ヘギ目飯器 黒

（φ11.5×H9.2） 　　766620398

702-205-982　1,800円
利休飯器 黒石目内朱

（φ10.1×H7.3） 　　766610498

702-206-982　2,000円
利休飯器 春秋白壇

（φ10.1×H7.3） 　　766620198

702-201-982　2,000円
切立かぶせ飯器 暁かすり内朱

（φ10.7×H7.9） 　　766610398

702-202-982　2,000円
切立かぶせ飯器 白壇 内黒

（φ10.7×H7.9） 　　869820298

702-203-982　1,800円
切立かぶせ飯器 黒 金かすり

（φ10.7×H7.9） 　　869820398

702-301-982　1,850円
助六飯器 溜内朱

（φ12.3×H8.8） 　　766640698

702-302-982　1,600円
助六飯器 黒内朱

（φ12.3×H8.8） 　　766640798

702-303-982　1,900円
千筋ケヤキ飯器 黒内朱

（φ13×H8.3） 　　973030298

702-304-982　2,450円
十六夜飯器（大） 白壇かすり（φ10.5×H8） 　　1074630598

702-305-982　2,150円
十六夜飯器（小） 白壇かすり（φ9.6×H7.5） 　　766630298

702-306-982　2,400円
十六夜飯器（大） 溜内朱（φ10.5×H8） 　　1074630798

702-307-982　2,150円
十六夜飯器（小） 溜内朱（φ9.6×H7.5） 　　766630398

702-401-982　1,050円
木目入割子（大） 黒

（φ13.3×H8.4） 　　766650198

702-402-982　1,650円
木目入飯器（大） 栃塗

（φ13.3×H8.4） 　　766650398

702-403-982　1,400円
お好み割子（ツマミ付） 黒内朱

（φ13.6×H8） 　　766650598

702-404-982　2,800円
幸楽飯器（二段） 白壇かすり（12×11×H10.3） 　　766640298

702-405-982　2,050円
幸楽飯器（一段） 白壇かすり（12×11×H8） 　　766640198

702-406-982　2,600円
幸楽飯器（二段） 黒石目内朱（12×11×H10.3） 　　766640498

702-407-982　1,850円
幸楽飯器（一段） 黒石目内朱（12×11×H8） 　　766640398

702-501-982　1,850円
フォープレート 黒（銀河塗）

（17×17×H2.9） 　　973050198

702-601-982　2,650円
ナインプレート 黒（銀河塗）

（25.5×25.5×H2.7） 　　973060198

702-502-982　2,000円
シックスプレート 白

（25.5×17×H2.7） 　　973050298

702-503-982　2,250円
シックスプレート 黒（銀河塗）

（25.5×17×H2.7） 　　973050398

702-504-982　2,250円
コンビプレート（小） 黒（銀河塗）

（25.5×17×H2.7） 　　973050498

702-602-982　2,650円
コンビニプレート（大） 黒（銀河塗）

（25.5×25.5×H2.7） 　　973060298

702-603-982　2,350円
セブンプレート 白　

（25.5×25.5×H2.8） 　　973060398

702-604-982　2,650円
セブンプレート 黒（銀河塗）

（25.5×25.5×H2.8） 　　973060498



703越前漆器　丼・椀
Echizen Lacquerware Deep Bowl, Bowl
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703-101-982　2,200円
4.5 木目丼 溜内朱（φ13.4×H9.9） 　　766710298

703-102-982　2,400円
千鳥小丼 乱れ曙 内黒（φ12.5×H9.4） 　　973110298

703-103-982　1,950円
新丼 黒内朱（φ15×H9.9） 　　766710398

703-104-982　2,400円
新丼 金かすり/朱（φ15×H9.9） 　　1074710498

703-201-982　3,400円
6.5 光月丼 黒内朱 ライン（φ19.1×H10.4） 　　1074720198

703-202-982　3,150円
5.5 光月丼 黒内朱 ライン（φ17.6×H9.7） 　　973140198

703-203-982　3,350円
6.5 光月丼 タメハケメ 内朱（φ19.1×H10.4） 　　766740598

703-204-982　3,100円
5.5 光月丼 タメハケメ 内朱（φ17.6×H9.7） 　　766740498

703-205-982　2,600円
6.5 光月丼 朱（φ19.1×H10.4） 　　869940598

703-206-982　2,350円
5.5 光月丼 朱（φ17.6×H9.7） 　　869940498

703-207-982　2,950円
姫丼 梨子地かすり（φ15.7×H10.5） 　　766720398

703-302-982　2,850円
光悦木目椀 栃塗（φ17.5×H10.5） 　　766730498

703-303-982　3,350円
6.0 平筋丼 溜内朱（φ18×H9.8） 　　766750298

703-304-982　3,100円
5.5 平筋丼 溜内朱（φ16.5×H9.6） 　　766750198

703-305-982　3,800円
浅丸型仙才椀 タメハケメ内黒

（φ16.5×H10.5） 　　973130298

703-301-982　2,500円
大平椀 金パール内朱（φ17.5×H10.5） 　　766730198

703-401-982　3,200円
6.0 桐杢小槌椀 黒内朱（φ18×H10.2） 　　1074740198

703-402-982　2,900円
5.5 桐杢小槌椀 黒内朱（φ16.5×H10.2） 　　973120198

703-403-982　3,700円
荒磯丼 タメハケメ内朱（φ15.5×H14） 　　973120498

703-404-982　2,750円
荒磯丼 黒内朱（φ15.5×H14） 　　766740398

703-405-982　2,750円
荒磯丼 朱内黒（φ15.5×H14） 　　869950298

703-501-982　3,850円
6.0 小槌椀 タメハケメ内朱（φ18.4×H10.3） 　　1074750198

703-502-982　3,200円
5.5 小槌椀 タメハケメ内朱（φ16.5×H9.5） 　　973130398

703-503-982　3,250円
6.5 大名椀 朱内黒（φ19.8×H13.8） 　　1074750398

703-504-982　2,850円
6.0 大名椀 朱内黒（φ17.8×H12.1） 　　973120298

703-505-982　3,000円
6.5 大名椀 黒内朱（φ19.8×H13.8） 　　766750498

703-506-982　2,700円
6.0 大名椀 黒内朱（φ17.8×H12.1） 　　766750398

703-507-982　3,450円
6.5 大名椀 梨子地かすり（φ19.8×H13.8） 　　766750698

703-508-982　3,150円
6.0 大名椀 梨子地かすり（φ17.8×H12.1） 　　766750598



越前漆器　丼・椀
Echizen Lacquerware Deep Bowl, Bowl

704
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704-101-982　900円
4.2 小丼 黒内朱

（φ12.5×H7.5） 　　766810198

704-102-982　850円
4.3 小丼 黒内朱

（φ13×H6.5） 　　766810298

704-103-982　700円
木目ロクロ小丼 消黒 （耐熱:90℃）

（φ12.5×H7.5） 　　973210398

704-104-982　1,550円
ロクロ小丼 新曙 内黒

（φ12.5×H6.6） 　　766850298

704-105-982　1,100円
ロクロ小丼 黒内朱

（φ12.5×H6.6） 　　766850398

704-205-982　2,000円
高台お好み椀 黒

（φ13.2×H10.2） 　　766820598

704-201-982　1,050円
新割子丼 金パール 内朱

（φ13.3×H7.2） 　　766850498

704-202-982　1,000円
布目丼 黒内朱

（φ14×H8） 　　766810498

704-203-982　1,150円
木目羽反小丼 黒内朱

（φ13.3×H8.7） 　　766810398

704-204-982　2,000円
高台お好み椀 銀朱

（φ13.2×H10.2） 　　766820498

704-301-982　1,800円
4.5 はぞれ丼 黒内朱

（φ14.5×H7.5） 　　766820398

704-302-982　950円
5.0 はぞれ丼 黒内朱

（φ15×H6.5） 　　870030298

704-303-982　1,250円
5.0 雅丼 金パール内朱

（φ14.5×H7.2） 　　766830298

704-304-982　1,150円
木目入丼 黒内朱

（φ13.7×H8.5） 　　766820198

704-305-982　1,350円
多用丼 黒内朱

（φ14×H8.7） 　　766820298

704-401-982　1,800円
5.0無地丼 黒内朱

（φ15×Ｈ9.5） 　　1270440198

704-402-982　1,350円
5.0 羽反ハケ目丼 黒内朱

（φ15×H8.2） 　　766830398

704-403-982　2,200円
深口丼 黒

（φ15.2×H9.8） 　　766840498

704-404-982　1,950円
浅丸仙才丼 黒内朱

（φ16.5×H7） 　　766830598

704-405-982　2,250円
浅丸仙才丼 タメハケ目内黒

（φ16.5×H7） 　　766830498

704-501-982　2,300円
元禄深鉢（大） 黒

（φ15.8×H9.5） 　　766840198

704-502-982　2,000円
5.5 多用丼 黒内朱

（φ17×H7.8） 　　766840298

704-503-982　2,000円
5.5 多用丼 銀朱

（φ17×H7.8） 　　973250498

704-504-982　1,550円
7.0しずく鉢 黒

（22.5×19×Ｈ5.8） 　　1270450498

洗浄機にご使用いただけます。耐熱

耐熱



705越前漆器　丼・鉢
Echizen Lacquerware Deep Bowl, Bowl
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705-101-982　2,250円 輪広丼（大） 洗朱（φ16.6×H9） 　　766910398

705-102-982　1,950円 輪広丼（中） 洗朱（φ15.3×H8.5） 　　766910298

705-103-982　1,550円 輪広丼（小） 洗朱（φ13×H8.5） 　　766910198

705-104-982　2,250円 輪広丼（大） 黒（φ16.6×H9） 　　766910698

705-105-982　1,950円 輪広丼（中） 黒（φ15.3×H8.5） 　　766910598

705-106-982　1,550円 輪広丼（小） 黒（φ13×H8.5） 　　766910498

705-107-982　2,500円 浪花丼（大） 黒 金かすり（φ15×H9.3） 　　870120698

705-108-982　2,250円 浪花丼（小） 黒 金かすり（φ14×H9） 　　870120598

705-201-982　1,450円 木目乱筋丼（大） 黒内朱（φ17.8×H8.5） 　　766920298

705-202-982　1,250円 木目乱筋丼（小） 黒内朱（φ15.1×H8.6） 　　766920198

705-303-982　1,700円 吉野鉢（大） 黒内朱（φ21×H6） 　　766920498

705-304-982　1,500円 吉野鉢（小） 黒内朱（φ18×H5.1） 　　766920398

705-205-982　2,650円 7.0 重ね鉢 黒内朱（φ20.5×H5.8） 　　1074920598

705-206-982　2,350円 6.0 重ね鉢 黒内朱（φ18.2×H5.5） 　　1074920698

705-301-982　2,700円
9.0 多々良鉢 溜（艶消）（φ27.5×H5） 　　1074930198

705-302-982　1,950円
21cm華ボール 朱（φ21×Ｈ6.8） 　　1270530298

705-203-982　2,400円 （耐熱） 5.0 たくみ丼 本朱（φ15×H9） 　　1175520398

705-204-982　1,950円 （耐熱） 4.2 たくみ小丼 本朱（φ12.3×H7.5） 　　1175520498

705-401-982　3,100円 9.0 千筋鉄鉢 黒（φ26.8×H6.8） 　　766940798

705-402-982　2,700円 8.0 千筋鉄鉢 黒（φ23.5×H6.5） 　　766940698

705-403-982　2,500円 7.0 千筋鉄鉢 黒（φ21×H6.5） 　　766940598

705-404-982　2,150円 6.0 千筋鉄鉢 黒（φ18.5×H6.5） 　　766940498

705-405-982　1,900円 5.0 千筋鉄鉢 黒（φ16×H6.5） 　　766940398

705-406-982　1,450円 4.5 千筋鉄鉢 黒（φ13.4×H4.2） 　　766940298

705-407-982　1,250円 4.0 千筋鉄鉢 黒（φ11.5×H4） 　　766940198

705-408-982　2,050円 7.0 千筋ボール 黒内朱（φ20×H8.3） 　　766941098

705-409-982　1,750円 6.0 千筋ボール 黒内朱（φ17.5×H7.5） 　　766940998

705-410-982　1,350円 5.0 千筋ボール 黒内朱（φ15×H6.8） 　　766940898

705-411-982　2,250円 7.0 千筋ボール 洗朱（φ20×H8.3） 　　766941398

705-412-982　1,900円 6.0 千筋ボール 洗朱（φ17.5×H7.5） 　　766941298

705-413-982　1,450円 5.0 千筋ボール 洗朱（φ15×H6.8） 　　766941198

洗浄機にご使用いただけます。耐熱

耐熱



越前漆器　そば皿・竹ス・セイロ
Echizen Lacquerware Soba Plate, Bamboo Mat, Basket Steamer
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706-505-982　450円
PP竹ス φ165

（φ16.5） 　　870250598

706-506-982　500円
PP竹ス φ195

（φ19.5） 　　870250698

706-507-982　500円
PP竹ス 172×172

（17.2×17.2） 　　870250798

706-101-982　1,150円
木目丸そば皿 黒

（φ22×Ｈ3） 　　1270610198

706-102-982　 800円
木目丸そば皿用竹ス

（φ19.5） 　　1270610298

706-103-982　980円
白山そば皿 黒

（24.5×22.5×H3） 　　767010398

706-104-982　800円
白山そば皿用竹ス

（φ19.5） 　　767010498

706-105-982　1,050円
布目入丸そば皿 溜

（φ23.2×H3） 　　767010598

706-106-982　 800円
布目入丸そば用竹ス

（φ19.5） 　　767010698

706-107-982　1,200円
刷毛目そば皿 溜

（φ23.5×H2.8） 　　767010798

706-108-982　 800円
刷毛目そば皿用竹ス

（φ19.5） 　　767010898

706-201-982　1,000円
布目入角そば皿 黒天朱

（21×21×H3） 　　767020198

706-202-982　 750円
布目入角そば皿用竹ス

（17.2×17.2） 　　767020298

706-203-982　2,050円
千筋四方皿 溜

（23.8×23.8×H3） 　　767020398

706-204-982　 750円
千筋四方皿用竹ス

（17.2×17.2） 　　767020498

706-205-982　1,800円
ツバ付そば皿 うるみ

（23×23×Ｈ2） 　　1270620598

706-206-982　 750円
ツバ付そば皿用竹ス

（17.2×17.2） 　　1270620698

706-207-982　1,750円
華そば皿 銀パール

（φ23.5×Ｈ2.5） 　　1270620798

706-208-982　 800円
華そば皿用竹ス

（φ19.5） 　　1270620898

706-301-982　1,850円
宝祥そば皿 黒

（19×19×H4） 　　767030198

706-302-982　 750円
宝祥そば皿用竹ス

（17.2×17.2） 　　767030298

706-303-982　2,650円
隅切長角セイロ 黒天朱

（23.5×16×Ｈ6） 　　1270630398

706-304-982　 700円
隅切長角セイロ用竹ス

（18×12.5） 　　1270630498

706-305-982　2,250円
桶型そばセイロ クリームハケメ 金線

（φ21.5×Ｈ5.3） 　　1270630598

706-306-982　 800円
桶型そばセイロ用竹ス

（φ19.5） 　　1270630698

706-307-982　1,150円
丸ミニセイロ 朱

（φ14.2×H4.5） 　　767040198

706-308-982　 700円
丸ミニセイロ用竹ス

（φ13） 　　767040298

706-401-982　2,700円
7.0 ロクロ皿鉢 伊良保塗

（φ21×H3.4） 　　870240198

706-402-982　 450円
7.0 ロクロ皿鉢用 PP竹ス

（φ16.5） 　　870240298

706-403-982　3,300円
8.0 ロクロ皿鉢 伊良保塗

（φ24.3×H3.6） 　　870240398

706-404-982　 500円
8.0 ロクロ皿鉢用 PP竹ス

（φ19.5） 　　870240498

706-405-982　2,300円
筋入長手セイロ 黒天朱

（21×13.5×H5.5） 　　767040598

706-406-982　 700円
筋入長手セイロ用竹ス

（18×12.5） 　　767040698

706-407-982　2,500円
筋入角セイロ 黒天朱

（21×19.3×H5.5） 　　767040798

706-408-982　 750円
筋入角セイロ用竹ス

（17.2×17.2） 　　767040898

706-501-982　2,100円
7.0 縁付丸そば皿 黒 金かすり

（φ21.7×H2.8） 　　870250198

706-502-982　 450円
7.0 縁付丸そば皿用 PP竹ス

（φ16.5） 　　870250298

706-503-982　2,450円
8.5 縁付丸そば皿 黒 金かすり

（φ25.5×H3.7） 　　870250398

706-504-982　 500円
8.5 縁付丸そば皿用 PP竹ス

（φ19.5） 　　870250498



707越前漆器　そば用品小物・こね鉢
Echizen Lacquerware Small Article for Soba, Kneading Bowl

和陶
オープン

洋陶
オープン

ビュッフェ

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

萬古焼

土鍋

耐熱

ガラス

漆器

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

707-301-982　1,650円
2点 薬味箱 タメハケメ内朱

（14.5×7.5×H3.7） 　　870330198

707-401-982　1,250円
ラーメン受け皿 黒石目 　

（φ21.2×H2.5） 　　870340198

707-501-982　2,600円
①丸湯筒（小） 朱（14×9×H9） 　　767150198

707-502-982　1,700円
②元禄丸湯筒 朱（12×6.8×H8） 　　767150298

707-601-982　14,000円
14.0 こね鉢 黒内朱（φ41.7×H10.7） 　　767160198

707-302-982　800円
2点 薬味入 朱天黒

（16×8×H1.5） 　　870330298

707-303-982　950円
3点 薬味入 朱天黒

（23.8×8×H1.5） 　　870330398

707-304-982　4,450円
ソーメン桶 クリームハケメ　

（φ25.7×H7） 　　870330498

707-305-982　3,200円
桶型ソーメン鉢 黒内朱

（φ29.5×H8.2） 　　870330598

707-402-982　1,250円
ラーメン受け皿 銀パール

（φ21.2×H2.5） 　　767140498

707-403-982　1,250円
縁丸ラーメン受け皿 黒石目

（22.5×22.5×H3） 　　767140598

707-404-982　1,250円
縁丸ラーメン受け皿 朱石目

（22.5×22.5×H3） 　　767140698

707-503-982　2,950円
丸湯筒（中） 朱（17.5×10.5×H10.5） 　　767150398

707-504-982　2,950円
丸湯筒（中） 黒（17.5×10.5×H10.5） 　　767150498

707-505-982　3,800円
元禄角湯筒（小） 溜

（19.5×9×H10） 　　1270750598

707-506-982　4,150円
元禄角湯筒（大） 朱縁黒

（21.5×11×H13） 　　767150698

707-507-982　4,400円
元禄角湯筒（大） 溜

（21.5×11×H13） 　　1270750798

707-602-982　21,000円
16.0 新こね鉢 黒内朱（φ48×H12.5） 　　767160298

707-603-982　26,000円
18.0 新こね鉢 黒内朱（φ54.1×H11） 　　767160398

②
①

707-101-982　980円
まゆ型つゆ入れ 金パール内朱（薬味皿付）

（φ8.2×H6.4） 　　767110198

707-102-982　1,150円
丸つゆ入れ 黒天朱（薬味皿付）

（φ8.8×H6.5） 　　767110298

707-103-982　1,450円
竹筒つゆ入れ 黒内朱（薬味皿付）

（φ8.2×H7.4） 　　767110398

707-104-982　950円
羽反つゆ入れ 黒天朱（薬味皿付）

（φ8.7×H6.5） 　　767110498

707-105-982　1,050円
布目つゆ入れ 黒天朱（薬味皿付）

（φ9.5×H7.2） 　　767110598

707-201-982　1,350円
桶型つゆ入れ 黒朱帯内朱（薬味皿付）

（φ9.5×H7.2） 　　767120198

707-202-982　1,450円
角つゆ入れ 黒内朱（薬味皿付）

（8×8×H7） 　　767120298

707-203-982　850円
薬味入れ 黒内朱

（12.1×7.7×H3.5） 　　767120398

707-204-982　2,150円
三種薬味皿 溜

（21×8×H2.2） 　　1075120498

707-205-982　1,500円
キューブ三点珍味 黒内朱

（19.5×6.8×H3.5） 　　973520598



越前漆器　丼重・盛皿
Echizen Lacquerware Box, Serving Plate

708

和陶
オープン

洋陶
オープン

ビュッフェ

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

萬古焼

土鍋

耐熱

ガラス

漆器

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

708-101-982　2,650円
小判丼重 タメパール シダ松

（18.5×13.5×H6.3） 　　1075210198

708-102-982　2,600円
千筋長角小丼重 溜内朱

（17.8×10×H5） 　　1075210298

708-103-982　3,400円
小丼重 梨子地内朱 野菊

（16.5×13.1×H7.5） 　　767210398

708-104-982　3,300円
小丼重 金パール内朱 金笹

（16.5×13.1×H7.5） 　　767210498

708-201-982　2,750円
末広丼重 金パール内朱 老松

（16.5×13.1×H7.9） 　　767220198

708-202-982　2,900円
光月丼重 梨子地内朱 つぼつぼ

（16.3×13.4×H6.5） 　　767220298

708-203-982　3,100円
ヘギ目丼重 黒内朱

（18.9×14.9×H7.9） 　　767220398

708-204-982　3,550円
ヘギ目丼重 溜内朱

（18.9×14.9×H7.9） 　　767220498

708-301-982　2,800円
足付丼重 金パール内朱

（16.7×14.3×H7.1） 　　767230198

708-302-982　3,300円
足付丼重 梨子地内朱 蛤

（16.7×14.3×H7.1） 　　767230298

708-303-982　3,500円
大型丼重 金パール内朱 シダ

（17.9×15×H7.9） 　　767230398

708-304-982　3,400円
天ぷら丼重 金パール内朱 竹

（18.7×13.6×H8） 　　767230498

708-401-982　5,750円 旬彩盛皿 黒 H.S.P加工 （28.2×16×Ｈ2.2） 　　1270840198

708-402-982　5,750円 旬彩盛皿 朱 H.S.P加工 （28.2×16×Ｈ2.2） 　　1270840298

708-403-982　5,850円 旬彩盛皿 瑞雲塗（シルバー） （28.2×16×Ｈ2.2） 　　1270840398

708-404-982　5,500円 8.0丸高雄皿 殿上塗（ゴールド） H.S.P加工 （φ22.6×Ｈ1.5） 　　1270840498

708-405-982　6,320円 9.0丸高雄皿 殿上塗（ゴールド） H.S.P加工 （φ27×Ｈ1.7） 　　1270840598

708-406-982　5,500円 8.0丸高雄皿 殿上塗（シルバー） H.S.P加工 （φ22.6×Ｈ1.5） 　　1270840698

708-407-982　6,320円 9.0丸高雄皿 殿上塗（シルバー） H.S.P加工 （φ27×Ｈ1.7） 　　1270840798

708-408-982　3,100円 8.0丸高雄皿 黒石目 （φ22.6×Ｈ1.5） 　　1270840898

708-409-982　3,500円 9.0丸高雄皿 黒石目 （φ27×Ｈ1.7） 　　1270840998

傷復元、汚れ防止予防加工。H.S.P加工

H.S.P加工

H.S.P加工

H.S.P加工

H.S.P加工



709越前漆器　盛台・寿司桶・ガリ入れ
Echizen Lacquerware Flat Plate, Sushi Rice Tub, Pickled Ginger Box

和陶
オープン

洋陶
オープン

ビュッフェ

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

萬古焼

土鍋

耐熱

ガラス

漆器

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

709-101-982　2,050円
7.5 DX利休盛台 黒縁朱

（23×12.2×H3） 　　767310198

709-102-982　3,900円
8.0 はぞれ盛台 溜 H.S.P加工

（24.2×16.2×H2.6） 　　767310298

709-103-982　3,750円
9.0 DX足付盛台（大） 溜 H.S.P加工

（27.5×16.8×H4） 　　767310398

709-104-982　3,900円
7.0 足付盛台 黒 H.S.P加工（20.8×12.8×H1.6） 　　767310498

709-105-982　4,800円
8.0 足付盛台 黒 H.S.P加工（24×15×H1.7） 　　767310598

709-106-982　5,500円
9.0 足付盛台 黒 H.S.P加工（27.2×18×H1.7） 　　767310698

709-201-982　4,700円
11.0 DX盛込器 黒内朱

（33×25.5×H7） 　　767320198

709-202-982　5,150円
屋形舟 白木（45×15×H8.6） 　　1075320298

709-203-982　1,450円
屋形舟用盛込中板 白木（17.8×12×H0.5） 　　1075320398

709-204-982　2,350円
小判寿司桶 梨子地内黒 御所車 （蓋）（27.6×18.6×H1.5） 　　767320398

709-205-982　3,500円
小判寿司桶 梨子地内黒 御所車 （親）（27.6×18.6×H6） 　　767320498

709-206-982　2,300円
9.5輪花盛台 溜

（φ28.5×H4.5） 　　1270920698

709-301-982　2,300円
ガリ入れ 金パール縁朱

（11.5×11.5×H11.2） 　　767330198

709-401-982　6,100円
10.5 縁丸皿 黒（31.5×31.5×H4.7） 　　870540198

709-501-982　7,500円
11.0六角布目盛り込み台 箔銀縁黒（34×29.5×H6.8） 　　1270950198

709-502-982　2,000円 7.0 新桶　 タメハケメ内黒（φ22×H6） 　　767350998

709-503-982　2,750円 8.0 荒磯桶 タメハケメ内黒（φ24.6×H6） 　　767351098

709-504-982　3,400円 9.0 荒磯桶 タメハケメ内黒（φ27.6×H6） 　　767351198

709-505-982　4,100円 10.0 荒磯桶 タメハケメ内黒（φ30.7×H6.1） 　　767351298

709-506-982　4,800円 11.0 荒磯桶 タメハケメ内黒（φ33.5×H6.2） 　　767351398

709-507-982　5,800円 12.0 荒磯桶 タメハケメ内黒（φ36.8×H6.2） 　　767351498

709-508-982　6,800円 13.0 荒磯桶 タメハケメ内黒（φ40×H6.2） 　　767351598

709-509-982　8,500円 15.0 荒磯桶 タメハケメ内黒（φ46.5×H7） 　　767351698

709-402-982　5,100円
13.0 小判鉢 瑞雲塗（ブルー）（40×18.7×H5.3） 　　870540298

709-403-982　7,300円
14.0 小判皿 瑞雲塗（ブルー）（42×33×H4） 　　870540398

709-302-982　2,300円
ガリ入れ 黒縁朱

（11.5×11.5×H11.2） 　　767330298

709-303-982　3,500円
桶ガリ入れ 朱黒帯

（φ16.2×H11） 　　767330398

709-304-982　3,500円
桶ガリ入れ 黒朱帯

（φ16.2×H11） 　　767330498

709-305-982　350円
トング 茶（12.7×3.7） 　　767330598

709-306-982　350円
トング アイボリー（12.7×3.7） 　　767330698

H.S.P加工 H.S.P加工 H.S.P加工

傷復元、汚れ防止予防加工。H.S.P加工



越前漆器　松花堂・弁当・小鉢
Echizen Lacquerware Box with Partitions and Lid, Lunch Box, Small Bowl

710

和陶
オープン

洋陶
オープン

ビュッフェ

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

萬古焼

土鍋

耐熱

ガラス

漆器

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

710-101-982　2,400円
8.5 木目松花堂 黒縁朱（十字仕切付）

（26×26×H6.3） 　　767410198

710-102-982　2,500円
8.5 木目紐付松花堂 黒天朱（十字仕切付）

（25.8×25.8×H6.4） 　　767410298

710-103-982　1,550円
山河弁当 黒（蓋）（37.5×12.8×H1.8） 　　973810398

710-104-982　1,750円
山河弁当 黒（親）（37.5×12.8×H6） 　　973810498

710-105-982　 920円
山河弁当 黒（仕切）（36×11.5×H4.3） 　　973810598

710-201-982　3,800円
8.5加賀弁当 黒天朱 露草（十字仕切付）

（26×26×H6.2） 　　973820198

710-202-982　3,700円
8.5 筋入松花堂 黒 朱ライン（十字仕切付）

（26×26×H6.4） 　　767420298

710-203-982　1,450円
布目長手弁当 黒縁朱（蓋）（37.8×13.8×H2.2） 　　767420398

710-204-982　1,800円
布目長角弁当 黒内朱（タレ付）（36.6×12.6×H5.8） 　　767420498

710-205-982　1,800円
布目長角弁当 黒内朱（三ッ仕切）（36.6×12.6×H5.8） 　　767420598

710-301-982　5,200円
13.0 舟縁線筋松花堂 黒縁朱 露草（六っ仕切）

（38×26×H6.7） 　　767430198

710-302-982　5,750円
13.0 筋入松花堂 黒天朱 金笹（六っ仕切）

（38×26×H6.7） 　　767430298

710-401-982　1,300円
8.5 松花堂用一枚仕切 朱天黒

（23.4×23.4×H3.7） 　　767440198

710-402-982　900円
角箱 黒天朱

（11.4×11.4×H3.8） 　　870640298

710-501-982　850円
角鉢 朱天黒

（11.2×11.2×H4.5） 　　767450198

710-601-982　700円
丸小鉢 黒内朱

（φ11.2×H4） 　　767460198

710-602-982　1,400円
菊小鉢 銀彩

（φ11.3×H3.5） 　　767460298

710-603-982　950円
千筋折皿 黒縁朱

（11.2×11.2×H2.5） 　　767460398

710-604-982　1,550円
敷板 朱

（11.2×11.2×H5） 　　767460498

710-605-982　2,400円
アラレ小鉢 シルバー

（φ11.2×Ｈ3.5） 　　767460598

710-606-982　1,250円
丸篭鉢 白

（φ11.1×H3.6） 　　767460698

710-607-982　750円
丸片手アミメ篭 溜

（11.6×10.3×H2.8） 　　767460798

710-403-982　1,150円
すり鉢 クリーム

（φ12×H4.3） 　　870640398

710-404-982　1,250円
丸篭鉢 溜

（φ11.1×H3.6） 　　870640498

710-405-982　1,150円
扇鉢 朱天黒 （タレ付）

（11.1×11.1×H3.5） 　　870640598

710-502-982　980円
羽反鉢 黒内朱

（φ11.2×H4.5） 　　767450298

710-503-982　1,050円
透かし皿 溜

（10.8×10.8×H3.5） 　　767450398

710-504-982　950円
幸楽小鉢 黒内朱

（10.8×10.8×H4.7） 　　767450498

710-505-982　1,250円
ロクロ小鉢 白

（φ12×H4.3） 　　767450598

710-506-982　800円
木の葉小鉢 溜

（13.3×10.1×H3.8） 　　767450698

710-507-982　700円
木目丸小鉢 朱

（φ11.3×H4.2） 　　767450798



711越前漆器　仕切弁当
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711-101-982　4,900円
大平弁当 金パール内朱 
一枚菊（二段:仕切付）

（φ17.5×H14.6） 　　767510298

711-102-982　3,450円
大平弁当 金パール内朱 
一枚菊（一段）

（φ17.5×H10.5） 　　767510198

711-103-982　4,800円
ヘギ目丸重 溜内朱 

（二段:仕切付）
（φ16.2×H12.5） 　　767510498

711-104-982　3,000円
ヘギ目丸重 溜内朱

（一段）
（φ16.2×H8） 　　767510398

711-105-982　1,400円
6.0 六角布目弁当 黒縁朱（蓋）（17.5×17.5×H1.5） 　　973910598

711-106-982　1,850円
6.0 六角布目弁当 黒内朱（親）（17.5×17.5×H5.7） 　　973910698

711-107-982　 980円
6.0 六角弁当用Ｔ仕切 朱（16×16×H3.5） 　　973910798

711-108-982　 980円
6.0 六角弁当用Ｙ仕切 朱（16×16×H3.5） 　　973910898

711-109-982　 850円
5.0 焼杉隅切重 マロン内黒（蓋）

（15.3×15.3×H1.3） 　　767510898

711-110-982　1,150円
5.0 焼杉隅切重 マロン内黒（親）

（15.1×15.1×H5.4） 　　767510998

711-201-982　2,800円
8.0 角舞子弁当 黒 春秋

（24×24×H6） 　　767520298

711-202-982　2,300円
7.0 角舞子弁当 黒 春秋

（21×21×H5.8） 　　767520198

711-203-982　2,900円
8.5 長手舞子弁当 黒 春秋

（25.5×20×H6.2） 　　767520398

711-204-982　3,850円
トンカツ弁当 金パール内朱 四海波

（24.2×24.2×H6） 　　767520498

711-301-982　2,000円
7.5 華月弁当 銀朱石目 瓢箪（蓋）（22.7×12.3×H1.7） 　　1075530198

711-302-982　1,950円
7.5 華月弁当 黒石目（親）（21.8×11.4×H5.5） 　　1075530298

711-303-982　 900円
7.5 華月弁当 黒内朱（箱仕切）（10.3×10.3×H4） 　　1075530398

711-304-982　6,500円
8.0和弁当 暁かすり 内黒 ツマミ内金 （仕切:黒）

（φ24×Ｈ12） 　　1271130498

711-305-982　4,950円
8.0和弁当 朱内黒 （仕切:朱）

（φ24×Ｈ12） 　　1271130598

711-401-982　9,500円
乱筋飯器（5人用） 溜（φ26.4×H13.2） 　　767540398

711-402-982　7,600円
乱筋飯器（3人用） 溜（φ23.1×H11.5） 　　767540298

711-403-982　5,100円
乱筋飯器（2人用） 溜（φ17.4×H10.3） 　　767540198

711-404-982　5,000円
５人飯器 朱（φ25.8×H13.7） 　　1075540498

711-405-982　3,950円
３人飯器 朱（φ21.6×H12.2） 　　1075540598

711-406-982　2,600円
２人飯器 朱（φ17.2×H10.4） 　　1075540698

711-407-982　5,400円
５人飯器 梨子地（φ25.8×H13.7） 　　1075540798

711-408-982　4,300円
３人飯器 梨子地（φ21.6×H12.2） 　　1075540898

711-409-982　2,900円
２人飯器 梨子地（φ17.2×H10.4） 　　1075540998

711-410-982　450円
杓子（大） 黒（22.3×6） 　　767540998

711-411-982　350円
杓子（中） 黒（19.4×5.5） 　　767540898

711-412-982　300円
杓子（小） 黒（17×4.7） 　　767540798

（大） （中）
（小）
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712-101-982　250円
彩スプーン 朱（13.7×Ｈ2.5） 　　767610198

712-102-982　300円
多用スプーン（長型） 朱（12.8×Ｈ2.7） 　　767610298

712-201-982　430円
粥スプーン（小） 黒（16×Ｈ2.7） 　　767620198

712-202-982　430円
粥スプーン（小） 朱（16×Ｈ2.7） 　　767620298

712-301-982　400円
（AC）レンゲ 白（17.3×Ｈ4.3） 　　870830198

712-302-982　400円
（AC）レンゲ 青磁（17.3×Ｈ4.3） 　　870830298

712-401-982　650円
4.0 ダルマ茶托 黒

（φ11.9×H2） 　　767640198

712-501-982　1,500円
4.5 新銘々皿 黒（φ13.6×H1.7） 　　767650198

712-502-982　1,550円
美月皿（小） 雲流塗（グリーン）（φ14.8×H1.7） 　　767650298

712-601-982　5,000円
ヘギ目箸箱 黒（28.5×10.1×H7.6） 　　767660198

712-602-982　5,000円
ヘギ目箸箱 ウルミ（28.5×10.1×H7.6） 　　767660298

712-604-982　280円
六角箸 黒 22.5cm

（22.5×0.8×H0.8） 　　767660498

712-605-982　280円
六角箸 黒 21.0cm

（21×0.8×H0.8） 　　767660598

712-603-982　1,400円
八角箸立て 黒

（8.4×8.4×H12.2） 　　767660398

21cm用の箸箱になります。

712-503-982　1,900円
4.5 梅型銘々皿 溜（14.2×14.2×H1.3） 　　767650398

712-504-982　1,100円
4.6 象刻銘々皿 黒（φ14.4×H2.8） 　　767650498

712-505-982　1,000円
富士おしぼり入れ（小） 銀朱（17.2×5.8×H2） 　　767650598

712-506-982　1,000円
富士おしぼり入れ（小） 溜（17.2×5.8×H2） 　　767650698

712-507-982　1,500円
富士おしぼり入れ 黒/銀八雲（17.2×5.8×H2） 　　1075650798

712-508-982　800円
木目おしぼり入れ 洗朱（16.8×7.2×H2.4） 　　1075650898

712-509-982　800円
木目おしぼり入れ 黒（16.8×7.2×H2.4） 　　1075650998

712-606-982　280円
六角箸 茶 22.5cm

（22.5×0.8×H0.8） 　　767660698

712-607-982　280円
六角箸 茶 21.0cm

（21×0.8×H0.8） 　　767660798

712-608-982　280円
四角箸 黒 22.5cm

（22.5×0.8×H0.8） 　　767660898

712-609-982　280円
四角箸 黒 21.0cm

（21×0.8×H0.8） 　　767660998

712-610-982　280円
四角箸 茶 22.5cm

（22.5×0.8×H0.8） 　　767661098

712-611-982　280円
四角箸 茶 21.0cm

（21×0.8×H0.8） 　　767661198

712-604-982 712-605-982
712-606-982

712-607-982
712-608-982

712-609-982 712-610-982

712-611-982

712-402-982　900円
4.0 ダルマ茶托 溜

（φ11.9×H2） 　　767640298

712-403-982　650円
小判茶托 黒

（13×9.5×H2） 　　767640398

712-404-982　1,050円
3.6 朝顔茶托 黒

（φ11×H2） 　　767640498

712-405-982　1,050円
3.6 梅無地茶托 ウルミ

（φ10.9×H1.8） 　　767640598

712-406-982　1,450円
4.0 象谷茶托 溜

（φ12.3×H2） 　　767640698

712-303-982　450円
レンゲ受け台 白（10×5.5×H2.5） 　　870830398

712-304-982　450円
レンゲ受け台 赤（10×5.5×H2.5） 　　870830498

712-305-982　450円
レンゲ受け台 黒（10×5.5×H2.5） 　　870830598

712-306-982　400円
田舎しゃもじ 黒（20.5×Ｈ7） 　　870830698

712-307-982　450円
田舎しゃもじ きなり（20.5×Ｈ7） 　　870830798

712-308-982　800円
好みスプーン 新溜（17.5×Ｈ4） 　　870830898

712-309-982　800円
好みスプーン 朱（17.5×Ｈ4） 　　870830998

712-310-982　750円
三彩スプーン 朱（17×Ｈ3） 　　870831098

712-311-982　750円
三彩スプーン 新溜（17×Ｈ3） 　　870831198

712-312-982　750円
三彩スプーン 銀朱（17×Ｈ3） 　　870831298

712-301-982 712-302-982

712-303-982 712-304-982 712-305-982

712-306-982 712-307-982

712-308-982 712-309-982
712-310-982 712-311-982

712-312-982

712-203-982　480円
粥スプーン（大） 黒（19.5×Ｈ3.3） 　　767620398

712-204-982　480円
粥スプーン（大） 朱（19.5×Ｈ3.3） 　　767620498

712-205-982　550円
レンゲ 青磁（φ17.5×H4） 　　767620598

712-206-982　500円
レンゲ受台 青磁（9.2×6.5×H2.5） 　　767620698

712-207-982　550円
レンゲ 白（φ17.5×H4） 　　767620798

712-208-982　500円
レンゲ受台 白（9.2×6.5×H2.5） 　　767620898

712-209-982　380円
亀甲レンゲ 黒（20.5×Ｈ6.5） 　　767620998

712-210-982　680円
亀甲レンゲ 黒内朱（20.5×Ｈ6.5） 　　767621098

712-103-982　300円
多用スプーン（長型） 溜（12.8×Ｈ2.7） 　　767610398

712-104-982　300円
多用スプーン（丸型） 朱（12.8×Ｈ2.7） 　　767610498

712-105-982　300円
多用スプーン（丸型） 溜（12.8×Ｈ2.7） 　　1176210598

712-106-982　350円
都スプーン 朱（13.5×Ｈ3） 　　767610698

712-107-982　350円
都スプーン 溜（13.5×Ｈ3） 　　767610798

712-108-982　980円
レンゲスプーン 黒内朱（15.7×Ｈ4.2） 　　767610898

712-109-982　980円
レンゲスプーン 朱内黒（15.7×Ｈ4.2） 　　767610998

712-110-982　850円
雅レンゲ（小） 溜（15.2×Ｈ4.2） 　　767611098

712-111-982　980円
雅レンゲ（大） 溜（20×Ｈ4.6） 　　767611198

712-112-982　700円
雅レンゲ受台 黒（9×6.9×H3.5） 　　767611298

712-101-982
712-102-982 712-103-982 712-104-982 712-105-982 712-106-982 712-107-982

712-108-982 712-109-982
712-110-982

712-111-982
712-112-982

712-201-982 712-202-982
712-203-982 712-204-982 712-205-982

712-206-982

712-207-982

712-208-982

712-209-982

712-210-982
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713-101-982　980円
小判トレー盆 黒

（18.9×9.8×H1.5） 　　767710198

713-201-982　1,250円
華橋カスター盆 黒石目

（20.2×12×H1.4） 　　767720198

713-301-982　1,150円
8.5 布目長角盆 黒天朱

（25.5×18×H1.4） 　　870930198

713-401-982　1,650円
8.0 角ケヤキ木目盆 黒

（24.3×24.3×H2） 　　1176340198

713-501-982　2,400円
10.0 布目丸盆 溜天朱 N.S加工（φ30×H1.9） 　　767750198

713-502-982　3,050円
11.0 布目丸盆 溜天朱 N.S加工（φ33×H2） 　　767750298

713-503-982　3,350円
12.0 布目丸盆 溜天朱 N.S加工（φ36.3×H1.8） 　　767750398

713-504-982　3,750円
13.0 布目丸盆 溜天朱 N.S加工（φ39.2×H1.9） 　　767750498

713-505-982　1,800円
8.0 丸盆 黒（φ24×H1.8） 　　767750598

713-506-982　1,950円
8.5 丸盆 黒（φ25.5×H2） 　　767750698

713-507-982　2,300円
9.0 丸盆 黒（φ27×H2.2） 　　767750798

713-508-982　2,750円
10.0 丸盆 黒（φ30×H2.6） 　　767750898

713-509-982　3,250円
11.0 丸盆 黒（φ32.9×H2.9） 　　767750998

713-510-982　2,000円
7.0 DX丸盆 黒石目 N.S加工（φ21.5×H2） 　　870951098

713-511-982　2,450円
8.0 DX丸盆 黒石目 N.S加工（φ24×H2） 　　870951198

713-512-982　3,100円
9.0 DX丸盆 黒石目 N.S加工（φ27×H2） 　　870951298

713-513-982　3,500円
10.0 DX丸盆 黒石目 N.S加工（φ30.2×H2） 　　870951398

713-514-982　4,200円
11.0 DX丸盆 黒石目 N.S加工（φ33×H2.3） 　　870951498

713-515-982　4,900円
12.0 DX丸盆 黒石目 N.S加工（φ36×H2.3） 　　870951598

713-516-982　5,600円
13.0 DX丸盆 黒石目 N.S加工（φ39.2×H2.4） 　　870951698

713-517-982　7,500円
15.0 DX丸盆 黒石目 N.S加工（φ45.3×H2.4） 　　870951798

713-402-982　1,450円
8.0 正角ケヤキ盆 黒天朱　

（23.8×23.8×H1.7） 　　1176340298

713-403-982　1,650円
8.5 木目長角盆 溜

（26×26×H1.8） 　　1176340398

713-404-982　1,450円
8.5 木目長角盆 黒天朱

（26×19.5×H1.8） 　　767740498

713-405-982　1,400円
10.0 ぜんざい盆 朱天黒

（30×17.2×H1.7） 　　767740598

713-406-982　1,500円
10.0 木目入しるこ盆 黒天朱

（30.3×16.6×H2） 　　767740698

713-302-982　1,850円
9.5 布目角盆 黒天朱

（28.5×28.5×H1.4） 　　1176330298

713-303-982　1,100円
10.0 千筋小判盆 黒天朱

（30×18×H1） 　　870930398

713-304-982　1,750円
32cm 匠長角トレー 黒

（32.3×18×H1.9） 　　870930498

713-305-982　1,750円
32cm 匠長角トレー 朱

（32.3×18×H1.9） 　　870930598

713-306-982　1,700円
8.0 くつわ盆 洗朱

（24.3×24.3×H1.8） 　　1176330698

713-202-982　1,300円
殿上カスター盆 溜

（18.3×12.7×H3.4） 　　767720298

713-203-982　1,300円
切立カスター盆 黒石目

（25×9.2×H1.5） 　　767720398

713-204-982　1,200円
木目長角カスター盆（小） 黒天朱

（21.1×13.2×H1.8） 　　767720498

713-205-982　1,600円
春日カスター盆 銀朱

（21.4×16.8×H1.7） 　　767720598

713-206-982　1,600円
木目長角カスター盆（大） 黒天朱

（29.5×16.2×H2.2） 　　767720698

713-102-982　1,700円
布目カスター盆 黒天朱

（21.2×10.3×H1.5） 　　767710298

713-103-982　1,300円
小判カスター盆 銀朱

（25.7×11.5×H1.7） 　　767710398

713-104-982　1,200円
長角手付カスター盆（小）黒

（21.3×9.8×H3.6） 　　767710498

713-105-982　1,350円
長角手付カスター盆（大）黒

（21.3×13×H4） 　　767710598

713-106-982　1,200円
小判手付カスター盆 黒天朱

（23×13×H2.5） 　　767710698

すべり止め加工。N.S加工

N.S加工 N.S加工
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714-101-982　3,350円 12.0 梅型半月盆 朱 H.S.P加工（35.3×31.2×H1） 　　767810198

714-102-982　3,800円 13.0 梅型半月盆 朱 H.S.P加工（38.8×34.5×H1.3） 　　767810298

714-103-982　4,300円 14.0 梅型半月盆 朱 H.S.P加工（41.5×36.7×H1.3） 　　767810398

714-104-982　3,150円 11.0 半月盆 グリーン石目/朱石目（33×29.2×H2） 　　767810498

714-105-982　3,600円 12.0 半月盆 グリーン石目/朱石目（36×31.7×H2） 　　767810598

714-106-982　4,350円 13.0 半月盆 グリーン石目/朱石目（40×34.5×H2） 　　767810698

714-107-982　5,100円 14.0 半月盆 グリーン石目/朱石目（42×37×H2） 　　767810798

714-108-982　6,000円 15.0 半月盆 グリーン石目/朱石目（45×39.5×H2） 　　767810898

714-201-982　3,150円 11.0 半月盆 朱石目/黒石目（33×29.2×H2） 　　767820198

714-202-982　3,600円 12.0 半月盆 朱石目/黒石目（36×31.7×H2） 　　767820298

714-203-982　4,350円 13.0 半月盆 朱石目/黒石目（40×34.5×H2） 　　767820398

714-204-982　5,100円 14.0 半月盆 朱石目/黒石目（42×37×H2） 　　767820498

714-205-982　6,000円 15.0 半月盆 朱石目/黒石目（45×39.5×H2） 　　767820598

714-206-982　 850円 7.0 平筋半月盆 黒天朱（22.3×20×H1） 　　767820698

714-207-982　1,200円 9.0 平筋半月盆 黒天朱（27.2×24×H1） 　　767820798

714-208-982　1,550円 10.0 平筋半月盆 黒天朱（31.5×28×H1） 　　767820898

714-209-982　2,200円 12.0 平筋半月盆 黒天朱（36.2×32×H1.1） 　　767820998

714-210-982　2,850円 13.0 平筋半月盆 黒天朱（39.2×34.8×H1.1） 　　767821098

714-401-982　3,150円 12.0 半月マット 瑞雲塗（ゴールド）（36×31.7×H0.4） 　　871040198

714-402-982　3,500円 13.0 半月マット 瑞雲塗（ゴールド）（39.4×35×H0.4） 　　871040298

714-403-982　3,150円 12.0 半月マット 瑞雲塗（シルバー）（36×31.7×H0.4） 　　871040398

714-404-982　3,500円 13.0 半月マット 瑞雲塗（シルバー）（39.4×35×H0.4） 　　871040498

714-405-982　3,450円 15.0 小判敷膳 朱乾漆/黒乾漆（45×30.2×H0.4） 　　871040598

714-406-982　3,550円 15.0 小判敷膳 銀パール/朱乾漆（45×30.2×H0.4） 　　871040698

傷復元、汚れ防止予防加工。H.S.P加工

H.S.P加工

714-301-982　8,100円
11.0匠正角プレート 
殿上塗（ゴールド） H.S.P加工

（33×33×Ｈ1.5） 　　1271430198

714-302-982　8,100円
11.0匠正角プレート 
殿上塗（シルバー） H.S.P加工

（33×33×Ｈ1.5） 　　1271430298

714-303-982　5,850円
11.0匠正角プレート 
黒石目 白乱舞

（33×33×Ｈ1.5） 　　1271430398

714-304-982　5,850円
11.0匠正角プレート 
白石目 黒乱舞

（33×33×Ｈ1.5） 　　1271430498

H.S.P加工 H.S.P加工



715越前漆器　盆
Echizen Lacquerware Tray

和陶
オープン

洋陶
オープン

ビュッフェ

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

萬古焼

土鍋

耐熱

ガラス

漆器

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

715-101-982　1,900円 11.0 ダイヤ木目盆 黒（32.5×23.5×H2.1） 　　767910198

715-102-982　2,250円 12.0 ダイヤ木目盆 黒（36×27×H2.1） 　　767910298

715-103-982　2,650円 13.0 ダイヤ木目盆 黒（39×29.7×H2.1） 　　767910398

715-104-982　3,500円 14.0 ダイヤ木目盆 黒（42.8×30.7×H2.1） 　　767910498

715-105-982　4,700円 16.0 ダイヤ木目盆 黒（48.2×33×H2.1） 　　767910598

715-201-982　1,800円 11.0 新盆 黒天朱（33×24.5×H2） 　　767920198

715-202-982　1,850円 12.0 新盆 黒天朱（36.3×27.2×H2） 　　767920298

715-203-982　2,050円 13.0 新盆 黒天朱（39.2×29.4×H2.1） 　　767920398

715-204-982　2,650円 14.0 新盆 黒天朱（42.2×31.7×H2.2） 　　767920498

715-205-982　3,200円 15.0 新盆 黒天朱（45.2×34×H2.2） 　　767920598

715-206-982　3,100円 12.0 珠敷盆 溜 N.S加工（36×26.3×H1.7） 　　767920698

715-207-982　3,600円 13.0 珠敷盆 溜 N.S加工（39.1×28.5×H1.7） 　　767920798

715-208-982　4,300円 14.0 珠敷盆 溜 N.S加工（42.5×31×H1.7） 　　767920898

715-209-982　5,200円 15.0 珠敷盆 溜 N.S加工（45.5×33.2×H1.7） 　　767920998

715-301-982　2,850円 12.0 舟型盆 ウルミ N.S加工（36.5×28.5×H1.7） 　　767930198

715-302-982　3,400円 13.0 舟型盆 ウルミ N.S加工（39.7×30.8×H1.8） 　　767930298

715-303-982　3,950円 14.0 舟型盆 ウルミ N.S加工（42.5×33×H1.8） 　　767930398

715-304-982　5,200円 16.0 舟型盆 ウルミ N.S加工（48.5×37.6×H2） 　　767930498

715-305-982　2,200円 12.0 布目定食盆 黒（36.3×26.5×H1.8） 　　767930598

715-306-982　2,700円 13.0 布目定食盆 黒（39.5×28.5×H1.8） 　　767930698

715-307-982　3,500円 14.0 布目定食盆 黒（43×30.5×H2） 　　767930798

715-308-982　4,000円 15.0 布目定食盆 黒（46×32×H2） 　　767930898

715-401-982　2,750円 12.0 地木目入長手盆 黒天朱 （幅広タイプ）（37×29×H1.8） 　　871140198

715-402-982　1,650円 11.0 地木目入長手盆 黒天朱（33×24×H2） 　　871140298

715-403-982　1,900円 12.0 地木目入長手盆 黒天朱（36×26×H2.1） 　　871140398

715-404-982　2,250円 13.0 地木目入長手盆 黒天朱（39.5×28.5×H2.1） 　　871140498

715-405-982　2,700円 14.0 地木目入長手盆 黒天朱（42.7×30.5×H2.1） 　　871140598

715-406-982　3,300円 15.0 地木目入長手盆 黒天朱（45.5×32×H2.2） 　　871140698

715-407-982　4,700円 16.0 地木目入長手盆 黒天朱（48.5×33.5×H2.3） 　　871140798

715-408-982　3,800円 15.0 ABS運び盆 黒天朱（45.2×30×H4.2） 　　767940698

715-409-982　5,800円 18.0 ABS運び盆 黒天朱（54.4×36.2×H4.2） 　　767940798

715-410-982　7,600円 19.0 ABS運び盆 黒天朱（57.4×36×H4.5） 　　767940898

715-411-982　8,000円 20.0 ABS運び盆 黒天朱（60.3×39.3×H4.8） 　　767940998

すべり止め加工。N.S加工

N.S加工

N.S加工

715-106-982　2,900円 10.0 布目正角盆 溜 N.S加工（30.5×30.5×H1.6） 　　767830198

715-107-982　3,200円 11.0 布目正角盆 溜 N.S加工（33.2×33.2×H1.7） 　　767830298

715-108-982　3,150円 12.0 布目長手盆 溜 N.S加工（36.2×27×H1.6） 　　767830398

715-109-982　3,750円 13.0 布目長手盆 溜 N.S加工（39.3×28.7×H1.6） 　　767830498

715-110-982　4,650円 14.0 布目長手盆 溜 N.S加工（42.5×30.2×H1.6） 　　767830598

715-111-982　5,500円 15.0 布目長手盆 溜 N.S加工（45.2×32×H1.6） 　　767830698

N.S加工
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716-101-982　3,750円
6.5校倉重 黒縁金 2段（19.7×19.7×H13.5） 　　768010198

716-102-982　4,950円
6.5校倉重 黒縁金 3段（19.7×19.7×H19） 　　768010298

716-103-982　3,750円
6.5校倉重 朱縁金 2段（19.7×19.7×H13.5） 　　768010398

716-104-982　4,950円
6.5校倉重 朱縁金 3段（19.7×19.7×H19） 　　768010498

716-105-982　3,900円
6.5校倉重 梨子地縁金 2段（19.7×19.7×H13.5） 　　768010598

716-106-982　5,100円
6.5校倉重 梨子地縁金 3段（19.7×19.7×H19） 　　768010698

716-201-982　4,350円
6.5彩重 黒 扇面 2段（19.6×19.6×H12.5） 　　768020198

716-202-982　5,500円
6.5彩重 黒 扇面 3段（19.6×19.6×H18.5） 　　768020298

716-203-982　4,350円
6.5彩重 黒 光琳梅 2段（19.6×19.6×H12.5） 　　768020398

716-204-982　5,500円
6.5彩重 黒 光琳梅 3段（19.6×19.6×H18.5） 　　768020498

716-205-982　4,350円
6.5彩重 黒 四君子 2段（19.6×19.6×H12.5） 　　768020598

716-206-982　5,500円
6.5彩重 黒 四君子 3段（19.6×19.6×H18.5） 　　768020698

716-301-982　4,550円
6.5彩重 黒 市松梅 2段（19.6×19.6×H12.5） 　　1076030198

716-302-982　5,700円
6.5彩重 黒 市松梅 3段（19.6×19.6×H18.5） 　　1076030298

716-303-982　7,200円
6.5彩三段重フランス内黒天金（19.6×19.6×H18.5） 　　1076030398

716-304-982　7,200円
6.5彩三段重イタリア内黒天金（19.6×19.6×H18.5） 　　1076030498

■お節重の受付は11月末日をもって終了させていただきます。
　※12月でのご注文の場合は制作可能か否かのご確認をお願い致します。

■パーツご希望の場合、個数の間違いを防ぐ為、本体にセットした状態にてお送りさせていただきます。
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717-101-982　400円 6.5重箱パーツ 1/2タイプ 黒（18.6×9.4×H4.2） 　　768110198

717-102-982　400円 6.5重箱パーツ 1/2タイプ 朱（18.6×9.4×H4.2） 　　768110298

717-103-982　400円 6.5重箱パーツ 1/2タイプ 透明（18.6×9.4×H4.2） 　　768110398

717-104-982　260円 6.5重箱パーツ 1/4タイプ 黒（9.4×9.4×H4.2） 　　768110498

717-105-982　260円 6.5重箱パーツ 1/4タイプ 朱（9.4×9.4×H4.2） 　　768110598

717-106-982　260円 6.5重箱パーツ 1/4タイプ 透明（9.4×9.4×H4.2） 　　768110698

717-201-982　240円 6.5重箱パーツ 1/6タイプ 黒（9.4×6.2×H4.2） 　　768120198

717-202-982　240円 6.5重箱パーツ 1/6タイプ 朱（9.4×6.2×H4.2） 　　768120298

717-203-982　240円 6.5重箱パーツ 1/6タイプ 透明（9.4×6.2×H4.2） 　　768120398

717-204-982　260円 6.5重箱パーツ 1/6ハーフタイプ 黒（9.4×6.2×H4.2） 　　768120498

717-205-982　260円 6.5重箱パーツ 1/6ハーフタイプ 朱（9.4×6.2×H4.2） 　　768120598

717-206-982　260円 6.5重箱パーツ 1/6ハーフタイプ 透明（9.4×6.2×H4.2） 　　768120698

717-301-982　230円
6.5重箱パーツ 1/9タイプ 黒（6.2×6.2×H4.2） 　　768130198

717-302-982　230円
6.5重箱パーツ 1/9タイプ 朱（6.2×6.2×H4.2） 　　768130298

717-303-982　230円
6.5重箱パーツ 1/9タイプ 透明（6.2×6.2×H4.2） 　　768130398

717-304-982　250円
6.5重箱パーツ 1/9ハーフタイプ 黒（6.2×6.2×H4.2） 　　768130498

717-305-982　250円
6.5重箱パーツ 1/9ハーフタイプ 朱（6.2×6.2×H4.2） 　　768130598

717-306-982　250円
6.5重箱パーツ 1/9ハーフタイプ 透明（6.2×6.2×H4.2） 　　768130698

717-307-982　250円
6.5重箱パーツ 1/9丸タイプ 黒（φ6.3×H4.2） 　　768130798

717-308-982　250円
6.5重箱パーツ 1/9丸タイプ 朱（φ6.3×H4.2） 　　768130898

717-309-982　250円
6.5重箱パーツ 1/9丸タイプ 透明（φ6.3×H4.2） 　　768130998

お料理に合わせて中子は自由に組み合わせてお使いいただけます。
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718-101-982　 350円
スタックスフレ（蓋）ホワイト

（φ6.1×Ｈ0.4） 　　1271810198

718-102-982　 350円
スタックスフレ（蓋）透明

（φ6.1×Ｈ0.4） 　　1271810298

718-103-982　 400円
アクリル丸蓋（小）透明

（φ7.6×Ｈ0.4） 　　1271810398

718-104-982　 450円
アクリル丸蓋（大）透明

（φ8.6×Ｈ0.4） 　　1271810498

718-105-982　 400円
アクリル角蓋（小）透明

（7.1×7.1×Ｈ0.4） 　　1271810598

718-106-982　 450円
アクリル角蓋（大）透明

（9.2×9.2×Ｈ0.4） 　　1271810698

718-107-982　1,200円
アクリル長角蓋 透明

（14.2×12.5×Ｈ1.2） 　　1271810798

718-201-982　1,050円
5.0長角箱（浅型）黒（14.2×12.5×Ｈ4） 　　1271820198

718-202-982　1,150円
5.0長角箱（深型）黒（14.2×12.5×Ｈ5） 　　1271820298

718-203-982　1,050円
5.0長角箱（浅型）朱（14.2×12.5×Ｈ4） 　　1271820398

718-204-982　1,150円
5.0長角箱（深型）朱（14.2×12.5×Ｈ5） 　　1271820498

718-205-982　1,150円
5.0長角箱（浅型）金パール（14.2×12.5×Ｈ4） 　　1271820598

718-206-982　1,250円
5.0長角箱（深型）金パール（14.2×12.5×Ｈ5） 　　1271820698

718-207-982　1,650円
5.0長角箱（浅型）黒内雲流（レッド）（14.2×12.5×Ｈ4） 　　1271820798

718-208-982　1,800円
5.0長角箱（深型）黒内雲流（レッド）（14.2×12.5×Ｈ5） 　　1271820898

718-209-982　1,650円
5.0長角箱（浅型）黒内雲流（グリーン）（14.2×12.5×Ｈ4） 　　1271820998

718-210-982　1,800円
5.0長角箱（深型）黒内雲流（グリーン）（14.2×12.5×Ｈ5） 　　1271821098

718-211-982　1,900円
5.0長角箱（浅型）黒内金（14.2×12.5×Ｈ4） 　　1271821198

718-212-982　2,050円
5.0長角箱（深型）黒内金（14.2×12.5×Ｈ5） 　　1271821298

718-213-982　1,900円
5.0長角箱（浅型）黒内箔銀（14.2×12.5×Ｈ4） 　　1271821398

718-214-982　2,050円
5.0長角箱（深型）黒内箔銀（14.2×12.5×Ｈ5） 　　1271821498

 

コロナウイルス飛沫感染防止食器

いろどり食器シリーズ
● 空気中のちりやほこり、ウイルスからお料理をガード ！
● トングを使わずにそのまま取れるので、バイキング会場の混在緩和 ！
● 食洗機対応なので、繰り返し使え、ごみを軽減できるので経済的 ！

いろどり蓋
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5.0長角箱（浅型・深型タイプ）
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▲いろどり蓋（長角）が合います
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洋陶
オープン

ビュッフェ

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

萬古焼

土鍋

耐熱

ガラス

漆器

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

719-101-982　650円
いろどりボール（小）黒

（φ7.5×Ｈ3.3） 　　1271910198

719-102-982　700円
いろどりボール（大）黒

（φ8.5×Ｈ4） 　　1271910298

719-103-982　650円
いろどりボール（小）朱

（φ7.5×Ｈ3.3） 　　1271910398

719-104-982　700円
いろどりボール（大）朱

（φ8.5×Ｈ4） 　　1271910498

719-105-982　800円
いろどりボール（小）金パール

（φ7.5×Ｈ3.3） 　　1271910598

719-106-982　850円
いろどりボール（大）金パール

（φ8.5×Ｈ4） 　　1271910698

719-107-982　900円
いろどりボール（小）黒内雲流（レッド）

（φ7.5×Ｈ3.3） 　　1271910798

719-108-982　950円
いろどりボール（大）黒内雲流（レッド）

（φ8.5×Ｈ4） 　　1271910898

719-201-982　1,000円
2.8切立丸箱（浅型）黒（φ8.4×Ｈ3） 　　1271920198

719-202-982　1,050円
2.8切立丸箱（深型）黒（φ8.4×Ｈ5.3） 　　1271920298

719-203-982　1,000円
2.8切立丸箱（浅型）朱（φ8.4×Ｈ3） 　　1271920398

719-204-982　1,050円
2.8切立丸箱（深型）朱（φ8.4×Ｈ5.3） 　　1271920498

719-301-982　 700円
2.3角箱 黒

（6.8×6.8×Ｈ3.4） 　　1271930198

719-302-982　 900円
3.0角箱 黒

（9×9×Ｈ4.5） 　　1271930298

719-303-982　 700円
2.3角箱 朱

（6.8×6.8×Ｈ3.4） 　　1271930398

719-304-982　 900円
3.0角箱 朱

（9×9×Ｈ4.5） 　　1271930498

719-305-982　 850円
2.3角箱 金パール

（6.8×6.8×Ｈ3.4） 　　1271930598

719-306-982　1,050円
3.0角箱 金パール

（9×9×Ｈ4.5） 　　1271930698

719-307-982　1,000円
2.3角箱 黒内雲流（レッド）

（6.8×6.8×Ｈ3.4） 　　1271930798

719-308-982　1,200円
3.0角箱 黒内雲流（レッド）

（9×9×Ｈ4.5） 　　1271930898

スタッキングボールシリーズ

切立ボールシリーズ

角箱シリーズ

積み重ねイメージ

▲いろどり蓋（丸・大）が合います

▲いろどり蓋（角・大小）が合います

▲いろどり蓋（丸・大小）が合います
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719-109-982　 900円
いろどりボール（小）黒内雲流（グリーン）

（φ7.5×Ｈ3.3） 　　1271910998

719-110-982　 950円
いろどりボール（大）黒内雲流（グリーン）

（φ8.5×Ｈ4） 　　1271911098

719-111-982　 900円
いろどりボール（小）黒内金

（φ7.5×Ｈ3.3） 　　1271911198

719-112-982　1,050円
いろどりボール（大）黒内金

（φ8.5×Ｈ4） 　　1271911298

719-113-982　 900円
いろどりボール（小）黒内箔銀

（φ7.5×Ｈ3.3） 　　1271911398

719-114-982　1,050円
いろどりボール（大）黒内箔銀

（φ8.5×Ｈ4） 　　1271911498

719-309-982　1,000円
2.3角箱 黒内雲流（グリーン）

（6.8×6.8×Ｈ3.4） 　　1271930998

719-310-982　1,200円
3.0角箱 黒内雲流（グリーン）

（9×9×Ｈ4.5） 　　1271931098

719-311-982　1,100円
2.3角箱 黒内金

（6.8×6.8×Ｈ3.4） 　　1271931198

719-312-982　1,300円
3.0角箱 黒内金

（9×9×Ｈ4.5） 　　1271931298

719-313-982　1,100円
2.3角箱 黒内箔銀

（6.8×6.8×Ｈ3.4） 　　1271931398

719-314-982　1,300円
3.0角箱 黒内箔銀

（9×9×Ｈ4.5） 　　1271931498
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ビュッフェ用食器
Buffet Tableware

720

和陶
オープン

洋陶
オープン

ビュッフェ

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

萬古焼

土鍋

耐熱

ガラス

漆器

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

720-101-982　 450円
市松浅鉢

（φ7.5×Ｈ3.3） 　　1272010198

720-102-982　 500円
市松反小鉢

（φ7.3×Ｈ4.1） 　　1272010298

720-103-982　1,350円
線筋小鉢

（φ7.4×Ｈ3.9） 　　1272010398

720-104-982　 870円
千筋深鉢

（φ7.5×Ｈ6.3） 　　1272010498

720-105-982　 870円
飴色小鉢

（φ7×Ｈ4.6） 　　1272010598

720-106-982　 450円
7cm削石目鉢

（φ7.3×Ｈ4.2） 　　1272010698

720-107-982　 850円
7.5cmスフレ

（φ7.6×Ｈ4.1） 　　1272010798

720-201-982　 580円
8.5cmカップ

（φ8.5×Ｈ5） 　　1272020198

720-202-982　1,150円
高台カップ

（φ8.5×Ｈ5.7） 　　1272020298

720-203-982　1,150円
高台反カップ鉢　　

（φ8.5×Ｈ5.8） 　　1272020398

720-204-982　 600円
藍小鉢

（φ8.7×Ｈ5.5） 　　1272020498

720-205-982　 700円
8.5cm削石目鉢

（φ8.5×Ｈ5） 　　1272020598

720-301-982　1,050円
9cm四方鉢 白（陶器）

（9×9×Ｈ3） 　　1272030198

720-302-982　 700円
9cm四方鉢 黒（漆器）

（9×9×Ｈ2.5） 　　1272030298

720-303-982　 700円
9cm四方鉢 朱（漆器）

（9×9×Ｈ2.5） 　　1272030398

720-304-982　1,050円
9cm四方鉢 ゴールド（漆器）

（9×9×Ｈ2.5） 　　1272030498

720-305-982　1,050円
9cm四方鉢 シルバー（漆器）

（9×9×Ｈ2.5） 　　1272030598

いろどり陶器
シリーズ（小）

9cm四方鉢

いろどり陶器
シリーズ（大）

▲いろどり蓋（丸・小）が合います
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▲いろどり蓋（丸・大）が合います
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▲いろどり蓋（角長）が合います
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721ビュッフェ用食器
Buffet Tableware

和陶
オープン

洋陶
オープン

ビュッフェ

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

萬古焼

土鍋

耐熱

ガラス

漆器

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

721-101-982　 950円
角マス（小）イエロー（5×5×Ｈ4） 　　1272110198

721-102-982　1,350円
角マス（大）イエロー（7.8×7.8×Ｈ4.8） 　　1272110298

721-103-982　 950円
角マス（小）オレンジ（5×5×Ｈ4） 　　1272110398

721-104-982　1,350円
角マス（大）オレンジ（7.8×7.8×Ｈ4.8） 　　1272110498

721-105-982　 950円
角マス（小）パープル（5×5×Ｈ4） 　　1272110598

721-106-982　1,350円
角マス（大）パープル（7.8×7.8×Ｈ4.8） 　　1272110698

721-107-982　 950円
角マス（小）ブルー（5×5×Ｈ4） 　　1272110798

721-108-982　1,350円
角マス（大）ブルー（7.8×7.8×Ｈ4.8） 　　1272110898

721-109-982　 950円
角マス（小）グリーン（5×5×Ｈ4） 　　1272110998

721-110-982　1,350円
角マス（大）グリーン（7.8×7.8×Ｈ4.8） 　　1272111098

721-201-982　500円
スフレ ホワイト（φ6×Ｈ3.6） 　　1272120198

721-202-982　800円
スフレ イエロー（φ6×Ｈ3.6） 　　1272120298

721-203-982　800円
スフレ オレンジ（φ6×Ｈ3.6） 　　1272120398

721-204-982　800円
スフレ ピンク（φ6×Ｈ3.6） 　　1272120498

721-205-982　800円
スフレ パープル（φ6×Ｈ3.6） 　　1272120598

721-206-982　800円
スフレ ブルー（φ6×Ｈ3.6） 　　1272120698

721-207-982　800円
スフレ グリーン（φ6×Ｈ3.6） 　　1272120798

オプション 蓋にはロゴや文字を
入れることができます。

ご希望の場合はご相談下さい。
サンプルの試作とお見積りをさせていただきます。

サンプル試作事例

角マスシリーズ

▲いろどり蓋（角・大小）が合います
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▲いろどり蓋（ミニ）が合います
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樹脂製スフレシリーズ
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